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お知らせ版

課名 窓口番号 主な取り扱い業務 問合せ

市 民 課 110
住民票写しの発行・転出入の手続き・
マイナンバーカードの手続きなど

内線312

保 険 年 金 課 101 ～ 104 国民健康保険の手続きなど 内線323・324
こ ど も 福 祉 課 119 児童手当の手続き 内線522
学 校 教 育 課 403 市立小中学校の入学の手続き・相談 内線724
介 護 福 祉 課 116 介護保険の手続きなど 内線516

厚 生 福 祉 課 122 障害者手帳の手続き 内線535

地域包括ケア推進課 113 地域包括支援センターによる高齢者の総合相談業務 内線584
税 務 課 105 ～ 109 各種証明書の発行・納税相談など 内線272・273

33月月2929日日 ･･ 44月月55日の日の日曜日日曜日にに��
市役所の一部の窓口を開けます市役所の一部の窓口を開けます
　3月･4月は、転入･転出に伴う手続きのため、市役所の利用者が急増します。
　平日に来庁しにくい人の利用と混雑緩和のため、3月･4月の一部の日曜日に住民票の写しなど各種証明書の発
行や、転出入などの届出･関連手続きのための窓口業務を下記のとおり行いますので、ぜひご利用ください。

3月29日（日）･4月5日（日）　各日8時30分～12時

市役所本庁の下記の各窓口のみ業務を行います。
　※日曜開庁で取り扱う業務に関する問合せは、各担当課へお願いします。

開 庁 日 時

業務を行う窓口

4月13日（月）聖火リレーが通過します4月13日（月）聖火リレーが通過します
　聖火ランナーが14時55分に元気城下町バスパークを出発します。
※�14時35分より、出発セレモニーを行います。出発セレモニーについては、新型コロナウィルスの影響
により、縮小及び中止等の判断をする場合がありますので、HP等の情報をご確認ください。
※�当日、DMG�MORIやまと郡山城ホール、市役所、三の丸会館の駐車場は使用できません。

　ルート、交通規制等については、折込チラシを入れておりますので、そちらをご確認ください。
� (スポーツ推進課)

新型コロナウイルスの感染拡大防止に備え、イベントを延期・中止する場合があります



市役所

消防署

杉町

イオン

N

平和支所

佐
保
川

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

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）

4月の
健康

すこやかちゃん

『飲酒を断る　強い心　飲酒を止める　優しい心』　4 月は未成年者飲酒防止強調月間です。

▎▎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3月1日～15日生まれ 10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3月16日～31日生まれ 24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
	 ※1歳6カ月を超えていなければ受診できません。

平成30年9月�1日～15日生まれ 1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9月16日～30日生まれ 15日（水）
平成30年10月1日～15日生まれ 30日（木）

■	3 歳児健康診査
	 ※3 歳～４歳未満まで受診可能

平成28年10月1日～15日生まれ 8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10月16日～31日生まれ 23日（木）

■	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

10日（金）･24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

1日（水）･8日（水）・
15日（水）・23日（木）
･30日（木）

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

� 3日（金）� 9:30～11:30
17日（金）14:00～16:00

･ 母子健康手帳
･バスタオル（妊婦は不要）

市立図書館・南部公民館図書室市立図書館・南部公民館図書室		
臨時休館・一部会館のお知らせ臨時休館・一部会館のお知らせ
　新庁舎建設に伴う庁舎の停電に
より、図書館システムが使用でき
なくなるため、下記のとおり休館・
一部開館します。
4月18日（土）
　�市立図書館・南部公民館図書室�休館
4月19日（日）
　市立図書館�閲覧のみ可能
　南部公民館図書室�休館
問合せ＝市立図書館(☎55-6600)

募集 奈良県警察官募集！奈良県警察官募集！
日程＝〈教養・論文試験〉�5月10日（日）
　〈体力・口述試験〉�5月23日（土）、24日（日）のうち指定する1日
採	用予定人数＝警察官（大卒区分）男性40人程度、女性4人程度
受	験資格＝昭和62年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（短
期大学を除く）を卒業した人、または令和3年3月末日までに卒業見込みの人
※�大卒区分以外に特別区分（武道Ａ、サイバー捜査官）による採用試験も
実施します。
申	込・問合せ＝4月17日（金）までに、郵送または直接、奈良県警察本部�警
務課�採用係まで（☎0120-351-204）
※�4月13日（月）まで、インターネットでの申し込み（http://www.police.
pref.nara.jp/）も可。� （市民安全課）

事　業　名 日　　時 対象･備考 実施場所

■	健康相談
4 月 14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

4 月 17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。

 お知らせ　令和2年度各種がん検診・肝炎ウイルス検診・骨粗しょう症検診は、6月開始予定です。
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令和2年度大和郡山市体育協会 スポーツ教室
受講者を募集しています

教 室 名 会 場 日 時 対象・定員 受 講 料 等 申込期間 問合 せ

令和2年度
卓球教室

金魚
スクエア

毎週水・土
18：00～20：00

市内在住・在勤・
在学の人（中学
生以上）、50人

参加毎に300円
初回のみ600円

3月25日（水）
（年度途中受付可）

田野�博明
（☎59-0014）

グラウンド
ゴルフの実技・
ルール教室

ホウワ
グラウンド

4月1日（水）、8日（水）
14：30～15：30
（雨天中止）

市内在住、10
人前後

無料
（用具は準備）

開催当日に
受付

鯛�一夫
（☎52-8730）

小学生男女
バレーボール
教室

片桐小学校
体育館

毎週土･日
9：00～12：00

市内小学生男女
1年生～6年生
30人

無料 随時 河合�孝信
（☎55-0234）

少年少女
バドミントン
教室

金魚
スクエア・
郡山中学校

毎週土
18：00～20：30
18：45～20：45
〈�前期〉4月4日～9月26日
〈�後期〉10月3日～�
令和3年3月27日

市内
小学1年生～
6年生

男女、先着80人
（継続者優先）

5,500円
（保険料含む）

〈前期〉
3月23日（月）
〈後期〉
9月22日（火・
祝）

隠地�礼子
（☎090-
6604-8448）

令和2年度
後期テニス
教室

総合公園
施設�

テニスコート

10月24日（土）・31日（土）、
11月14日（土）・21日（土）
･23（月・祝）の計5回
小学1年生～4年生
� � 9：00～10：30
小学5年生～中学3年生
大人� 10：40～12：10

市内在住の
小中学生80人
大人40人

小中学生�1,500円
大人�4,000円

総合公園クラ
ブハウスで10
月10日（土）･11
日（日）に受付
（13時～14時）

池田�治朗
（☎55-1560）

少年少女
ラグビー
スクール

郡山東中学校
グラウンド・
郡山中学校
グラウンド

〈前期〉
4月11日（土）～7月11日（土）
〈中期〉
9月12日（土）～12月19日（土）
〈後期〉令和3年1月5日
（火）～3月13日（土）
毎週土�7：30～10：00
（�月4回開催、月1回日曜に
交流試合あり）

幼稚園児�10人
小学校低学年�
� 10人
中学年� 15人
高学年� 20人
中学生女子�15人

幼児･女子･兄妹
の3人以降：
3,000円
男子：3,500円
中学生女子：
�4,500円
（初回のみ県ラグ
ビー協会登録料
500円）

随時
仲川�隆章
（☎090-
4490-0358）

バスケット
ボール
スクール

（指導はバンビ
シャス奈良）

金魚
スクエア

4月～令和3年3月
毎週木
①②17：30～
③④18：45～
①4歳～6歳� 60分
②小学1～3年� 60分
③小学4～6年� 90分
④中学1～3年� 120分

市内在住･
在学、各30人

年会費5,000円
月謝①～③5,000円
④7,000円（税別）
※�別途スポーツ保
険、ウエア、ボー
ルが必要

随時
（3月中に無料
体験教室あり）

バンビシャス
奈良

（☎0742-
20-1800）

バスケット
ボール一般
男子教室

郡山南小学
校体育館 4月～毎週土

市内在住・
在勤の一般
男子、20人

会費・スポーツ
保険料等詳細は
要問合せ

随時
笹倉�健太
（☎080-
3105-4194）

申込・問合せは各代表者まで�
（スポーツ推進課�内線556）

新型コロナウイルスの感染拡大防止に備え、イベントを延期・中止する場合があります
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在宅障害者交通費補助金の	
お知らせ（1～ 3月分）

　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、1～3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。
申請書配布期間＝3月18日（水）～4月3日（金）
申請書受付期間＝3月30日（月）～4月3日（金）
申	請 ･問合せ＝市社会福祉協議会� 福祉課（☎53-
6531･ �55-0986）（土･日曜と祝日を除く、8時
30分～17時15分）

第67回大和郡山市	
都市計画審議会の開催について

日時＝4月9日（木）�14時～
場所＝市役所�3階�議会第1委員会室
内	容＝・第1号議案�大和都市計画公園の変更案につい
て（大和郡山市決定）

・第2号議案�特定生産緑地の指定案について
・�第3号議案�大和都市計画生産緑地地区の変更につい
て（大和郡山市決定）
・報告事項1�奈良県中央卸売市場の再整備について
・�報告事項2�第3次大和郡山市都市計画マスタープラ
ンの策定について（中間報告）
※�案件については、変更になる場合があります。
傍	聴の申込＝会議の当日、13時～13時30分の間に、
市役所3階の第1委員会室前にて傍聴申出書に名前・
住所を記入して申し込んでください
※�定員10名のため、定員を超える場合は抽選にて傍聴
者を決定します。
問合せ＝都市計画課（内線674）

く ら し
令和2年度	 	
固定資産税の縦覧

◆縦覧制度
　大和郡山市内の土地・家屋の納税者が自分の所有す
る土地・家屋の価格等と他の土地・家屋の価格等を比較
して適正であると確認するため、市内の全ての土地・
家屋の価格等を記載した帳簿を縦覧することができる
制度です。
帳簿の種類 縦覧できる人 縦覧できる項目
土地価格等縦
覧帳簿

市内の土地の納税者
とその同居の親族

土地の所在、地番、
地目、地積、価格

家屋価格等縦
覧帳簿

市内の家屋の納税者
とその同居の親族

家屋の所在、家屋
番号、種類、構造、
床面積、価格

縦	覧期間＝4月1日（水）～4月30日（木）の8時30分～
17時15分（市役所閉庁日・閉庁時間を除く）
縦	覧場所＝税務課�固定資産税第1係・第2係（市役所1
階107番窓口）
持	ち物＝本人と確認できるもの（納税通知書、運転免
許証、健康保険証など）
◆閲覧制度
　大和郡山市内の土地・家屋の所有者が、自分の所有
する資産についての固定資産課税台帳を確認できる
制度です。また、借地人・借家人などが、使用または収
益の対象としている固定資産について、課税内容を確
認するため、固定資産課税台帳を閲覧することができ
ます。
閲	覧場所＝税務課�固定資産税第1係・第2係（市役所1
階107番窓口）
持	ち物＝本人と確認できるもの（納税通知書、運転免
許証、健康保険証など）
※�借地人・借家人などが閲覧を希望する場合は、賃貸
借関係が証明できるものも必要です。
※閲覧には手数料が必要です。
問	合せ＝税務課�固定資産税第1係・第2係（内線284～
287）

清掃センター		
休日業務のご案内（3月）

月 日 可燃ごみの収集 持込ごみの受付
3/20（金）　　　　　
春分の日 休み 9:00 ～12:00

※不燃物ごみの収集日の変更はありません。
問合せ＝清掃センター（☎53-3463）
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大和郡山市学童保育連絡協議会
からのお知らせ

　大和郡山市学童保育連絡協議会では、学童保育指導
員を募集しています。子どもが好きな人、熱意のある
人など、ぜひご応募ください。
　未経験者でも親切丁寧にご指導いたします。
時給＝パート�時給950円
※�勤務時間等は、各学童保育所に直接お問い合わせく
ださい。
募	集人数＝郡山西学童保育所・昭和学童保育所・筒井
学童保育所�各2人、矢田南学童保育所�1人
問	合せ＝郡山西学童保育所（☎54-3373）、昭和学童
保育所（☎59-2245）、矢田南学童保育所（☎53-
3040）、筒井学童保育所（☎59-2490）
� （こども福祉課）

古物営業者のみなさんへ	
警察からのお知らせ

　古物営業法の一部改正につき、引き続き古物営業を
営もうとする人は、個人・法人を問わず、3月31日（火）
までに「主たる営業所等届出書」を主たる営業所を管
轄する警察署に届出する必要があります。
　提出期限内（3月31日（火）まで）に提出をしないで古
物営業を営むと、無許可営業になりますので、期限内
に警察署に届出をしてください。
詳細・問合せ＝郡山警察署�生活安全課（☎56-0110）
� （市民安全課）

大和都市計画生産緑地地区の変
更案に係る縦覧について

　市では、大和都市計画生産緑地地区の変更案がまと
まりましたので、縦覧を行います。
縦覧の期間＝3月24日（火）から4月7日（火）
※�ただし、土・日・祝日・年末年始を除く8時30分～17
時15分まで。
変更する地域＝野垣内町
※�市民及び利害関係人で、この都市計画の案について
意見を提出する場合は、住所・名前・意見の要旨とそ
の理由を記載した市長宛の文書を、4月7日（火）必着
で下記まで提出してください。
縦	覧の場所・提出先・問合せ＝都市計画課（〒639-
1198�北郡山町248-4、内線674）
※ホームページにも掲載しています。

病没母子家庭等激励金廃止の	
お知らせ

　市社会福祉協議会では、疾病または負傷により、父
または母を亡くした義務教育終了前の当該児童の保護
者に下記の激励金を支給していましたが、事業の見直
しにより令和2年3月末日をもって廃止することにな
りました。対象世帯で支給を受けていない人は、3月
31日（火）までに支給申請を行ってください。
激励金＝児童1人　20,000円
　　　　児童2人　30,000円
必	要書類＝申請書、児童の戸籍謄本、死亡診断書
申	請･問合せ＝社会福祉協議会�福祉課（☎53-6531・
�55-0986）

※土･日曜と祝日を除く、8時30分～17時15分。

不妊・不育治療費の一部助成	
～ 1年度5万円×5年度（最大）～

　市では、不妊・不育治療費用の一部助成を行ってい
ます。不妊・不育にお悩みのご夫婦に対し、対象となる
治療に要する費用の一部を助成することにより、経済
的負担の軽減を図ります。
　対象となる人や対象となる治療の内容など、詳細は
お問い合わせください。市ホームページにも掲載して
います。
※�平成31年4月1日から令和2年3月31日までに受け
た治療費用の助成については、4月3日（金）までに申
請してください。
問合せ＝保健センター「さんて郡山」（☎58-3333）

高齢者肺炎球菌定期予防接種	
3月31日（火）まで

　100歳以上の人の定期接
種は、今年度で終了となり
ます。
　対象の生年月日であって
も、既に23価肺炎球菌ワク
チン（ニューモバックス）を
接種している場合は、定期
接種対象外となります。
問合せ＝保健センター「さんて郡山」（☎58-3333）

く ら し
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く ら し

令和2年4月1日から奈良地方気象台の電話窓口が変わります。
職員による対応　　　　　　　☎0742-22-2555　平日日中�8時30分～17時15分
自動音声による気象情報　　　☎0742-27-7329　終日利用可能（夜間・休日含む24時間）

◆自動音声による気象情報の利用方法は以下をご覧ください。
　「利用方法」
　https://www.jma-net.go.jp/nara/info/pdf_files/jido.pdf

就学にともなう乳幼児医療費	
受給資格証の切り替えについて

　令和2年4月より小学生になるお子さんの乳幼児医
療費受給資格証の有効期限は、令和2年3月31日まで
となっています。4月以降の医療費受給資格証は、子ど
も医療費受給資格証へ切り替えとなります。
　対象の人には3月上旬に手続きの案内をお送りして
います。まだ申請書を提出されていない人は、至急お
手続きください。
　提出が遅れると、新しい受給資格証の交付が遅れ、
別途手続きが必要となる場合がありますのでご注意く
ださい。
問合せ＝保険年金課�医療係（内線327・328）

令和2年度要約筆記者	
養成講座（手書きコース）

　要約筆記は、中途失聴・難聴者などの聴覚障害者に
対する情報保障手段のひとつで、相手が話している内
容を要約し、話の受け手に情報を文字で伝えます。
日	程＝6月6日（土）～11月28日（土）�毎週土曜日�
1日2コマ�全44回�各日10時30分～15時30分
場	所＝奈良県心身障害者福祉センター（磯城郡田原本
町）、奈良県聴覚障害者支援センター（橿原市大久保
町）、奈良県社会福祉総合センター（橿原市大久保町）
定	員＝20人（定員に関わらず、5月23日（土）に選考を
実施）

受講料＝5,000円（テキスト代は別途要）
申	込・問合せ＝4月1日（水）～5月15日（金）の期間
に、奈良県聴覚障害者支援センター（☎0744-21-
7880、 �0744-21-7888）へ
※�申し込み方法等、詳細については問い合わせてくだ
さい。� （厚生福祉課）

「奈良いのちの電話」	
相談員養成講座受講生募集

日	程＝下記期間の中の毎週土曜日14時～16時30分�
〈養成講座前期〉4月18日（土）～8月1日（土）�
〈養成講座後期〉8月22日（土）～11月21日（土）�
〈インターン研修〉12月～令和3年9月の毎月概ね2回
場	所＝NID会館（奈良市西大寺本町）
受講料＝養成講座�各期� 25,000円
　　　　宿泊研修�各期� 10,000円
　　　　インターン研修� 10,000円
受	講資格・定員＝満21歳以上70歳未満で相談員とし
て奉仕できる人、50人
申	込・問合せ＝4月3日（金）までに、社会福祉法人奈良
いのちの電話協会事務局（☎0742-35-0500）へ
� （人権施策推進課）

小・中学校への	
留守番電話の導入について

　「教職員の働き方改革」の一環として、教職員の長時
間勤務を軽減し、教員の本来の業務である授業づくり
や子ども達の指導に専念できる環境を整えるため、市
内小・中学校に令和2年4月より平日の夜間や休日にお
いて留守番電話を導入する予定です。
　留守番電話の対応等、詳細については、4月に各校か
ら通知いたします。
問合せ＝学校教育課（内線722）

プレミアム付商品券の	
使用について

　商品券の使用期限は3月31日（火）となっております。
期限を過ぎると使用できませんのでお持ちの人はお早
めにご使用ください。
問合せ＝地域振興課（内線565）
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イベント・募集

箱本館「紺屋」こいのぼりイベント箱本館「紺屋」こいのぼりイベント
　世界に一つだけの「こいのぼり」をみんなで楽しく作りませんか。
日	時＝4月26日（日）�10時～15時（途中1時間の昼食休憩あり）
対象・定員＝新小学2～6年生、10人　費用＝2,300円
申	込・問合せ＝4月4日（土）の9時から、電話で箱本館「紺屋」（☎58-5531）へ
※�申し込み先着順、1コール1人分のみ予約可。※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため開催が中止延
期等となる場合があります。※��小学生のみ、保護者付き添い無しの体験になります。

令和2年度歴史講座会員募集令和2年度歴史講座会員募集
今年度は「街道・古道」をテーマとし各地を巡ります。
年間予定表＝※日程・行き先などは変更することがあります。

日　程 行　き　先
	 5月23日（土） 世界遺産「熊野参詣道―中辺路―」を巡る（和歌山県）―
	 6月24日（水） お伊勢参りの道―近鉄貸切列車で行く二見道（二見興玉神社・二見しょうぶロマンの森等）の旅―（三重県）
	 7月18日（土）（仮題）「街道について学ぶ」講座（大和郡山市）
	 9月24日（木） 大和の古街道を巡る―山辺の道等―（奈良県）
10月17日（土）『麒麟がくる』の主役、明智光秀ゆかりの西国街道を巡る（京都府）
11月開催予定 塩を運ぶ馬の往来道―近鉄貸切列車で行く塩付街道の旅―（愛知県）

対象・定員＝健康かつ健脚で団体行動の取れる人、200人（定員を超えた場合は抽選します。）
年会費＝2,000円（通信費など）
※抽選当選後にお支払いください。また、各講座の参加費用は別途必要です。
申	込・問合せ＝返信用ハガキに、住所・名前を記載し、4月18日（土）までの9時～17時に市観光協会（☎52-
2010）へ持参

　�郵送の場合は、往復ハガキに郵便番号・住所・名前（ふりがな）・生年月日・性別・電話番号を記入し、返信
欄に申込者の住所・名前を記入し市観光協会（〒639-1132�高田町92-16）へ郵送

※ハガキ1枚につき1人の申し込みできます。
※�申込者多数の場合は、4月20日（月）に抽選を行い、結果をハガキで通知します。抽選結果の電話でのお
問い合わせはご遠慮ください。

※新型コロナウイルスの感染拡大の状況によっては、講座の日程を変更させていただく場合があります。

イベント イベント イベント

食の語り部プロジェクト	
「まちなかティーサロン」

　大和郡山市産いちじく100％使
用の「いちじくワイン～無花果の一
滴～」の素晴らしさをお話しと共に
ご堪能ください。（企画:大和郡山市
いちじくワイン協議会）
日時＝3月27日（金）13時～
場	所＝良い食品処｢さとなか｣（豆腐町）
定員＝20人（要予約･先着順）
参加費＝500円
申	込･問合せ＝食の語り部プロジェ
クト事務局（☎52-2218）

遺言の日	
記念無料法律相談

日	時＝4月15日（水）10時～12時、
13時～15時
※相談時間1人30分。
場	所＝奈良弁護士会館（奈良市中筋
町）
定員＝16人（申し込み先着順）
申	込･問合せ＝4月1日（水）～13日
（月）（土･日曜と祝日を除く）の9
時30分～17時に、奈良弁護士会
（☎0742-22-2035）へ

憲法週間	
記念無料法律相談

日	時＝5月13日（水）9時30分～12
時、13時～15時30分
※相談時間1人30分。
場	所＝①奈良弁護士会館（奈良市中筋町）
　②経済会館（大和高田市大中）
定員＝①20人、②10人
　（申し込み先着順）
申	込･問合せ＝4月1日（水）～30日
（木）（土･日曜と祝日を除く）の9
時30分～17時に、奈良弁護士会
（☎0742-22-2035）へ
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イベント・募集

子育て教室子育て教室
　初めての子育てで戸惑いはありませんか？� �
�みんなで一緒に育児を楽しみましょう。
日時＝各日13時30分～16時（受付13時～）
※2回1コースです。
　①4月16日（木）�〈講師〉�保健師・救急救命士
　②5月 7日（木）〈講師〉�管理栄養士
対	象＝生後4～ 6ヵ月まで（令和元年10月8日～令和2年
1月7日生）の乳児（第1子）とその保護者

場所＝さんて郡山　定員＝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。

申	込・問合せ＝市ホームページか、電話でさんて郡山（☎58-
3333）へ

参加無料・要申込ママパパクラスママパパクラス
〈助産師･栄養士編〉〈助産師･栄養士編〉
　食事に関する「妊婦の気がかりQ&A」
や、マタニティエクササイズ・呼吸法、パ
パの妊婦体験・イクメン講座も。
日	時＝4月20日（月）13時30分～15時
30分（受付13時～）
場所＝さんて郡山
対	象･定員＝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＝市ホームページか、電
話でさんて郡山（☎58-3333）へ

募集 募集

世界自閉症啓発デー	
関連イベント

◆郡山城天守台ブルーライトアップ
　「世界自閉症啓発デー」である4月
2日には、自閉症をはじめとする発
達障害への理解促進を目的として、
世界各地の建物がブルー（青色）にラ
イトアップされます。郡山城天守台
においても、自閉症や発達障害につ
いて広く市民のみなさんに知っても
らうことを目的に、ブルーライトアッ
プを実施します。
※�新型コロナウイルス感染拡大防止
のため中止、延期または内容変更
となる場合がありますので、ご了
承ください。
日時＝4月2日（木）�18時～21時
場所＝郡山城天守台
問	合せ＝都市計画課（内線633）�
厚生福祉課（内線535）
◆自閉症関連書籍を紹介します
　市立図書館に、自閉症関連書籍
の紹介など、特設コーナーを設置
します。
日	時＝4月2日（木）～4月30日（木）
（市立図書館の閉館日を除く、9時
30分～19時。土曜日は21時まで）
場所＝市立図書館�1階
問合せ＝市立図書館（☎55-6600）

郡山城にぎわいづくり事業	
「金婚式」参加者募集

　結婚50年目を迎える記念の年を郡
山城天守台展望施設で感謝状贈呈や
結びの儀式等を行い、お祝いします。
日時＝4月18日（土）�10時～
場所＝郡山城天守台展望施設
※�雨天時は三の丸会館�小ホールで
開催。
募集定数＝15組
※�応募多数の場合は選考する場合が
あります。
対	象＝市内在住・在勤、あるいは大
和郡山に縁のある人で、令和2年
中に金婚式を迎える（昭和45年に
婚姻届を提出された）夫婦
費用＝無料
申	込＝市ホームページまたは担当窓
口の参加申込用紙に必要事項を記
載して、3月27日（金）17時までに、
直接都市計画課（窓口406）へ
※郵送可。期限必着。
※�新型コロナウイルス感染拡大防止
のため中止、延期または内容変更
となる場合がありますので、ご了
承ください。
問合せ＝都市計画課（内線633）

清掃センターからの	
お知らせ
　家庭から排出される雑草・
枝木の収集方法が変わります。
燃えるごみ収集

コース
雑草・枝木の 

収集日
月・木コース 木曜日
火・金コース 金曜日
※�雑草・枝木は、燃えるごみと同時
にごみ集積場へ出してください。
※�雑草・枝木は、ごみ袋に入れてい
ただくか、ひもなどで束ねてご
み集積場へ出してください。（野
積みされている場合は、収集で
きませんのでご注意ください。）
問	合せ＝清掃
センター(☎
53-3463)

令和2年
4月1日

から

副市長に

中
なか

尾
お

	誠
ま さ

人
と

氏が就任
　2月29日付で
吉村副市長が退
任し、3月2日付
で中尾誠人氏が
副市長に就任し
ました。

参加無料・
要申込
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戸時代、藍染めを職業とする人
が集まった職人町「紺屋町」の町
家を、藍と金魚が楽しめる空間

として再生された箱本館『紺屋』。
　天然灰汁発酵建てという昔からの方法
で仕込んだ藍でハンカチなどの染めが体
験できます（要予約）。
　また、金魚のまち大和郡山ならではの、
金魚の意匠を使った美術工芸品や生活用品
などの「金魚コレクション」の常設展示を
しています。

江

場　　所＝紺屋町19-1
休 館 日＝ 月曜日（祝日の場合は翌平日）/祝日の翌平日

/年末・年始
開館時間＝9:00 〜 17:00
入 館 料 ＝大人300円・小中学生100円
電話番号＝☎58-5531

R郡山駅と近鉄郡山駅のほぼ中間県
道藺町線沿いにある『箱本十三町観光
案内所』。

　観光ボランティアガイドクラブ員が待機し、
大和郡山の観光スポットや大和郡山の魅力を
ご紹介しています。隣接の建物が小さな博物
館になっています。
　観光ボランティアガイドは、２週間前まで
に観光協会へ申込むと、同伴でのガイドもお
願いできます。

箱本十三町
観光案内所

ええとこ！
大和郡山！

場　　所＝今井町15-3
開 館時間＝火・木・土・日・祝の10 時〜15時
電話番号＝☎55-7013

ぜひ１度、
大和郡山市の魅力を
再発見しに
訪れてみてください。

J

箱本館
『紺屋』

ええとこ！
大和郡山！
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新型コロナウイルス感染症について新型コロナウイルス感染症について
【市民のみなさんへ】
　新型コロナウイルス感染症は、飛沫感染と接触感染によりうつるといわれています。
　感染を予防するにはお一人お一人の咳エチケットや手洗い・うがい・アルコール消毒などの実施が
とても重要です。季節性インフルエンザの流行時期でもありますので、感染症対策に努めていただく
ようお願いします。
　特に高齢者や基礎疾患のある人は、人込みの多いところはできるだけ避けるなど、感染予防に努め
ていただくようお願いいたします。

感染予防対策として、次のことを心がけてください。

1.	 外出後のうがい・手洗い
2.	 アルコール消毒
3.	 適度な湿度の保持・換気
4.	 十分な休養とバランスの良い食事
5.	 飛沫感染対策としての咳エチケット・マスクの着用
6.	 人混みや繁華街への外出を控える

　発熱等の風邪症状が見られるときは、学校や会社を休み外出を控えてください。
また、感染への不安から帰国者・接触者相談センターへの相談なしに医療機関を受診することは、か
えって感染するリスクを高めることになります。このため、まずは、帰国者・接触者相談センターに
連絡してください。
　なお、現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気の人が圧倒的に多い状況であり、�インフル
エンザ等の心配があるときには、通常と同様に、かかりつけ医等に御相談ください。

【新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安】
・風邪の症状や37.5℃以上の発熱が４日以上続いている。
　（解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます）
・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。
※高齢者や基礎疾患等のある人は、上の状態が２日程度続く場合

問合せ＝帰国者・接触者相談センター　奈良県庁　
　☎0742-27-1132　  0742-22-5510�
　平日� 8時30分～21時
　土・日曜・祝日� 10時～16時� （保健センター）
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、  
一部イベントを中止します一部イベントを中止します

　2月27日に「新型コロナウイルス対策本部」が立ち上げられ、第1回対策会議にて、新型コロナウイ
ルス感染症の急激な感染拡大に備え、多数の人が集まる主催・共催イベント等の中止が決定されました。
ご参加を楽しみにしていた市民のみなさまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力を
お願いいたします。

月　日 曜日 行　事　名 場　所 担　当

3月15日 日
日本語教室 南部公民館 人権施策推進課 

(内線332)

中丸三千絵ソプラノリサイタル DMG MORI 
やまと郡山城ホール

やまと郡山城ホール 
(☎54-8000)

3月17日 火 児童館コンサート 南井町児童館 南井町児童館 
(☎57-2772)

3月20日 金・祝

アイデアサポート事業報告会 401・402会議室 企画政策課 
(内線241)

第3回市PTAフェスティバル 中央公民館・体育館 生涯学習課 
(☎53-1156)

加藤啓子さんの納得？！ えほん講座 図書館集会展示室
市立図書館 

(☎55-6600)加藤啓子さんとえほんひろばを設営し
てみよう 図書館集会展示室

えほんひろば 図書館集会展示室

3月21日 土 えほんひろば 図書館集会展示室 市立図書館 
(☎55-6600)

3月22日 日

加藤啓子さんとえほんひろばを設営し
てみよう 図書館内

市立図書館 
(☎55-6600)えほんひろば 図書館内

かみしばい劇場 おはなし室

3月24日〜
4月7日 　 第60回 大和郡山お城まつり 

(3月28日(土) 第100回金魚品評会) 郡山城跡一帯 観光協会 
(☎52-2010)

3月25日 水 合唱講座 DMG MORI 
やまと郡山城ホール

やまと郡山城ホール 
(☎54-8000)

3月27日 金
はつらつ講座 平和地区公民館 平和地区公民館 

(☎52-2346)

金曜トークサロンVol.48 DMG MORI 
やまと郡山城ホール

やまと郡山城ホール 
(☎54-8000)

3月28日 土 えほんひろば おはなし室 市立図書館 
(☎55-6600)

3月29日 日 だっこでおはなし会ホリディ版 図書館集会展示室 市立図書館 
(☎55-6600)

新型コロナウイルスの感染拡大防止に備え、他のイベントも延期・中止する場合がありますので、
各担当課へお問合せください。
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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　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

6/28
（日）

開演15:00
（開場14:30）

DMG MORIやまと郡山城ホール開館
20周年プレコンサート
大和郡山市民第九演奏会

大ホール
全席自由

2,000円
※当日は、500円増

3/28（土）10:00〜発売
（ただし、電話予約は13:00〜）

ホ ロ e+
×

指揮：�永峰�大輔、ソプラノ：大原�末子、アルト：太島�優希、テノール：田代�恭也、バリトン：三原�剛、管弦楽：奈良フィルハー
モニー管弦楽団、合唱：大和郡山市民第九合唱団

曲目：ベートーヴェン／交響曲第9番ニ短調合唱付きop.125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）	

＜3月の休館日：毎週火曜、第3水曜、年末年始＞

市立図書館 ☎55-6600
開 館 時 間 9：30〜 19：00 
 （土曜日は21：00まで）
4月の休館日 火曜…7･14･21･28日 
 水曜…1･15日
 土曜…18日
 日曜…19日（閲覧のみ可能）

南部公民館図書室 
� ☎59-1316
開 館 時 間 9：00〜 17：00
4月の休館日 水曜… 1･8･15･22・

29日
 土曜…18日
 日曜…19日

市立図書館イベント情報（4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。

「市立図書館・南部公民館図書室　臨時休館・一部会館のお知らせ」については2ページをご覧ください。

第14回リ・ブックフェアで集まった金額は合計22,456円でした。
児童書の購入に充てさせていただきます。ありがとうございました。　　　　　　 （リ・ブックフェア実行委員会）

かみしばい劇場かみしばい劇場
昔話や季節の紙しばい。
どなたでもどうぞ。
4日（土）・26日（日）14:00 ～

えほんひろば 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。
11日（土）14:00 ～／ 4歳くらいから
25日（土）11:00 ～／ 2～ 4歳くらい

4月

<ホールサポーター募集>
　ホールの公演でチケットのもぎり、観客の誘導・案内などをお手伝いしていただく「DMG�MORI�やまと郡山城ホール
サポーター」を募集中。日頃から文化・芸術に関心のあるみなさん、ボランティアとして楽しみながら参加してみませんか？
応	募条件＝18歳以上（高校生除く）の文化芸術に関心のある人で、月1回以上、主催事業のある日に活動できる人
応	募・問合せ＝所定の応募用紙に必要事項を記入して、DMG�MORI�やまと郡山城ホール事務室（☎54-8000）に持
参。先着順に受付し、定員（20人）になり次第締切。

だっこでおはなし会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
8日（水）��11:00～ /ひよこタイム（0～1歳未満）�

13:30～ /うさぎタイム（1～3歳くらい）

つながり2月15日号掲載の「3回連続だっこでおなし会」の日程が変更になりました。第1回目 4月13日（月）→4月20日（月）

◆	図書館探検ツアー＆「ねぇ、おもしろい◆	図書館探検ツアー＆「ねぇ、おもしろい
本な～い？」ブックトーク本な～い？」ブックトーク
日	時＝4月12日（日）� �
①10:20～11:30�②13:30～14:40

対象＝小学生10人と保護者(子どものみ可)
場所＝市立図書館�2階集合展示室
申	込＝電話または直接市立図書館(☎
55-6600)へ

※ブックトークのみ参加の場合は、申込不要
　①11:00～11:30�②14:10～14:40
◆	おすすめ本「おたのしみ袋」貸出◆	おすすめ本「おたのしみ袋」貸出
日	時＝4月11日(土)から、なくなり次第
終了
対象＝幼児～小学生、30セット(予定)
場所＝市立図書館�2階集合展示室

◆「	かいてみよう!	大好きな本のキャラ◆「	かいてみよう!	大好きな本のキャラ
クター募集!」クター募集!」

　4月11日（土）～5月6日（水・振）に市立
図書館2階にかざる絵を募集。市立図書
館カウンターで用紙配布中。好きな絵を
描いて提出しよう！

◆本となかよし！	むかしばなしクイズ◆本となかよし！	むかしばなしクイズ
日時＝4月11日（土）・12日（日）

◆本の森～みんなのおすすめ本◆本の森～みんなのおすすめ本
みんなでおすすめの本
の木をつくろう！�市立
図書館カウンターで用
紙配布中。

子ども読書の日2020子ども読書の日2020令和2年度「つくってあそぼ」令和2年度「つくってあそぼ」  
参加者募集参加者募集
日	時＝5月～令和3年2月の毎月第2土曜�
14時40分～（8月を除く、全9回）
場所＝市立図書館�集合展示室
参加費＝1,000円（5月の初回に集金）
対	象・定員＝申し込み時に市内在住の4
歳以上の児童（4歳児は保護者同伴で）、
30人
申	込＝往復ハガキに、住所、電話番号、保
護者と児童の名前（ふりがな）・年齢を
記入して、4月5日（日）必着で市立図書
館「つくってあそぼ」申込係（〒639-
1160�北郡山町211-3）へ（申し込み多
数の場合は抽選。きょうだいで申し込
む場合は1枚のハガキで申し込み）

新型コロナウイルスの感染拡大防止に備え、中止・延期または内容変更となる場合がありますので、ご了承ください。
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