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お知らせ版

大和郡山市 広報

古着類の排出自粛について
　資源ごみのうち、古着類の収集については、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、海外の受け入れ先が古着類の受け
入れ停止の状況になったため、国内の業者も古着類の受け入れを断る状況になりました。
　つきましては、各家庭から資源ごみとして古着類を出したり、燃えるごみや粗大ごみなどとして出したりすることをひ
かえていただきますよう、ご協力をお願いいたします。古着類は、受け入れが再開できるまで御家庭で保管いただきます
よう、重ねてお願いいたします。
　また、清掃センターへの持ち込みについても、収集できるごみの持ち込みをひかえていただいておりますので、ご協力
をお願いいたします。
　今後、古着類の流通状況の改善等により、受け入れが再開できるようになり次第、広報紙「つながり」や市ホームペー
ジ等により改めてお知らせします。
※�布団やカーペットについては、従来どおり粗大ごみとして、清掃センターへの持ち込みや収集日に出していただくことができます。
問合せ＝清掃センター（☎53-3463）

日時＝8月29日（土）8時30分～ 12時　　場所＝市民課（110番窓口）
問合せ＝☎85-4581（窓口の混雑状況によっては電話が繋がりにくい場合があります）
　（土・日曜、祝日を除く8時30分～ 17時15分）
※マイナンバーカード及びマイナポイントについての問い合わせ（☎0120-95-0178）
取扱業務
■�「マイナンバーカード」の申請　
　�【必要なもの】通知カード（お持ちの人のみ、回収します）・住民基本台帳カード（以前申請し持っている人のみ、回収し
ます）・写真※1・本人確認書類※2

■「マイナンバーカード」の交付（既に申請し、交付通知書が届いた人のみ）
　�【必要なもの】交付通知書（ハガキ）・通知カード（お持ちの人のみ、回収します）・住民基本台帳カード（以前申請し持っ
ている人のみ、回収します）・本人確認書類※2

■市役所で保管している「マイナンバーカード」の受け取り【必要なもの】本人確認書類※2
■「マイナンバーカード」の更新【必要なもの】有効期限通知書、マイナンバーカード、写真※1
■「電子証明書」の更新
　【必要なもの】有効期限通知書、マイナンバーカード、現在設定済みの暗証番号、本人確認書類※2（現在設定済みの暗
証番号が分からない人のみ）
※�1写真は、縦4.5㎝×横3.5㎝、申請前6ヶ月以内に撮影した正面・無帽・無背景のもの。市民課で無料撮影もします。
※�2本人確認書類は、運転免許証・パスポート・在留カードなど顔写真付の公的な身分証明書のうち1点、これらをお持

ちでない人は、健康保険証・年金手帳・医療受給者証等のうち2点になります。以上のものをお持ちでない場合は、事
前にお問い合わせください。

■マイナポイント予約（マイキー ID設定）、申込の支援
　�【必要なもの】マイナンバーカード、現在設定済みの暗証番号、マイナポイントを申込む決済サービスの決済手段（例：
ICカード、専用アプリ等）

※�決済サービスID及びセキュリティコードの内容、事前登録の必要性の有無をご確認のうえご来庁ください。決済サー
ビスによっては窓口で申込ができない場合があります。詳しくはマイナポイントHP（https://mynumbercard.point.
soumu.go.jp/）をご参照ください。

※�必ずご本人様がご来庁ください。それ以外の場合は事前にお問い合わせください。なお、15歳未満の人や成年被後見
人はその法定代理人の同行と本人確認書類も必要です。　問合せ＝市民課（内線316）

市民課土曜窓口を行います
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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

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）

9月の
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 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！

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

■	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
■	3歳児健康診査
	 ※3歳〜 4歳未満まで受診可能
■	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

２日（水）･９日（水）
16日（水）･17日（木）
23日（水）･30日（水）

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 �4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 18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。
※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。

▎▎こどもの健康

※�接種時に気にかかる事があれば、必ず主治医に相談し、症状により診断書や意見書をもらい、
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 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1歳に至るまで 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日生まれに生まれたひと特例措置として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

さんて郡山
	 公式SNS

Instagram
妊娠中や子育てに役立つ情報を発信中♪

Twitter
健康づくりに役立つ情報発信中

９月は「健康増進普及＆食生活改善月間」です。両手1杯ベジたべ（野菜）プラス！食事はおいしくバランスよく
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事　業　名 日　　時 対象･備考 実施場所

■	精神保健福祉相談
9月18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。

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）

▎▎高齢者の定期予防接種 ＜自らの意思で接種を希望する人が対象＞
公費負担対象の人や、市外医療機関で接種する場合は、事前に手続きが必要です。保健センターへお問い合わせください。

事　業　名 対　　象 自己負担 実施期間 実施場所

■	高齢者肺炎球菌

65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳
（令和3年3月31日時点）の市民
※今年度対象生年月日は広報「つながり」5/15号をご覧ください。
※�個人通知（ハガキ）を令和2年5月に送付しています。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。
転入などで無い人は連絡してください。

3,000円
令和3年
3月31日（水）
まで

指定医療機関

（注）過去に23価肺炎球菌予防接種を受けたことがある人は対象外となります。
※�60～64歳までの市民で下記に該当する人[身体障害者手帳1級相当]は、高齢者の定期予防接種の対象となる場合がありますので、か
かりつけ医にご相談ください。

　①心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害のある人
　②ヒト免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に日常生活が極度に制限される程度の障害のある人
※実施期間を過ぎると任意接種となり、全額自己負担になります。

▎▎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（内視鏡

検診は受信票）
（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（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

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（☎0743-51-0194）にお問い合せください。

胃がん検診は、胃
バリウム（集団・
個別）か内視鏡検
診のいずれか1回
の受診です。
ただし、内視鏡検
診を受けると次
回の検診は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

令和3年3月31日
時点での年齢です

▎▎風しんの抗体検査・定期予防接種
事　業　名 対　　象 自己負担 実施期間 実施場所

■	風しん抗体検査 昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性 なし 令和4年3月31
日（木）まで 指定医療機関

■	風しん予防接種（5期）昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性で抗体検査
の結果十分な量の抗体がないため予防接種が必要と判定された人

受診にはクーポン券が必要です。今年度発行の
クーポンの有効期限は令和4年3月31日（木）まで

※希望される人は、クーポン券をお送りしますので保健センターへご連絡ください

や
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件　　　　　　　　　名 議決結果

議
　
　
　
　
案

大和郡山市臨時外来検査センター条例の制定について
新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる者に対しての検査体制を整備し、感染の
有無を確認することで、さらなる感染の拡大を防止するとともに、市民の生命及び健
康を保護するため、大和郡山市臨時外来検査センターを設置するものです。

賛成	19
反対	 0

原
　
案
　
可
　
決

令和2年度大和郡山市一般会計補正予算（第6号）について
・補正額：5億9,121万4,000円の増額　・歳入歳出予算の総額：442億6,568万円
・�主な補正内容：地域交通感染拡大防止支援金、コミュニティバスの車内の抗菌加工
に要する経費、金魚産業支援金、家賃支援給付金、「元気城下町発・未来行チケット」
発行に要する経費、自主防災組織活動支援事業補助金、小・中学校の修学旅行時の
感染症対策に要する費用、学校休業時における自宅学習支援と校務における業務効
率化支援のための校務支援システム導入に要する経費、災害時の通信手段確保のた
めの公民館等へのWi-Fi設備導入に要する経費、図書館パワーアップ事業（電子書籍
の利用開始、図書消毒機設置）に要する経費、8月の学校給食費の免除に要する経費
など

賛成	19
反対	 0

議
員
提
出
議
案

大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について
市の新型コロナウイルス対策に係る財源の一助とするべく、議員の報酬を3か月間削
減します。
・議　長　690,000円�→�572,000円　
・副議長　620,000円�→�546,000円
・議　員　560,000円�→�504,000円

賛成	19
反対	 0

原
案
可
決

決
議
案

議員提出議案第1号	大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条
例の一部改正についてに対する附帯決議について

賛成	19
反対	 0

可
決

※市議会議員の定数は 20人で、議長は採決に加わりません。
※�請願書�（陳情書、要望書）の提出について：請願書等はいつでも受付をしていますが、審査の都合上、できるだけ定例会開会前の議会運
営委員会が開かれるまでに提出してください。なお次の定例会は、9月上旬の予定です。詳しくは、議会事務局（内線 774）までお問い
合わせください。

●　大和郡山市議会だより　令和２年　第３回　臨時会

事業者家賃支援給付金についてのお知らせ
　新型コロナウイルス感染症拡大により、売り上げが大幅に減少している事業者の事業継続
を支援するため、市独自施策として、事業者家賃支援給付金を支給します。
対象＝国より「家賃支援給付金」の交付を受けた、賃貸借契約物件が大和郡山市内に存在する事業者
支	給額＝1事業者あたり、国の家賃支援給付金の対象となった賃貸借契約の家賃月額の3分の1（1円未満切捨）
を6ヶ月分。ただし、上限20万円。
期間＝令和2年8月11日（火）～令和3年2月28日（日）
その他＝申請方法等詳細は、市のホームページをご確認ください。　
問合せ＝住宅課　事業者家賃支援給付金担当（内線645）

大和郡山市議会だより　令和2年  第3回  臨時会
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▎▎▎▎議決結果について議決結果について

　市議会の第3回臨時会が、7月22日（水）に開かれました。
� 問合せ＝議会事務局（内線774）

く ら し



大和郡山市優良工事の公表	
（令和元年度完成分）

　大和郡山市が発注した建設工事のうち、令和元年度
に完成し特に優良な工事について、施工された請負業
者と技術者を公表します。
◆工事名＝九条公園空調設備改修工事
　・�優良工事請負者＝吉田機電（株）（奈良市法華寺町213-1）
　・優良工事技術者＝主任技術者　柳谷�昌宏
※工事内容は、市ホームページでご覧いただけます。
問合せ＝入札検査課（内線622）

もの忘れ相談会（参加無料・要申込）
　もの忘れ相談プログラムを使った認知症のセルフ
チェック型テストができます。チェック後、地域包括
支援センター職員が、相談を受け付けます。
日時＝8月29日（土）14時～ 16時（1人30分程度）
場所＝治道地区公民館　
対象＝市民、4人（申し込み先着順）
申込・問合せ＝第三地域包括支援センター　
　（☎57-2233・ 57-1153）

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

9月8日（火） 10:00 ～
11:30

三の丸会館
研修室1 10人

内	容＝認知症の症状と対応、予防についてなどの基礎知識�
希望者のみ講座終了後に、もの忘れ相談を行います
（別途要申込）
申	込・問合せ＝電話で、地域包括支援センター（☎55-
7733）へ

特別展「清友交歓―水木十五堂と
村井回雪」開催案内（無料）

　水木十五堂と交遊の深かった村井回雪のご子孫から
寄贈された十五堂作品等を初公開しています。昭和初
期の郡山における文人同士の交流―清友交歓―のさま
を味わってください。
開催日程＝令和3年3月31日（水）まで
開	催日時＝火･木･土･日曜と祝日（ただし12月29
日～ 1月3日は休館）9時～ 17時
場所＝箱本物語館（豆腐町11-9、☎51-0315）
※駐車場はありません。
問合せ＝都市計画課（内線733）

令和3年度	治道小学校｢小規模
特認校｣入学児童を募集します

　治道小学校は、平成24年4月1日から｢小規模特認
校｣として通学区域外の児童を、一定条件のもと受け
入れています。
◆転･入学要件
　市内に居住している、次の条件を満たす児童
　・�保護者が、治道小学校の教育活動などについて理

解し、協力できること
　・通学は、保護者の負担と責任において行うこと
　・�就学した児童は卒業するまでの間、治道小学校に

通学すること�など
※詳しい要件は、市ホームページをご覧ください。
◆募集人数　若干名（学年により異なります）
◆入学申請のながれ
①学校見学会に参加してください（要事前申込）
日時＝9月8日（火）�9時～（受付8時50分～）
※�令和3年度に転･入学を希望する人は、必ず参加し
てください。やむをえず参加できない場合も連絡が
必要です。
申込･問合せ＝治道小学校（☎56-3087）
②�「小規模特認校入学申請書」を学校教育課へ提出し
てください。

※認印をお持ちください。
※�申請書は学校教育課･治道小学校で配布していま
す。市ホームページからもダウンロードできます。

※申請書提出後の手続きは、別途ご案内します。
受	付期間＝9月8日（火）～ 30日（水）（土･日曜、祝
日を除く）の各日8時30分～ 17時15分

詳	細・問合せ＝学校教育課（内線724･727）、または治道小
学校（☎56-3087・ harumichi-es@mist.ocn.ne.jp）

子育て支援事業	
〜子育てリフレッシュ〜

　子ども達の食事の大切さについて栄養士さんに教え
てもらいましょう。
日	時＝9月30日（水）10時～11時（受付：9時45分～）
講師＝久保�三千代�栄養士
場所＝ふたばこども園（今国府町60-9）
対象＝市内在住の未就園児とその保護者
持	ち物＝お茶、クッキング用マスク、エプロン、三角巾（親子共）
※保護者の人は、マスクを着用して来てください。
申	込方法＝下記URLから申し込んでください
　https://select-type.com/rsv/?id=q375PV7YJm8
問	合せ＝子育て支援センターふたばこども園（☎59-
4141）� （こども福祉課）
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募集

イベント イベント

第48回奈良県障害者	
作品展

日	時＝12月5日（土）～12月10日
（木）9時～17時※ただし、12月7
日（月）は休館、最終日は12時まで。
開	催場所＝奈良県文化会館（奈良市
登大路町）展示室A、Bおよび特別
展示室
出品資格者＝県内在住の障害児・者
種	目＝絵画、写真、書道、工芸、手
芸、文芸（短歌、俳句、川柳）、コン
ピュータ・タイプアートの7種目
出	品について＝種目、個人作品、合同
作品を問わず1人1点（作品の大き
さは、額装等を含め縦1.2m（書道に
限り2.0m）、横1.8m、奥ゆき1.5m
以内とする）1作品・団体につき1
枚、出品作品の制作過程を紹介する
写真、記事、団体紹介等を添付して
ください。（写真、記事等は18cm×
26cm（B5サイズ）以内の台紙に収
まるように割り付けすること）
申	込･問合せ＝9月9日（水）までに
厚生福祉課（内線535、538）へ種
目、題名の申込書を提出したうえ
で、作品と作品紹介を11月13日
（金）までに同じく厚生福祉課へ

九条スポーツセンター	
9月~10月度教室募集！		

日	時＝◆各種スタジオ（子ども教室
除く）8月26日（水）～ 10月26
日（月）各教室9回

　�◆子どもプール・子どもスタジオ・
大人プール�9月2日（水）～ 10
月26日（月）各教室8回

※�スタジオ教室を1回1,100円で体験
できます。定員のクラスは体験募集
はありません。（要予約・要問合せ）
場所＝九条スポーツセンター
持ち物＝参加費・認印
※�定員に達しているクラスもあります
ので、事前にお問い合わせください。
申	込・問合せ＝8月21日（金）9時
から直接、九条スポーツセンター
（☎52-1245）へ

柳沢文庫歴史塾（郡山学）「柳沢文庫収蔵
品調査を終えてー絵画作品を中心にー」

日	時＝9月22日（火・祝）14時～
15時30分
場	所＝DMG�MORI�やまと郡山城
ホール�レセプションホール
講	師＝狩野�博幸さん（京都国立博物
館名誉館員）

定	員＝50人（定員を超えた場合は抽選）
参加費＝200円
申	込・問合せ＝8月25日（火）～
9月8日（火）（必着・期間前の申
し込みは受け付けません）に住所・
名前・年齢・電話番号を明記の上、
往復ハガキにて柳沢文庫�歴史塾
係（〒639-1011城内町2-18・
☎58-2171）へ

箱本館「紺屋」	
「金泥体験講座」

　藍で和紙を染めて金銀泥で正倉院
文様や経典見返絵の図様を描く。
　古代の人々が愛でた藍と金銀の輝
きの組み合わせを体感しましょう。
（素材:和紙、A4サイズ）
※�使用した筆、絵具は体験後持ち帰
りできます。
日	時＝9月22日（火・祝）10時～
15時

※途中1時間昼食休憩あり。
定員＝6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＝4,100円
申	込・問合せ＝8月19日（水）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。

イベント

イベント・募集

お知らせ
！

お知らせ
！

お知らせ
！

特殊詐欺被害防止！！	
警察からのお知らせ

　郡山警察署では、特殊詐欺の手口
を広くみなさんにお伝えするため
に、動画を作成し、ユーチューブで
公開しました。
　特殊詐欺被害の8割を占める
「キャッシュカード型特殊詐欺被
害」に遭わないように、この動画を
見て、犯罪に対する免疫力を高めま
しょう！！
詳	細・問合せ＝郡山警
察署�生活安全課（☎
56-0110）　

　（市民安全課）

2021年版	奈良県民手帳
の予約受付を開始します

　11月発売予定の2021
年版�奈良県民手帳の予
約受付を開始します。
費用＝1冊600円
※�様式は、表紙146㎜×
88㎜、約260ページ。

※�表紙の色は、すほう色（県章の色）
と黒色の2種類から選んでいただ
けます。
予	約･問合せ＝9月11日（金）まで
に、地域振興課（内線564）へ

全国一斉「子どもの人
権110番」強化週間

　いじめ・体罰・不登校・児童虐待
などの子どもの人権に関わる問題に
ついて、人権擁護委員・法務局職員
が無料・秘密厳守で相談に応じます。
日	時＝8月28日（金）～ 9月3日
（木）各日8時30分～ 19時（土・
日曜は10時～ 17時）
電話番号＝0120-007-110
※�携帯電話・ＰＨＳ使用可、一部の
ＩＰ電話使用不可。

対	象＝県内在住の児童・生徒とその保護者
問	合せ＝奈良地方法務局人権擁護課
（☎0742-23-5457）
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■ 雑草・枝木の出し方■ 雑草・枝木の出し方
　令和2年4月1日から家庭から排出される雑草・枝木の収集方法が変わりました。
※�雑草・枝木は、下表の収集日に、燃えるごみと同時にごみ集積場へ出してください。月曜日及び火曜日には雑草・
枝木を出さないでください。

※�雑草・枝木は、透明または半透明の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。）
※雑草などは少し乾燥させると、量が減るので、出しやすくなります。
※�収集はパッカー車で行いますので、収集できる量に限りがございます。枝木で太さが直径2㎝を超えるものや、
1世帯でごみ袋3袋以上になる多量の雑草や枝木につい
ては、清掃センターに直接持ち込んでいただくか、自治
会単位で年3回まで実施する収集日をご利用ください。
問合せ＝清掃センター（☎53-3463）

相談日の種類 日時 予約の必要 主催する部会

精神科に関する健康相談 9月1日（火）
9時30分～10時30分 予約必要 奈良県医師会精神々経科部会

目の健康相談 9月8日（火）14時～15時 予約必要 奈良県眼科医会
内科疾患に関する健康相談 9月29日（火）14時～15時 予約必要 奈良県医師会内科部会

場所＝奈良県医師会館�1階�県民健康サービス室（橿原市内膳町）　問合せ＝奈良県医師会（☎0744-22-8502）

■ 令和2年9月 奈良県医師会の学術部会が行う健康相談■ 令和2年9月 奈良県医師会の学術部会が行う健康相談

■ 雨水タンクの設置には補助金が交付されます■ 雨水タンクの設置には補助金が交付されます
　雨水タンクは、大雨時に雨どいからの雨水を一時的にタンクに貯めることに
より、河川に流れ込む雨水の量を減らし、川の氾濫を抑制する効果があり、水
害に強いまちづくりを促進することができます。
　また、貯まった水は庭木への散水や打ち水などに使うこともできますので、
エコライフの一助としてぜひご活用ください。
補助金額＝雨水タンク本体価格と設置費の半額（上限4万5千円）
※�雨水タンクは市指定品に限ります。※補助には交付要件を満たす必要があり
ます。※申請用紙等必要書類は、随時建設課窓口にて配布しています。

問合せ＝建設課�治水係（内線613）

新型コロナウイルスなどの感染症対策としての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ご家庭でのマスク等の捨て方

ごみの捨て方
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。

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。

※�万一、ごみが袋の外に触れた場合は、※�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。二重にごみ袋に入れてください。

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。

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。

燃えるごみの収集コース 雑草・枝木の収集日
月・木曜日 木曜日
火・金曜日 金曜日

※�新型コロナウイルス感染症の影響
により中止になる場合があります
ので、必ず事前にお問い合わせく
ださい。

※事業所からごみを出す場合も同様にご協力をお願いいたします。
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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

8/29
（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。

発売中
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

9/18
（金）

開演 19:00
（開場18:30）

金曜トークサロンVol.49
〜会いたい・知りたい・つながりたい〜

「愛する音楽芸術のために」

レセプショ
ンホール
全席自由

1,000円
（コーヒーか紅茶付） 完売しました ×

ゲスト：ひらい悦子さん（画家、ノワ・アコルデ音楽アートサロン主宰、日本センチュリー交響楽団プレミアム会員・賛助会員）
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）

10/25
（日）

開演 14:00
（開場13:30）

松本真理子ファミリーコンサート‘20
〜プロ活動50年記念 夢・あなたと〜

大ホール
全席自由

一般：2,500円
（当日：3,000円）
高校生以下：
1,500円

（当日・前売りとも）

発売中
ホ ロ e+ ×

出演：松本真理子（マリンバ・構成・指揮・司会）、吉田はるみ（ピアノ）、大江可奈子（マリンバ）
ゲスト：松本梅頌（三味線）、多畑秀城（打楽器）
曲目：わらべうた春秋、花鳥風月、夢・あなたと、シング・シング・シング　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 ロ：ローソンチケット e+：イープラス

敬老会開催中止のお知らせ
　例年9月に市内8地区で開催されておりまし
た敬老会については、今年度はコロナウイルス
感染拡大防止のため中止させていただきます。
問合せ＝地域包括ケア推進課（内線512・513）

きんとっと広場中止のお知らせ
　つながり4月1日号でご案内いたしました「きんとっと」広場
について、9月3日（木）（西田中保育園）については、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため、中止とさせていただきます。
問合せ＝こども福祉課（内線526）

市立図書館 ☎55-6600
開 館 時 間 9：30〜 19：00
 （土曜日は21：00まで）
9月の休館日 火曜 …1・8・15・22・29日
 水曜 …2・16日

南部公民館図書室 
� ☎59-1316
開 館 時 間 9：00〜 17：00
9月の休館日  水曜…2･9･16･23･30日
 祝日…21・22日

市立図書館イベント情報（9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。
5日（土）･27日（日）14:00～
おはなしの杜（もり）おはなしの杜（もり）
ろうそくのあかりで楽しむおは
なし
6日（日）11:00～/4歳～小学生

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。
12日（土）14:00～／4歳くらいから
26日（土）11:00～／2～4歳くらいまで
大人のための小さな朗読会（申込先着順）大人のための小さな朗読会（申込先着順）
浅田次郎　「雛（ひな）の花」ほか
21日（月・祝）14:00～　25人
申込＝9月4日（金）9：30～電話で図書館へ

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
9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。

9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。

ホリディ版 だっこでおはなし会（申込先着順）ホリディ版 だっこでおはなし会（申込先着順）
絵本とわらべうた、手あそびのたのしいひととき。平日に参加できない0～3歳くら
いの幼児のお父さん・お母さんと一緒にどうぞ！
22日（火・祝）11:00～14組・13時45分～14組
申込＝9月3日（木）9：30～電話で図書館へ　※子ども1人につき大人1人。

令和2年度	少年少女マリンバ教室受講生募集［全20回］（要申込・先着順）
日時＝9月24日から令和3年3月4日までの木曜�17時～ 18時
※9月17日（木）開講式、令和3年3月6日（土）にリハーサル、3月7日（日）に発表会があります。
場所＝DMG�MORI�やまと郡山城ホール�リハーサル室�ほか　対象・定員＝市内の小学3年生から6年生、20人
講師＝松本�真理子さん　受講料＝5,000円　※練習用のマリンバとマレットが必要です（代金は10,000円程度）。
申込・問合せ＝8月13日（木）から受付中。定員に達し次第、締め切り。DMG�MORIやまと郡山城ホール事務室（☎54-8000）へ
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