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お知らせ版

　�令和２年度市税口座振替の申込み締切日は下記のとおりとなっています。
　�既に口座振替手続きがお済みで、登録内容に変更の無い人については、再度手続きして頂く必要はありません。
手続きは金融機関でお願いします。
※�受付締切後の申込につきましては、全期前納は翌年度からの開始、各期納付は次の期からの開始となりますので、
ご了承ください。
※3年連続して課税が無い税目については、その税目について市での口座振替登録が抹消されます。
　(固定資産税・市県民税・軽自動車税)

▶市税（固定資産税･市県民税･軽自動車税）の口座振替手続き締切日について

固定資産税 市県民税 軽自動車税

受
付
締
切
日

ゆうちょ銀行以外の
金融機関

全期 3月31日(火) 5月29日(金) 4月30日(木)

１期 3月31日(火) 5月29日(金)

２期 6月30日(火) 7月31日(金)

３期 10月30日(金) 9月30日(水)

４期 令和3年1月29日(金) 12月28日(月)

ゆうちょ銀行

全期 3月19日(木) 5月21日(木) 4月20日(月)

１期 3月19日(木) 5月21日(木)

２期 6月19日(金) 7月21日(火)

３期 10月21日(水) 9月18日(金)

４期 令和3年1月21日(木) 12月21日(月)

口座振替日

全期 4月30日(木) 6月30日(火) 6月1日(月)

１期 4月30日(木) 6月30日(火)

２期 7月31日(金) 8月31日(月)

３期 11月30日(月) 11月2日(月)

４期 令和3年3月1日(月) 令和3年2月1日(月)

問合せ＝税務課�納税推進係（内線273～ 276）
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保健センター
さんて郡山

近鉄郡山駅

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
2・3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）

3月の
健康

すこやかちゃん

3 月は自殺予防対策強化月間です。ひとりで悩まないで！こころの体温計でチェック→

▎▎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2月1日～15日生まれ 6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2月16日～28日生まれ 27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8月�1日～15日生まれ 5日（木） 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8月16日～31日生まれ 18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9月1日～15日生まれ 11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9月16日～30日生まれ 25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

6日（金）･27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（木）･11日（水）
18日（水）･25日（水）13:00

■	助産師相談
	 	1人30分間の個別相談

妊婦さん、おおむね出産後１年
の産婦さん、乳児� 要予約

�13日（金）� 9:30～11:30
27日（金）14:00～16:00

･ 母子健康手帳
･バスタオル（妊婦は不要）

事　業　名 日　　時 対象･備考 実施場所

■	健康相談
3 月 10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

3 月 13日（金）　　　　　��　� 要予約
① 14:00 ～　② 15:00 ～
※�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
れている人は対象外です。

65歳 昭和29年4月2日～昭和30年4月1日生まれ 85歳 昭和9年4月2日～昭和10年4月1日生まれ
70歳 昭和24年4月2日～昭和25年4月1日生まれ 90歳 昭和4年4月2日～昭和5年4月1日生まれ
75歳 昭和19年4月2日～昭和20年4月1日生まれ 95歳 大正13年4月2日～大正14年4月1日生まれ
80歳 昭和14年4月2日～昭和15年4月1日生まれ 100歳以上 大正9年4月1日以前生まれ（100歳以上は今年度限り）

生活保護世帯・市民税非課税世帯の人 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳・
戦傷病者手帳を持っている人

接種前に「さんて郡山」に申請し、無料証明書の発行を受ける 接種時に手帳を医療機関に提示

下記生年月日の人へお知らせ（薄ピンク色のハガキ）を5月末にお送りしています。接種期間を過ぎると任意接種となり、全額自己負担となります。
これまでに成人用23価肺炎球菌ワクチンを受けたことがある人は、定期接種の対象外となります。
＜令和元年度対象者＞	接種費用＝3,000円�※自らの意思と責任で接種を希望する人

60歳～ 65歳未満の人で、心臓・腎臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルス（HIV）による免疫の機能に障害を有する人（身体障害者手
帳１級相当）も対象となります。※個人通知はありませんので、医療機関でご相談ください。

◆費用が無料となる人は下記の通りです。(公費負担(無料)証明書の手続きや市外接種の手続きについては、お知らせハガキの持参が必要になります。)

▎▎高齢者の肺炎球菌定期予防接種 ～接種期間は3月31日（火）まで～

 お知らせ　各種がん検診・肝炎ウイルス検診・骨粗しょう症検診は、２月末日で終了です！
　�※実施期間終了間際は大変混雑し、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！
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ママパパクラス
〜赤ちゃんのお風呂編〜
　赤ちゃん人形を
使った「赤ちゃん
のお風呂実習」や
先輩ママに聞く出
産・育児体験談、
パパの妊婦体験な
どを行います。
日	時＝3月9日（月）�
　13時30分～ 16時�（受付13時から）
場所＝さんて郡山
対象＝市内在住の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・保健師
持	ち物＝母子健康手帳・筆記用具・手ふき
タオル
申	込・問合せ＝市ホームページのフォーム
か、電話でさんて郡山（☎58-3333）へ

※接種時に気にかかる事があれば、必ず主治医・接種医師と相談してください。
※市外の医療機関で接種する場合は接種前に「さんて郡山」で手続きが必要です。
※�特別の事情により定期予防接種を対象年齢内に受けることができなかった人は「さんて郡
山」までご相談ください。

▎▎こどもの定期予防接種 
実施場所：市内指定医療機関　接種費用：無料

種　　類 対　　象 標準的な接種年齢 接種回数

■	Ｂ型肝炎
生後1歳に至るまで
※�平成28年4月1日以降に
　生まれた子どもが対象

生後2ヵ月から生後9ヵ月に至るまで 3回

■	ヒブ（Hib） 生後２ヵ月以上生後60ヵ月
（５歳）に至るまで

初回の開始は、生後２ヵ月から生後７ヵ
月に至るまで

初回３回 追加１回
※接種年齢により回数が異
なります。■	小児の肺炎球菌

■	四種混合
　	（ジフテリア･百日せき･破傷風･
不活化ポリオ）

1期 生後3ヵ月から生後90ヵ月�
（7歳６ヵ月）に至るまで

初回：�生後3ヵ月に達した時から生後
12ヵ月に達するまでの期間

追加：�初回３回終了後12月に達した時
から18月に達するまでの期間

初回３回　追加１回

■	BCG 生後12ヵ月に至るまで 生後５ヵ月に達した時から８ヵ月に達するまでの期間　１回

■	水痘 生後12ヵ月～36ヵ月に
至るまで

初回接種は生後12ヵ月～15ヵ月に達
するまでの期間 ２回

■	麻しん風しん
1期 生後12ヵ月から生後24ヵ月に至るまで 1回

2期 平成25年4月2日〜平成26年4月1日生まれ 1回

■	日本脳炎
1期 生後６ヵ月から生後90ヵ月

（7歳6ヵ月）に至るまで 初回：３歳�追加：４歳 初回2回�追加１回

2期 9歳以上13歳未満 ９歳 1回

■	二種混合	（ジフテリア･破傷風） 2期 11歳以上13歳未満 11歳 １回

◆日本脳炎予防接種の特例措置について（無料）
①平成7年４月２日〜平成19年4月1日に生まれた人は、特例措置として20歳未満までに接種ができます。
　�１期を３回接種していない人は、不足回数を接種。また、２期は９歳から接種できます。�
積極的勧奨を差し控えていたために接種を受けなかった人は、母子健康手帳で接種回数を確認してください。
②	平成19年４月２日〜平成21年10月1日に生まれた人は、7歳6か月までに1期を完了できなかった場合、
　9歳〜13歳未満で1期未完了分の接種ができます。

　｢もうそろそろ３回食だけど離乳食どうやって進めたらいいの？｣｢そろ
そろ大人のごはんが食べられるかな？｣など、離乳食後期へのステップや
かたさなどでお悩みはありませんか？いつも食べている離乳食と白いご
はんをお持ちください。食べている姿とお口の発達状況を見ながら栄養
士がお子さまに応じた適切なステップアップを個別でアドバイスさせて
いただきます。
日時＝３月16日（月）　①9時30分�②10時30分
※�申し込み時に時間をお選びください。
※�当日は、問診票を記入していただきますので、10分前にお越しくだ
さい。
対	象・定員＝生後8～10ヵ月まで(2019年4月16日～2019年7月
16日生まれ)の乳児�10人(先着順)
場所＝さんて郡山「多目的室」
持	ち物＝母子健康手帳・いつも食べている離乳食・スプーン・白ごはん・
ビニールシート

※�さんて郡山に電子レンジはありませんので、冷凍のものは自宅で解凍
するなどして、すぐに食べられる状態でお持ちください。また、必要な
人は、エプロン、ふきんなどお持ちください。
申込・問合せ＝電話で、さんて郡山（☎58-3333）へ

離乳食ステップアップ相談会 参加無料
要 申 込

参加無料
要 申 込

つながり４月１５日号折込の�｢健康カレンダー｣等で年度当初お知らせしていた日程が変更
になります。お間違えのないようお越しください。ご迷惑をおかけし、申し訳ありません。
変更前	令和2年3月26日（木）	→	変更後	令和2年3月25日（水）

３歳児健康診査の
日程変更について

麻しん風しん２期の接種期間は、3月31日までです。まだの人は、医療機関へ予約を早めに入れましょう。
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不燃物ごみ・有害ごみ	
専用袋の配布について

　今年4月から1年間使用いただく、不燃物ごみ･有
害ごみ専用袋を、自治会等を通じて配布します。
　なお、専用袋が不要の場合には、外袋を開けずに、
下記の窓口まで返却してください。
返	却先＝清掃センター ･環境政策課(220番窓口)･矢
田支所･平和支所･治道支所･昭和支所･片桐支所
･南部公民館･元気城下町プラザ(イオンモール大
和郡山内)･元気城下町ぷらっと(アピタ大和郡山店
内)
※�自治会等に未加入で専用袋が必要な人は、上記の窓
口にお越しください。
問合せ＝清掃センター (☎53-3463)

若年性認知症相談会	
（相談無料・要予約）
　奈良県若年性認知症サポートセンター室長�尾崎�京
子さんが、若年性認知症の相談を受け付けます。ご家
族からの相談も受け付けます。
日時＝3月3日(火)�10時～ 12時
場	所＝第二地域包括支援センター (片桐地区公民館
内・小泉町)
問合せ＝第二地域包括支援センター (☎55-7011)
◆同時開催
　認知症の人と家族の会「にどわらし」
　茶話会を主に、歌あり、笑いあり、悩みごとがあれ
ばみんなで一緒に考えましょう。
　「にどわらし」に参加の人はお茶代（200円）がかか
ります。

く ら し
「大和郡山市総合交通戦略（案）」	
のパブリックコメント

　大和郡山市では、交通の面から将来のまちづくりを
支えるとともに、大和郡山市が抱える交通課題の解決
を図るため、効率的・効果的な都市交通施策を検討
してきましたが、この度、「大和郡山市総合交通戦略
（案）」としてまとめました。この案に対する市民のみ
なさんの意見を募集します。
意	見の募集期間＝2月17日（月）～ 3月16日（月）
17時まで（必着）
大和郡山市総合交通戦略（案）の閲覧場所＝
　�市ホームページと市役所都市計画課窓口(406番窓
口)･各支所(土・日曜と祝日を除く)でご覧いただ
けます(意見書(記入用紙)も設置します)。
意	見を提出できる人＝市内在住の人、市内に事務所・
事業所を有する人、市内に通勤・通学している人

意	見の提出方法＝名前・住所・電話番号・意見の要旨を
記入し、下記のいずれかの方法で提出してください。
　①電子メール（tosikei@city.yamatokoriyama.lg.jp）
　②郵送(〒639-1198市役所�都市計画課あて)
　③ファックス( 53-1049)
　④�市役所�4階都市計画課(406番窓口)または各支
所へ持参

※�電子メールは受付期限までに受信したもの、郵送の
場合は締切日必着のものを受け付けます。
※�電話・口頭でのご意見や、名前・住所などが明記さ
れていないものは、受け付けできません。
※�いただいた意見については、個別に回答はしません
が、意見の概要などを取り
まとめて、後日、市ホーム
ページで公表する予定です。
問	合せ＝都市計画課(406番
窓口･内線673)

【図書館からのお知らせ】蔵書点検とコンピュータ関連のメンテナンスのため休館します
市立図書館 南部公民館図書室

休館期間 2月25日（火）～3月4日（水） 2月26日（水）～2月29日（土）

特別貸出について 2月11日（火・祝）から24日（月・祝）までは、
ひとり10冊4週間貸出

2月13日（木）から25日（火）までは、
ひとり10冊4週間貸出
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大和郡山市安全メール配信サー
ビスの水道情報の配信について

　水道の突発事故による断水や災害時の給水拠点など
の情報をメールで配信できるようになりました。配信
を希望される人は、2月20日(木)以降下記のメール
アドレス、またはＱＲコードから空メール
を送信して登録をお願いします。
メールアドレス　
yk@yk.yamatokoriyamacity.jp
問合せ＝上下水道部業務課�庶務係(☎53-3661)

コンビニ交付の	
証明発行停止について

　一部コンビニでの機器入れ替えのため、ご迷惑をお
かけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
日時＝３月３日(火)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)

清掃センター休日業務のご案内	
〜ご協力をお願いします。〜
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24日(月)
振替休日 休み 9時～

12時

毎月第4月曜の
区域は2月27日
(木)に収集

3月20日(金)
春分の日
問合せ＝清掃センター (☎53-3463)

子育て応援・シニア応援出張ハロー
ワーク相談会(相談無料・申込不要)

　子育て世代の女性やシニア世代を中心に無料就職相
談会（就業についての相談等）を実施します。
　予約なしで利用できますので、買い物の際などにご
利用ください。
日時＝2月25日（火）�10時～ 16時
場所＝イオンモール大和郡山�１階中央コート
※すべての人が利用できます。
問合せ＝ハローワーク大和郡山(☎52-4355)
　地域振興課（内線565）

く ら し

3月1日（日）～7日（土）は ｢春季全国火災予防運動｣
『ひとつずつ  いいね！で確認  火の用心』

　毎年春先は空気が乾燥し、火災の起こ
りやすい気候となります。火の取り扱い
に注意し、わが家を火災から守りましょ
う。
　期間中は啓発のため、市内巡回広報や
市内事業所等への立入検査を行います。

問	合せ＝奈良県広域消防
組合�大和郡山消防署�
予防課（☎59-1289）

  住宅防火 いのちを守る 7つのポイント
○３つの習慣
　・寝たばこは、絶対やめる。
　・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
　・ガスこんろなどのそばを離れるときは必ず火を消す。
○４つの対策
　・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
　・�寝具･衣類･カーテンからの火災を防ぐため、防炎品を
使用する。

　・火災を小さいうちに消すため、住宅用消火器等を設置する。
　・�お年寄りや身体の不自由な人を守るために、近隣所の協
力体制をつくる。
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農業委員・農地利用最適化推進
委員の募集について

　7月19日の農業委員会の農業委員・農地利用最適
化推進委員の任期満了に伴い、推薦または応募による
公募を行います。
募	集人数＝①農業委員7人、②農地利用最適化推進委
員12人
募	集期間＝3月2日（月）～31日（火）まで（提出は土・
日曜、祝日を除く8時30分から17時15分までの
市役所執務時間内）
　・募集状況中間発表3月16日（月）
　・募集状況最終発表4月1日（水）
※中間発表、最終発表は市のホームページで行います。�
委	嘱期間＝任命・委嘱した日から令和5年7月19日
（水）まで
募	集要項＝農業水産課・農業委員会事務局の窓口で備
えるほか、市のホームページからもダウンロードで
きます�
問	合せ＝【農業委員】農業水産課（☎53-1158）、【農
地利用最適化推進委員】農業委員会事務局（☎53-
1746）

市税・国民健康保険税納付の	
夜間窓口を開設します

日	時=2月25日（火）･27日（木）・28日（金）･3月2日
（月）�各日17時15分～20時
場	所・問合せ＝税務課（108番窓口、内線273～ 276）
･保険年金課（103番窓口、内線321･324･329）

く ら し
まちづくりアイデアサポート事業	
推進委員募集

　まちづくりアイデアサポート事業推進委員会の推進
委員を新たに募集します。
　公開プレゼンテーションや事業報告会における選
考や各グループの活動見学など、市民活動の応援・サ
ポートという役割を担うことができ、様々な形で市民
活動を応援することができます。ふるってご応募くだ
さい。
募	集人数=2人程度。多様な市民参画を推進するため、
新任の人を優先します。
任期=2年
応	募資格=18歳以上の市内在住・在勤・在学の人で、
無報酬で参加できる人。アイデアサポート事業の申
請団体の関係者、応募日現在で市が設置する審議会
などの公募委員に委嘱されている人などは、応募で
きません。（詳しくは、募集要項にて）
応	募方法=2月17日（月）～ 28日（金）17時までに
申請書と応募論文「市民活動についての私の意見」
（400字程度）を企画政策課へ提出してください。
応募用紙、募集要項は企画政策課にあります。市の
ホームページからもダウンロードできます。
※�選考結果は、直接本人に通知します。また、提出い
ただいた応募用紙は返却しません。

◆平成31年度（令和元年度）事業報告会を行います。
日時=3月20日（金・祝）10時～ 16時（予定）
場所=市役所4階�401・402会議室
※参加自由ですので、興味のある人は見学してください。
問合せ＝企画政策課（内線241・232）

奈良県総合医療センターから無料送迎バスが運行開始しました
　今年1月14日（火）から、奈良県総合医療センターと
JR大和小泉駅を走る無料送迎バス（定員20人）が運行
を開始しました。
※月～金曜のみ運行。車イスには対応していません。
問	合せ＝奈良県総合
医療センター財務課
（☎0742-46-6001）

時刻表

奈良県総
合医療セン
ター

⇒ JR大和小泉
駅(東口) ⇒

奈良県総
合医療セン
ター

8：13 ⇒ 8：33 ⇒ 8：58

10：19 ⇒ 10：39 ⇒ 11：04

12：25 ⇒ 12：45 ⇒ 13：10

14：31 ⇒ 14：51 ⇒ 15：16

16：37 ⇒ 16：57 ⇒ 17：22

18：43 ⇒ 19：03 ⇒ 19：28
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近畿運輸局奈良運輸支局	
からのお知らせ

　毎年3月末は、決算期や自動車税の賦課期日の終期
等による影響を受け、自動車の検査・登録の各種申請
が、窓口に集中します。
　この時期は、申請者のみなさんには長時間お待ちい
ただくなど大変ご迷惑をおかけすることとなります。
　このような状況を緩和するため、自動車の移転登記
（名義変更）や抹消登録（廃車）等の各種手続き及び検
査につきましては、出来るだけ早期に済まされるよう
お願いします。
　登録及び検査関係の案内につきましては、ヘルプデ
スク「☎050-5540-2063」（音声又はFAXサービス）
により24時間行っています。
　また、近畿運輸局ホームページ「http://wwwtb.
mlit.go.jp/kinki/」で各種手続き案内を掲載していま
すのでご利用ください。
問	合せ＝近畿運輸局奈良運輸支局�登録部門(☎050-
5540-2063)

助成金申請講座(参加無料)
　「ボランティア活動助成金の申請は難しそう…」「前
に申請したけど、採択されなかった…」と悩んでいま
せんか？想いの伝わる助成金申請書の書き方をみんな
で学びましょう！
日時＝３月11日(水)13時30分～ 15時30分
講師＝office�musubime�代表�河合�将生さん
場所＝社会福祉会館（植槻町）
対	象＝市内在住・在勤または市内で活動するボラン
ティア
定員＝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

いきいき元気教室 参加者募集
65歳からの健康体力づくり始めてみませんか ! 

スポーツジム通いはハードルが高いけれど、高齢者向けの運動なんて物足りない…と思っている人、
ぜひ参加してみてください！（初回体験は無料）
ストレッチ、筋トレ、有酸素運動がミックスされた90分。運動不足の体にいい感じに効いてきます。

対象＝おおむね65歳以上の市民で、医師から運動制限を受けていない人
参加費＝3,000円程度(10回分)�
※三の丸会館火曜②はレベルアップクラスです。
※会場により参加費が異なりますのでお問い合わせください。
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男性の参加者
大募集 !

実施場所 募集 曜日 時間 問合せ・申込

南井町スポーツ会館
若干名

第２・４木曜日 10:00～11:30
第二地域包括支援センター

(☎55-7011)
小泉東和苑第一集会所 第1・3月曜日 10:00～11:30

昭和地区公民館 大募集 第1・3月曜日 13:30～15:00
第三地域包括支援センター

(☎57-2233)
JAならけん筒井出張所 若干名 第2・4水曜日 10:00～11:30

三の丸会館・火曜①

若干名

第2・4火曜日 13:20～14:50

第四地域包括支援センター
(☎51-0700)三の丸会館・金曜 第１・３金曜日 13:30～15:00

三の丸会館・火曜②※ 第2・4火曜日 15:00～16:30



く ら し
いきいき百歳体操	
〜仲間を集めてはじめてみませんか？〜

　DVDにあわせて椅子に座りながら行う週1回、約
30分の筋力アップ体操です。
　自分に合った重さのおもりを手や足に付けて行う体操
で、介護予防の取組みとして全国的に行われています。
体	操を始めるには＝①５人以上の参加者、②会場の
確保（週１回集まれる場所なら集会所や個人の家で
も）、③テレビ・DVDプレーヤー・椅子の準備
※体操に使うおもりとDVDは市から貸し出します。
問	合せ＝地域包括支援センター（郡山北・郡山西・矢
田地区�☎55-7733）、第二地域包括支援センター
（片桐・西田中地区�☎55-7011）、第三地域包括支
援センター（昭和・筒井・治道地区�☎57-2233）、
第四地域包括支援センター（郡山南・平和地区�☎
51-0700）、社会福祉協議会（全域�☎53-6531）

プレミアム付商品券の	
販売終了について

　商品券の販売は２月28日(金)までです。それ以降
の販売は行っておりませんので、お買い求め忘れのな
いようにお願いいたします。また、商品券の使用期限
は３月31日（火）となっております。
※�なお、商品券を購入するためには購入引換券が必要
ですが、購入引換券の申請受付は1月31日(金)で
終了しております。
販	売場所＝市役所1階�市指定金融機関窓口(111番窓
口)（２月から場所が変わりました。）
問合せ＝地域振興課（内線565）

大和郡山病院	
小児科夜診のお知らせ

　大和郡山病院では、毎週金曜日17時～ 19時まで
夜診を実施しております。夜診についてはご予約が不
要となっております。診察をご希望される場合は、当
院１階受付まで上記時間内にお越しください。
　なお、平日（月～金曜）8時30分～ 11時30分につ
いては外来を実施しております。
　ご予約は不要ですが待ち時間が発生し、お待たせす
る場合もございます。
　詳細については、当院ホームページをご覧いただく
か下記までお問い合わせください。
問合せ＝大和郡山病院(☎53-1111)�(保健センター )

母子手帳アプリで	
かんたん便利

　母子手帳の内容を電子化したもので、子どもの成長
日記や健診・予防接種の記録ができます。
　大和郡山市や医療機関か
ら妊娠・子育てに関する情
報が配信されます。
　スマートフォンでいつで
も母子手帳の情報を見るこ
とができ、活用している人
が増えています。
※登録無料、別途通信料が
かかります。
問合せ＝保健センター
　(☎58-3333)

第9回人権いきいきさろん
「どんな性の在り方も排除されない園・学校・職場・地域とは？」

～子どもたちとの出会いから見えてきたこと～（申込不要・参加無料）

子どもたち向けの出前講座の中でみえてきた子どもたちの持たされている「性」に対しての意識・偏見。
子どもたちにこんな風に思わせたのは誰？何？子どもたちは出会いの中で考えています。「あたりまえって？
ふつうって？」わたしたちおとなたちは？
日時＝３月７日(土)�13時45分～ 15時15分（受付13時30分～）　場所＝矢田コミュニティ会館�集会室　
講師＝田中�一歩さん・近藤�孝子さん【にじいろ��i―Ru（アイル）】
※�田中一歩さんと近藤孝子さんともに公立保育所の保育士として長年勤務。退職後ふたりで待機児童解消のための保育ルームを開設されま
した。６年間の保育ルーム運営を終え「じぶん」を生きるための場所、ふたりがふたりらしく生きる場所を探すため、モノづくりをしたり
絵を描いたりしながらの生活を始められました。2015年にじいろi―Ru（アイル）を立ち上げられ、セクシュアルマイノリティとされてい
る子どもたち、またすべての子どもたちに「じぶんまる！」を届けるため活動をされています。

問合せ＝人権施策推進課(内線332・333)
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アプリの
ダウンロードは
こちらから
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　新庁舎建設工事起工式が、1
月24日（金）に市役所北側駐車
場で執り行われました。
　市長は「市民の想いをどのよ
うに新庁舎に託すかを考えなが
ら、安全を最優先に３年後の完
成を迎えたい」と話しました。

新庁舎建設工事起工式を行いました

新庁舎建設工事スケジュール

　現在、新庁舎建設に向け、解体工事に入っております。工事完了まで、長期間になり、来庁者や周辺
住民の方々にはご迷惑をお掛けしますが、安心・安全に工事を進めて行けるよう尽力して参ります。
　ご理解ご協力よろしくお願い致します。� （総務課庁舎建設室）

令和２年１月〜７月
北側倉庫・既存北側庁舎解体

令和４年３月〜９月
新庁舎へ引越し・既存南側庁舎解体

令和２年８月〜令和４年２月
新庁舎棟・倉庫棟建設

令和４年10月〜令和５年６月
交流棟建設・外構整備

仮設守衛室
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工事範囲

工事範囲

工事範囲

P
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①

③
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④
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九条スポーツセンターからのお知らせ　　　　　　　　　　　　　
〜初開催！春休み短期教室〜

教室名 開催日 時間 対象 費用 定員

子ども　
水泳教室

3月 23日（月）～
27日（金）（4日間） 8:30 ～

9:45
水慣れ～ 4泳法
ひよこ級～たか級 5,280 円 24人3月 30日（月）～

4月 3日（金）（4日間）
子ども　
体験教室

3月 6・13・20・27
日（金）（全 4回）

15:40 ～
16:30 新年中～新年長 3,930 円 若干名

空手教室 3月 7・14・21・
28日（土）（全 4回）

16:45 ～
17:45 4 歳～ 3,930 円 8人

申込・問合せ＝2月20日（木）9時から、九条スポーツセンター（☎52-1245）�
※�フロント来館優先受付となります。申込用紙に記入（認印が必要です）の上、�
料金の支払いをお願いいたします。（定員に達した場合は受付終了します。）�
※�フロント来館優先受付後、12時から電話で受付を行います。（定員に空
きがある場合のみ）�

イベント

イベント

イベント

イベント イベント

募集

募集

募集

イベント・募集
初級ジュニア・リーダー研修会
〜春のキャンプを楽しもう！〜

　１泊２日のレクリエーションや野外
活動を通じて、協調・創造・連帯の基
礎を身につけることを目的に初級ジュ
ニア・リーダー研修会を行います。
※�以前研修会に参加した人も参加で
きます。
日程＝３月14日（土）・15日（日）
場所＝里山の駅「風とんぼ」
対象＝市内小学5・6年生
参加費＝1,800円
申	込・問合せ＝申込用紙に記入のうえ、参
加費を添えて2月21日（金）までに、郵送
もしくは直接、生涯学習課（☎53-1156）へ

上級ジュニア･リーダー研修会	
参加者募集

　２泊３日の宿泊を通して、星座観察･
オリエンテーリング･自炊･レクリエー
ション･自然観察などを体験し、リー
ダーとして必要な知識や技術を習得す
るとともに、青少年の社会参加や実践
活動に資することを目的に、上級ジュ
ニア･リーダー研修会を開催します。
日程＝3月24日（火）～26日（木）�
場所＝国立曽爾青少年自然の家
対象＝市内中学生
参加費＝3,700円
申	込・問合せ＝申込用紙に記入のうえ、�参
加費を添えて2月28日（金）までに、郵送、
または直接、生涯学習課（☎53-1156）へ

ぴよぴよ絵本ひろば	
（参加無料・申込不要）

　保育士による絵本の読み聞かせ
や手遊び、室内遊具で親子や家族で
ほっこりしたひとときを過ごしませ
んか。�
日時＝3月5日（木）10時～11時30分�
場所＝新町児童館�
対	象＝市内在住の乳幼児（0～ 3歳
くらい）とその保護者�
問	合せ＝こども福祉課�子育ち支援係　���
（☎53-1542）

第1回　　　　　　　　	
矢田丘陵を歩こう会

　健康で歩くのが好きな人を募集しま
す。（友達も誘ってぜひご参加ください）�
日	時＝3月5日（木）9時30分～ 13
時30分（雨天中止）�
場所＝里山の駅「風とんぼ」�
定員＝20人（申し込み先着順）
申	込期間＝2月18日（火）～29日（土）
参加費＝500円（保険料等を含む）�
持	ち物＝昼食（弁当）、飲み物、タオル、�手袋
※�歩きやすい服装（靴を含む）でお越
しください。�
コ	ース＝風とんぼ→滝寺→矢田山遊びの
森→追分本陣→富雄丸山古墳→風とんぼ�
申	込・問合せ＝里山の駅「風とんぼ」
（☎53-7290）　　�（生涯学習課）�

南井町児童館「コンサート」
（参加無料・申込不要）

　デュオ･たんと、森下知子（オカ
リナ･サクソフォン）、大島忠則（ピ
アノ･編曲）が出演するコンサート
を開催します。
日時＝3月17日（火）14時～ 15時
場所＝南井町児童館
問合せ＝南井町児童館（☎57-2772）
※�小学生未満の子どもは、保護者同
伴で参加してください。

みどりのプレゼント　　　
（大和郡山ライオンズクラブ）

　大和郡山ライオンズクラブでは、緑
豊かな地球環境を守るため、毎年3月
10日を「みどりの日」としています。
これにあわせて、今年も花の苗の配布
（先着400人）を行います。
日	時＝3月10日（火）�9時～セレモ
ニー�（雨天決行）
※セレモニー終了後に配布予定。�
場	所＝DMG�MORI� やまと郡山城
ホール�玄関横�
問	合せ＝大和郡山ライオンズクラブ�
（☎52-0906）�　　　（生涯学習課）�

大和川一斉清掃活動に
参加しませんか

　大和川の一層の水質改善を図るた
めに、大和川流域の富雄川で清掃活
動を行います。�
日	時＝3月1日（日）�8時45分～
10時�（雨天中止）�
集	合場所＝富雄川右岸満願寺橋下
（西側）�
清	掃場所＝満願寺橋～サイクリング
道路・河川敷～外川橋�
問	合せ＝2月28日（金）までに環境�
政策課（内線571・572）へ
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イベント

イベント

第17回	大和郡山	盆梅展	〜 3/10（火）まで	
郡山城跡	追手門ほか
　こおりやまに春を呼ぶ「盆梅展」。ただいま、郡山城跡で開催中です。
大切に育てられた約120点の大小様々な盆梅と、会場周辺の「しだれ梅」
が早春の城跡を彩ります。（大和郡山盆梅展実行委員会�主催）
開催日時＝3月10日（火）までの9時30分～ 16時30分
　（土･日曜、祝日は17�時まで）
開催場所＝郡山城跡�追手門･多聞櫓･追手向櫓
入場料＝500�円（小学生以下は無料、60歳以上は400円）
問合せ＝地域振興課（内線562）
●�今年も、期間中の週末を中心に、会場敷地内で日本の伝統芸能「猿まわ
し」を行います。あわせてご覧ください。
※�日程などは、市ホームページでご確認ください。天候等で中止の場合が
あります。

第9回	大和な雛まつり	2月22日（土）〜 3月3日（火）	
郡山城下町一帯
　早春の大和郡山を彩る「第九回大和な雛まつり」を開催いたします。�
　町家物語館や箱本館「紺屋」を中心に市内の寺社・旧家・店舗の軒先に、
親王飾りから段飾りまで、またアスモ大和郡山店内には園児による「手作
りお雛様」もお目見えします。梅香る城下町を散策してみませんか？�
　展示場所等の詳細は、主な展示場、近鉄・JR郡山駅等で配布の「てくて
くMAP」をご覧ください。�
〈オープニングイベント開催！〉	
　やまと獅子太鼓演奏、幼稚園児による「パプリカ」、アートバルーンなど
を行います。�
日時＝2月22日（土）�13時30分～　場所＝市役所前駐車場�
【共	通】申込・問合せ＝大和郡山市商工会（☎53-5955）、観光協会（☎52-2010）�

奈良演劇鑑賞会	『劇団	東演「マクベス」観劇会』
　演劇大国ロシアの斬新な演出でシェークスピアを！
日時＝2月28日(金)18時15分～、29日(土)11時30分～
場所＝奈良県文化会館国際ホール(奈良市登大路町)
費用＝要（中高生は年1回無料招待）
申込･問合せ＝2月21日(金)までに、奈良演劇鑑賞会(☎0742-49-0448)へ
� （生涯学習課）

バンビシャス奈良公式戦
大和郡山市民応援ＤＡＹ

日	時＝2月29日（土）�18時開始�
　3月1日（日）�14時開始�
場	所＝金魚スクエア（総合公園施設�
多目的体育館･矢田山町）�
費	用＝大人�（前売）1500円
　（当日）1900円�
　小中高生無料（先着500人・2階自由席）�
※�試合当日、会場のチケット売場で大
和郡山市に在勤･在学･在住である
証明を提示の上、チケットを購入し
てください。�
※�1階席はTシャツ付きチケット　　
（前売�大人3200円・小中高1900
円）として販売します。�

申	込・問合せ＝2月27日（木）18時ま
でに株式会社バンビシャス奈良（☎
0742-20-1800）
　詳細は、ホームページへ
� �（スポーツ推進課）�

福祉のおしごとフェア　　　　
2020

日	時＝3月14日（土）10時30分～
16時
場	所＝THE�KASHIHARA（橿原市久
米町）
対	象者＝福祉職場に就職希望の学生
及び一般の人、福祉の仕事に関心
のある人
内容＝10時30分～12時
　　　�「センパイ職員Fukushiシア

ター＆ぶっちゃけ聞こうカフェ」
　　　13時～16時
　　　�60の福祉施設、事業所との面

談会、その他就活応援イベン
ト多数

参加費＝無料
問	合せ＝奈良県社会福祉協議会福
祉人材センター（☎0744-29-
0160）
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※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

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

2/29
（土）

開演12:30
（開場12:00）
開演17:00
（開場16:30）

大和郡山市民劇団「古事語り部座」  
公演 郡山ラプソディ
〜麗しの20世紀少女歌集〜

大ホール
（１階席）
全席自由

1,000円 発売中
ホ ロ e+

作・演出・出演：松村�武、音楽・演奏：サキタハヂメ、特別出演：さけもと�あきら、出演：大和郡山市民劇団�「古事語り部座」
演奏：�山下�憲治（ピアノ）、えぐち�ひろし（ベース・ギター）、池田�安友子（パーカッション）、ユン�ファソン（トランペット）�

SO-SO（ヒューマンビートボックス）

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）
※整理券はホール事務所で配布中

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『萠』、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

3/15
（日）

開演14:00
（開場13:30）中丸三千繪 ソプラノリサイタル 大ホール

全席指定
一般：4,000円
メイト会員：3,600円
（当日は各500円増）

発売中
ホ ぴ ロ e+ ×

出演：中丸�三千繪�安達�朋博（ピアノ）、曲目：ヘンデル：オンブラ・マイ・フ�歌劇「セルセ」より、プッチーニ：私のお父さん�歌劇
「ジャンニ・スキッキ」より、ヴェルディ：ありがとう愛する友よ�歌劇「シチリア島の夕べの祈り」より、プッチーニ：歌に生き、
愛に生き�歌劇「トスカ」より、ラフマニノフ：春の洪水Op.14ほか

〒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）	

＜2月の休館日：4日（火）・18日（火）・19日（水）・25日（火）＞

市立図書館 ☎55-6600
開 館 時 間 9：30〜 19：00 
 （土曜日は21：00まで）
3月の休館日 火曜…3･10･17･24･31日 
 水曜…4･18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
3月の休館日 水曜…4･11･18･25日 
 金曜…20日
臨時休館：2月26日（水）〜 29日（土）

市立図書館イベント情報（3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。

「蔵書点検とコンピュータ関連のメンテナンスに伴う休館・特別貸出」については4ページをご覧ください。

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。
7日（土）・22日（日）14:00 ～

おはなしの杜（もり）
ろうそくのあかりで
楽しむおはなし。
1日（日）�11:00～（4歳～小学生まで）

ホリディ版  
だっこでおはなし会
絵本とわらべうた、手あそびのたの
しいひととき。
対	象＝0 ～ 3歳くらいの幼児と保
護者。平日に参加できないお父さ
ん・お母さんと一緒にどうぞ！

29日（日）11:00～（申し込み不要）

3回連続  
だっこでおはなし会
絵本やわらべ歌の大切さを、
親子で楽しみながら学びます。<全3回>
日時＝�4月13日（月）･27日（月）･�

5月11日（月）�各日10:45～（30
分程度）

場所＝市立図書館�2階�集会展示室
対象・定員＝市内在住の令和元年7月1日～
　�10月31日生まれの子どもとその保護者
15組（父親･きょうだいも参加できます。）

申	込＝ハガキに住所･親子の名前（ふりが
な）･子の生年月日･性別･参加するきょう
だいの名前（ふりがな）･年齢・性別・電
話番号（図書館開館中に連絡がつくもの）
を記入し、3月23日（月）必着で、市立図
書館（〒639-1160�北郡山町211-3）へ
　※�市立図書館カウンター ･南部公民館図
書室でも申し込みできます。また、申
込多数の場合は抽選し、3月30日（月）
までに電話で連絡します。

問合せ＝市立図書館（☎55-6600）

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。
14日（土）14:00 ～／ 4歳くらいから
28日（土）11:00 ～／ 2～ 4歳くらい

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
12日（木）��10:45～ /ひよこタイム（0～1歳未満）�

11:30～/うさぎタイム（1～3歳くらい）
加藤啓子さんの納得⁈ 
えほん講座
20日（金・祝）� 10:30～12:00えほん講座
� 13:30～設営ワークショップ
21日（土）・22日（日）� 9:30～16:00えほんひろば
対象＝えほん講座のみ50人�市民
受付＝えほん講座のみ電話・カウンターで

おはなしのステップアップ講座「ストーリーテリングについて－おはなしの
喜びを育てて－」  
下澤いづみさん（『おはなしとともに育つ喜び』著者、まほうのおなべ主催）による講座。
11日（水）10:00～11:30��対象＝50人（ストーリーテリング経験者）��受付＝電話・カウンターで

3月
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