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お知らせ版

奈良県･紀伊半島の隅々へ。そして一緒に未来へ。奈良県･紀伊半島の隅々へ。そして一緒に未来へ。

リニア新駅は、ど真ん中駅、大和郡山へ。

①ひとり親家庭支援金給付事業（市独自施策）①ひとり親家庭支援金給付事業（市独自施策）
　�ひとり親家庭（市において児童扶養手当を受給されている人）に対する支援として、1世帯あたり5万円を支
給します。（7月10日（金）に振込み済ですので、ご確認ください。）� 問合せ＝こども福祉課(内線522)
②ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業（国施策）②ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業（国施策）
　�新型コロナウイルスの影響により生活に影響を受けている、ひとり親世帯に対し、基本給付として、1世帯5
万円、第2子以降1人につき3万円、また条件により追加給付（1世帯5万円）を支給します。� �
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。� 問合せ＝こども福祉課(内線522)
③学生支援金給付事業（市独自施策）③学生支援金給付事業（市独自施策）
　�新型コロナウイルスの影響により、アルバイト収入が大きく減少するなど修学の継続が困難になっている
ひとり暮らしの大学生等に対し、国からの支援に加えて市が支援金を給付します。� �
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。� 問合せ＝教育総務課�総務係(内線713)
④元気城下町さきモグチケット補助事業（市独自施策）④元気城下町さきモグチケット補助事業（市独自施策）
　�飲食店を支援するため、3,000円分の飲食ができる先払いチケットを2,000円で販売し、差額の1,000円分を市が補助
するチケットを今回、10,000部追加で発行します。�問合せ＝大和郡山市商工会(☎53-5955)�地域振興課(内線563)
⑤高齢者ひとり暮らし見守り事業（市独自施策）⑤高齢者ひとり暮らし見守り事業（市独自施策）
　�ひとり暮らしの高齢者世帯を対象に民生児童委員などのボランティアが安否確認等を行う既存の見守り事業
に、衛生用品や健康グッズを配付するなどの新型コロナウイルス感染予防となる取り組みを加え、健康維持や
外出機会の創出を図ります。�問合せ＝地域包括ケア推進課(内線513)�社会福祉協議会�福祉課(☎55-0986)

　7月1日号に掲載いたしました保育士の募集について、下記のとおり受験資格に5年以上の長期職務経験者を追加し、
採用予定人数を15人に変更いたします。詳しくは市ホームページをご覧ください。� 問合せ＝秘書人事課(内線224)

●大和郡山市職員募集について大和郡山市職員募集について●

新型コロナウイルス感染症の主な新規支援事業

試験区分
採用
予定
人数

受　　　験　　　資　　　格
（※年齢については、令和 2年 3月 31日満了時点で記載しています。）

年　　齢 学　歴 免 許 ・資 格 等

保育士
※配属先
・保育園
・幼稚園
・こども園

15人

30歳未満
H2.4.2 以降生まれ 要件なし 保育士資格・幼稚園教諭免許の両方を有する人

35歳未満
S60.4.2 以降生まれ 要件なし

保育士資格・幼稚園教諭免許の両方を有する人で、保育士又
は幼稚園教員としての職務経験(1週あたり30時間以上勤
務した期間に限ります。)が通算して24月以上ある人

40歳未満
S55.4.2 以降生まれ 要件なし

保育士資格・幼稚園教諭免許の両方を有する人で、保育士又
は幼稚園教員のクラス担任としての職務経験(1週あたり
30時間以上かつ12月以上継続して就業した期間に限りま
す。)が通算して5年以上ある人

なお、①と③の事業については、その財源の一部として皆様からのご寄付による「市民生活支援基金」を充当させていただきました。
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保健センター
さんて郡山

近鉄郡山駅
すこやかちゃん
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さ い
１日は「野菜の日」。8月20日から9月10日は大和郡山市「野菜週間」です。野菜で夏バテ予防！

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）

8月の
健康

事　業　名 日　　時 対象･備考 実施場所
■	精神保健　 要予約
　	福祉相談

8月21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。

さんて
郡山

＜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26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・骨粗鬆症

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
資格のわかるものを提示）

▎▎おとなの健康

検診の種類 対象年齢（� ） 検診費用・検診内容等 持ちもの

■	大腸がん 40歳以上の人 500円 市
内
指
定
医
療
機
関
で
実
施

・健康保険証

■	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、検診に耐えうる状態でない人は受けられません。

･ 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）50 ～ 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。

■	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･大阪ブレ
ストクリニック学園前･西の京病院総合
検診センター ･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（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

■	肝炎ウイルス
昭和55年3月31日以前に生まれ
た人で、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。
昭和55年4月1日～昭和56年3月31日生まれの人に
は受診券を5月末に送付しました。転入・紛失等で受診
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

奈良県郡山保健所では、他の健康検査を受ける機会がなく、かつＢ型Ｃ型肝炎ウイルス感染に不安を持つ人を対象に無料で肝炎ウイルス検査
を実施しています。詳しくは奈良県郡山保健所感染症係（☎51-0194）にお問い合せください。

令和3年3月31日時点
での年齢です

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。

各種検診・後期高齢者健康診査は6月～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から申し込み可。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。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、医療
機関により検診受け入れの縮小や実施期間の変更をされることがあります。必ず事前に医療機関に確認してください。

大和郡山市　がん検診
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▎▎モーニングセット検診（胃がん・肺がん・結核検診）について（募集）
※�市民のみなさんの安全確保を優先して新型コロナウイルス感染拡大の状況により急きょ中止させていただく可
能性があります。
日程＝8月24日（月）・8月25日（火）9時〜10時30分（受付）　場所＝保健センター「さんて郡山」
内容＝胃がん（胃部エックス線バリウム）検診　肺がん・結核（胸部エックス線）検診
※次のいずれかに該当する人はモーニングセット検診を受けられません。
　�①昨年度、市の胃内視鏡検診を受けた人②胃の手術をした人、現在胃を治療中の人（肺がん検診のみ可）③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、誤嚥等)があった人
対象・定員＝30歳以上（平成3年3月31日以前にうまれた人）各日40人
※	注意事項（・風邪症状の有無などによっては当日お断りさせていただくことがあります。・当日、体温測定します。
　�・マスク着用がない場合は受診できません。・新型コロナウイルスに感染すると悪化しやすい高齢の人、基礎
疾患（持病）をお持ちの人は体調によっては受診を考慮してください。）
費用＝胃がん検診1000円、肺がん検診300円（喀痰検査追加の場合はさらに700円）
※�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をお
持ちの人、③生活保護世帯・市民税非課税世帯は無料。
申	込＝◆市ホームページから申し込み◆ハガキに①希望日（8月24日／ 8月25日／ 8月24･25日どちらでも
よい）②希望する検診名�（胃がん・肺がん・両方）　③〒住所・名前・性別・生年月日・電話番号を記入し「さ
んて郡山」（〒639-1136大和郡山市本庄町317-2）へ◆さんて郡山窓口にて申込用紙を記入（月曜〜金曜（祝
日を除く）の8時30分〜 17時）※電話・FAXでは受付しません。申し込み多数の場合は抽選。
申込期間＝7月15日（水）〜7月31日（金）（今年度は、期間内の受付とさせていただきます）
問合せ＝保健センター「さんて郡山」（☎58-3333）

生活習慣病予防のために… ｢さんて健診｣のお知らせ（無料）
対象＝生活保護受給者で、昭和56年3月31日以前に生まれた人
※妊産婦、長期入院、介護･障害等の施設に入所している人は対象になりません。
※�生活習慣病ですでに医療機関に受診中の人で、健康診査と同様の検査を受けている場合は、必ずしもこの健診を受ける必要
はありません。
期間＝6月1日（月）〜令和3年2月末　　場所＝市内指定医療機関
健	診項目＝計測（身長･体重･BM I･腹囲）、理学的検査（診察）、血圧測定、尿検査（尿糖･尿蛋白）、血液検査（脂
質･肝機能･糖代謝･腎･貧血）
受	診方法＝①保健センターへ受診券発行の申し込みをする（電話での申し込みも可）②受診券を持って指定医療
機関で健診を受ける※受診券がないと「さんて健診」は受けられません。
申込･問合せ＝保健センター「さんて郡山」（☎58-3333）

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
■	1歳6カ月児健康診査
■	3歳児健康診査

新型コロナウイルス感染拡大防止対策により健康診査を中止している期間があったた
め、実施日と対象者が大幅に変更となります。
対象者には個人通知にてお知らせしています。
※�なお個人通知で送付した9月までの1歳 6か月健康診査の実施日程表の曜日に誤り
がありましたので訂正してお詫びします。

（誤）9月16日（木）→（正）9月16日（水） さ
ん
て
郡
山

■	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（水）･6日（木）
12日（水）･19日（水）
26日（水）･27日（木）

13:00
･ 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

■	助産師相談	
	 1人30分間の個別相談� 要予約

妊婦 �7日（金）  9:30 〜11:30
14:00 〜16:00

･ 母子健康手帳
･バスタオル
　（妊婦は不要）

おおむね出産後1年の産
婦・乳児 21日（金）

※�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。

▎▎こどもの健康

◆ 

８や

月
31
日
は
野
菜
の
日
。８
月
20
日
～
９
月
10
日
は
野
菜
週
間
で
す
。い
つ
も
の
食
事
に
野
菜
を
プ
ラ
ス
し
ま
し
ょ
う
！	（
保
健
セ
ン
タ
ー
）

さ
い
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令和2年度の65歳以上で非課税世帯に属する人の介護保険料が変わります令和2年度の65歳以上で非課税世帯に属する人の介護保険料が変わります
　介護保険�第1号被保険者(65歳以上の人)の第1〜 3段階の令和2年度介護保険料が、下表のとおり引き下げ
られることになりました(第4〜 13段階の保険料は変更ありません)。令和2年度の介護保険料額決定通知書は、
7月10日付で発送していますのでご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
　次のいずれかの第1号被保険者(65歳以上の人)は、申請により介護保険料が減免される場合があります。
①�65歳以上の人で、その人が属する世帯の主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症により死亡または重
篤な傷病を負った場合

②�65歳以上の人で、その人が属する世帯の主たる生計維持者の1月から12月までの事業収入･不動産収入･山
林収入･給与収入のいずれかについて、新型コロナウイルス感染症の影響により、前年に比べて30％以上の減
少が見込まれる場合

※詳しい条件や申請方法は、右記へお問い合わせください。� 問合せ＝介護福祉課（内線516・517）

●九条公園施設・九条運動施設・九条公園の指定管理者公募について
　現在「九条公園施設・九条運動施設・九条公園」は、民間事業者の経営手法や技術力を活かし、運営の効率化
や市民サービスの向上を図るため、指定管理者による施設の管理運営を行っています。
　現在の指定管理者による管理運営指定期間が令和2年度末で終了するため、次期指定管理者を指定するため
の公募を行います。� 詳細・問合せ＝都市計画課（内線631）�

保険料段階 対		象		者 旧	保険料月額
（年額）

新	保険料月額
（年額）

第1段階
・生活保護受給者　・世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者
・�世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額※の合計が
80万円以下の人

2,200円
（26,400円）

1,750円
（21,000円）

第2段階 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額※の合計が80
万円を超え120万円以下の人

3,650円
（43,800円）

2,900円
（34,800円）

第3段階 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額※の合計が
120万円を超える人

4,250円
（51,000円）

4,100円
（49,200円）

第4〜 13段階 変更ありません
※上記の合計所得金額は、公的年金等に係る雑所得を除いた金額となります。

◆	◆	令和2年度の介護保険料

戦没者等の遺族のみなさまへ（お願い）　〜第11回特別弔慰金が支給されます〜
対	象＝戦没者等の死亡当時の遺族で、令和2年4月1日（基準日）に公務扶助料・援護法における遺族年金等を受ける人が
いない場合、戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法上の「戦没者等の遺族」のうち先順位1名

請	求期間＝令和5年3月31日までの3年間（下記日程で都合が悪い場合は、地区受付終了後、令和2年10月1日から令和
5年3月31日までに随時申請してください）

支給内容＝額面25万円（5年償還の記名国債）　受付場所＝市役所1階　厚生福祉課　窓口120番
受付時間＝午前：9時から12時�　午後：13時から16時30分
受付期間＝地区別に受け付けますので、お住まいの地区の受付期間に合わせて申請をしてください。

地区名 受付期間 地区名 受付期間
筒井 8月3日（月）〜 5日（水） 片桐 9月4日（金）〜 11日（金）
平和 8月6日（木）〜 14日（金） 矢田 9月14日（月）〜 18日（金）
昭和 8月17日（月）〜 21日（金） 治道 9月23日（水）〜 30日（水）
郡山 8月24日（月）〜 9月3日（木）

持	ち物＝届出用印鑑（シヤチハタ不可）、下記の必要戸籍、顔写真付きの公的機関が発行した証明書（マイナンバーカード、
運転免許証等）、もしくは健康保険証・年金手帳・介護保険証等公的機関が発行した証明書2点
　※請求者本人の代理人が手続きする場合は代理人の身分証及び委任状が必要です。
　※請求書・委任状等所定の書類は窓口にてお渡しします。
必要戸籍＝<請求者が前回と同じ場合＞
　1.請求者が戦没者の配偶者以外　令和2年4月1日現在の請求者の戸籍抄本
　2.請求者が戦没者の配偶者　　　令和2年4月1日現在の請求者の戸籍抄本
　　　　　　　　　　　　　　　　戦没者の死亡当時から令和2年3月31日までの間の請求者の戸籍
<請求者が前回と異なる場合又は新規に請求する場合＞必要な戸籍については窓口にて個別にご案内します。
問合せ＝厚生福祉課�厚生係（内線532）

※土・日曜・祝日を除く　
※�地区ごとの日数は、遺族
会会員数で按分してい
ます。
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就学援助制度のお知らせ（要申請）
　援助費受給の可否は平成30年中の世帯所得をもと
に決定します。認定基準は、世帯の人数、年齢構成、家
屋区分（持家・借家）、各種控除額等によって細かく異
なります。援助費受給を希望される人は、下記へ申請
してください。
申	請・問合せ＝印鑑（認め印で可）を持って、学校教
育課（内線724・727）へ

コンビニ交付の証明発行・戸籍
利用登録申請の停止について

日時＝7月23日（木・祝）〜 26日（日）�終日
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

●�コンビニにおける住所が大和郡山市以外、本籍が大
和郡山市の人の戸籍利用登録申請

問	合せ＝市民課（内線311〜314）・税務課�庶務係（内線272）

「防災情報電話配信サービス」を
提供しています

対象＝災害時に特に支援を必要とする人
　�市民安全メールや緊急速報メール（エリアメール）
が利用できない人
配	信情報＝避難勧告などの情報や避難所開設の情報� �
その他特別に必要と判断された防災に関する緊急
情報　※不審者情報は配信されません。
登録方法＝市民安全課へ申請書を提出
※�申請書は、ホームページもしくは窓口にて配布し
ています。※発信元の電話番号が（☎0570-095-
999）に変更となりました。
問合せ＝市民安全課　防災統轄係（☎52-4117）

大和郡山市認知症サポーター	
養成講座（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。

日程 時間 場所 定員
8月4日（火）14：00〜16：00 矢田コミュニ

ティ会館会議室 15人

申込・問合せ＝地域包括支援センター（☎55-7733）

第19回人権ショートレター募集
応募規定＝�100字以内（句読点含む）で未発表の作品

応募はひとり1作品
※�①手紙の題名②郵便番号③住所（ふりがな）④名前
（ふりがな）⑤年齢⑥電話番号を記入して、9月７日
（月）まで（当日消印有効）に、郵送･FAX･Eメール
で下記応募先へ（Ｅメールの場合、件名（タイトル）
は必ず｢ショートレター｣と記入）。
※�上記規定を満たさないもの及び①〜⑥の記入漏れの
あるものは、審査の対象外となりますのでご注意く
ださい。
表彰＝・最優秀賞：各部1点（2万円）計2点
　　　・優�秀�賞：各部3点（5千円）計6点
　　　・佳　　作：各部5点（3千円）計10点
※小･中学生の部の賞金は同額の図書カードです。
発	表＝12月５日（土）開催予定の「やまとこおりやま�
人権フェア」で発表。入賞者には12月下旬に通知
します。市のホームページや広報｢つながり｣にも、
令和３年1月中旬頃に各賞を掲載予定です。
※�なお、新型コロナウイルス感染症の影響により「や
まとこおりやま人権フェア」が開催中止となった場
合は、市のホームページ・広報紙「つながり」によ
る発表に代えさせていただく場合があります。
応	募先･問合せ＝大和郡山市人権のまちづくり推進
協議会�事務局�人権施策推進課（内線334･ 53-
1211）（ jinkenss@city.yamatokoriyama.lg.jp）

第68回大和郡山市	
都市計画審議会の開催について

日時＝８月11日（火）�16時〜
場所＝市役所�3階�議会第１委員会室
内�容＝第１号議案　郡山下ツ道ＪＣＴ地区地区計画案
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
　報告事項１　奈良県中央卸売市場の再整備について
※案件については、変更になる場合があります。
申	込＝審議会当日の15時から15時30分までの間
に、市役所３階�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人のため、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）
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清掃センター休日業務のご案内
月　日 可燃ごみの収集 持込ごみ

の受付
不燃ごみ
の収集

7月23日（木）
海の日

通常どおり収集（可燃
ごみのみ）月･木コース

9:00 〜
12:00

7月24日（金）
スポーツの日

通常どおり収集（可燃
ごみのみ）火･金コース

9:00 〜
12:00

問合せ＝清掃センター（☎53-3463）

もの忘れ相談会（参加無料・要申込）
　認知症のセルフチェック型テストができ、チェック
後、相談をすることができます。
日時＝7月21日（火）�9時30分〜 12時
場所＝片桐地区公民館�研修室
対象・定員＝市民・5人（先着順）
申	込・問合せ＝第二地域包括支援センター（☎55-7011）

イベント イベント イベント

箱本館「紺屋」	
「生葉染めストール」

　箱本館の畑で育てている藍の葉か
ら染料を作り、暑い夏にピッタリの軽
やかな絹のストールを染めましょう。
日	時＝①8月2日（日）�②9月5日（土）
　各日13時〜15時30分
　※晴天時以外は中止です。
定	員＝各5人（中学生以上）※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。ご本人のみの
受講をお願いします。

費	用＝①2,500円②3,700円（シルクストー
ルサイズ①35×135㎝②70×180㎝）
申	込・問合せ＝7月21日（火）9時か
ら電話予約受付開始、先着順※1
コール1人分のみ予約可　箱本館
「紺屋」（☎58-5531）
※�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。

三の丸会館	
「子ども絵画教室」

日時＝8月21日（金）・22日（土）
　各日9時30分〜11時30分
場所＝三の丸会館�2階美術室
対象・定員＝小学生、各日16人� �
※�定員を超えた場合は8月3日（月）
10時から三の丸会館で抽選。
費用＝受講料無料
講師＝三宅�通方さん
申	込・問合せ＝7月16日（木）〜7月31
日（金）（水・日曜・祝日を除く）の9時
〜17時までに、官製ハガキを持って、
三の丸会館（☎53-5350）へ

　�郵送の場合は、往復ハガキに①講座
名と希望日②郵便番号③住所④名前
（ふりがな）⑤学年⑥電話番号を、返信
欄に申込者の郵便番号・住所・名前を
記入して、7月31日（金）必着で三の丸
会館（〒639-1007�南郡山町529-1）へ

平和地区公民館	
「夏休み子ども絵画」

日時＝8月17日（月）・18日（火）
　各日9時30分〜11時30分
場所＝平和地区公民館
対	象・定員＝小学1〜4年生、各日8
人※定員を超えた場合は抽選。
費用＝教材費100円
講師＝松山�克子さん
申	込・問合せ＝7月30日（木）までの9
時〜17時（土・日・祝日除く）に、官
製ハガキか通信費63円を持って、
平和地区公民館（☎52-2346）へ
　�郵送の場合は、往復ハガキに、希望
日時・児童の郵便番号・住所・名前・
学年・電話番号を、返信欄には児童
の郵便番号・住所・名前を記入して、
7月30日（木）必着で平和地区公民
館（〒639-1107�若槻町4-4）へ

中小企業退職金共済制度で社会に活力を中小企業退職金共済制度で社会に活力を！！
　「中退共」は中小企業のための国の退職金制度で
す。国による税制上の優遇を受けられ、家族従業者
やパートタイマーも加入できます。
詳	細・問合せ＝中小企業退職金共済事業部（☎03-
6907-1234）

不動産表示登記無料相談会（予約優先）
　土地家屋調査士が土地の境界問題、分筆・合筆の登
記、建物の新築・増築・滅失の登記などのご相談にお応
えいたします。日時＝7月26日（日）�10時〜16時30分
場所＝DMG�MORI�やまと郡山城ホール2階　会議室A
申	込・問合せ＝奈良県土地家屋調査士会（☎0742-
22-5619）� （管理課）

資源集団回収活動の新規団体の登録を受け付けます資源集団回収活動の新規団体の登録を受け付けます
　資源集団回収活動に対する報償金の交付対象となる地域住民団体（自治会等）を新規に募集します。
対象団体＝①〜③のすべてにあてはまる団体
　�①市内で、一定の地域住民（おおむね20世帯以上）で構成された団体であること②営利を目的としない団体
であること③年間活動計画（原則として、月1回以上）を有し、継続した回収活動を行う団体であること

対象資源＝ダンボール、古新聞、古雑誌、古布、牛乳パック
※�ただし、古布については、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響により、国外への輸出ができなくなっ
ているため、回収が困難になっております。当面の間、ご家庭で保管いただきますよう、ご理解ご協力をお願いします。
報償金＝回収業者に引き渡した資源1kgにつき2円
※�新規登録団体の報償金は、9月1日以後の活動分から適用します。※すでに登録済みの団体の手続きは不要です。
申込･問合せ＝7月20日（月）〜8月21日（金）に清掃センター（☎53-3463）へ
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南井町児童館	
「子ども絵画教室」
（参加無料・要申込）（参加無料・要申込）

日時＝8月5日（水）･6日（木）
　各日9時30分〜11時30分
場所＝南井町児童館
対象・定員＝定員を超えた場合は抽選
　5日（水）：小学3〜4年生・8人
　6日（木）：小学5〜6年生・8人
講師＝三宅�道方さん
持	ち物＝絵の具、筆、水入れ、雑巾、え
んぴつ、消しゴム、クレヨン、画用紙
申	込・問合せ＝7月27日（月）17時ま
でに、官製ハガキを持って南井町
児童館（☎57-2772）へ。郵送の
場合は、往復ハガキに①希望日②
郵便番号③住所④児童の名前（ふ
りがな）・性別⑤学校名・学年⑥電
話番号を、返信欄には郵便番号・
住所・児童の名前を記入して、7
月27日（月）必着で南井町児童館
（〒639-1023�小南町160）へ

募集 イベント イベント

奈良県警察官	
募集中！

日	程＝〈教養･論（作）文試験〉9月20日（日）�
〈体力・口述試験〉10月10日（土）･�
11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56人程度･女性7人程度
　●�警察官（大卒区分以外）:男性29人

程度･女性4人程度
※�上記以外に特別区分（武道A・B、サイバー
捜査官）による採用試験を実施します。

受	験資格＝（大卒区分）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
又は令和3年3月末日までに卒業見込
みの人。（大卒区分以外）昭和62年4月
2日〜平成15年4月1日までに生まれた
人で、上記警察官（大卒区分）以外の人
受	付＝郵送（簡易書留）・持参：8月21日（金）
まで。インターネット：8月17日（月）まで�
http://www.police.pref.nara.jp/
申込・問合せ＝奈良県警察本部警務課�
採用係（ 0120-351-204）へ

治道地区公民館	
「子ども絵画」

日時＝8月17日（月）・18日（火）
　各日9時30分〜11時30分
場所＝治道地区公民館
対	象・定員＝市内在住小学生、各日16人
※定員を超えた場合は抽選。
講師＝三宅�通方さん
申	込・問合せ＝7月31日（金）まで
（土・日曜、祝日を除く9時〜17時）
に、ハガキか通信費63円を持って、
治道地区公民館（治道支所・☎56-
3085）へ
　�郵送の場合は、往復ハガキに講座
名・希望日（17日・18日）・児童の郵
便番号・住所・名前・電話番号・年齢・
学年、返信用ハガキには児童の郵
便番号・住所・名前を記入して、7月
31日（金）必着
で治道地区公
民館（〒639-
1115� 横田町
261-1）へ

入園資格＝市内在住で、下記年齢の幼児
　3歳児：平成29年4月2日〜平成30年4月1日生まれ　4歳児：平成28年4月2日〜平成29年4月1日生まれ
　5歳児：平成27年4月2日〜平成28年4月1日生まれ
※当市に令和3年3月31日までに転入予定の人も申し込みできます。※園児の送迎は、保護者の責任とします。
申	込＝8月27日（木）〜9月3日（木）の9時〜16時�（土･日曜を除く）に、①入園願�②誓約書�③入園児の住民票の写し�
④印かんを持って入園を希望する幼稚園へ（1園に限る）※①②の書類は各幼稚園にあります。期間内に受け取り提
出してください。※入園願提出者には、入園願受付票をその場で交付し、後日、入園前健康診断と面接を行います。

※�平和幼稚園については、令和2年度で閉園となるため募集しません。※令和2年度より、幼稚園の教育時間終了後、預かり保育を実施しています。
問合せ＝入園希望の幼稚園、または学校教育課（内線723）

令和3年度　市立幼稚園入園児募集令和3年度　市立幼稚園入園児募集

申込＝フロント来館優先受付
　A・Bクラス：7月20日（月）
　�C・D・Eクラス：7月27日（月）
各日9時受付開始

※�受付時に、申込用紙記入（要認
印）・料金支払いをお願いします。
※�優先受付後、定員に空きがある
場合は、A・Bクラス7月20日
（月）、C・D・Eクラス7月27日
（月）各日12時より電話予約を
受け付けます。受付後5日以内
（受付日含む）にフロントにて
申込用紙記入（要認印）・料金支
払いをお願いします。

2020年　夏休み短期子ども水泳教室2020年　夏休み短期子ども水泳教室

クラス 日程 時間
対象�

A・B（3歳半〜未就学児）�
C・D・E（3歳半〜中学生）

定員
料金（税込）

本科生 外部生

A 7/22（水）〜24（金・祝） 
（3日間） 8：30〜9：45 ひよこ級〜5級 

水慣れ〜4泳法 16名 3,300円3,960円

B 7/29（水）〜8/1（土） 
（4日間） 8：30〜9：45 ひよこ級〜5級 

水慣れ〜4泳法 32名 4,400円5,280円

C 8/5（水）〜8（土） 
（4日間） 8：30〜9：45 ひよこ級〜5級 

水慣れ〜4泳法 24名 4,400円5,280円

D 8/12（水）〜15（土） 
（4日間） 8：30〜9：45 ひよこ級〜5級 

水慣れ〜4泳法 24名 4,400円5,280円

E 8/19（水）〜22（土） 
（4日間） 8：30〜9：45 ひよこ級〜5級 

水慣れ〜4泳法 32名 4,400円5,280円

※各クラス最終日に認定会がございます。�詳細・問合せ＝九条スポーツセンター（☎52-1245）
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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

8/6
（木）

午前の部
開演10：00

（開場9:30）
午後の部
開園14：00

（開場13：30）

懐かしの映画会
午前の部　伊豆の踊子（1963年・87分）
午後の部　華岡青洲の妻（1967年・99分）

大ホール
全席指定
各部入替制

一般：500円 発売中
ホ ×

伊豆の踊子　出演：吉永小百合、高橋英樹、大坂志郎　ほか／華岡青洲の妻　出演：市川雷蔵、若尾文子、高峰秀子　ほか
特別協力：文化庁・（社）日本映画製作者連盟・全国興行生活衛生同業組合連合会

8/29
（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.174
〜夏の夕涼み☆弦楽の音色とともに〜

レセプショ
ンホール
全席自由

2,000円
※�ドリンクの提供
は控えさせてい
ただきます。

7/18（土）10：00〜発売
ホ

※定員の50人になり
次第締切

×

出演：袴田さやか（ヴァイオリン）、相原瞳（ヴァイオリン）、氏橋良江（ヴィオラ）、伊原直子（チェロ）　
曲目：♪ディヴェルティメントＫ136/モーツァルト　♪ひまわり　♪坂本九メドレー　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）	

＜休館日：火曜日・第3水曜日＞

※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

第45回	やまとの夏まつり　中止のお知らせ
　新型コロナウイルスの影響により、本年の「やまとの夏まつり」は中
止することといたしました。夏まつり開催の可能性や夏まつりに代わ
る企画の検討など協議を重ねましたが、みなさんの“安心・安全”を守
りながらの開催は困難だと判断いたしました。新型コロナウイルス収
束を祈り、来年の開催に向けて検討を重ねてまいります。
問合せ＝市商工会青年部（☎53-5955）（地域振興課�内線564）

原爆死没者のごめい福を
　広島・長崎に原爆が投下された8月6日と9日の両日、原爆死没者
のご冥福と世界恒久平和の確立を祈念するため県下各市の寺院で梵鐘
を鳴らして、広く非核平和を訴えます。
8月6日（広島原爆投下日）午前8時15分から6回
8月9日（長崎原爆投下日）午前11時2分から9回
家庭、職場、地域で敬けんな黙とうを捧げられますようお願いします。
問合せ＝厚生福祉課（内線532）

熱中症予防のために
〜市の施設を利用しましょう〜

　今夏も猛暑が予想されます。熱中症対策の一環
として、暑さにより屋外等で気分が悪くなられる
市民のみなさんが、暑さや日差しから逃れて、一時
的にクールダウンできる場所『クールシェルター』
として、下記の市の公共施設をご利用ください。
対	象施設＝市役所、中央公民館、南部公民館、昭
和地区公民館、治道地区公民館、平和地区公民
館、片桐地区公民館、DMG�MORIやまと郡山
城ホ－ル、市立図書館、総合公園施設、矢田コ
ミュニティ会館、社会福祉会館、里山の駅「風
とんぼ」、西田中町ふれ
あいセンター、新町ふれ
あいセンター、南井町
ふれあいセンター、小
泉出屋敷コミュニティ
センター、保健センター

市立図書館 ☎55-6600
開 館 時 間 9：30〜 19：00
 （土曜日は21：00まで）
8月の休館日 火曜 …4･11･18･25日
 水曜 …5･19日

南部公民館図書室 
� ☎59-1316
開 館 時 間 9：00〜 17：00
8月の休館日  水曜…5･12･19･26日
 祝日…10日

市立図書館イベント情報（8月）	

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。
1日（土）･23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。
8日（土）14:00〜／4歳くらいから
22日（土）11:00〜／2〜4歳くらいまで

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歳未満の赤ちゃんと保護者
12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）

�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。

8月

※�過密にならないよう、人数を制限させていただく場
合があります。※新型コロナウイルス感染拡大防止
のため中止する場合があります。詳しくはホームペー
ジをご覧ください。

夏の杜（もり）夏の杜（もり）
おとなも子どもも一緒に楽しむ、こわいおはなし会。（ストーリーテリングなど）
22日（土）�19:00〜19:20　4〜６歳と保護者　30人
� 19:30〜20:00　6歳〜　30人　
申込＝７月25日（土）9:30〜電話又は市立図書館カウンター（先着順）
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