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お知らせ版

市民のみなさんへのお願い
　新型コロナウイルス感染症に関連する、不当な差別、偏見、いじめ等は決して許されるものではありません。�
国、県及び本市ホームページなどで、正確な情報を入手するよう努めていただき、冷静な行動をお願いします。
●人権侵害を受けた時の相談窓口
　〇みんなの人権110番（全国共通人権相談ダイヤル）　☎0570-003-110（受付 平日8：30～17：15）
　〇子どもの人権110番　フリーダイヤル☎0120-007-110（受付 平日8：30～17：15）
　〇外国人のための人権相談　☎0570-090911（受付 平日9：00～17：00）
問合せ＝人権施策推進課（内線334）

新型コロナウイルスなどの感染症対策としての
ご家庭でのマスク等の捨て方

　新型コロナウイルスなどの感染症に感染した人やその疑いのある人などがご家庭から出た場合、鼻水等
が付着したマスクやティッシュ等のごみを捨てる際は、以下の「ごみの捨て方」に沿って「ごみに直接触れない」�
「ごみ袋はしっかり縛って封をする」そして「ごみを捨てた後は手を洗う」ことを心がけましょう。

※�「ごみの捨て方」に沿っていただくことにより、ご家族だけでなく、ごみを扱う清掃センターの職員や廃棄物
処理業者にとっても、新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスなどの感染症対策として有効です。

①�ごみ箱にごみ袋をかぶせます。�
いっぱいになる前に早めに�
②のとおりごみ袋をしばって
封をしましょう。

②�マスク等のごみに直接触れる
ことがないようしっかりしば
ります。

③�ごみを捨てた後は石鹸を使って、
流水で手をよく洗いましょう。

問合せ＝清掃センター（☎53-3463）

ごみの処理は市民のみなさんの衛生的な生活を維持するために必要不可欠なものです。
ご家族だけでなく、ごみ収集作業員の感染リスクを減らし、ごみ収集を安全に継続して 
行えますよう、市民のみなさんのご協力をお願いいたします。

ごみの捨て方

※�万一、ごみが袋の外に触れた場合は、
二重にごみ袋に入れてください。



新型コロナウイルス感染症に対する支援について
水道料金の基本料金2カ月分の免除について
　すべての給水契約者の水道料金の基本料金を2カ月分免除いたします。なお、この免除にかかる手続きは不要です。
対象月＝�毎月検針：6月分、7月分　　�

偶数月検針地区：5‒6月分、奇数月検針地区6‒7月分
問合せ＝業務課（☎53-3661）

新型コロナウイルス感染拡大防止協力金について
　奈良県からの要請により、4月25日（土）から5月6日（水）までの間、全面休業等を行い、「奈良県新型コロナウイルス
感染症拡大防止協力金」の受給決定を受けた市内の中小企業、個人事業主に対し、市の追加支援策として、一律10万円の
協力金を支給いたします。　※手続き方法など詳細につきましては、市ホームページ等でお知らせします。
問合せ＝地域振興課（内線564・565）

図書カードの配布について
　臨時休校が長く続く児童生徒の家庭学習を補助するため、市内に居住される小学生・中学生に対して2,000円分の�
図書カードを配布いたします。
配布方法＝�・公立小中学校の児童生徒は、学校から配布　・その他の学校の児童生徒は、郵送により配布　　
配布時期＝5月中を予定
問合せ＝学校教育課（内線724）

妊娠された方へのマスク配布について
　妊娠された方が妊娠の届出をされる際に、窓口で10枚分のマスクを配布いたします。
　※4月21日時点で、妊娠の届出をしていただいている方につきましては、既に配布しております。
問合せ＝保健センター（☎58-3333）、こども福祉課（内線523）

子育て世帯への臨時特別給付金についてのお知らせ
　小学校等の臨時休校等により新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組として、
児童手当受給世帯に給付金（一時金）を支給します。
支給対象者＝令和2年4月分（3月分を含む）の児童手当を受給している人
対象児童＝令和2年3月31日までに生まれた児童（新高校1年生を含む）
給付額＝対象児童1人につき1万円（児童手当受給者名義の口座に振り込みます）
給付金の申請＝申請は不要です（ただし、公務員については、居住市町村に申請が必要です）
　※�現在、6月中の給付開始を目標に作業を進めています。準備が整い次第、市から給付金のご案内・希望しない場合等の
申出書を送付します。希望しない場合のみ、申出書を返送してください。

問合せ＝こども福祉課�こども係（内線522）

特別定額給付金についてのお知らせ
　感染拡大防止に留意しつつ、家計への支援を行うため、特別定額給付金が実施されることになりました。
給付額＝給付対象者1人につき10万円
給付金の申請及び給付の方法＝�給付金の申請は次の（1）及び（2）を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の�

銀行口座への振込みにより行います
　（※）やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付となります。

（1）�郵送申請方式 市から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口
座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市に郵送

（2）��オンライン申請方式�
（マイナンバーカード所持者が利用可能）

マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類を
アップロードし、電子申請

給付開始＝ �• 世帯主の人に市役所から申請書を郵送いたします�
• 申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3カ月以内�
• 現在5月中の給付開始を目標に作業を進めています

問合せ＝厚生福祉課�特別定額給付金担当（内線464）
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地震に対する安全向上のため 
以下の工事を実施する人に対して、費用負担を軽減するために補助金を交付します。

身体障害者補助犬貸与�
希望者の募集

　身体障害者の自立と社会参加の促進のため、補助犬
（盲導犬･介助犬･聴導犬）を貸与します。
対�象＝①盲導犬：視覚障害1級の人　②介助犬：肢体不
自由1級または2級の人　③聴導犬：聴覚障害2級の人
※�別途貸与条件があります。また、貸与数には限りがあります。
※�申請をご希望の人は、事前に費用負担、申請手続き
等についてお問い合わせください。

申�込・問合せ＝5月29日（金）までに、厚生福祉課（内線�
535･538）

軽自動車税（種別割）・自動車税（種別割）
の納期限は6月1日（月）です

　軽自動車税・自動車税は、毎年4月1日現在の所有
者（割賦販売などの場合は使用者）に課税されます。
　必ず納期限（6月1日（月））までに納付してくださ
い。納付場所は、納税通知書等を確認してください。
　納期限を過ぎると延滞金が加算され、滞納処分（財
産の差押え等）の対象となります。
※�住所変更手続きが遅れている等により、納税通知書
が届いていない場合は下記へ連絡ください。
問合せ＝
<�自動車税について>奈良県自動車税事務所�自動車税
　第一課（☎51-0081）
<�軽自動車税について>市役所�税務課�市民税係
（105番窓口）（内線281～ 283）

若年性認知症相談会（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。
日時＝6月8日（月）14時～ 15時30分
場所＝市役所 401会議室　　定員＝3人
申込・問合せ＝地域包括支援センター（☎�55-7733）

シルバー人材センター�
入会説明について（要申込）

　新型コロナウイルス感染症対策のため、毎月第3木
曜に開催していました定期入会説明会については、当
面の間中止させていただくこととなりました。今後に
ついては、個別での入会説明を毎週金曜（11時～ /13
時～）に実施いたします。
※�マスク着用等、予防対策を講じてお越しください。
扉を開けたままの開催となります。
申込・問合せ＝シルバー人材センター（☎52-8300）

郡山東こども園�
1号認定児募集開始します

　令和2年4月より「郡山東保育園」は幼保連携型認
定こども園 「郡山東こども園」となり新たにスタート
いたしました。つきましては、1号認定（幼稚園認定枠）
を設け、募集を開始します。選考は園にて行いますの
で詳細は園にお問い合わせください。
　1号認定〈3歳児…3人、4歳児…3人、5歳児…3人〉
申�込･問合せ＝社会福祉法人奈良社会福祉院 幼保連
携型認定こども園 郡山東こども園（☎53-3344）

令和2年度�身体等に障害がある人の
軽自動車税の減免

対象＝身体等に障害がある人が所有している軽自動車等
申請期限＝6月1日（月）
※�期限後の申請は受付できません。ご注意ください。
※�減免の対象となるには一定の要件があります。詳し
くは広報｢つながり｣5月1日号をご覧ください。
問合せ＝税務課�市民税係（内線281～ 283）

く ら し

弁護士による法律相談の変更の
お知らせ
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現在実施し
ています弁護士による無料法律相談は、5月7日（木）実
施分から電話相談に変更となります。
� 問合せ＝人権施策推進課 市民相談室（内線245）

　1．既存木造住宅耐震診断無料診断（一般診断法）� 2．既存木造住宅耐震改修工事補助金
　3．耐震シェルター設置工事補助金� 4．ブロック塀等撤去工事補助金
　申込期間＝6月1日（月）～
※�詳細は、つながり6月1日号、市ホームページまたは、入札検査課�施設整備室（308番窓口 内線646・647）にてご確認ください。
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く ら し
家庭用生ごみ処理機器の購入に�
補助金を交付します

　右表の取扱指定店で生ごみ処理機器を購入された世
帯を対象に補助金を交付します。
対�象世帯＝市内在住で、機器を適正に維持管理でき、
堆肥の活用を自ら適正に行え、近隣に迷惑をかけな
い設置場所があり、5年以内に補助金の交付を受け
ていない世帯
補�助金額＝1世帯・コンポスト1基あたり3千円、�
電気式1基あたり3万円を上限に購入価格（本体価
格）の2分の1（100円未満切捨て）
※�申請方法、商品、価格等の詳細は、各取扱指定店で
お問い合わせください。
期間＝令和2年度から年間を通じて実施します
※予算がなくなり次第終了します。
問合せ＝クリーンセンター・清掃センター
　（☎53-3463）

家庭用生ごみ処理機器�
取扱指定店の募集

　家庭用生ごみ処理機器など設置補助金交付事業に協
力いただける取扱指定店を募集しています。
認�定要件＝市内に販売店舗を有し、商品の運搬（無
料）やアフターサービスができ、補助金制度や申請
方法、機器の使い方や設置方法等を購入者に説明で
き、その他販売店として不適当な事由がないこと
申�込＝申請書に事業証明書を添付して、清掃センター
へ（受け付けは随時行います）
※�申請書は清掃センターで配布するほか、市ホーム
ページからもダウンロードできます。
問合せ＝クリーンセンター・清掃センター
　（☎53-3463）

大和都市計画地区計画案の�
縦覧を行います

縦�覧の期間＝5月25日（月）まで
　8時30分～ 17時15分（土・日曜日、祝日を除く）
決定する地域＝伊豆七条町、横田町
※�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、縦覧期間中に、市に、住所、名前、
意見の要旨とその理由を記載した文書を市長あてと
し、5月25日（月）必着で以下まで提出してください。
縦覧の場所・問合せ・提出先＝都市計画課��
　（〒639-1198 北郡山町248-4、内線674）
※市ホームページにも掲載します。

中途失明者等生活訓練�
希望者の募集

　中途失明者等の視覚障害者の社会参加の促進のた
め、自立生活に必要な歩行訓練・コミュニケーション
訓練・日常生活動作訓練などを行います。
費用＝無料（教材費等別途必要）
申込・問合せ＝6月19日（金）までに厚生福祉課
　（内線535・538）
※申し込みには限りがあります。

家庭用生ごみ処理機器等取り扱い指定店
指定店 住所 電話番号

浅井電気 北郡山町246番地 53-8013
（株）アシスト 額田部北町320-4 59-3337
（有）ウイング 丹後庄町60番3 56-0515
（株）エディオン�
大和小泉店 小泉町東三丁目10-2 58-3911

オール吉村電気 小泉町837 52-4362
かとうでんき 下三橋町446-30 53-3018
門脇電機商会 額田部北町562番地3 56-0438
（有）北村住設 柳町76番地5 52-3359
木半電気商会 北郡山町64-7 52-2008
小池電機工業（株） 筒井町884番地1 56-0480
郡山種苗園 今井町2 52-2750
清水電氣商会 北大工町2番地 52-2178
上新電機（株）��
郡山イオンモール店 下三橋町741-170 54-8611

上新電機（株）�
郡山店 横田町693-1 59-2221

ステップ倶楽部��
こまひろ 九条平野町1-54 55-0740

ダスキン法隆寺 新町305-49 53-9469
（有）テクノ・コーポレーション 九条町600-2 54-2136
（株）東海近畿クボタ
奈良営業所 発志院町152 56-1681

中島電気商会 大江町208 53-6062
（株）中野電機店 堺町28番地2 52-3514
奈良県農業協同組合��
郡山営農経済センター 外川町166番地1 55-5100

奈良県農業協同組合�
片桐支店 池之内町52番地 53-3531

奈良県農業協同組合�
郡山支店 北郡山町145番地4 54-1011

� ～ 3
奈良県農業協同組合�
昭和支店 昭和町58番地1 56-0001

奈良県農業協同組合�
筒井出張所 筒井町121番地2 59-2179

奈良県農業協同組合�
平和支店 美濃庄町276番地 53-3581

西田電気商会 昭和町6-6 56-0213
日進電工株式会社 小泉町2428-1 54-1805
平尾電気商会 高田口町17 52-3320
福森テレビサービス 北大工町15 52-3255
（有）フジ電器 小泉町918番地 54-2527
（有）三笠商會 高田町83 53-3357
森田建築 新町555-1 52-3893
（株）領内商会 筒井町570番地1 59-1346
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家庭用燃料電池設置�
助成商品券交付事業

　地球温暖化対策の推進および温室効果ガスの削減と
省エネルギー等の環境保全意識の向上を図るため、家
庭用燃料電池を設置した人に予算の範囲内で「市内共
通商品券」を交付します。
　市の助成については、設置工事が完了し、国（一般
社団法人燃料電池普及促進協会「FCA」）から『額の確
定通知書』が届いた後の申請になります。
対象＝次のすべてを満たす人
　①�平成27年2月20日以降に国（FCA）に「補助金申込・

交付申請書」を提出し「額の確定通知書」を受けた人
　※平成26年度の国補助金分からが対象となります。
　②�市内の自ら居住する住宅（個人名義）に家庭用燃
料電池システムを設置した人。または、設置され
た新築住宅を購入した人

　※�店舗、事務所等居住の用に供する以外の部分があ
る場合は、延べ床面積の2分の1以上が居住の用
に供するものに限ります。

　※共同住宅および賃貸住宅は対象外です。
　③市内に住民登録があり、市税の滞納がない人
商�品券交付額＝市内共通商品券を1件あたり5万円分
（同一住宅につき1回限り）
交付件数＝50件（先着順）
申�込＝令和3年2月26日（金）までの9時～ 17時に
必要書類を環境政策課に持参してください
※郵送での申込受付はできません。
※�土・日曜と祝日、年末年始（12月29日（火）～令
和3年1月3日（日））を除く。
※�申請期間内であっても予算の範囲を超える日をもっ
て受付を締め切ります。
※�申請書は環境政策課にあります。市ホームページか
らもダウンロード可。

詳細・問合せ・申請先＝環境政策課（内線571・572）

6月1日は人権擁護委員の日�
（相談無料・秘密厳守）

「誰か」のこと、じゃない。
　人権擁護委員は、法務大臣の委嘱を受けて、人権相
談を受けたり、人権の考えを広める活動をしている民
間の人たちです。身近な相談パートナーとして、人権
擁護委員にご相談ください。
　◆�法務局常設相談所（みんなの人権110番）�
（☎0570-003-110）

　　（土・日曜と祝日を除く、8時30分～17時15分）
問合せ＝人権施策推進課（内線245）

一般廃棄物収集運搬業
名前･代表者名 電話番号

（株）I・T・O 68-3366
青山セーソー（株） 52-5470
（株）杏環境 0742-63-3355
（有）馬本賢商店 0745-45-6666
AMカンパニー（株） 0745-71-1000
（株）エコワーク 0742-62-4152
（株）エム･エンタープライズ 0745-23-3333
（株）川本商店 0742-62-2731
近畿環境開発（株） 0745-22-3325
（株）コオリヤマクリーンキーパー 090-7350-7816
（株）さくら開発 0120-490-538
（株）三奈クリーン 090-3030-5347
（有）システム開発 55-3319
（有）シャルムズ 0747-82-8878
新和開発（株） 0744-32-0181
（株）セイコー 0747-52-9998
西部環境開発（株） 55-6644
（有）大和環境サービス 0745-56-5505
（株）武田環境 55-1667
（有）天理清掃社 64-3308
都市クリエイト（株） 072-681-0089
奈良環境 0745-77-2935
平城掃 0120-538-373
（株）奈良保健衛生社 0742-33-2564
南都ビルサービス（株） 0742-33-7305
（株）NANBU 84-8888
南部環境開発（株） 0744-33-1003
南和開発（株） 57-6556
（株）野村光商店 52-2647
（有）松本清掃社 53-5211
源開発（株） 0120-72-5353
安田産業（株） 0120-53-1153
大和郡山資源リサイクル事業協同組合 52-3525
（株）吉村商店 56-5769
（株）米澤開発� 0742-50-1212

家電リサイクル品収集運搬専門業者
（株）ホウワ 57-8000
米山建材 米山�輝道 090-3619-1169
川畑運輸（株）【アンジュ引越センター】 0800-888-6636

食品リサイクルを目的とする食品残渣収集運搬専門業者
奈良県リサイクル環境衛生協同組合 63-5315
（株）林興業 06-6788-2611
（株）村田商店 090-3655-0733

一般廃棄物処分業（植木･竹･草･枝木）
藤秀建設（株） 53-6101

問合せ＝清掃センター（☎53-3463）
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※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。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になることもありますので、ホームページ等で最新情報をご確認ください。

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）

6月の
健康

すこやかちゃん

6 月 4 日～ 6 月 10 日は、歯と口の健康週間です。「のばそうよ　健康寿命　歯磨きで」

▎▎こどもの健康

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！

令和元年�5月�1日～15日生まれ 5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

令和元年�5月16日～31日生まれ 19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11月�1日～15日生まれ 3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11月16日～30日生まれ 18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12月�1日～15日生まれ 10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12月16日～31日生まれ 24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� 要予約

乳幼児（0～ 6歳児�就学前）、�
妊産婦　�
※各日定員 1人

5日（金）･19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

3日（水）・10日（水）
18日（木）・24日（水） 13:00

■�助産師相談
� �1人30分間の個別相談� 要予約

妊婦、おおむね出産後 1年の�
産婦、乳児

12日（金）  9:30 ～11:30 ･ 母子健康手帳
･バスタオル（妊婦は不要）26日（金） 14:00～16:00

高齢者の肺炎球菌定期予防接種　個人通知のお知らせ

　また、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。）

※市内実施医療機関など、詳細は広報「つながり」6月1日号でお知らせします。

65歳 昭和30年4月2日 ～ 昭和31年4月1日生まれ
70歳 昭和25年4月2日 ～ 昭和26年4月1日生まれ
75歳 昭和20年4月2日 ～ 昭和21年4月1日生まれ
80歳 昭和15年4月2日 ～ 昭和16年4月1日生まれ

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

85歳 昭和10年4月2日 ～ 昭和�11年4月1日生まれ
90歳 昭和� 5年4月2日 ～ 昭和� 6年4月1日生まれ
95歳 大正14年4月2日 ～ 大正15年4月1日生まれ
100歳 大正� 9年4月2日 ～ 大正10年4月1日生まれ

　下記生年月日の人へお知らせ（水色のハガキ）を5月末にお送りします。（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。）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2年度対象者＞　�接種期間＝6月1日（月）～令和3年3月31日（水）まで　�

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。
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▎▎おとなの健康

検診の種類 対象年齢は令和3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

■�胃がん

エックス
線検診 40歳以上の人

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
に胃エックス線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。

市
内
指
定
医
療
機
関
で
実
施

･健康手帳
･健康保険証
※ 受診券（票）

（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
ることはでき
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。

■�大腸がん 40歳以上の人 500円 ･健康保険証

■�乳がん

40 ～ 49歳の女性

（昭和46年4月1日～　　
昭和56年3月31日生まれ）

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･西の京病院総合
健診センター ･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 ･大阪ブレストクリニック学園前（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
（ さんて郡山で

発行、送付可 ）
･健康保険証

50歳以上の女性
（昭和46年3月31日以前生まれ）

1方向
2,000円

■�子宮がん 20歳以上の女性
（平成13年3月31日以前生まれ）

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

胃がん検診は、胃
バリウム（集団また
は個別）か胃内視鏡
のいずれか実施期
間内に1回の受診
です。
但し、内視鏡検診
を受けると次の検
診は2年後です。

事　業　名 日　　時 対象･備考 実施場所

■�健康相談　 要予約 6月9日（火） 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　 要予約

　�福祉相談
6月19日（金） 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

各種検診・後期高齢者健康診査は6月1日～令和3年2月末日まで！
※ 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）は電話 

またはホームページで 5/25（月）から申込み可。医療機関に予約する前に受診票（券）の発行を申し込んでください。

大和郡山市　がん検診 │検索 

新型コロナウイルス感染状況に伴う後期高齢者健康診査・各種がん検診等について（お願い）
� 令和2年4月27日時点
　全国に「緊急事態宣言」が出され、各委託医療機関におきましても、様々な対応がなされています。そのため、各
種健診やがん検診の受け入れを縮小または中止、実施期間の変更等をされることもあります。「緊急事態宣言」発
令中は受診を控えていただきそれ以外の期間におきましても事前に医療機関に実施の確認をしていただきますよ
うよろしくお願いいたします。なにとぞ、ご理解ご協力よろしくお願いします。

令和2年度　クーポン券等対象者
　例年、5月下旬に受診票（券）をお送りしていますが、新型コロナウイルス感染拡大状況により発送が遅れる場合
があります。あらかじめご了承ください。� （4月27日時点）

子宮がん�無料クーポン付
子宮頸がんは若年層に多いがん！
黄色の封筒でお届けします

乳がん�無料クーポン付
40代女性が一番かかりやすいがん！
橙色の封筒でお届けします

骨粗しょう症
500円（骨量測定）

緑色の封筒でお届けします

肝炎ウイルス
B･C型：1200円（採血）
青色の封筒でお届けします

後期高齢者健康診査
500円

薄緑色の封筒でお届けします

対
　
象
　
者

＜20歳＞
平成11年4月2日�
～12年4月1日生まれ
の女性

＜40歳＞
昭和54年4月2日�
～55年4月1日生まれ
の女性

①�昭和55年4月1日～
56年3月31日生まれ
の女性
②�昭和45年4月1日～
46年3月31日生まれ
の女性

昭 和55年4月1日 ～
56年3月31日生まれ
※�昭和55年3月31日以前生
まれで過去に受けたことが
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。

後期高齢者医療被保険者で
①�昭和20年4月30日以前
生まれの人
②�65歳～ 74歳の人で一
定の障害があると認定さ
れた人

※�昭和20年5月～9月末生まれの
人は翌月末に送付

　これに伴い、乳がん検診・子宮がん検診受診票、検診の公費負担申請の申込みは、5月25日（月）から開始の予定
でしたが（つながり4／15号掲載）受付後の発送が遅れる場合があります。� （4月27日時点）
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中止のお知らせ
（コロナウイルス感染拡大防止のため中止させていただきます）

きんとっと広場
� 5月26日（火）　西田中保育園
� 6月� 8日（月）　片桐地区公民館
� 6月29日（月）　平和地区公民館
問合せ＝こども福祉課（内線526）

� 郡山再発見ウォーク
5月24日（日）

「お城と城下町コース」

問合せ=�市観光協会（☎52-2010）

� 大和小泉駅は請願駅です。
　大和小泉駅開設100周年記念式典及び�
資料・写真・小中学生作品展示

5月15日（金）～17日（日）
問合せ＝片桐地区公民館（☎52-3001）

柳沢文庫常設展（前半）
「郡山城図に見る
� 郡山城の変遷」

会期＝前半5月23日（土）～11月15日（日）　開館時間＝9時～17時（入館は16時30分まで）
入館料＝一般300円、学生200円�※中学生以下、障がい者手帳をお持ちの人は無料
休館日＝月曜日・第4火曜日（ともに祝日の場合は開館）・8月13日～18日・10月18日
問合せ＝（公財）郡山城史跡・柳沢文庫保存会（☎58-2171）� （都市計画課）

市立図書館 ☎55-6600
開 館 時 間 9：30〜 19：00
 （土曜日は21：00まで）
6月の休館日 火曜…2･9･16・23・30日
 水曜…3・17日

南部公民館図書室 
� ☎59-1316
開 館 時 間 9：00〜 17：00
6月の休館日 水曜…3・10・17・24日

図書館まつりは延期します
問合せ＝市立図書館（☎55-6600）

市立図書館イベント情報（6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。
6日（土）･28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。
7日（日）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。
13日（土）14:00～／4歳くらいから
27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
10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）

6月

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、掲載されている内容が、中止・延期または変更されることがあります。

〒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）�
＜5月の休館日：19日（火）、20日（水）、26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

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

前売・当日とも
一般2,000円

学生（小・中・高・
大学生）1,000円

発売中
ホ ぴ ロ e+ ×

「第88回日本音楽コンクール」の受賞者4人による演奏会です。このコンクールはクラシック界の登竜門として知られ、これまで
数多くの有望な新人音楽家を世に送り出しました。世界にはばたこうとしている若き音楽家たちの演奏を、ぜひお聴きください。
出演：山本�英（フルート3位・岩谷賞）、小林�栞奈（声楽2位・岩谷賞）、東�亮汰（バイオリン1位）、亀井�聖矢（ピアノ1位・岩谷賞など）
曲目：�ロンド�ニ短調�KV�Anh�184/モーツァルト、歌劇≪ロミオとジュリエット≫より�わたしは夢に生きたい/グノー、�

ヴァイオリンソナタ第2番�イ長調　作品100/ブラームス、ピアノ・ソナタ第3番�ロ短調�作品58/ショパン　ほか

7/18
（土）

開演 14:00
（開場13:30）

奈良フィルサロンコンサート　
音楽の土曜日 vol.173
〜アロハ〜ハワイアンミュージック〜
※ このコンサートは 5/16 に開催を予定してい
ましたがコロナウイルス感染拡大防止のため
7/18 に延期されたものです。

レセプションホール
全席自由

2,000円
（ドリンク付）

6/20（土）10:00〜
発売　ホ

定員は80人になり次第締切
×

出演：池田�耕造（ボーカル・ウクレレ）、安田�哲也（ギター）、岡本�伸一（ベースギター）、高埜�ひとみ（ピアノ）
曲目：♪MELIA　♪Ka`a�na�`Ale　♪倖せはここに　ほか

※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

中止中止中止

▼【
訂
正
】�

広
報「
つ
な
が
り
」5
月
1
日
号�

P.14
の「
み
ん
な
の
伝
言
板
」に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
訂
正
い
た
し
ま
す
。（
楽
し
く
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
を
や
り
ま
せ
ん
か
）正
➡
費（
中
学
生
以
上
）1
回�

4
0
0
円
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