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お知らせ版

上場株式等に係る配当所得等及び
譲渡所得等の申告はお早めに
　市県民税が源泉徴収されている上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、市県民税において総合課
税または申告分離課税を選択する場合には、対象となる年度の市県民税納税通知書の送達までに、税務署への確定
申告書または市役所への市県民税申告書を提出してください。
　また、これらの所得につき、市県民税において所得税等と異なる課税方式を選択する場合には、対象となる年度の
市県民税納税通知書の送達までに、税務署への確定申告書とは別に市役所への市県民税申告書を提出してください。

◆納税通知書の送達時期
市県民税を給与から天引きされる人（特別徴収） ５月中旬

市県民税を給与天引き以外で納付される人（普通徴収） ６月上旬
� 問合せ＝税務課�市民税係（内線281～283）

第70回市民体育大会中止のお知らせ
　5月10日（日）・17日（日）・20日（水）の日程で大和郡山市内各所において、第70回市民体育大会を予定しており
ましたが、新型コロナウイルスの感染防止のため、競技者、観戦者の健康と安全を考慮し中止とさせていただきます。
　なお、延期等はございません。
　5月31日（日）の陸上競技の部、7月開催予定の水泳の部も同様に中止です。
　楽しみにされていたみなさんには、誠に申し訳ございませんが、なにとぞご了承の程よろしくお願い申し上げます。
問合せ＝スポーツ推進課（内線555・556）

月　　日 可燃ごみの収集 持込ごみの受付 不燃ごみの収集日
4月29日（水）
昭和の日 9:00 ～ 12:00

5月4日（月）
みどりの日 休　み 9:00 ～ 12:00 第1月曜の区域は、5月7日（木）に収集

5月5日（火）
こどもの日 休　み 9:00 ～ 12:00 第1火曜の区域は、5月8日（金）に収集

5月6日（水）
振替休日 9:00 ～ 12:00 第1水曜の区域は、5月14日（木）に収集

� 問合せ＝清掃センター（☎53-3463）

可燃ごみ収集･持込ごみの受付業務
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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）

5月の
健康

すこやかちゃん

5 月 31 日は世界禁煙デー。禁煙でタバコの害から自分や家族、そして周りの妊婦や子ども達を守りましょう！

▎▎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、保健センター ｢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 0カ月～2カ月児 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4月� 1日～15日生まれ 15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4月16日～30日生まれ 29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10月16日～31日生まれ 20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

■	3歳児健康診査
	 ※3歳〜４歳未満まで受診可能

平成28年11月� 1日～15日生まれ 13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11月16日～30日生まれ 27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

15日（金）･29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

13日（水）・20日（水）
27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

11日（月）��9:30～11:30 ･ 母子健康手帳
･バスタオル（妊婦は不要）22日（金）14:00～16:00	

▎▎おとなの健康（相談）
事　業　名 日　　時 対象･備考 実施場所

■	健康相談
5月12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
5月15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。定員２人

各種がん検診・肝炎ウイルス検診・骨粗しょう症検診・高齢者の肺炎球菌感染症予防接種は6月開始！

◦�検診の受診票（券）、検診の公費負担申請の申し込みは、5月25日（月）から開始し、送付します。
◦�高齢者の肺炎球菌感染症予防接種の令和2年度に対象となる生年月日の人には、5月末にお知らせのハガキを送付します。

令和2年度

パパママクラス〈赤ちゃんのお風呂編〉（無料）
　赤ちゃん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。
日時＝5月18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＝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＝市ホームページか、電話でさんて郡山（☎58-3333）へ
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※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26年4月2日〜平成27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ヵ月に至るまでに1期を	
完了できなかった場合、特例措置として、9歳〜13歳未満で1期未完了分の接種ができます。

託児ありますモーニングセット検診（胃がん・肺がん・結核検診）
日時＝6月8日（月）・9日（火）�9時00分～ 10時00分（受付）
場所＝「さんて郡山」
内容＝�【胃がん】胃部エックス線（バリウム）�検査�

�【肺がん・結核】�胸部エックス線検査（喀痰検査対象者:�50歳以上で喫煙指数が600以上
（本数×年数）の人）

※�胃がん検診は、個別検診（40歳以上）・集団検診（30歳以上）・内視鏡検診（50歳個別）のい
ずれか1回のみ受診できます
対象・定員＝30歳以上の人（平成3年3月31日以前に生まれた人）、各日60人
※�前年度に市の胃内視鏡検診を受けられた人、妊娠の可能性のある人（肺がん検診も不可）、胃の手術をした・現在胃を
治療中の人・自力で立っていられない、撮影台の手すりをつかんでからだを支えることができない人（肺がん検診も
不可）、過去に造影剤の副作用（じんましん・顔色が青白くなった・気分が悪くなった・アレルギー・誤嚥等）があっ
た人は、胃がん検診を受けられません。
※結核早期発見のため65歳以上の人は年に1回胸部エックス線検査を受けてください。
費用＝【胃がん】1,000円�【肺がん】300円（喀痰検査追加の場合はさらに700円）
※�胃がん・肺がん・結核検診ともに、①70歳以上、②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のいずれかを持っている人、③生活保護世帯・市民税非課税世帯は無料となります。③の人は
事前手続きが必要ですので、申し込み時に記入してください。
申	込＝�ハガキに、住所・名前・性別・生年月日・電話番号、希望する検診名（胃がん・肺がん・両方）、希望日（6月8

日/6月9日/どちらでも良い）、託児が必要な人は子どもの年齢、「市民モーニング希望」と記入し、5月7日（木）
必着で、郵送または直接「さんて郡山」窓口へ（電話・FAXは不可）。市ホームページからも申し込み可能。

※申し込み多数の場合は抽選し、結果を検診日の2週間前までに通知します。
※当日体調不良の人、検査に耐えうる状態でない人は受けることができない。
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幼児2人同乗用自転車	
購入費補助金の申し込み

　☆補助金の交付申請しようとする人は、市役所2階市
民安全課において購入前に事前申し込みをしてください。
◆申請対象者
　下記にすべて当てはまる人が対象
（1）�購入時及び申請時に同一世帯において、1歳以上6

歳未満の幼児2人以上を養育している人
（2）�購入時及び申請時に市内に住所を有し、現に居住

している人
（3）�安全基準に適合した幼児2人同乗用自転車を自ら

使用する目的で購入する人
（4）世帯の中に市税を滞納している人がいないこと
（5）�本人または同一の世帯の人が、この補助金の交付

を受けていない人
◆補助対象とする自転車
　下記にすべて当てはまる自転車が対象
（1）�幼児2人同乗

用自転車安全
基準に適合し
たBAA（一般
社団法人自転
車協会認証 ）
マーク及び幼
児2人同乗基
準適合車マー
クが貼付され
ているもの

（2）�市内の自転車販売店等で新車として購入するもの
（3）�防犯登録がされているもの
※�TSマーク（点検整備済証）付帯保険加入書など自転
車損害賠償責任保険加入がされていること

◆補助対象経費
　安全基準適合幼児2人同乗用自転車と同時購入する
幼児用座席及び幼児用ヘルメット購入費
◆補助金の額
　補助対象経費合計の2分の1に相当する額（ただし、
40,000円が限度）
問合せ＝市民安全課�交通対策係（内線625）

く ら し
まちづくりアイデアサポート事業	
新年度の申請を受け付けます

　「まちづくりアイデアサポート事業」とは、まちづく
り活動を「自主的なアイデア」にもとづいて行う団体
やグループに対して、市がその活動費の一部を支援す
る仕組みです。
　今回、新年度の参加グループを募集します。
募集期間＝4月13日（月）～5月8日（金）
※�募集要項・申請書は、市ホームページからダウンロー
ドするか、市役所1階受付と企画政策課窓口で配布
します。
支	援対象グループ・事業＝市内に在住･在勤･在学する
人を2人以上含んで構成されるグループが、市内で
行う公益性のある事業や活動
※申請者は市内に在住の人に限ります。
※�営利活動・宗教活動・政治活動・選挙活動を目的とす
る、またはみなされるグループや事業、暴力団など
の統制下にあるグループなどは対象外です。
※�国や地方公共団体それらの外郭団体･独立行政法人、
民間企業等から補助金などを受けている事業などは
原則対象外です。
支援対象＝事業などに直接必要な経費
※高価な物品購入費・人件費・飲食費などは対象外。
支援金額＝1事業あたり30万円以内
※選考会で必要額を決定します。
※�申請は1グループにつき1事業まで。応募多数の場
合は、支援金額を調整することがあります。
選	考方法＝書類選考を通過したグループが、公開プレ
ゼンテーションを行い、まちづくりアイデアサポー
ト事業推進委員が選考します。
※�事業報告や推進委員による見学、事業報告書と収支
決算書･領収書の提出、年度末での発表などがあり
ます。
◆今年度は募集説明会を開催しません。
　�要綱を確認いただき、ご不明な点などは個別にお問
い合わせください
申請・問合せ＝企画政策課（内線232・ 53-1049）
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「健康フィットネス講座」	
受講者募集

　「ゆるめ・ほぐし・整える」筋肉と対話して出来るセ
ルフ整体。骨格の歪み矯正・肩こり・腰痛・膝痛予防・体
幹強化のピラティスも加え、講義と実技です。
　副交感神経が高まり、代謝アップ熟睡効果がありま
す。（講師：健康運動指導士�藤原�尚子さん）
日	時＝5月13日（水）～8月19日（水）までの毎水曜日（8
月26日は予備日）、計14回�各日13時30分～14時
40分（8月12日（水）除く）
場所＝市民交流館�1階�集会室
対象＝市内在住・在勤・在学の人
定員＝18人
※長めのタオル、またはラバーバンドを使用します。
※�定員を超えた場合は、4月23日（木）に抽選し、結果
をハガキで通知します。
※�申し込みが13人以下の場合、開講を見合わせること
があります。
費用＝7,500円
申	込・問合せ＝4月15日（水）～4月22日（水）に官製ハ
ガキへ、住所・名前を記入して、市民交流館（☎51-
1155）へ
　�郵送の場合は、往復ハガキに希望講座名・住所・名前
（ふりがな）・性別・年齢・電話番号を、返信欄に住所・
名前を記入して、4月22日（水）必着で、市民交流館
（〒639-1132�高田町92-16）へ
※�新型コロナウイルス感染拡大に備え、開催を中止、
または見合わせることがあります。

献血を行います	
〜尊い命を救うためにご協力を〜

日時＝4月22日（水）�10時～12時、13時～16時
場所＝中央公民館駐車場
※�例年と場所が異なりますのでご注意ください。
問合せ＝奈良県赤十字センター（☎56-6100）�（秘書人事課）

奈良県立明日香養護学校からの	
お知らせ

　病弱教育部門（高等部）の理解と認識を深めていただ
くために教育相談や学校見学会、体験学習を行います。
◆学校見学会
日時＝5月22日（金）�9時20分～12時
対象＝病弱教育対象の保護者及び担任･関係者
◆第1回体験学習
日時＝6月17日（水）�9時20分～12時
対象＝病弱教育対象の中学2・3年生の保護者及び担任
◆教育相談について
　�事前に電話でお申し込みください。相談日は火・水・
木曜ですが、ご希望により調整させていただきます。
（土・日曜、祝日を除く）
【共通】
申	込・問合せ＝県立明日香養護学校�教育支援部（☎
0744-54-3380）� （学校教育課）

令和2年度手話奉仕員養成講座	
（入門課程）受講者を募集します
　聴覚障害者のよりよいコミュニケーション状況確保
のために活動する、手話奉仕員の養成講座を開催しま
す。（全18回）
日	時＝・夜の部�5月13日（水）～9月16日（水）の毎週水
曜18時30分～20時30分（8月12日（水）は休講）
　�・昼の部�5月7日（木）～9月17日（木）の毎週木曜10
時～12時（7月23日（木・祝）、8月13日（木）は休講）
場所＝社会福祉会館（昼の部は2歳以上保育あり）
対象＝市内在住・在勤・在学の人
費用＝受講無料（ただし、テキスト代実費）
申	込・問合せ＝4月15日（水）～4月30日（木）（土・日
曜、祝日を除く）に、社会福祉協議会�福祉課（☎53-
6531/ 55-0986）へ
※開始日が延期となる場合があります。

く ら し

社会保険労務士による無料相談会
　年金・雇用・労務に関する相談について、社会保険労務士が応じます。今年度は新型コロナウイルス
関連の相談も受付けます。（奈良県社会保険労務士会主催）。
日時＝4月23日、30日・5月7日、14日、21日、28日（木）�14時～ 17時
　7月・9月・11月・令和3年1月・3月の第2木曜日�14時～ 17時
場所＝まいどほーる（北郡山町）2階�商工会内
申	込・問合せ＝実施日の1週間前までに市商工会にある相談受付票を記入のうえ、市商工会（☎53-
5955）へ
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く ら し
大和郡山市高齢者運転免許	
自主返納等促進支援事業

　運転免許を自主返納された人のほか、満65歳以上の
時点で免許を失効し、運転経歴証明書の発行を受けら
れた人も大和郡山市商工会登録加盟店「市内共通商品
券」の交付を受けられるようになりました。
◆交付の対象となる人
　平成27年4月1日以後に運転免許を自主返納し、ま
たは失効させ、かつ、「運転経歴証明書」の交付を受け
た次の①、②いずれにも該当する人
　①�免許返納時・免許失効時に満65歳以上であって、
免許返納時・免許失効時と商品券交付申請時に市
内に住居を有し、現に居住している人

　②�過去にこの事業によるバス回数券または商品券の
交付を受けていない人

◆交付する商品券（交付は一人につき一回に限ります）
使用範囲＝大和郡山市商工会登録加盟店
交付額＝一人当たり5,000円分（1,000円分5枚）
◆交付申請の手続
申	請受付日時＝土・日曜、祝日、年末年始を除く、8時
30分～17時
申請場所＝市民安全課（市役所2階210番窓口）
持	参するもの＝「運転経歴証明書」・「申請による運転
免許の取消通知書」（自主返納の場合のみ）・印鑑（認
印）
※コピーは不可。確認後返却します。
※代理申請も可。
問合せ＝市民安全課�交通対策係（内線625）

きんとっと広場	新年度の開催	
予定日が決まりました！

　保育士や保健師が子育てのお手伝い。楽しいコー
ナー遊び（手作りおもちゃ・絵本・運動あそび等）やふれ
あい遊び、体操など親子で楽しみましょう。
　育児相談・身体計測もあります。
　予約はいりません。ぜひお気軽にお越しください。
令和2年度開催日＝
・西田中保育園…5月26日（火）･9月3日（木）
・片桐地区公民館…6月8日（月）･10月19日（月）
・平和地区公民館…6月29日（月）･11月30日（月）
※�時間はいずれも、10時～11時30分（受付9時30分～）。
問合せ＝こども福祉課�子育ち支援係（内線526）

認知症サポーター養成講座＆	
もの忘れ相談会（受講無料・要申込）

　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。下記日程、会場のご都
合のよいときに受講してください。

日　程 時　間 場　所
4月22日（水） 10：00～11：30 市役所401会議室
5月22日（金） 14：00～15：30 市役所401会議室
定員＝各15人（申し込み先着順）
内	容＝認知症の症状と対応、予防についての基礎知識
※�講座終了後、もの忘れ相談を行います。（希望者のみ・
要申込）
※�新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座を中
止する場合があります。
申込・問合せ＝地域包括支援センター（☎55-7733）

簡易スロープの購入補助が	
始まりました

　今年度より大和郡山市では、高齢者、障がい者の人
が安全に移動したり施設を利用してもらうために、事
業者や自治会等が設置する簡易ロープの購入に係る経
費の一部を補助します。
補	助額＝簡易スロープの購入経費の2分の1（上限5万円）
※補助には条件があります。
補	助対象者＝市内に事業所を置き、商業その他の事業
を行う者、市内の自治会、その他これに類する団体

問合せ＝地域包括ケア推進課�高齢支援係（内線512・513）

県立奈良養護学校	
教育相談･学校見学会のお知らせ

◆肢体不自由の障がいのある子どもへの教育相談
日時＝土･日曜、祝日を除く希望日時
※在宅訪問教育を希望される人も相談ください。
※訪問相談にも応じます（要相談）。
◆学校見学会について
日時＝6月2日（火）�9時30分～11時30分
対	象＝肢体不自由の障がいのある子どもと保護者や教
育・療育に携わる関係者（学校･幼稚園･保育園･療
育施設など）
場所・申込・問合せ＝奈良県立奈良養護学校
　�（奈良市七条町135･☎0742-34-2671･ 0742-
33-9459）� （学校教育課）
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箱本館「紺屋」	
「ロウ染め日傘講座」

　白と紺のコントラストを生かして
世界に一つの日傘にチャレンジ！
　シルクロードによってもたらされ
た蠟纈（ロウケチ）で模様を描き藍で
染めましょう。（素材：麻・傘半径：約
47cm）
日時＝5月24日（日）�10時～15時
※途中1時間、昼食休憩あり。
費用＝9,200円
定員＝5人（高校生以上）
※�作業工程上、乳幼児を含む子ども
の同伴はご遠慮ください。
※本人のみの受講をお願いします。
※�新型コロナウイルス感染拡大防止
のため開催が中止・延期等となる
場合があります。

申	込・問合せ＝5月1日（金）9時から、電
話で箱本館｢紺屋｣（☎58-5531）へ
※1コール1人分のみ予約可。

第２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。（家族や友達も誘ってぜひご参
加ください）
日時＝５月10日（日）
　９時30分～14時頃（雨天中止）
場所＝里山の駅「風とんぼ」
定員＝30人（申し込み先着順）
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、敷物

※�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＝4月18日（土）～29日
（水・祝）の月曜を除く9時～17時に、
里山の駅「風とんぼ」（☎53-7290）
へ� （生涯学習課）

九条スポーツセンター	
からのお知らせ

　すべての運動をリズムに合わせ、
楽しくリズム感と運動能力を高める
「STARアカデミー」体験会を開催し
ます。
日時＝4月29日（水・祝）
　①14時15分～15時（45分）
　②17時35分～18時35分（60分）
対	象・定員＝①4歳～年長、②小学校
1～3年生、各10人
費用＝1,100円（税込）
申	込・問合せ＝4月22日（水）9時か
ら電話か直接、九条スポーツセン
ター（☎52-1245）へ

令和2年度 大和郡山市科学教室 受講生募集！
講 座 名 内　容 開催日時 対象・定員 費　用

少年少女
発明クラブ

道具の使い方を学んだ
り、自由な発想での工
作（発明）や電子工作に
取り組もう！！

土 月1~2回
　（年16回）
9時10分~12時

小学4年～6年生
（20人）

受講料1,400円
教材費3,500円
（年間）

親と子の
手作り教室

親子で一緒に昔のおも
ちゃ作りや電子工作に
チャレンジ！！

土 月1~2回
　（年13回・一部日曜）
9時10分~12時

小学１年～３年生と
その保護者（10組20人）

受講料1人1,000円
教材費１セット
3,500円
（年間）

少年少女
パソコン教室
（前期）

パソコンの基礎を楽し
く学びながら、いろいろ
なものづくりに挑戦しよ
う！！

土 月2~3回
　（前期10回）
9時30分~11時30分

小学４年～中学生
（14人）

受講料900円
教材費2,000円
（半期分）

場所＝三の丸会館（パソコン教室の一部は奈良高専で開催）
申	込＝ハガキか63円を持って、4月20日（月）（水・日曜を除く9時～17時）までに、直接、三の丸会館へ
※	新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、開催を延期または中止する場合があります。
　（開催日数にあわせて、講座の内容や受講料、教材費を変更する場合があります）
※定員を超えた場合は抽選します。
※少年少女パソコン教室は通年でも受付しています。（受講料1,800円・教材費4,000円）。
問合せ＝生涯学習課（☎53-1156）
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市立図書館 ☎55-6600
開 館 時 間 9：30〜 19：00
 （土曜日は21：00まで）
5月の休館日 火曜…12･19･26日
 水曜…20日
 木曜…7日

南部公民館図書室 
� ☎59-1316
開 館 時 間 9：00〜 17：00
5月の休館日  月曜…4日
 火曜…5日
 水曜…6･13･20･27日

市立図書館イベント情報（5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。
2日（土）･24日（日）14：00～

新型コロナウイルスの感染拡大防止に備え、臨時休館またはイベントの中止・延期
をする場合があります

おはなしの杜
もり

ろうそくのあかりで楽しむおはなし。
3日（日・祝）11:00～／4歳～小学生

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。
��9日（土）14:00～／4歳くらいから
23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歳くらいまでの子どもとその保護者
13日（水）�11:00～／ひよこタイム（0～1歳くらい）�

13:30～／うさぎタイム（1～3歳くらい）

ホリディ版 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＝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！
31日（日）11:00～（申し込み不要）

5月

図書館からのお知らせ
5月5日（火）、6日（水）は、開館いた
します。５月7日（木）館内整理日の
ため休館します。

〒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：7日（火）、14日（火）、15日（水）、21日（火）、28日（火）＞

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

5/22
（金）

開演 19:00
（開場18:30）

金曜トークサロン Vol.48
〜会いたい・知りたい・つながりたい〜
「私達がいます」〜被害者支援現場からの
メッセージ〜

レセプションホール
全席自由

1,000円
（コーヒーか紅茶付）

発売中
ホ ×

ゲスト：田坂�きよみさん（奈良県警部補、元被害者対策係兼性犯罪捜査指導係）
聞き手：松本�真理子（マリンバ奏者、大和郡山市音楽芸術協会特別顧問、DMG�MORIやまと郡山城ホールアドバイザー）

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）

発売中
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

7/12
（日）

開演 14:00
（開場13:30）

第 88回　日本音楽コンクール 
受賞者発表演奏会 大和郡山公演

大ホール
全席指定

一般2,000円
学生（小・中・高・
大学生）1,000円

発売中
ホ ぴ ロ e+ ×

これから世界へとはばたこうとしている若き音楽家たちの演奏を是非この機会にお聴きください。
出演：亀井�聖矢（ピアノ1位、岩谷賞など）、小川�栞奈（声楽2位・岩谷賞）、東�亮汰（バイオリン1位）、山本�英（フルート3位・岩
谷賞）

※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
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