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あけまして
おめでとうございます
〜新しい年も笑顔で〜
令和元年12月18日　平和保育園
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1月の市民相談
・  法律相談（予約制）　
	 15日（水）･22日（水）
	 13時～ 16時20分　市民相談室
・  女性のための法律相談（予約制）　
	 29日（水）
	 13時～ 16時20分　市民相談室
・  行政相談　
	 16日（木）　
	 13時～ 16時　市民相談室　
・人権相談　
	 23日（木）　
	 13時～ 16時　三の丸会館円卓ルーム
・DV･女性相談　（専用電話☎︎52-6240）
	 （月～金）8時30分～ 17時15分　
※	このほか、消費者相談･一般相談など各種相
談を行っています。詳しくは、市民相談室（市
役所人権施策推進課内･内線245）

・  住宅相談（無料・予約制）
	 15日（水）（受付：6日（月）～8日（水））
	 13時30分～　市役所内401会議室
	 受 付・問合せ＝入札検査課　施設整備

室（内線646・647）

納税･納付〈納期限〉
・市・県民税（普通徴収第4期）【税務課】
・後期高齢者医療保険料（普通徴収1月分）【保険年金課】
・国民健康保険税（普通徴収第7期）【保険年金課】
・介護保険料（普通徴収1月分）【介護福祉課】
＜納期限：令和2年1月31日（金）＞

大和郡山市の人口･世帯数
（11月30日現在･カッコ内は前月比）

・  人口
  ・総計  85,908人  （-67）
  ・男  40,849人  （-42）
  ・女  45,059人  （-25）
・  世帯数  38,203世帯  （-13）

令和元年11月の消防･救急出動件数
（カッコ内は前月比）

・  消防件数  4件（+ 2）
・  救急件数  422件（−20）

大和郡山市 広報

3月7日（土）に開催される「第15
回市町村対抗子ども駅伝大会」に、大
和郡山市を代表して出場する選手12
人が決まり、この日、保護者説明会が
行われました。鍵本監督が「大和郡山
市の代表として本番にむけて頑張って
もらいたい。みんなの力で最高順位5
位を上回るチームになってほしい」と

激励。選手たちは「いい成績を残してみんなと頑張りたい」「みんなで協力して
総合5位以内をめざしたい」など、大会に向けての意気込みを語りました。大会
は、3月7日（土）に橿原運動公園（橿原市雲梯町323-2）で開催され、大会に向
け毎週合同練習がおこなわれます。

	（写真）大和郡山市代表選手。（敬称略）
1列目左から、（矢田小6）神崎	桃	（郡山西小6）山口	真央、（矢田南小6）平田	

芙伎、（郡山南小6）辻	彩名、（郡山北小5）大山	純礼、（郡山北小5）山﨑	明日菜。
2列目左から、（矢田小6）山本	葵大、（矢田南小6）山本	迅、（郡山北小6）有持	

咲哉、（筒井小6）西山	颯輝、	（郡山北小5）川上	治斗、（郡山北小5）瀧岡	陽向。
みなさん応援をよろしくお願いします。

令和元年12月5日（木） 
第15回市町村対抗 子ども駅伝大会 出場選手

令和元年12月5日（木）
Skypeを活用したシンガポールとの授業交流
新しく設置された65型のテレ

ビとWi-Fiを活用して、片桐西小
学校6年3組とシンガポール日本
人学校小学部クレメンティ校6年
2組の授業交流が行われました。
大型テレビに相手の顔が映し

出され、ゲームや小学校の思い出
をお互いに伝えあっていました。
小学校の思い出では、運動会や修学旅行、ランチタイム、ホームスティな

どの思い出をお互いに英語で伝えあっていました。お互いに質問し合う時に
は、「奈良の有名な観光地」「方言がありますか」などシンガポールから質問
があり手を挙げて片桐西小学校の児童たちは答えていました。片桐西小学
校の児童たちからは「日本のアニメが見れますか」などの質問がありました。
児童たちは英語を話しながら、時には日本語を使って交流を深めました。

令和元年11月16日（土）
片桐西小学校 国際理解教育（モンゴル文化）

モンゴルの文化や音楽に触れ、
異文化を理解し共生する資質や能
力の育成と豊かな心の醸成を図る
ことを目的として、片桐西小学校で
国際理解教育が行われました。
午前中は運動場でモンゴルの移

動式住居「ゲル」が設置され、児童
たちが「ゲル」の中を見学し、モンゴルの生活などについて説明を受けました。
午後からは体育館で「スーホの白い馬モンゴル楽団」による馬頭琴の演奏

や、高い音と低い音を同時に出す歌唱法「ホーミー」の披露などが行われ、児
童からは拍手が起こりました。
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謹賀新年

「誰もが自分らしく」 「新年を迎えて」
大和郡山市長 大和郡山市議会議長

　新年あけましておめでとうございます。
　市議会を代表いたしまして、謹んでごあいさつを申
し上げます。
　昨年は「平成」から「令和」へと元号が変わり、新しい
時代の幕開けを感じる一年となりました。
　今年はいよいよ東京オリンピック・パラリンピック
が開催されます。猛暑が心配される中ではありますが、
多くの日本人選手の活躍が期待されます。夏の暑さに
負けないくらいの熱い声援を送りたいと思います。
　当市におきましては、昨年の12月議会から一般質問
において一問一答方式を選択することができるように
なり、より活発な意見交換が行えるようになりました。
議会の様子もインターネット中継や、録画でもご覧い
ただけますので、是非とも皆様のご意見が反映できる
議会運営のために、関心を持っていただければと願う
ところです。
　昨今は自然災害による甚大な被害が多くなっており
ます。このような災害時に一番大切なことは、地域の住
民同士の連携ではないでしょうか。公助がすぐに行き
渡らない初期段階において、災害弱者に対して助けの
手を届けられる体制づくりを、日ごろから地域で考え
ていかなければなりません。我々議会としても尽力す
る所存ですが、市民の皆様のご協力もよろしくお願い
いたします。
　また、災害時に防災拠点となるべき市役所の庁舎は、
老朽化が進み、耐震性が問題となっていましたが、今
年は新庁舎の建設が始まります。よりよい新庁舎にな
るよう議会としても力を尽くしてまいります。
　今後も、市民の皆さまのより多くの声を聞きながら、
市政運営に努力をしてまいります。
　結びに、市民の皆様におかれましては、新しいこの一
年が、幸多き年となりますよう祈念申し上げ、新年のご
あいさつとさせていただきます。

　郡山の春を彩るお城まつりは今年で第60回、同時開
催の金魚品評会は何と第100回！さらにJR郡山駅が
開業130年、JR大和小泉駅が開業100年などなど、東
京オリンピック・パラリンピック2020にあわせるか
のように丸い数字が並びます。
　そうしたなかスタートするのが市役所新庁舎の建設
事業で「大和郡山市らしさを感じられる庁舎」に向け
て、職員一丸となって取り組みます。
　郡山城の北側、県道城廻り線道路の立体交差化工事
も年明けから本格化。京奈和自動車道大和北道路につ
いては、この夏、横田交差点の北で橋脚の建設が始ま
る予定とのことです。
　県との間で包括協定を結び進める近鉄郡山駅周辺の
整備については「城下町の風情を活かし、いきいき暮
らせるまちづくり」をめざす基本構想に続いて基本計
画をすでに策定。これに基づいてより具体的な事業化
を進めていくことになります。
　同じく、協定を結んでいる昭和工業団地のまちづく
りは企業力の強化、働き方の改善、働く環境の向上と
いう基本方針のもと、公民協働で知恵やアイデアを結
集したいと考えています。
　一方、全国的にも大きな問題となっているのが空き
家対策です。本市では昨年「空き家バンク」を開設する
とともに、今月末には「今ある資産を活用し、再生して
まちを元気にする手法のひとつ」「リノベーションス
クール」を開催し、公民連携に若者をも巻き込んで、具
体化を図っていこうと準備を進めているところです。
　さて大和郡山市では男女共同参画の議論が多様な性
への理解と支援のあり方に発展し、この4月県内で初
めて『パートナーシップ宣誓制度』を導入、当事者を
支援していくことになりました。
　「誰もが自分らしく生きられるまち」に向けて、本年
もよろしくお願い申し上げます。

● 広報　つながり　令和2年1月10日号　No.1201 大和郡山市　広報　つながり  ● 3



１月１日～２月２9 日は「はたちの献血」キャンペーン期間です。

2月の
健康

市役所

消防署

杉町

イオン

N

平和支所
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国
道
24
号
線

JR郡山駅

保健センター
さんて郡山

近鉄郡山駅
すこやかちゃん

保健センター「さんて郡山」
（☎58-3333・FAX 58-3330）
〒639-1136 本庄町317-2　月〜金曜日8時30分〜17時
4･5ページの記事のお問い合わせ・申込は、特記を除いてさんて郡山までお願いします。

■休日応急診療所「さんて郡山」内（☎︎59-2299）
　診療科目:内科・小児科　診療時間:12時〜 21時
　診 療 日:日曜・祝日・年末年始（12月29日〜 1月3日）

▎▎こどもの健康
※妊娠中に転入した人で、大和郡山市の妊婦健康診査補助券を持っていない人、
　お子さんの乳幼児健康診査･育児相談票などを持っていない人は、｢さんて郡山｣へ連絡してください。
※警報発令時には中止することがありますので｢さんて郡山｣までお問い合わせください。

事　業　名 対　　象 実施日･受付時間 持ちもの･備考 実施場所

■こんにちは赤ちゃん訪問 生後 2カ月ごろまで お子さんが生まれた全てのご家庭に、保健師・助産師が子育て情報を	
持ってごあいさつにうかがいます。

■乳児健康診査
4カ月児 生後 4カ月の間のみ 実施日や予約の有無は、

医療機関で確認してくだ
さい。

･診査票　･母子健康手帳
･健康保険証

市内指定	
医療機関７カ月児 生後 7カ月の間のみ

■ 12カ月児育児相談
  ブラッシング指導や絵本の紹介など 
  仕上げみがき用歯ブラシをプレゼント！

平成31年1月	 1日～15日生まれ 7日（金）　9:15 ～　
　　　 9:45

･ 育児相談票
･母子健康手帳
･バスタオル

さ
ん
て
郡
山

平成31年1月16日～31日生まれ 21日（金）

■ 1歳6カ月児健康診査
  ※1歳6カ月〜２歳未満まで受診可能

平成30年	 7月	 1日～15日生まれ 5日（水） 13:00 ～
　　　13:45

･ 健康診査票
･母子健康手帳
･仕上げみがき用歯ブラシ
･バスタオル平成30年	 7月16日～31日生まれ 19日（水）

■ 3歳児健康診査
  ※3歳〜４歳未満まで受診可能

平成28年	 8月	 1日～15日生まれ 12日（水） 13:00 ～
　　　13:45

･ 健康診査票（送付します）
･母子健康手帳
･尿（送付した容器に）
･子ども用歯ブラシ平成28年	 8月16日～31日生まれ 26日（水）

■ 乳幼児・妊産婦 歯の相談
   染め出しによるブラッシング指導など、
歯科衛生士による個別相談

乳幼児（0～ 6歳児	就学前）、	
妊産婦　	
※各日定員 1人	 要予約

7日（金）･21日（金）11:00 ･ 母子健康手帳
･仕上げみがき用歯ブラシ	
※歯科健診ではありません

 5日（水）･12日（水）
19日（水）･26日（水） 13:00

■ 助産師相談
  １人30分の個別相談

妊婦とおおむね出産後１年の
産婦、乳児	 要予約

14日（金）		 9:30～11:30
28日（金）	14:00～16:00

･ 母子健康手帳
･バスタオル（妊婦は不要）

ママパパクラス〈助産師・栄養士編〉
　妊婦の気がかりQ&Aやお産が楽になるコツ、マタニ
ティエクササイズ・呼吸法、パパの妊婦体験・イクメン
講座など。
日時＝2月17日（月）	
　13時30分～ 15時30分（受付13時から）
場所＝さんて郡山	
対象＝妊婦と父親になる人、25組	
※単身での参加可、祖父母の参加も可。	
講師＝助産師・管理栄養士・保健師	
持ち物＝母子健康手帳・筆記用具	
※体操するのでズボンで来てください。	
申 込・問合せ＝電話またはホームペー
ジから、さんて郡山（☎58-3333）へ

がん検診！この機会に！～無料クーポン対象者には、５月下旬に送付しました～ 
　	２月末日までに受けてください。次第に予約が取りにくくなってきますので、できるだけ早く予約してください。

子宮がん検診無料クーポン対象者（女性のみ） 乳がん検診無料クーポン対象者（女性のみ）
年齢 生年月日 年齢 生年月日
20歳 平成10年4月2日～平成11年4月1日 40歳 昭和53年4月2日～昭和54年4月1日

	

子育て教室	

日時・コース＝※時間は各13時30分～16時（受付13時～）
日程（2回1コース） 内　容 講　師

2月6日（木）

子育てについてのお話
ふれあい遊び
子どもの応急手当
子育てフリートーク

保健師
救急救命士

2月20日（木） 離乳食のすすめ方
実演と試食（託児あり） 管理栄養士

場所＝さんて郡山	
対 象・定員＝生後4～ 6ヵ月まで（令和元年7月21日～令
和元年10月20日生）の乳児（第1子）の保護者、35組	
持 ち物＝母子健康手帳・筆記用具、２回目のみ、エプロ
ン・三角巾・ふきん３枚・台ふきん１枚	

※	子ども同伴の場合は、赤ちゃん用品（おむつ、ミルク
など）とバスタオルを持参してください。	
申 込・問合せ＝電話またはホームページから、さんて郡山（☎58-3333）へ	

参加無料
要申込

参加無料
要申込

頑
張
る
あ
な
た
の「
が
ん
検
診
」ず
っ
と
傍
に
い
た
い
か
ら（
市
民
作
品
）
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▎▎おとなの健康
各種がん検診･肝炎ウイルス検診･骨粗しょう症検診は、2月末日まで！
※実施期間終了間際は混雑し、予約が取りにくくなります。対象の人は早めに検診を受けましょう。
※胃がん検診・乳がん検診。子宮がん検診・肝炎ウイルス検診の受診券（票）はホームページから申込み可 

事　業　名 日　　時 対象･備考 実施場所

■ 健康相談
2月25日（火）	 要予約
13:30 ～ 15:30
※申し込み時に時間の予約をしてください。

検診結果や生活習慣の見直しについてなど、保健師や
管理栄養士が相談に応じます。体脂肪測定もできます。

さんて
郡山

■ 精神保健福祉相談
2月21日（金）	 要予約
①14:00 ～　②15:00 ～　
※申し込み時に時間の予約をしてください。

精神科医による相談。精神的な症状で悩んでいる人は
ご相談してください。既に精神科・心療内科に受診さ
れている方は対象外です。

事業名 対象年齢は、令和2年
3月31日時点での年齢です 検診費用、検診内容等 持ちもの

■ 大腸がん 40歳以上の人（実施期間内1回）
500円（2日間の便潜血反応検査）
検査キット（検便）を医療機関に提出するだけの自宅で簡単にでき
る検査です。検査で陽性と出た人は精密検査を受けてください。

市
内
指
定
医
療
機
関
で
実
施

･健康手帳
･健康保険証
※�胃エックス線
検診は受診券

��胃内視鏡検診は
受診票
健康保険証
（注）昨年度、市
の胃内視鏡検診
を受けた人は今
年度、胃がん検
診を受けること
ができません

■ 胃がん

胃エックス
線検診

（バリウム）
40歳以上の人

胃部エックス線検査（バリウム）：2,000円
妊娠の可能性のある人 ･胃の手術をした人 ･現在胃を治療中の人、過
去に胃透視検査を受けた際にじんましん ･顔色が青白くなった ･手足
が冷たくなったなどのアレルギー反応が出た人は受けられません。

胃内視
鏡検診 50歳以上の人

内視鏡検査（カメラ）～69歳：5,000円�/�70歳以上：2,500円
鎮痛薬・鎮静薬を使って検診を受けたい、妊娠している、入院して
いる、胃を切除している、抗血栓薬を服用している、消化性潰瘍な
どの胃疾患ですでに受診中である、咽頭・鼻腔などに重篤な疾患が
あり内視鏡の挿入ができない、呼吸不全がある、急性心筋梗塞や重
篤な不整脈などの心疾患がある、明らかな出血傾向またはその疑い
がある、収縮期血圧が極めて高い人は受けられません。

■ 骨粗しょう症
昭和54年4月1日～�
昭和55年3月31日生まれの女性

500円（身体計測・骨量測定）
◎40歳・50歳の女性は骨量をチェックしましょう。
受診券は5月末に送付しました。転入・紛失などで受診券がな
い人は、さんて郡山へ受診券の発行を申し込んでください。

･受診券
･健康保険証昭和44年4月1日～�

昭和45年3月31日生まれの女性

■ 肝炎ウイルス
昭和54年4月1日～�
昭和55年3月31日生まれ

B･C型 1,200円
受診券は5月末に送付しました。転入・紛失などで受診券がな
い人は、さんて郡山へ受診券の発行を申し込んでください。 ･受診券

･健康保険証昭和54年3月31日以前生まれで、今まで
肝炎ウイルス検診を受けたことのない人

B･C型 1,200円
受診を希望する人は､さんて郡山へ受診券の発行を申し込んでください。

■ 乳がん

40 ～ 49歳の女性

（昭和45年4月1日～昭和55年3月31日生）
2方向
3,000円

乳房エックス線検査（マンモグラフィ検査）
実 施場所＝大和郡山病院･済生会奈良病院･高井病
院･平成記念病院･大阪ブレストクリニック学園
前・メディカルプラザ薬師西の京（西の京病院隣）
･メディカルなら奈良市総合医療検査センター・
天理市立メディカルセンター（8ヵ所とも要予約）

※�現在乳房の病気で治療中または経過観察の人、妊
娠中･授乳中･断乳直後･豊胸手術をしている人、
ペースメーカーを入れている人は受けられません。

2
年
に
1
回
の
検
診

･受診票
･健康保険証

50歳以上の女性
（昭和45年3月31日以前生）

1方向
2,000円

■ 子宮がん 20歳以上の女性
（平成12年3月31日以前生）

頚部：2,000円（診察・細胞診）
頚部･体部：3,500円（ハイリスク者のみ）
実施場所＝県内指定医療機関

＜検診対象者の内、検診が無料になる人と手続き方法＞

検診の種類
70歳以上

（昭和25年3月31日
以前生の人　　　 ）

身体障害者手帳･療育手帳･精神障害者保健
福祉手帳･ひとり親家庭等医療費受給資格証
をお持ちの人

生活保護世帯・市民税非課税世帯の人

がん（胃部エックス
線･肺･大腸）

肝炎ウイルス

検診時に年齢がわか
るもの（保険証など）
を医療機関に提示

検診時に該当資格のわかるもの（手帳もし
くは資格証）を医療機関に提示

受診前にさんて郡山に申請し、無料証明書の
発行を受ける。電話の場合はさんて郡山に申
請書の送付を申し込み、記入した申請書と切
手を貼った返信用封筒を送り返します。胃内視鏡・骨粗しょう症

乳がん・子宮がん 受診前にさんて郡山に申請し、子宮がん＝無料の受診票、乳がん＝無料の証明書の発行を受ける（年齢や該当資格がわかるものを提示）

胃がん検診は、
胃バリウム（集団
または個別）か胃
内視鏡検診のい
ずれか実施期間
内に1回の受診
です。
ただし、内視鏡
検診を受けると
次回の検診は2
年後です。

公費負担対象の人や、市外医療機関で接種する場合は、事前に手続きが必要です。保健センターへお問い合わせください。
事　業　名 対　　象 自己負担 実施期間 実施場所

■ 高齢者肺炎球菌

65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳
以上（令和2年3月31日時点）の市民
※	個人通知（はがき）を5月に送付しています。平成26年度～30年
度に定期接種を受けている人へは送付していません。転入などで
無い方は連絡してください。

（注）	過去に23価肺炎球菌予防接種を受けたことがある人は対象外
となります。

3,000円 3月31日（火）まで 指定医療
機関

▎▎高齢者の定期予防接種 ＜自らの意思と責任で接種を希望する人が対象＞

※60～64歳までの市民で下記に該当する人[身体障害者手帳1級相当]は、高齢者の定期予防接種の対象となる場合がありますので、かかりつけ医にご相談ください。
　	①心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害のある人②ヒト免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に日常生活が極度に制限さ
れる程度の障害のある人

※実施期間を過ぎると任意接種となり、全額自己負担になります。

※胃がん、乳がん、子宮がん、肝炎ウィルス検診は、医療機関に予約する前に、さんて郡山に受診票(券)の発行を申し込んでください。�
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マイナンバーカードによるコンビニ　
交付の証明発行停止について 

日時＝1月15日（水）	終日	
発 行停止するもの＝コンビニでマイナンバーカードを
使って発行する証明書	

※	住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍の全部・個人
事項証明書（謄・抄本）、戸籍の附票、課税（非課税）
証明書、所得証明書	
問 合せ＝市民課（内線311 ～ 314）、税務課	庶務係　　
（内線272） 

古い工場やビルを　　　　　　
持っているみなさんへ 

　高濃度のPCB（ポリ塩化ビフェニル）含有電気機器（変圧器、
コンデンサー、業務用蛍光灯安定器など）は、使用中であっても、
令和3年3月31日までの処分が法で義務付けられており、処分
期限が迫っています。（低濃度PCB含有電気機器は令和9年3月
31日まで）。定められた期間内に処分しないと罰則の対象とな
る可能性がありますので、電気室・キュービクルや事務所、倉庫
などを今一度ご確認いただき、万一発見された場合は、すぐに届
出のうえ、適正処分してください。PCBを含む機器を不法投棄
や不適正な方法で処分した場合は、法により罰せられます。	
問 合せ＝奈良県廃棄物対策課	産業廃棄物第二係　　
（☎0742-27-8747）、市環境政策課（内線572）

2020年農林業センサスに　　　　
ご協力お願いします 

　この調査は、今後の農林業に役立てるために5年ご
とに実施している大切な調査です。	
　農林業を営んでいるみなさんのところに、調査員が
訪問して、調査票に農林業の経営状況などの記入をお
願いしますので、ご協力お願いします。	
問合せ＝地域振興課（内線564）	

く ら し
マイナンバーカード申請・交付・更新・
電子証明書の更新の休日窓口開設 

日時＝1月26日（日）	8時30分～ 12時	
場所＝市民課（110番窓口）	
■「マイナンバーカード」の申請 
（写真は市役所内で無料撮影できます）	
【 必要なもの】＝通知カード（回収します）･住民基本台
帳カード（以前申請し持っている人のみ、回収します）・
写真（縦4.5cm×横3.5cm、申請前6ヵ月以内に撮影
した正面・無帽・無背景のもの）･本人確認書類※	
■ 「マイナンバーカード」を既に申請し、交付通知書
を受け取った人への「マイナンバーカード」の交付
（事前に来庁のご案内が届いた人のみ）	

【 必要なもの】＝交付通知書･通知カード（回収します）
･住民基本台帳カード（以前申請し持っている人の
み、回収します）･本人確認書類※	
■ 市役所で保管している「マイナンバーカード」の受け取り	
【必要なもの】＝本人確認書類※	
■ 「マイナンバーカード」の更新	
（写真は市役所内で無料撮影できます）	
【 必要なもの】＝有効期限通知書、マイナンバーカード、写真（縦4.5

㎝×横3.5㎝、申請前6ヵ月以内に撮影した正面・無帽・無背景のもの）	
■ 「電子証明書」の更新	
【 必要なもの】＝有効期限通知書、マイナンバーカー
ド、現在設定済みの暗証番号、本人確認書類※（現在
設定済みの暗証番号が分からない人のみ）	
※	本人確認書類は、運転免許証･パスポート･在留
カードなど顔写真付の公的な身分証明書のうち1
点、これらを持っていない人は、健康保険証・年金
手帳・医療受給者証等のうち2点になります。	

※	原則、受取や申請・更新は本人来庁になります。それ以外の場
合は事前に問合せてください。なお、15歳未満の人や成年被
後見人はその法定代理人の同行と本人確認書類も必要です。	
問 合せ＝市民課（☎85-4581）	（土･日曜、祝日を除く
8時30分～ 17時15分）	

総務省　寄附の禁止総務省 なるほど！ 選挙「寄附の禁止」

政治家の寄附は禁止、有権者が求めることも禁止されています！ 選挙管理委員会（内線462）

◆
【
特
殊
詐
欺
被
害
抑
止
標
語
】「
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話　
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）
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・申告手続き等にはマイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。	
・市役所で２月上旬頃から確定申告関係用紙・手引き等の配布を行います。	
・	市役所でも、土・日曜と祝日を除く2月17日（月）～3月16日（月）の間のみ完成している確定申告書の提出が
できます。確定申告書の控えに奈良税務署の受付印が必要な場合は、直接奈良税務署に提出してください。	

◆ 確定申告はｅ－Ｔａｘが便利です 
　確定申告会場は大変混雑し、長時間お待ちいただくことが予想されます。国税庁ホームページ「確定申告書等作
成コーナー」からご自宅でも申告書を作成できますのでご利用ください。提出は印刷した申告書を郵送等するほか、
ＰＣ・スマホで送信するｅ－Ｔａｘが便利です。送信方法は次の２つの方法があります。	
　■マイナンバーカードを使って送信	
　必要なものは①マイナンバーカード②ＩＣカードリーダライタまたはマイナンバーカード対応のスマートフォン	
　■ＩＤとパスワードで送信	
　必要なものは、税務署が発行したＩＤ（利用者識別番号）とパスワード（暗証番号）	
　新たに発行を希望する場合は、ご本人が、運転免許証や健康保険証などの本人確認書類をお持ちのうえ税務署に
お越しください。以下の日程で、大和郡山市でも出張発行も行いますのでご利用ください（予約不要）。	

◆ 平成31年4月1日以後の申告書の提出の際、源泉徴収票等の添付が不要となりました  
　確定申告書には、源泉徴収票等の内容を記載する必要がありますので、確定申告書第二表等に必ず記載してください。
　税務署等で確定申告書を作成する場合には、源泉徴収票等が必要ですので、忘れずにお持ちください。	

◆ 医療費控除は「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました
　医療費控除の明細書は国税庁ホームページからダウンロードしてご利用ください。	
　医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。医療保険者から交付を受けた医療費通知（健康保険組合等が
発行する「医療費のお知らせ」等）を添付すると、明細の記入を省略できます。　　問合せ＝奈良税務署（0742-26-1201）	

所得税の確定申告書の提出は
3 月 16 日（月）までに！

令和元年分 所得税 ･復興特別所得税の確定申告会場は、土・日曜と祝日を除く 以下の日程です

奈良税務署からのお知らせ

会場名・所在地 
開催期間・受付時間

（混雑の状況により早めに受付
を終了する場合があります）

注意事項

奈良県立図書情報館
（奈良市大安寺西1-1000）

2月4日（火）～ 13日（木）
９時30分～ 15時
※２月13日（木）のみ14時まで。

「土地・建物・株式等を売却された所得（上場
株式等に係る譲渡損失の繰越控除を含む）」、
「贈与税」や「相続税」等の相談は行いません。
・	会場の開館時間は9時です。9時より前に入館い
ただくことはできません。

・	駐車場は有料です（1時間までは無料、以降1時間
毎100円）。

・会場への電話での問合せはご遠慮ください。

奈良税務署
（奈良市登大路町81）

２月17日（月）～ 3月16日（月）
８時30分～ 16時
※	土・日曜と祝日のうち、2月24日（月・

祝）・3月1日（日）のみ、確定申告用
紙の配布・申告相談・確定申告書の収
受・納付相談の業務を行っています。

・駐車場は利用できません。
・	還付申告については、2月14日（金）以前でも
郵送等で提出できます。

開	催	期	間 開	催	場	所
1月22日（水）10時～15時 大和郡山市商工会館	3階大会議室（大和郡山市北郡山町185-3）

◆
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く ら し
後期高齢者医療保険料の　　　　　　
納付額の確認について 

　平成31年（令和元年）中（平成31年1月1日～令
和元年12月31日まで）にお支払いいただいた後期高
齢者医療保険料の納付額確認書を希望する人に交付し
ます。1月20日（月）以降に、電話か直接、保険年金課
医療係（101番窓口）で申請してください。	
　なお、窓口での交付の場合は、申請者の本人確認で
きるもの（運転免許証等）の提示をお願いします。申
請者が代理の場合は、あわせて委任状等が必要です。	
　また、すでに交付希望の申請をいただいている人に
は、1月20日（月）頃に発送します。	
※	保険料支払いが特別徴収（年金天引き）の人は、年
金保険者から送付される「公的年金等源泉徴収票」
で保険料納付額を確認できます。	
問合せ＝保険年金課	医療係（内線327･328）	

乳幼児医療費受給資格証･子ども 
医療費受給資格証はお持ちですか？

　出生の日から15歳のお誕生日以後の最初の3月31
日までの間にある子どもの医療費に対して助成金を支
給しています。助成を受けていただくためには「乳幼児
医療費受給資格証」（水色）または「子ども医療費受給
資格証」（黄色）を医療機関等で提示していただく必要
があります。	
　まだ資格証をお持ちでない場合は、交付申請が必要
ですので、保険年金課	医療係までお問合せください。	
助 成対象者＝市内に住所を有する、15歳の誕生日以後
最初の3月31日までの間にある子ども	

※	他の福祉医療費助成（心身障害者医療、ひとり親家
庭等医療など）の受給対象者や生活保護受給者等は
除く。	

※医療保険に加入していることが要件です。	
問合せ＝保険年金課	医療係（内線327・328）	

児童扶養手当の　　　　　　　
支払いについて 

　児童扶養手当11月分～ 12月分は、1月10日に受
給者の預金口座に振り込みます。（1月支給分より新
年度の金額となります。）11日以降に入金を確認して
ください。	
　今後は奇数月（1・3・5・7・9・11月）の11日に2ヵ
月分ずつ支払います。（11日が金融機関休業日にあた
る場合はその直前の営業日となります。）	
問合せ＝こども福祉課	こども係（内線522）	

償却資産の　　　　　　　　　　
申告について 

　市内に事業用資産を所有している企業および個人事
業者は、毎年１月１日現在の償却資産を市長に申告す
ることが義務づけられています。令和2年1月1日現在
で、市内に所有している対象資産を申告してください。	
提出期限＝令和2年1月31日（金）	
提出＝郵送か直接、市役所税務課（107番窓口）へ	
※	申告用紙・申告の手引きは市のホームページより
ダウンロードできます。また、eLTAXでも提出で
きます。	

※	市では、申告義務者に問い合わせや資料提供の依頼
を行っています。申告調査についてご協力をお願い
します。また、税務署資料の閲覧を行い、申告内容
が適正かの確認を行っています。正しい申告につき
ご協力をお願いします。	
問合せ＝税務課	固定資産税第2係（内線284･285）	

一般廃棄物処理業（収集運搬業･
処分業）許可申請の受付について

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第１項お
よび同条第6項の規定による許可申請を受け付けます。	
申 請＝2月3日（月）～28日（金）（土･日曜と祝日は除く）
の8時30分～12時･14時～16時に、許可申請書（市
指定様式）等の必要書類を、清掃センターへ提出して
ください。	

※	申請書類は、補正期間も考慮して、できるだけ2月	
14日（金）までに提出してください。	

※	申請書等は、市ホームページからダウンロードしてく
ださい。	
問合せ＝清掃センター（☎53-3463）	

こころのサポーター講座 
（受講無料・要申込）

日 時＝①1月28日（火）、②2月4日（火）、③2月15日（土）	
　①・②：13時30分～ 15時30分
　③：10時～ 12時
※1月28日（火）だけでも参加は可能。
場所＝①・②：社会福祉協議会
　③：地域活動支援センターふらっと
対 象・定員＝市内在住･在勤･在学の人でこころの病
やボランティア活動に関心のある人、30人
申 込･問合せ＝土･日曜、祝日を除く8時30分～ 17
時15分に、社会福祉協議会	福祉課（☎53-6531・　
55-0986）へ
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ひとり親家庭 
新入学児童祝い品（要申込） 

　今春小学校に入学するひとり親家庭の児童に、市･
市社会福祉協議会からお祝い品（スケッチセット）を
贈呈します。	
対 象＝令和元年12月1日現在、市内に住むひとり親
家庭の児童で、4月に小学校に入学する児童	

※	配布時（3月予定）に市外に転出している児童は除く。	
申 込･問合せ＝1月31日（金）まで（必着）に、ハガキに、
保護者名･児童名（生年月日）･住所･電話番号･就学
予定校を記入して、こども福祉課（内線522）へ郵送
か持参してください。	

ひとり親（母子･父子）家庭生徒 
卒業祝い品（要申込）

　今春中学校を卒業するひとり親（母子･父子）家庭の
生徒に、祝い品（図書カード5,000円分）を贈呈します。	
対 象＝市内に住む母子または父子のひとり親家庭で、今
年中学校を卒業する生徒	

※贈呈時（３月）に市外転居された生徒を除く。	
申 込･問合せ＝所定の申請書に必要事項を記入･押印し
必要書類を添付して、1月15日（水）～31日（金）（土
･日曜を除く、９時～17時）に、市社会福祉協議会	福
祉課（植槻町3-8･社会福祉会館内）へ	

※	申請書は市社会福祉協議会	福祉課受付で配布してい
ます。	

※	贈呈は3月下旬の予定です（贈呈
通知を送付します）。	
問 合せ＝市社会福祉協議会	福祉課
（☎53-6531）	

上級救命講習の開催　　　　　
（受講無料･要電話予約） 

　心肺蘇生法（AEDを含む）に加えて、救命に必要な応
急手当、急病人の管理法・搬送法など、救急救命士が楽
しく分かりやすく教えます！！	
日時＝1月26日（日）	9時～18時	
場所＝市防災センター（本庄町）	
※	筆記・実技試験があります。修了者には上級救命講
習修了証を交付します。	

※	救命入門コースの受講・e-ラーニングを活用した受
講時間の短縮はできません。	
定員＝20人（要電話予約）	
申 込･問合せ＝1月10日（金）～21日（火）に、奈良県広
域消防組合	大和郡山消防署救急課（☎59-1331）へ	

1月に「空き家相談会」を　　　
開催します（相談無料・要予約） 

　市では、空き家の流通促進と管理不全空家等の発生
予防を目的として、大和郡山市空き家バンクを設立し、
12月から運用を開始しております。	
　このたび、市内に空き家を所有されている人を対象
に、空き家相談会を開催します。	
日時＝1月27日（月）13時から16時まで	
場所＝市役所3階310会議室	
※	相談会以外には常設の相談員が相談を受け付けてい
ます。連絡は下記指定相談窓口へ。	
詳 細・問合せ＝都市計画課	公民連携空き家利活用推進
室（内線631）	

【市空き家バンク指定相談窓口】	
　NPO法人空き家コンシェルジュ	橿原相談窓口	
　（☎0744-35-6211）（日曜と祝日を除く9時～17時）	

令和元年度 市自治会別 婦人バレーボール大会結果発表！
　13チームが参加した自治会別婦人バレーボール大会は、昨年12月1日に決勝大会を行い、熱戦のす
え幕を閉じました。入賞チームは下記のとおりです。	 問合せ＝総務課（内線252）

市長杯 市議会議長杯 市自治連合会会長杯

優　勝

小泉市場 西	方 田中町
準優勝 宮	堂 小泉小林 山	田
3　位 西矢田筋 代	官	 山田原
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く ら し
社会保険料（国民年金保険料） 
控除証明書･源泉徴収票を送付します

　それぞれ送付の対象となる人には、下記のとおり郵送
します。所得税や市県民税等の申告をするときに添付
する必要がありますので、なくさずにお持ちください。	
◆｢控除証明書｣の送付 
　対象＝ 令和元年10月1日～12月31日の間に、昨年

初めて国民年金保険料を納付した人	
　発送時期＝令和2年2月初旬	
◆｢源泉徴収票｣の送付 
　対象＝ 平成31年1月～令和元年12月までに老齢年

金を受け取っている人全員	
　発送時期＝令和2年１月下旬	
※	｢障害年金｣や｢遺族年金｣は非課税ですので、源泉徴
収票の送付はありません。	

※	源泉徴収票を紛失された場合は再交付ができます。
詳しくは下記までお問い合わせください。	
問合せ＝奈良年金事務所（☎0742-35-1371）	

（保険年金課）	

奈良県特定最低賃金が 
改定されました

　奈良県最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適
用されます。奈良県最低賃金と特定最低賃金の両方が
適用される場合は、金額の高いほうの最低賃金が適用
されます。

地域別最低賃金 金額（発効年月日）

奈良県最低賃金 時間額	 	837円
（令和元年10月5日発効）

特定最低賃金 金額（発効年月日）

奈良県はん用機械器具、
生産用機械器具、業務用
機械器具製造業最低賃金

時間額	 897円
（令和元年12月25日発効）

奈良県電子部品･デバイス･
電子回路、	発電用･送電用･
配電用電気機械器具、	産業
用電気機械器具、民生用電
気機械器具製造業最低賃金

時間額	 882円
（令和元年12月25日発効）

奈良県自動車小売業最低
賃金

時間額	 884円
（令和元年12月25日発効）

奈良県木材･木製品･家具
･装備品製造業最低賃金

時間額	 837円
（奈良県最低賃金を適用）
日　額	 6,527円
（平成元年1月25日発効）

問合せ＝奈良労働局賃金室（☎0742-32-0206）

国民年金基金のご案内 
〜奈良県国民年金基金からのお知らせ〜

　〜国民年金にゆとりをプラス
　　　　　　　　 自分で選べる公的な個人年金〜
　国民年金基金は、国民年金（老齢基礎年金）に上乗
せして“老後にゆとりをプラス”する公的な年金制度
です。豊かな老後生活を送るため、国民年金基金に加
入されてはいかがでしょうか。
対 象＝20歳以上60歳未満の自営業やフリーランス
など、国民年金の第1号被保険者、60歳以上65歳
未満の人、海外居住の国民年金任意加入者
◆国民年金基金 ５つのメリット
①	終身年金が基本。長い老後生活に備えることができ
ます。	

②	税法上の優遇。全額社会保険料控除で税金が軽減さ
れます。	

③年金額が確定、掛金額も一定。	
④	自由なプラン設計。ライフプランに合わせ、年金額
や受取期間を設計できます。	

⑤万が一の時には、家族に一時金（Ｂ型を除く）。	
　掛け捨てにはなりません。	
※	詳しい資料をお送りしますので、下記へ気軽に連
絡・お問い合わせください。	
詳 細･問合せ＝全国国民年金基金	奈良支部（フリーダ
イヤル0120-65-4192）（〒630-8115	奈良市大宮
町4丁目255	まつもりビル2-302）			（保険年金課）

ならジョブカフェセミナー 　　
（2月） 
日 時＝①2月7日（金）「仕事の見つけ方セミナー」、　
②13日（木）「面接対策セミナー」、③19日（水）「就
職支援機関との座談会」④29日（土）「働くことを
考えてみるセミナー」	

　①：9時50分～ 11時50分	
　②・④：13時30分～ 16時30分	
　③：14時～ 16時	
場所＝①、③、④ならジョブカフェ（奈良市西木辻町）	
　②高田しごと センター（大和高田市幸町）	
対 象･定員＝就職活動中の学生やおおむね35歳未満
の求職者（40代前半までの不安定就労者を含む）、
各10人程度（先着順）	
申 込･問合せ＝各セミナー前日までに、セミナー名・
開催日・名前（フリガナ）・居住地の市町村名・電話
番号・年齢・性別を、電話かFAXでならジョブカフェ
（☎0742-23-5730・ 0742-23-5757）へ

（地域振興課）	
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ポリテクセンター奈良 　　　　
公共職業訓練 受講生募集 

訓練科＝（③④はビジネススキル講習付きコース）	
　①機械CAD技術科	②住宅リフォーム技術科	
　③CAD/NC技術科	④電気設備技術科	
対象＝訓練を受講して再就職を希望する人	
定員＝①②各5人、③④各11人	
訓練期間＝①②：3月2日（月）～ 8月28日（金）
　　　　　③④：	3月2日（月）～ 9月30日（水）
訓 練場所＝ポリテクセンター奈良（橿原市城殿町433）	
費用＝受講料無料（ただし、教科書代等は自己負担）	
問 合せ＝1月6日（月）～ 31日（金）に、ポリテクセ
ンター奈良（☎0744-22-5226）　　	（地域振興課）

在宅障害者交通費補助金の　　
申請受付について 

　障害者の就労支援のため、事業所への通所にかかる交
通費（年4回のうち、今回は10～12月分）を補助します。	
対象＝下記①～③の全てにあてはまる人	
　①市内に住所を有している人	
　②	身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の

いずれかを所有している人	
　③	障害者総合支援法に基づく事業所で生産活動を行

い工賃を支給されている人	
※	生活保護受給者で、生活保護法により移送費を受け
ることができる人は対象になりません。	
補 助内容＝事業所の通所時に公共交通機関（電車･バ
スに限る）を利用した場合の交通費の４分の３と	
し、上限額は１ヵ月あたり１万円となります。	
申 請書配布・受付期間＝1月10日（金）～ 27日（月）	
申 込･問合せ＝社会福祉協議会	福祉課（☎53-6531・ 55-0986）	
※	いずれも土･日曜、祝日を除く８時30分～17時15分。	

清掃センター　　　　　　　　
休日業務のご案内（2月） 

　祝日のごみの収集･持込ごみの受付は、下表のとお
りとします。ご協力をお願いします。

	問合せ＝清掃センター（☎53-3463）

　
■くらしのインフォメーション■

ひとりで悩まないで

わたしたちに
ご相談ください！

大和郡山市消費者センター 
☎ 53-1583（直通）
相談受付 月〜金曜
 9時〜16時

新しく成人を 
迎えるみなさんへ 

　成人になると、親の同意なく自由に契約を結
ぶことができるようになる反面、トラブルに
なった時の責任も、自分自身で負わなければな
りません。成人になったばかりのみなさんを
狙った悪質な業者による消費者トラブルも数多
く発生しています。	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
≪若者に多い消費者トラブル事例≫ 
・ 痩身エステの無料体験に行ったところ、契約

するまで帰らせてもらえず、クレジットで

30 万円の契約をしたが、支払いができない。 

・ 400 円のお試しだと思い、スマホで脱毛クリ

ームを申し込んだら、実は 8,000 円の商品

の定期購入だった。5 回購入するまで解約で

きない。 

・ 「ネットビジネスの方法を教える」との SNS

の書き込みを見て連絡を取ると、38 万円の

DVD を勧められ、消費者金融でお金を借り

て購入したが、サポートも受けられずもうか

らない。 

・ 「メールで悩みを聞くだけで報酬がもらえる」

との副業サイトに登録。悩みを聞きアドバイ

スをし、報酬をもらうためのポイントを購入

させられたが、結局報酬を受け取ることはで

きなかった。 

≪トラブルにあわないためのアドバイス≫ 
1.	SNSの情報やネットの広告をうのみにせず、
契約前に契約書や規約などをよく読み、内容
をきちんと理解してから契約しましょう。	

2.	もうけ話を信用しない！簡単に大金をかせげ
ることなどあり得ません。たとえ友人からの
誘いでも断る勇気を持ちましょう。	

3.	「お金がない」と断ると「クレジット」や「フ
リーローン」を勧める業者もいますが、後々
返済に苦しむことになります。「お金がない」
なら契約はやめましょう。	

4.	契約によっては、取消や解約ができる場合も
あります。困ったときには、できるだけ早く
消費者センターへ相談してください。	

月日 可燃ごみ
の収集

持込ごみ
の受付

不燃物ごみの	
収集

2月11日
（火）

建国記念の日
休み 9:00～	

　12:00

毎月第2火曜の　
区域は2月13日
（木）に収集

2月24日
（月）
振替休日

毎月第4月曜の　　
区域は2月27日
（木）に収集

● 広報　つながり　令和2年1月10日号　No.1201 大和郡山市　広報　つながり  ● 11



新庁舎建設工事が始まります 

【工事概要】 
主要構造：鉄骨造・免震構造 
階数： 地上5階 地下１階（新庁舎棟）
　　　地上２階（倉庫棟・交流棟） 
工事請負契約額：7,645,000,000円 
施工者：淺沼・藤本特定建設工事共同企業体 

　平成27年度より検討し取り組んできた新庁舎建設事業は、みなさんからのご意見を取り入れながら基本計画
を策定し、基本・実施設計をまとめてきました。この度、設計業務が完了し、本格的に工事を開始いたします。み
なさんにはご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。	

　現在、作業開始に向けた資材調達などの準備を
行っています。準備完了後、工事範囲に仮囲いを
設置し、工事を開始する予定です。	
　建設工事が始まりますと市役所西側から出入
りできなくなります。来庁の際は、市役所南側か
らお入りください。	
　安全に工事を進めていきますので、ご理解ご協
力よろしくお願いします。	

　今後は進捗状況に応じて、工事の様子を市
ホームページにて公開していきますのでご確認
ください。	

※新庁舎棟の完成までは既存庁舎で業務を継続します。
　既存庁舎から新庁舎への機能移転終了後、新庁舎棟での業務となります。

【今後のスケジュール予定】 

【来庁時は市役所南側からお入りください】 
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九条スポーツセンターからの　　　
お知らせ

〜卓球教室体験会のご案内〜 
　1・2月度より、卓球教室の新規募集にともない、　
卓球教室体験会を開催します。	
日時＝1月22日（水）・29日（水）	
　各日12時30分～ 14時30分	
対象･定員＝16歳以上、各6人	
費用＝1,100円	
持 ち物＝ラケット･動きやすい服装･室内用シューズ･
タオル･飲み物	

申 込･問合せ＝1月15日（水）から、電話か直接、九
条スポーツセンター（☎52-1245）へ	

ふたばこども園　　　　　　　　　
子育て支援事業のお知らせ

◆わくわくキッズランド	
　エプロンシアター・人形劇・手遊びなど、親子遊び
を通して子育て中の親同士の交流を深めましょう。	
日時＝2月21日（金）	9時30分～ 11時30分	
場 所＝DMG	MORI	やまと郡山城ホール	レセプショ
ンホール	

※	持ち物などは、申し込みの際にお知らせしています。
◆『ふれあい健康体操』1・2・3！！	
　若さを維持して健康に！子供と一緒に体を動かして
リフレッシュ！（講師：自橿術	高部	美保さん）	
日時＝2月26日（水）	10時～ 11時	
　（受付9時45分～）	
場所＝子育て支援センターふたばこども園	
　（今国府町60-9）	
持ち物＝バスタオル（床に敷きます）	
※動きやすい服装で参加してください。		
【共通】	
対象＝市内在住の未就園児とその保護者	
申 込＝インターネット上の申込フォーム（https://
select-type.com/rsv/	?id=q375PV7YJm8）から	

問 合せ＝子育て支援センターふたばこども園　　　
（☎59-4141）	

イベント・募集

冬 額田部運動公園施設 
教室案内

◆ヨガ教室（1回500円･定員各20人）
　月 10時30分～ 11時30分
　金 19時30分～ 20時30分
◆グラウンドゴルフ教室（月600円･定員20人）
　月 水 金	10時～ 12時
◆整体健康教室（1回500円･定員20人）
　第2･4金	13時30分～ 14時30分
◆社交ダンス教室（定員各15人）
　入門クラス（各曜日	月2,500円）
　水	18時～ 19時、19時～ 20時30分	金	11時～ 12時
　初級クラス･中級クラス
　（水	月4,200円	金	月4,400円）
　水	19時～ 20時30分	金	9時30分～ 11時
◆サッカー教室（月3,000円）
　木16時～ 17時
◆合気道教室（月3,000円･定員20人）
　木		（子ども）18時30分～ 19時30分	
　　	（大人）19時40分～ 20時40分
詳 細･問合せ＝額田部運動公園施設（☎59-2088）

第16回 
記憶力大会

　記憶の達人｢稗
ひ え だ の あ れ

田阿礼｣を目指して、
記憶力に挑戦する記憶力大会。今年も
大会を盛り上げる様々なコラボ企画を
準備しています。競技時間以外も、あ
わせてお楽しみください（申込不要）。
※	本大会への参加申込期間は終了して
います。
日時＝2月2日（日）10時～	17時
場所＝	DMG	MORI	やまと郡山城ホール	大ホールほか
◆コラボ企画
①	「頭脳ゲームミニ大会コーナー」（特定非営利活動法
人	頭脳スポーツ財団）

②	「3D頭脳パズル･ゾムツール&ひかりクレヨンコー
ナー」（奈良工業高等専門学校）

③	｢屋外食事コーナー｣
問 合せ＝記憶力大会実行委員会（生涯学習課内）　　
（☎53-1156）
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第60回 大和郡山お城まつり｢時代行列｣
警護武将 参加者を募集します

　3月29日（日）開催予定のお城まつり｢時代行列｣で、警護
武将として約4㎞のコースを練り歩く市民5人を募集します。	
参 加資格＝20歳～ 65歳の市民で、体力に自信のあ
る健康な男性（重さ約10kgの武将姿で歩きます）	
申 込･問合せ＝往復ハガキに住所･名前（ふりがな）･
年齢･電話番号･身長･体重、｢時代行列警護武将参
加希望｣と記入して、1月27日（月）までに、市観光
協会（〒639-1132高田町92-16）（☎52-2010･　
52-2322）へ郵送	

※申し込み多数の場合は抽選。	

お城まつり「夜桜ぼんぼり」・　　　
「パンフレット広告」新規募集

　今年のお城まつり開催期間は、3月24日（火）～ 4
月7日（火）です。ご協力よろしくお願いします。	
◆夜桜ぼんぼり協賛費	
費 用＝新規１本につき 2万円、次年度からは１本に
つき 1万円	
申込期限＝ 2 月 7日（金）	
◆パンフレット広告（4万部発行）	
広告掲載料＝ 1 枠 1万 5千円	
申込期限＝ 1 月 21日（火）	
※	いずれも市観光協会正会員年会費3,000円を含みます。	
申 込・問合せ＝市観光協会（☎52-2010）

時代行列・白狐御渡の実施に伴う 　
藺町線全面通行止めについて

　第60回お城まつりから、時代行列・白狐御渡の実施
中、安全確保のため、藺町線の全面通行止めを行います。	
藺町線全面通行止めの予定日時＝	
　3 月 29日（日）	13 時 30分～ 15時ごろまで	

雑談力向上講座のお知らせ　　 　
（参加無料・要申込）

　奈良県広域就労準備支援事業の一環として、日々の
生活や就職活動などで役立てることを目的に、雑談力
向上講座を開催します。	
日時＝① 1月 17日（金）、② 31日（金）	
　各日	13 時 30分～ 15時 30分	
場 所＝①三の丸会館	研修室、②三の丸会館	ミーティ
ングルーム	
申込・問合せ＝厚生福祉課	保護係（内線 537）	

令和2年度 
公民館クラブ登録を行います

対象＝下記①～③の全てにあてはまるグループ･団体	
①	教養･健康・生活文化の学習や振興を目的としたグ
ループ･団体（営利を目的とする私塾的なものは不可）	

②	市内在住･在勤者10人以上のグループ･団体で、月
２回以上定期的に公民館を使用すること	

③	グループの組織運営･活動内容など会則を定め、会
員の加入脱会は自由で、公開平等の民主的運営が行
なわれていること	
申 請＝2月3日（月）～ 10日（月）の各日9時30分
～ 17時に、公民館所定の用紙を登録希望の公民館
へ提出してください	

※	申請受付は、中央公民館（三の丸会館）と南部公民
館は水･日曜を除く、その他の地区公民館は土･日
曜を除きます。 
問合せ＝中央公民館（☎53-5350）
　　　　南部公民館（☎59-1316）
　　　　昭和地区公民館（☎56-0015）　
　　　　片桐地区公民館（☎52-3001）
　　　　治道地区公民館（☎56-3085）
　　　　平和地区公民館（☎52-2346）	

農業体験農園の利用者を追加募集します 
〜農業体験してみませんか？〜

　平成20年度に開設し利用中の新町（千日町南側）に
ある農園に9区画・上三橋町にある農園に2区画の空
きが出ましたので追加募集します。
　初めての人でも栽培などの指導が開設者から受けら
れます。応募者の中から利用希望内容などを聞きなが
ら手続きを進めますので受付順を抽選で決めて、その
結果を通知します。
期 間＝4月1日から翌年3月31日まで（以後1年毎
に更新可）
金額＝1区画（約9坪）1年間1万円
対象＝市内在住の人
応 募方法＝往復ハガキに、｢農業体験農園の追加募集
に応募｣の旨と住所･名前･電話番号･返信用宛名
を記入して、1月29日（水）17時まで（必着）に農
業水産課へ郵送

※	ハガキ1枚につき1人のみ申し込み可能。重複した
申し込みは不可。

※	応募多数の場合は、2月5日（水）10時から、市役
所3階310会議室で公開抽選を行います。
問合せ＝農業水産課（内線552）	

イベント・募集
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第35回 農産物品評会　　　　　　
受賞者発表

　昨年11月29日（金）に開催された、農産物品評会
（大和郡山市農業振興協議会主催）。総出品数355点の
うち、下記10点が特賞となりました。　
　受賞者のみなさんを紹介します。

賞名 品名/受賞者名（住所）
奈良県知事賞 イチゴ（あすかルビー）／佃	真紀子（城町）
大和郡山市長賞 カブ／辰巳	武史（馬司町）
奈良県議会議長賞 柿／東	敬子（矢田町）
大和郡山
市議会議長賞 鶏卵／飯田	博記（上三橋町）
奈良県
農業会議会長賞 キュウリ／堀川	真（上三橋町）
奈良県北部農林
振興事務所長賞 葉ぼたん／中筋	一弘（新町）
大和郡山市
農業委員会長賞 レモン／谷野	恵子（新町）
奈良県農業協同組合
代表理事理事長賞 トマト／中西	真子（上三橋町）
奈良県農業共済
組合長理事賞 黒豆／山村	潔（小泉町）
大和郡山市農業
振興協議会長賞 白菜／今西	高弘（下三橋町）

	問合せ＝農業水産課（内線554）	

奈良県広域消防組合　　　　　　　
消防観閲式の開催

　消防に対する理解と信頼を深め、火災予防思想の普及や地域
防災の充実を図るために、消防観閲式を実施します。消防隊員、
消防車両による部隊行進や消防・救助総合訓練などを行います。	
日時＝1月25日（土）	10時～ 11時30分	
場所＝橿原運動公園まほろば広場（橿原市雲梯町）	
問合せ＝奈良県広域消防組合	消防本部総務課	
　（☎0744-26-0119）	
※詳しくはホームページ（http://www.naraksk119.jp/）。

イチゴ果実品評会　　　　　　　　　　
一般審査員募集 

　1月21日（火）9時30分から、三の丸会館で開催される
｢イチゴ果実品評会｣に一般審査員として参加いただく市
民2人を募集します。	
申 込＝1月15日（水）までに、住所･名前･年齢･電話番号
を記入し、ファックスでJAならけん郡山営農経済セン
ター（ 55-5050）へ	

※申し込み多数の場合は抽選し、当選者に連絡します。	
問 合せ＝JAならけん郡山営農経済センター（☎55-
5100）	　　　　　　　　　　　　　		　（農業水産課）

地元産イチゴ即売会を開催します 

　イチゴの品評会を開催するのにあわせ、品評会終了
後に地元産イチゴの即売会を行います。	
日時＝1月21日（火）	12時～	
場所＝三の丸会館1階ロビー	
問合せ＝農業水産課（内線554）	

1月23日〜 29日は 
文化財防火週間です

　みなさんと共に文化財への関心を高め、愛護意識の
高揚、啓発を図り文化財を火災から守りましょう。	
　また期間中、文化財保有社寺等における防火訓練を
予定しています。	
日程＝1月23日（木）	
場所＝奈良県民俗博物館	
問合せ＝奈良県広域消防組合大和郡山消防署予防課	
　（☎59-1289）	
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　人間らしく生きること、差別や偏見に対して感じたこと、
お互いの個性を認め合うことなど、｢人権｣を大切にする気
持ちを手紙に…。全国から1,685通の応募がありました。
　入賞作品を紹介します。

	 人権施策推進課（内線334）

小・中学生の部 高校・一般の部

第18回  
人権ショートレター 
入賞作品 発表

「相手の気持ちを考えて」　� 　
ひとことの悪口、1回の無視…。あなたにとっては『たっ
た』1回のこと。でも、相手にとっては『ずっと』消えな
い深い心の傷になる。今、自分の行動をふり返ってみよ
う。相手の気持ちを考えて行動していましたか？

「命に感謝する大切さ」� 　
「生まれてきてくれてありがとう。」嬉しくて、心に花が
咲いたような気持ちになる言葉だ。命に感謝することが
できたら、争いや悲しい事件などなくなると思う。世界
中の人達の心にありがとうの花が咲きますように。

「顔が見えないからって…」� 　
最近インターネットでの誹謗中傷がよく見られる。顔が
見えないからって人として言ってはいけないことを言
う。言ってる人達は言われた人の気持ちなんて知らない。
そんな世界を無くしていきたい。

「君の味方になりたい」� 　
君の味方になりたい。君が悩んでいるとき、困っている
とき、頼れる人になりたい。ぼくに出来ることは何もな
いかもしれないけど、君に寄り添うことなら出来る。君
の心が軽くなるならぼくは君の味方になりたい。

「君が大事なことを教えてくれた」� 　
障がいがあるかもしれないと知った時、目の前が真っ暗
になった。でも成長していく君を見て、あの時感じたこ
とは何だったのかと反省する。思い込みや、知らないこ
と以上に怖い事はない。それを教えてくれた君に感謝。

「心に傘を」� 　
幼い娘を抱いて病院から飛び出したとたん、土砂降りの
雨に襲われた。途方に暮れていたら、見知らぬ女性が傘
を傾げてくれた。私も迷わず、困った人の心に傘を傾げ
てあげられる人になりたい。

「胸を張って」　� 　　
自閉症の娘と外出すると謝ることが多い。ある日、近所
の方に「悪いことなんてしていないのだから、胸を張っ
ていいのよ。」と、言われ涙が出た。自閉症の理解が広ま
り、こんな人が増えると嬉しい。

「やさしさじゃなかったね」� 　
障がいを持つあなたの子に気を使って、手を貸そうとし
ました。これくらいできるのよとあなたは笑いました。
出来ないと決めつけた私のやさしさこそが差別だったと
猛省しました。

佳　作

「変わっていくこと、変わらない絆」
「色んな色」

「人を成長させる言葉」　
「見て見ぬふりも、いじめのうち」

「命」　

佳　作

「息子へ」
「みているのは人間」　
「座席を譲られて」　

「あなたはあなたでいい」　
「使えない人なんていない」　　

最優秀賞 最優秀賞

優秀賞 優秀賞

優秀賞 優秀賞

優秀賞 優秀賞
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 郡山再発見ウォーク 参加者募集   令和2年開催分のお知らせ～募集
「郡山の伝統産業や市内の多様な施設を訪ねて」をテーマに実施しています。1月・2月の日程は以下の通りです。
	◆各回8時40分から受付、9時出発。当日集合時間･場所にお越しください（荒天中止）。
	◆歩きやすい服装･靴で、飲み物を持参してください。					　　　　　　　　　　			申込・問合せ＝市観光協会（☎52-2010）	

観光ボランティアガイドと大和郡山を再発見！

開催日 集合場所 コース概要 解散場所 定員
1月24日（金）（要申込）
※試食代270円を当日持参してください。

JR郡山駅　　
東口9:00出発

→高田口大門跡～外堀緑地公園南門～藺
町線～小学校給食センター（あすなろ）→

JR郡山駅
12:00すぎ解散

35人
（先着順）

2月14日（金）
（参加無料・申込不要）
※上履きを持参ください。

近鉄九条駅東口
9:00出発

市清掃センターを中心にして、平城京西市
跡、平城京八条大路跡周辺を巡る

近鉄九条駅東口	
12:00すぎ解散 -

イベント・募集

イベント

イベント

イベント

健康長寿のための栄養講座　　　 
（参加無料・要申込） 

日時＝ 1 月 24日（金）	14 時～ 15時 30分	
場所＝片桐地区公民館	研修室		定員＝ 30 人（申し込み先着順）
内 容＝フレイル予防のための食事のとり方・骨粗鬆症
予防の食事・誤嚥にナラん！体操		
申 込・問合せ＝第二地域包括支援センター（☎ 55-7011）	

健康長寿のための健康づくり講座　　　 
（参加無料・要申込）	

日時＝２月 18日（火）	10 時～ 11時 30分	
場所＝社会福祉会館	2 階会議室	
定員＝ 15 人（申し込み先着順）	
内 容＝①「フレイル予防の健康体操」②「認知症予防」
③「みんなで考えよう	すみやすいまちづくり」
申込・問合せ＝地域包括支援センター（☎ 55-7733）

認知症サポーター養成講座 in 図書館（参加無料・要申込）
　認知症の症状や予防、対応などの基礎知識などを学び、認知症を理解し、認知症の人や家族を見守る認知症サポー
ターになりませんか。「in	図書館」では認知症関連図書の紹介と朗読を行います。
日時＝2月10日（月）	14時～16時　場所＝市立図書館	2階	集会展示室　定員＝25人
持ち物＝筆記用具、お茶　申込・問合せ＝地域包括支援センター（☎55-7733）

認知症講演会　　　　　　　　　　　
（参加無料・申込不要） 

　〜認知症になっても住み慣れたまちで安心して暮らせるために〜	
日時＝2月20日（木）	12時30分開場	
場所＝DMG	MORI やまと郡山城ホール	大ホール
対象・定員＝市民、先着600人	
◆認知症関連展示・相談 
時間＝12時30分～ 14時
　認知症カフェ紹介、認知症相談ブース、認知症関連
図書展示等を行います。		
◆講演会（手話通訳・要約筆記あり）
時間＝14時～ 16時	
・	「認知症の予防と対応～ひととのつながりが大事～」		
（高井病院脳神経内科	原	健二	医師）	
・寸劇「いつもと様子が違う！？あなたならどうしますか？」	
問合せ＝地域包括支援センター（☎55-7733）	
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日＝日時 所＝場所
対＝対象 費＝会費
問＝問合せ 持＝持ち物

掲載について
営利を目的としないで、独自に行っているイベントや、そのサー
クルへの参加を広く市民に呼びかける内容とします。掲載希望号
（1日号のみ）の発行日の2カ月前の末日までに企画政策課へ。

第12回健やか写真クラブ    
作品展（無料）
日 	1月23日(木）～26日(日）
	 9:00～17:00
	 23日は13:00～・26日は
　	16:00まで
所 		DMG	MORI	やまと郡山城

ホール
対 		だれでも（制限なし）
問 	健やか写真クラブ・安田
	 ☎090-4904-3121
障がいのある人と家族のための 
防災セミナー
日 	(第1回）1月25日(土）
	 13:00～16:00
所 		市民交流館3階(大会議室）
対 		障がい児・者の防災に興味

がある人
費 	1名1,500円(参加費・資

料代）
問 	あかるいみらい準備室・山口
	 ☎050-3579-1642

第22回田北病院市民公開講座(無料）
日 	1月29日(水）
	 おなかの病気の温故知新！！
	 消火器内科部長・米田健太郎
	 14:00～15:30
所 		田北病院2階(会議室）
対 		だれでも(事前申し込み不要）
問 		田北病院・地域医療連携室
	 ☎54-2233
ＪＣＨＯ健康教室(無料）
日 	2月13日(木)
	 	「身近にあるエコノミークラス	

症候群(深部静脈血栓症)」
	 16:00～16:30
所 		大和郡山病院地階オアシス
対 		成人男女
問 	大和郡山病院	☎53-1111

子どもマラソン（要申込）
日 	3月15日（日）	9:15～
所 		まほろば健康パーク（近鉄

ファミリー公園駅西）
対 		小学1～ 4年生1km　　　

小学5～6年生2km
費 500円（スポーツ保険代含む）
問 	 	申し込みは、2月29日（土）

までに、ハガキかFAXで大
和ふれあいスポーツクラブ
（〒639-1037	額田部北町
642・ 59-2088）へ

■ 会 員 募 集

少年野球・小林ビートルズ　
新規部員大募集！！（無料）
日 	毎週土・日曜日、祝日
所 	片桐小学校グランド
対 		年長～小学6年生
	 	※無料体験・見学できます
	 	一度お電話ください！
問 	 	小林ビートルズ事務局・
　	こもり（要問合せ）
　	☎090-2354-5490

奈良ハイキングクラブ会員募集
日 		毎週土・日曜日（例会山行あります）
所 	事務所（綿町31）
対 		ハイキング登山好きな人
費 入会金1,000円/月600円
問 		パソコンで奈良ハイキングクラ

ブと検索	☎090-6556-8782

暮らしに身近なお金勉強会（無料）
日 	1月23日（木）	13:00～14:00
所 	ゆうあいルーム
対 		だれでも（要予約）
問 	佐伯	☎54-5832

楽しくダンスを習いませんか
日 	毎週火曜日・月4回
	 19:00～ 20:30
所 	南部公民館
対 		男性・女性・初めての人
費 入会金なし／月3,000円
問 	藤川	☎090-9988-1106
代謝を上げる・ジャザサイズ
日 		毎週月・火・木・金曜日・

月16回	10:00～11:00
所 		DMG	MORI	やまと郡山城ホール
対 		だれでも・託児あります
問 	河野	☎090-8484-6342
カラオケ会員募集！！
日 	毎月第1～4木曜日
	 12:00～17:00
所 	南部公民館（多目的ホール）
対 		市内在住で演歌の好きな男女
費 	入会金2,000円／月2,000円
問 	梶原	☎090-9043-3890
やさしいハガキ絵同好会
日 	毎週第1・3木曜日
所 	平和公民館
対 		だれでも初心者歓迎
費 月1,000円
問 	山本	☎52-8835
初めての方お待ちしています
日 	毎月第1・3日曜日
　　13:30～15:00
所 		南部公民館
対 		成人男女
費 月1,500円
問 		社交ダンス美銀クラブ				

奥村	☎52-7705

■ イ ベ ン ト

マヒ回復リハビリ教室体験会
（無料）
日 	1月12日（日）・19日（日）	
	 13:00～15:00
所 		らぽーる大和郡山介護　　

ステーション
対 		脳・脊髄神経のマヒ症状で

お困りの人
問 		マヒ回復リハビリ教室

きゃっちぼーる・大窪
	 ☎090-7358-5022

日本民謡童由34回年次大会
（無料）
日 	1月12日（日）	
	 10:00～16:30
所 		DMG	MORI	やまと郡山城

ホール（小ホール）
問 	土橋	☎070-5500-2405

歌声サロン（ケーキ付・要予約）
日 	1月16日（木）
	 14:00～15:30 
所 		野ばらサロン（柳五丁目）
対 		だれでも
費 1,000円
問 	野ばらサロン	☎20-5988

心と体を調和される気功　　
（無料・要申込）
日 	1月14日（火）10:00～11:30
	 1月28日（火）10:00～11:30
所 		コミュニティ会館
対 		だれでも
問 	気功・中野	☎070-1763-1820
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 「大和郡山市民第九演奏会」合唱団員募集 　 
日時＝6月28日（日）	15時開演予定	場所＝DMG	MORIやまと郡山城ホール	大ホール	
◆合唱団員募集（定員200人・合唱経験のある人） 
参加費＝第九初心者コース：4,000円　第九経験者コース：3,000円	
※参加費は各コースの練習開始日に集金します。	
※	参加費とは別にチケットの負担としてお一人につき2枚購入していただきます。（前売り2,000円×2枚=4,000円）	
練習開始＝第九初心者コース：３月８日（日）～、第九経験者コース：4月11日（土）～	
※週1回程度、土曜日または日曜日に練習します。	
練習時間＝9時50分～ 12時	練習場所＝DMG	MORIやまと郡山城ホール内	合唱指導＝大原	末子さんほか	
申 込・問合せ＝1月16日（木）午前９時から所定の申込用紙に必要事項を記入のうえ、DMG	MORI	やまと郡山城	
ホール事務室（☎54-8000）まで	

市立図書館イベント情報（2月） 	印は、2階｢おはなしのへや」で開催。それ以外は2階｢集会展示室｣で開催。

かみしばい劇場 
昔話や季節の紙しばい。
どなたでもどうぞ。
1日（土）･23日（日）各日14:00 ～
えほんひろば 
えほんの読みきかせや手遊びなど。
親子でどうぞ。
8日（土）14:00 ～／ 4歳くらいから
22日（土）11:00 ～／ 2～ 4歳くらい

おはなしの杜（もり）
ろうそくのあかりで楽しむおはなし。
2日（日）11:00 ～（4歳～小学生）

だっこでおはなし会
絵本とわらべ歌、手あそびのたのしいひととき。
対 象＝市内在住の3歳未満の子どもとその保護者
13日（木）
10:45～ /ひよこタイム（0～1歳になるまで）
11:30～ /うさぎタイム（1～3歳くらい）
おはなしのいずみによるおはなし会 	

「うぐいすの里」「金いろとさかのおんどり」	
11日（火･祝）	10:30～	

おとなのための小さな朗読会 
「どんぐりと山猫」「鼓くらべ」ほか	
9日（日）	14:00 ～	

※チケット欄の記号＝発売場所　ホ :DMG　MORI　やまと郡山城ホール窓口　ぴ :チケットぴあ　ロ :ローソンチケット　e+ :イープラス

〒639-1160 北郡山町211-3 （☎︎54-8000　  54-8001）
開館時間 9:00 〜 21:30 （受付は20:00まで） 

〈休館日：毎週火曜・第3水曜〉

日　時 タイトル名 場所･座席 料　金 チケット
発売場所

未就
学児

1/19 
（日）

開演15:00
（開場14:30）

奈良フィルニューイヤーコンサート2020
～オーケストラ名曲アルバム～

大ホール
全席指定

一般：3,000円
学生（小・中・高・大）
　　：1,500円
（共に当日は 500円増）

発売中
ホ ロ e+ ×

指揮：粟辻 聡、ナビゲーター：大原 末子、ピアノ：阪本 康生、オーケストラ：奈良フィルハーモニー管弦楽団

3/14 
（土）

開演13:00
（開場12:30） 第15回 大和郡山合唱フェスティバル 大ホール

全席自由
入場無料（要整理券）

※整理券は 1/27（月）9:00 から
ホール事務所で配布します。

出演：片桐みんなで歌おう、郡山エコー、M's コーラス、三の丸合唱団、三の丸少年少女合唱団、ヴォーチェ・アマービレ、　
やまと郡山城ホール混声合唱団、コーラスき・ら・ら、三の丸唱歌の部屋、郡山高校合唱部、混声『萌』、コーラス歌団、おたまじゃ
くし、奈良蟻の会合唱団、女声コーラス きんとっと、郡山中学校コーラス部、ひかり園音楽隊、女声アンサンブル・ティアラ

蔵書点検とコンピュータ関連のメンテナンス・システム更新のため下記期間休館します
市立図書館 南部公民館図書館

2月25日（火）～ 3月4日（水） 2月26日（水）～ 29日（土）
2月11日（火・祝）～ 24日（月・祝）は、
貸出期間は4週間（貸出冊数10冊まで）

2月13日（木）～ 25日（火）
貸出期間は4週間（貸出冊数10冊まで）

市立図書館 ☎55-6600
開 館 時 間 9：30〜 19：00
 （土曜日は21：00まで）
2月の休館日 火曜…4･11･18日
 水曜…5･19日
臨時休館…2月25日（火）〜3月4日（水）

南部公民館図書室 
 ☎59-1316
開 館 時 間 9：00〜 17：00
2月の休館日 火曜…11日
 水曜…5･12･19日
臨時休館…2月26日（水）〜29日（土）

2月

子どもの本ピックアップ　　　　　　
～絵本から読みものまで～ 
5日（水）10:00 ～ 12:00
場所＝DMG	MORI		やまと郡山城ホール

レセプションホール
講師＝ 土居安子さん　　　　　　　　

（大阪国際児童文学振興財団）
受付＝1月10日（金）から
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　明治～昭和にかけて市内豆腐町に居住した水木十五堂の功績にちなみ、歴史･伝統文化･自然
など様々な分野において、幅広い資料の蒐

しゅう

集
しゅう

などを行い、現代の｢語り部｣｢生き字引｣にふさわ
しい博識をもって社会の発展に貢献した人物を表彰。
　今回で第8回目となる水木十五堂賞の受賞者･四代目 旭堂 南陵さんへの授賞式を開催します。

 日 時　2月8日（土）13時30分～

 場 所　	DMG MORI やまと郡山城ホール 
 ・授賞式（賞状･記念品･副賞の授与） 
 ・受賞記念講演（四代目 旭堂 南陵さん）
 ・記念座談会（予定）
　	　四代目	旭堂	南陵（第8回水木十五堂賞受賞者）
　	　神崎	宣武（旅の文化研究所長）
　	　岡本	彰夫（奈良県立大学客員教授）
　	　武田	佐知子（大阪大学名誉教授）
　	　上田	清（大和郡山市長）

　商品券購入には購入引換券が必要ですの

で、	申請をお済みでない人はお忘れなく。	

　プレミアム付商品券の詳細は広報「つなが

り」	7月15日号、11月15日号、	市ホーム

ページで掲載しております。	

※	申請書に同封している返信用封筒には有効期限が1月17日（金）までとなって

おります。ご連絡いただければ、期限後も使用できる封筒をお送りいたします。	

※プレミアム付商品券は取扱店舗で使用するまで切り離さないでください。	

問合せ＝「プレミアム付商品券」担当窓口（窓口208番・☎53-4500）	

広報「つながり」は自然保護のため、再生紙を使用しています。

第8回 水木十五堂賞 授賞式 参加申込
受付中！

参加無料･先着順

住所 ･名前 ･電話番号 ･参加人数（3人まで）
を、電話 ･FAX･ メールのいずれかで、
水木十五堂賞運営協議会事務局（企画政策課
内）（☎ 53-1160･ 53-1049･ mizuki@
city.yamatokoriyama.lg.jp）へ。市ホーム
ページからも申し込みできます。

申込・問合せ

第8回受賞者 四代目 旭堂 南陵さん
　1949年大阪府出身。
　近代文学に大きな影響を与えたにもかかわ
らず、埋もれてしまっていた講談の速記本を約
50年かけて蒐集され、その研究によって博士
号を取得されるなど、	四代目	旭堂	南陵さんの
活動は高い評価を受けています。

【主な蒐集品（明治期の演芸速記本など古書約１万点）】

猿飛佐助	 「新聞付録	寛永三馬術」	

大石内蔵助	 明治末～大正	講談雑誌

プレミアム付商品券購入引換券の 
申請受付は1月31日（金）で終了します。 

確認したら
申請にゃん！


