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11 第39代 女王卑弥呼募集

令和２年国勢調査は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、世帯と調査員ができる限り対面しない
方法が促進されます。インターネット回答へのご協力をお願いいたします。

回答は、スマホや
パソコン、郵送で！！

調査への回答は
お済みですか

POST

読書の秋・食欲の秋（矢田認定こども園）
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大和郡山市 広報

　全国各地から集まって
いる折り紙金魚。
　この日、イトマンスイミ
ングスクール大和郡山校
より、折り紙金魚約2000
匹が届けられました。
　この折り紙金魚は、ス
クールに通う子どもたち
や大人などが、「コロナが

早く終わりますように」「早くプールで泳げますように」など、様々
な願いを書いた折り紙やチラシで作ったとのこと。
　市長は「この折り紙金魚がいい思い出になれば。」と話しました。

令和2年8月26日（水）
イトマンスイミングスクール大和郡山校より折り紙金魚が届けられました 

　大和郡山市観光協会が
新型コロナウイルスの流行
収束後に多くの人に大和
郡山を訪れていただくため
に、街の魅力をPRする、金
魚と郡山城の2種類のデザ
インがあしらわれた「やま
とこおりやま学習帳」を製
作されました。
　新型コロナウイルスの流行により正常な形での入学が困難だった市
内公立小学校11校の新1年生650名へ学習帳を無料配布することに
なり、市への寄贈式が行われました。
　市長は、「寂しい思いをしているであろう1年生も喜んでくれると思
います。思い出を書き留めてもらいたい。」とお礼の挨拶をしました。
　学習帳は表紙だけでなく、中にもクイズや市の歴史が書かれており
大和郡山市を再発見できるものになっています。市民交流館、箱本館
「紺屋」、元気城下町「プラザ」、元気城下町「ぷらっと」、観光協会が出
展するイベントでも販売されますので、お手に取ってみてください。

令和2年8月27日（木）
「やまとこおりやま学習帳」が製作されました

　DMG MORI 大和郡山城
ホールにて、小学生サミッ
トが開催されました。
　市内各小学校の6年生を
中心に22名が参加し、「新
型コロナウイルスと共に生
活する」をテーマに、グルー
プに分かれて話し合いが行
われました。「学校が休校に
なったことで生活リズムが狂ってしまった。」と実際に困ったことや、「自
分だけなら、とマスクを外してはいけない。」「手洗、うがいをしたことで
インフルエンザが減った。熱中症に気を付けてマスクもちゃんと付けた
い。」と気づいたことなどが発表され、「ほかにも参加したい人が沢山い
たので、また開催してほしい。」など熱意を持って意見が出されました。
　市長と教育長からは「意見を自ら言うことは素晴らしい体験。話し合
う機会を大切にしていきましょう。手洗やマスクをすること、体を動か
して免疫力を高めることで新型コロナウイルスの予防をしてください。」
と話しがありました。

令和2年8月21日（金）
小学生サミットが開催されました

10月の市民相談
・  法律相談（予約制）
  7日(水)･14日(水)･21日(水)･１１月４日(水)
  13時～ 16時20分 市民相談室
・  女性のための法律相談（予約制）
  28日（水）
  13時～ 16時20分 市民相談室
・  行政相談
  15日（木）
  13時～ 16時 市民相談室
・  DV･女性相談
　（専用電話☎︎52-6240）
  （月～金）8時30分～ 17時15分
※ このほか、消費者相談･一般相談など各種相談
を行っています。詳しくは、市民相談室（市役
所人権施策推進課内･内線245）へ
・  住宅相談（無料・予約制）
  21日（水）（受付：10月7日(水)～14日(水)）
  13時30分～ 市役所内310会議室
  受付・問合せ＝入札検査課　施設整備室（内線646・647）

納税･納付〈納期限〉
・   市・県民税(普通徴収第3期)【税務課】
・  国民健康保険税（普通徴収第4期）【保険年金課】
・   後期高齢者医療保険料 
（普通徴収10月分）【保険年金課】
・  介護保険料（普通徴収10月分）【介護福祉課】

＜納期限：11月2日（月）＞

大和郡山市の人口･世帯数
（8月31日現在･カッコ内は前月比）
・  人口
  ・総計  85,550人  （－75）
  ・男  40,648人  （－16）
  ・女  44,852人  （－59）
・  世帯数  38,431世帯  （－8）

8月の消防･救急出動件数
（カッコ内は前月比）

・  消防件数  1件 （±1）
・  救急件数  452件 （＋65）

8月の特殊詐欺発生件数・被害額
（カッコ内は前年比）

・市  9件 （－4）  17,626,460円  （+2,236,540）
・県 130件 （+27） 236,200,219円 （+108,497,046）
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新型コロナウイルス感染症に関する
不当な差別や偏見をなくしましょう
　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。だれもが感染者、濃厚接触者になりうる状況であることを受け止めていただき、お互いに相手
のことを思いやる気持ちを持っていただきますようお願いいたします。
　また、国、県及び本市ホームページなどで、新型コロナウイルスについての正確な情報を入手するよ
うに努めていただき、冷静な行動をお願いします。
　不確かな情報に惑わされて誹謗中傷や差別行為を行わないよう、偏見にとらわれず思いやりのある行
動に努めましょう。
◆困ったときは、一人で悩まず、各種相談窓口へ

新型コロナウイルス感染予防のための
「ごみの出し方」

　ごみ収集車に積み込む際や運搬中にごみ袋が破れたり、破裂して中のマスク等が露出することがあります。
　ごみを扱う運搬事業者や市町村職員への感染予防のため、ごみを出すにあたっては、自治体の分別収
集ルールを守るほか、以下の点に注意してください。

◆ 使用済みマスク等は、 
ビニール袋に入れて封をするか、 
不要な紙に包んでからごみ袋に 
入れましょう

◆ ごみ袋が破れないように以下の 
ことに注意しましょう

　・ごみの入れすぎ
　・ごみ袋内の空気を抜く
　・しっかりしばって封をする

◆ ごみを出した後は、 
せっけん等で 
手を洗いましょう

問合せ＝清掃センター（☎53-3463）

「元気城下町発・未来行チケット」（クーポン券） の利用が始まります
有効期間＝10月1日（木）～令和3年1月11日（月・祝）まで
配付クーポン券＝1世帯あたり5,000円（500円券×10枚（共通券6枚・限定券4枚））
利用方法＝1,000円のお支払いごとに1枚（500円）が利用できます
※ 共通券か限定券かにより利用可能店舗が異なります。詳しくはチケット同封の取扱店一覧をご覧ください。
※ クーポン券は利用の際、取扱店に冊子ごと渡し、利用金額分を切り取ってもらってください。
問合せ＝地域振興課（内線564・565）
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大切なわが家を守るため、考えてみませんか？　住宅の「地震対策」
市では、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。

　1　既存木造住宅耐震診断無料診断（一般診断法）  〈要申込〉
対 象住宅＝昭和56年以前に着工された2階建て以下の木造の一戸建て住宅・長屋・共同住宅であり、250㎡以下
募 集件数＝6件　※9月中旬時点（申請書類が全てそろっている人で、先着順）
申 込期間＝令和3年1月29日（金）まで（土・日曜、祝日と年末年始を除く）
　2　既存木造住宅耐震改修工事補助金  〈要申込〉
対 象住宅＝昭和56年5月31日以前に着工された3階建て以下の木造の一戸建て住宅・長屋・共同住宅であり、
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であるとされた住宅で、改修計画ができているもの
募集件数＝2件　※9月中旬時点（申請書類が全てそろっている人で、先着順）
補助金額＝耐震改修工事の工事費用の3分の1（補助限度額は50万円）
申込期間＝11月30日（月）まで（土・日曜、祝日を除く）
工事期間＝補助金の交付決定日以降に契約・着手～ 12月末日までに完了する工事

　住宅相談窓口　　　　　　　　　 住宅等の耐震化対策や高齢者のバリアフリー対策の推進、悪質リフォーム業者等によるトラ
ブルの防止をすすめるため、無料相談窓口を開設します。

相 談内容＝住まいの新築・改修・耐震化・バリアフリー等に関する相談や、その他住まいに関する法律・制度等
についての相談
相 談日時＝毎月第3水曜13時30分から　市役所内の会議室にて30分程度（来年3月を除く）
募 集件数＝毎月5件　　対象＝市内に居住の人か、市内に土地か家屋を有する人
申 込期間＝開催月の第1水曜～第2水曜（土・日曜、祝日を除く）

◆無料クーポン券は、ご利用いただけましたか
　対象者の人に「無料クーポン券」等を5月下旬に個人通知しました。

実施期間＝令和3年2月末日まで
※ 実施期間終了間際には、予約状況により希望の医療機関で受診できないことがありますので早めの受診をお勧
めします。

※ 転入等で、無料クーポン券がない人は、ご連絡ください。
【共通】申込・問合せ＝保健センター「さんて郡山」（☎58-3333）

【共通事項】
申 込＝上記の申込期間の9時～17時に、必要書類と印鑑を持って、入札検査課 施設整備室（308番窓口）へ提出
必 要書類＝市ホームページからダウンロードするか、入札検査課 施設整備室（308番窓口）でも配布します
詳細・問合せ＝入札検査課 施設整備室（市役所3階308番窓口 内線646・647）

乳がん・子宮がん検診　受けていますか？

乳がん検診無料クーポン対象者（女性のみ） 子宮がん検診無料クーポン対象者（女性のみ）
年齢 生年月日 年齢 生年月日
40歳 昭和54年4月2日～昭和55年4月1日生 20歳 平成11年4月2日～平成12年4月1日生

　乳がん　女性に一番多いがん
　40～ 50歳代をピークに発症や死亡が増えています。
　多くの人はしこり（乳房や脇の下）によって発見されます
が、乳頭から血液が出たり湿疹やただれによって見つかる
こともあります。
　昨年度、市のがん検診（マンモグラフィ）から精密検査に
なった人のうち早期の乳がんが8人発見されました。早期
がんは、自覚症状がほとんどありません。早期に発見され
治療を受ければ治りやすいと言われています。
　自己検診で見つかるがんは1㎝を超えてからのしこりの
発見が多いのですがマンモグラフィ（国が推奨）は「しこり」
になる前の数ミリ程度の乳がんをとらえることができます。
　ぜひ、検診を受けてください。
◆市の乳がん検診＝対象は40歳以上。2年に1回。

　子宮がん　若い女性がかかりやすいがん
　20～ 30歳代の女性で子宮頸がんの発症や死亡
が増えています。
　がん検診では、がんになる前の「前がん病変」や、
ごく初期のがんを発見できます。この状態で発見出
来れば「円錐切除」という狭い範囲の簡単な手術で
治す事ができます。妊娠や出産も可能です。
　昨年度、「前がん病変」（異型細胞）が見つかった
人は精密検査になった人のうち6人でした。若いか
らがんは、大丈夫と安心していませんか。定期的に
検診を受けましょう。
◆市の子宮がん検診＝対象は20歳以上。2年に1回。

　　　　　まずは、受診票の発行を「さんて郡山」に申し込んでください。 大和郡山がん検診
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モーニングセット検診
（集団）
対 象・定員＝30歳以上の市民 （平成3年3月31日以前に生まれた人）、各40人
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により急遽中止させていただく場合があります。
※結核の早期発見のため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。
※次の人は胃がん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妊娠中または妊娠の疑いのある人（肺がん検診も不可） ③胃の手術
をした人、現在胃を治療中の人 ④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 ⑤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）
検診名 内容 費用 費用が無料になる人

胃がん 胃部エックス線検査
 （バリウム）  1000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
格証のいずれかをお持ちの人、③生活保護世帯・市
民税非課税世帯は無料となります。③の人は事前に
さんて郡山で手続きをしてください。

肺がん
結核

胸部エックス線検査 300円
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。700円が必要。

申 込方法＝①市ホームページから申し込み
　　　　　　 市ホームページの「医療・福祉」→「健康」→「各種検診」→「募集」モーニングセット検診を選択す

ると申請ページが表示されます。必要事項を入力してください。
　　　　　② ハガキで申し込み
　　　　　　 必要事項（①希望日（11月2日／ 11月13日／ 11月2･13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」へ
（〒639-1136　本庄町317-2） 

　　　　　　※ハガキ1枚に何人でも申し込み可能で、抽選結果は同じです。
　　　　　③ さんて郡山窓口にて申込（さんて郡山に申し込み用紙があります。）
　　　　　　月曜～金曜（祝日を除く）の8:30 ～ 17:00
申込締切＝10月15日（木）（必着）
問合せ＝保健センター「さんて郡山」（☎58-3333）
※ 電話・FAXでは受付しません。また、申し込み多数の場合は抽選とし、結果を検診日の2週間前までに通知します。
※ 当日は、検診車内や手指等の消毒をしますが、万が一感染して悪化しやすい高齢の人、糖尿病など持病のある人
は受診延期も考慮してください。

※ 市の胃がん検診はエックス線の①個別検診（40歳～） か②集団検診（30歳～） または③内視鏡検診（50歳～） 
のいずれか1回のみ受診していただけます。前年度、市の胃内視鏡検診を受けられた方は今年度市の胃がん検
診は受けられません。

※ 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ません。

日時＝11月2日（月）・13日（金）（受付：9時～10時30分）
場所＝保健センター「さんて郡山」

　インフルエンザの予防には、ワクチンが有効です。10月1日からは高齢者定期接種対象者の優先接種期
間と言われています（厚生労働省より）。接種をご希望する人は、下記をご確認のうえ、なるべく早めに受診
ください。
　接種期間内に市外で接種する場合等、接種前に依頼書の手続きが必要です。保健センターまでご連絡くだ
さい。手続きの詳細、最新の情報については、市ホームページにも掲載されています。
※市内指定医療機関が下記のとおり変更になっています。
　・おおぞらこどもクリニック（天井町）（☎57-6972）
　・田北医院・森外科整形外科医院：休診
　・さかもと整形外科クリニック：小泉町東から小林町西へ移転。電話番号は変更なし。
問合せ＝保健センター「さんて郡山」（☎58-3333）

高齢者インフルエンザ定期予防接種について
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マイナンバーカード 休日窓口を開設します
日時＝10月11日（日） 8時30分～ 12時
場所・問合せ＝市民課（☎85-4581、110番窓口）（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、マイナポイントについては（☎0120-95-0178）へ
　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）、申し込みの支援
　【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し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。

※ 当日の窓口混雑状況によってはお電話が繋がりにくい場合がありますので、お問い合わせはなるべく平日にお
願いします。

農地を借りたい人、貸したい人を募集 !!
「高齢で耕作できなくなった農地を誰かに管理してほしい。」
「農地を相続したけど農業はしないので、誰かに貸したい。」
　または、
「農業経営を拡大したいので農地を借りたい。」
「新規に本格的に農業を始めるので農地を借りたい。」
と、お考えの人は、なら担い手･農地サポートセンターへご相談ください。
　なら担い手・農地サポートセンターは、農地の出し手（貸したい人）か
ら農地を借り受け、受け手（借りたい人）へマッチングします。

募集期間
出し手（貸したい人）＝随時受付
受け手（借りたい人）＝ 随時受付し、年6回

公表します。
対象農地＝農業振興地域内の農地
※ センターが農地を借り受ける条件は、農地
として利用が困難でないこと、十分な受け
手が見込めることです。

※ 受け手の名前・希望地区等をインターネッ
トで公表します。公表は、6月、8月、10
月、12月、2月、4月の6回行います。

【問合せ】
公益財団法人　なら担い手・農地サポートセンター
（農地中間管理機構）
〒634-0065　橿原市畝傍町53番地
☎0744-21-5020
HP:http://www.nara-ninanou.sakura.ne.jp/
なら担い手・農地サポートセンターは、法律に
基づき県知事の指定を受けた公的機関です。
安心してご利用ください。

農地を借りたい方、貸したい方を募集 !!

【お問合せ先】

公益財団法人 なら担い手・農地サポートセンター

（農地中間管理機構）

〒６３４-００６５ 橿原市畝傍町53番地

☎０７４４-２１-５０２０

HP：http://www.nara-ninanou.sakura.ne.jp/

なら担い手・農地サポートセンターは、法律に基づき県知

事の指定を受けた公的機関です。

安心してご利用下さい。

「高齢で耕作できなくなった農地を誰かに管理してほしい。」

「農地を相続したけど農業はしないので、誰かに貸したい。」

または、

「農業経営を拡大したいので農地を借りたい。」

「新規に本格的に農業を始めるので農地を借りたい。」

と、お考えの方は、なら担い手･農地サポートセンターへご相談ください。

なら担い手・農地サポートセンターは、農地の出し手（貸したい方）から

農地を借り受け、受け手（借りたい方）へマッチングします。

② 交渉・マッチング ③ 農地の貸借

なら担い手・農地

サポートセンター

受け手に農地を

貸し付け

農地の受け手

①農地の借受希望申込み、

農地の貸付希望申込み

●農地中間管理事業で農地を貸借するまでの流れ●

農地の出し手農地の受け手

出し手から農地を

借り受け

賃借契約 賃借契約

募集期間

出し手（貸したい方）：随時受付

受け手（借りたい方）：随時受付し、年６回公表します。

対象農地：農業振興地域内の農地

※センターが農地を借り受ける条件は、農地として利用が

困難でないこと、十分な受け手が見込めることです。

※受け手の氏名・希望地区等をインターネットで公表

します。公表は、６月、8月、10月、1２月、２月、４月

の６回行います。

農地の借受希望申し込み、
農地の貸付希望申し込み
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令和2年中に家屋を新築・増改築・ 
取り壊しされたみなさんへお知らせ

　家屋の固定資産税・都市計画税は毎年1月1日現在
に存在するものに課税されます。次のような場合は手
続きが必要となります。
◆新築・増改築をしたとき
　 令和2年1月2日以降に新築・増改築された家屋は
令和3年度から固定資産税・都市計画税の課税対象
になります。課税のもととなる評価額を算出するた
め、家屋の構造、間取り、資材、建築設備などを確認
する家屋調査を行います。

　 登記を完了された人から、順次連絡します。ご協力
お願いします。
◆取り壊したとき
　 登記されている家屋は法務局で滅失登記を行ってく
ださい。未登記の家屋は税務課固定資産税第2係に
ご連絡ください。

※ 家屋を取り壊すと、土地の税額が変わる場合があり
ます。詳しくは下記へお問い合わせください。
◆未登記家屋の所有者を変更するとき
　 売買や相続、譲渡などで所有者が変更になった場合
は、届け出が必要となります。
◆建物の登記について
　 建物を新築や増築、取り壊した場合には不動産登記
法により登記をしなければならないと定められてい
ます。

　 登記の手続きについては、奈良地方法務局 登記部
門（☎0742-23-5230）にお問い合わせください。
問合せ＝税務課 固定資産税第2係（内線284）

大和郡山市障害者相談支援センター
移転しました

　大和郡山市障害者相談支援センター（植槻町3番4
号）が、9月28日（月）からお隣の市社会福祉会館（植
槻町3番8号）2階会議室隣へ引越ししました。
　・大和郡山市障害者生活支援センター はあと 
　　（☎58-5550）
　・障害者生活支援センター りんく（☎84-5159）
　・生活支援センター ふらっと（☎54-8112）
※ 従来どおり、市より委託を受けて共同の事務所を開
設しています。
問合せ＝各支援センター又は厚生福祉課（内線535）

令和3～6年度に中学校において
使用する教科書について

　大和郡山市教育委員会において、下記のとおり採択
しましたのでお知らせします。

教科名 発行社名
国語 三省堂

書写 東京書籍

社会

地理 日本文教出版

地図 帝国書院

歴史 日本文教出版

公民 日本文教出版

数学 数研出版

理科 新興出版社啓林館

音楽
一般 教育芸術社

器楽合奏 教育芸術社

美術 日本文教出版

保健体育 大日本図書

技術・家庭
技術分野 東京書籍

家庭分野 開隆堂出版

英語 三省堂

道徳 光村図書出版

問合せ＝学校教育課（内線723）

ポリテクセンター奈良 
公共職業訓練 受講生募集

訓 練科名＝①機械CAD技術科･②住宅リフォーム技
術科･③住環境コーディネ―ト科･④金属加工技術
料デュアル(企業実習付)　

※ ③･④はビジネススキル講習付き。
対 象＝訓練を受講して再就職を希望する人(④はおお
むね55歳未満の人)
定員＝①②各15人、③④各10人
訓 練期間＝
　①②：12月1日(火) ～令和3年5月28日(金)
　③④：12月1日(火) ～令和3年6月30日(水)
訓練場所＝ポリテクセンター奈良(橿原市城殿町)
費用＝受講料無料(教科書代等は自己負担)
申 込・問合せ＝10月1日(木) ～ 30日(金)に、ポリ
テクセンター奈良(☎0744-22-5226)へ

く ら しく ら し
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く ら しく ら し
大和郡山市認知症サポーター 
養成講座（受講無料･要申込）

～認知症になっても安心して暮らせるまちづくり～
　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。認知症の症状と対応、
予防についての基礎知識などを学びます。
　講座終了後、もの忘れ相談プログラム（タッチパネ
ルパソコン）を使用して、もの忘れ相談を行います。
（希望者のみ・要申込み）
日時＝11月4日（水） 14時～ 15時30分 
場所＝市役所401・402会議室
定員＝10人
申込・問合せ＝地域包括支援センター（☎55-7733）

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（タッチパネルパソコン）
を使った認知症のセルフチェック型テストができま
す。チェック後には地域包括支援センター職員が、も
の忘れや認知症についての相談をお受けします。
日時＝10月8日（木） 14時～ 16時 
場所＝矢田コミュニティ会館
定員＝8人
申 込・問合せ＝地域包括支援センター（☎55-7733、

55-6831）

認知症予防教室　～音楽で楽しく！こころとからだの健康づくり～
　懐かしい唄、イマドキの唄を歌ってこころウキウキ！軽快な音楽を聞きながら手足や体を楽しく刺激！心地よ
い音楽にノリながら愉快に楽器体験！音楽療法で脳を呼び覚まし、いきいきと脳活しましょう！
日時・場所・問合せなど＝

教室名 日時 場所 申込・問合せ

ミュージック
桐の華

第2金曜
13:30 ～ 14:30 片桐地区公民館

第二地域包括支援センター
電　話　55－7011
ＦＡＸ　55－7012

ミュージック
とまと

第3木曜
10:00 ～ 11:00 治道地区公民館

第三地域包括支援センター
電　話　57－2233
ＦＡＸ　57－1153

ミュージック
たんぽぽ

第2月曜
13:30 ～ 14:30  三の丸会館 第四地域包括支援センター

電　話　51－0700
ＦＡＸ　51－0710ミュージック

平和
第2月曜

10:00 ～ 11:00 平和地区公民館

対象＝おおむね65歳以上の市民　
参加費＝1回500円（会場によっては半期ずつ前納になります）
※日程等、変更する場合がありますので、体験される時は必ず上記までご連絡ください。

休日・夜間労働相談会の開催 
（無料・要予約）

　弁護士、大学教授などの「公益委員」、労働組合役員
などの「労働者委員」、会社役員、企業経営者などの「使
用者委員」が相談員となり、労働条件その他労働関係に
関する相談をお受けします。
◆休日相談会
日 時・場所＝①10月11日（日） 奈良県産業会館（大和高田市幸町）
　 ②10月25日（日）奈良県立図書情報館（奈良市大安寺西）
　各日13時30分～16時
◆夜間相談会
日時＝10月8日（木）18時30分～20時30分
場所＝奈良商工会議所（奈良市登大路町）
対 象＝県内在住または在勤の労働者、県内に事業所の
ある事業主
申 込・問合せ＝奈良県労働委員会事務局（☎0742-20-
4431）  （地域振興課）

大和都市計画の決定について 
（郡山下ツ道ジャンクション地区地区計画）

　令和2年8月26日付で、大和都市計画（郡山下ツ道
ジャンクション地区地区計画）を決定しましたので、縦
覧を行います。
決定する区域＝横田町、伊豆七条町の一部
縦覧の場所・問合せ＝都市計画課（内線674）
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■くらしのインフォメーション■
ひとりで悩まないで

わたしたちに
ご相談ください!

知っていますか 
建退共制度

加入できる事業主＝建設業を営む人
対象となる労働者＝建設業の現場で働く人
掛金＝日額310 円
※経営事項審査で加点評価の対象となります。
※ 掛金の一部を国が助成。掛金は事業主負担となりま
すが、法人は損金、個人では必要経費として扱われ、
税法上全額非課税となります。

※ 事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算
されます。
詳 細･問合せ＝建退共奈良県支部（☎0742-22-
3345）  （地域振興課）

児童手当の支払い 
（6月～ 9月分）

　児童手当の6～ 9月分は、10月15日（木）に受給
者の預金口座に振り込みます。15日以降に入金を確
認してください。
※次のときは、すみやかに届をしてください。
　①児童の数が増減したとき
　②振り込み口座の変更や解約したとき
　③名前や住所を変更したとき
　④受給者が公務員になったとき
問合せ＝こども福祉課 こども係（内線522）

10月19日（月）～ 25日（日）は 
「行政相談週間」です

　市では、総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が
毎月第3木曜に行政相談所を開設しています。国の行
政機関が行う仕事について困りごとがありましたらお
気軽にご相談ください。（相談無料・秘密厳守）
相談日時＝10月15日（木） 13時～ 16時
相談場所＝市役所2階 市民相談室
問合せ＝人権施策推進課（内線245）

すこやか21健康フェスタ 
中止についてのお知らせ

　毎年10月に実施している「大和郡山すこやか21健
康フェスタ」につきましては、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、今年度は中止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、

58-3330）

大和郡山市消費者センター 
☎ 53-1583（直通）
相談受付 月～金曜日
　9時～16時

保険金が使える住宅修
理の勧誘には要注意！

　台風や豪雨、地震など自然災害のあとに「保険
金が出るようにサポートするので住宅修理をしな
いか」「自己負担なく住宅修理ができる」などの勧
誘を受けたという相談が多く寄せられます。

【事例1】
　突然訪問してきた事業者に「2年前の地震で気
付きにくいところに亀裂が入っているかもしれ
ない。我々が調査して保険金請求のサポートをす
る。保険金が支払われたら手数料として35％い
ただく」と言われた。

　最近では「自宅上空にドローンを飛ばして自然
災害による屋根被害の調査をしている」との勧誘
を受けたという相談もあります。この場合も【事
例1】と同じように「保険金請求」につながること
が考えられます。保険金の請求は自身で行うこと
ができます。まずは契約している保険会社や代理
店などに相談しましょう。なお訪問販売の場合、
契約書面を交付された日から8日以内であれば
クーリング・オフができます。

【事例2】
　訪問してきた事業者に「雨どいがゆがんでいる。
保険金で修理できるので自己負担はいらない」と
言われたので修理を申し込んだ。見積もりをもと
に保険金を請求したが、保険会社から支払われた
保険金は、見積額の半分以下だった。「不足分は支
払えない」と話すと「工事をしないなら違約金と
して保険料の30％を請求する」と言われた。

　「自己負担がない」ことを強調されると「負担が
ないのなら」と思いがちになりますが、そもそも
保険金が支払われるのか、修理費用が保険金額の
範囲で収まるかどうかもわかりません。すぐに契
約することはせず、家族や周りの人に相談するよ
うにしましょう。また修理箇所が経年劣化であっ
ても自然災害が原因だとして保険金請求の提案を
されることもあるようです。これは保険金詐欺に
該当するおそれがあるのでくれぐれも注意してく
ださい。
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イベント

募集

イベント

イベント

募集

きんとっと広場 
（参加無料・要予約）

　手遊び、ふれあい遊びなど、お家の人と一緒に楽しく遊び
ましょう。コーナーあそびや、育児相談・身体計測もあります。
※ 今年度のきんとっと広場は新型コロナウイルス感染拡大防
止のため入場組数を制限し、予約制とさせていただきます。

日 時＝10月19日（月） 10時～11時30分（受付：9時30分から）
場所＝片桐地区公民館 音楽視聴覚室　
対 象・定員＝市内在住の0歳児～5歳児とその保護者、5組（予約制）
※ 保護者の人はマスクの着用をお願いいたします。
予 約・問合せ＝10月1日（木）から小泉保育園（☎
53-1799）へ

子育て支援センターふたばこども園 
子育て支援事業 ベビーダンス

　赤ちゃんを抱っこしながら心地よい音楽に合わせて
ステップを踏みます。お母さん達のエクササイズ！
日時＝11月9日（月） 10時～11時（受付：午前9時45分から）
講 師＝佐村 佐栄子さん（日本ベビーダンス協会認定講師）
対 象＝4ヵ月～ 1歳半の未就園児とその保護者
持ち物＝抱っこひも・体温計・ボールペン・水筒
※ 動きやすい服装で参加してください。マスクを着用して来てください。
申込＝下記のURLから申し込んでください
　 （https://select-type.com/rsv/?id=q375PV7YJm8）
場所・問合せ＝子育て支援センターふたばこども園
　（今国府町60-9・☎59-4141）

イベント・募集のお知らせ

を見つけに出かけ
てみませんか 健康ボウリング教室 

開催のお知らせ
　キレイな施設で健康と美容に！生活習慣病の予防に！エンジョイボウリング！
日時＝11月16日（月）～ 12月23日（水）
　・月曜午前教室　  9:30 ～ 3時間
　・月曜午後教室　13:30 ～ 3時間
　・火曜午前教室　  9:30 ～ 3時間
　・火曜午後教室　13:30 ～ 3時間
　・水曜夜間教室　19:30 ～ 3時間
場所＝トドロキボウル（白土町）
対象＝だれでも参加できます
参 加費＝各教室 2,000円（全日程・ゲーム代、靴代、教材費、傷害保険料込）
申 込・問合せ＝日本ボウリング協会・福井（ふくい）
　（☎080-2410-4615）  （生涯学習課）

「トライスポーツ2020」「後期テニス教室」 
中止のお知らせ

　総合公園施設にて、開催を予定しておりました、トライス
ポーツフェスティバルにつきまして、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。また、3月15日
号にて掲載しておりました10月24日からの「後期テニス教室」
についても中止いたします。ご理解ご協力をお願い致します。
問合せ＝スポーツ推進課（内線556）

奈良演劇鑑賞会 
人形劇団プーク公演2題（要申込）

　人形劇団プーク公演2題「現代版・イソップ『約束…』」（田辺聖子原作）、
「うかうか三十、ちょろちょろ四十」（井上ひさし原作）東西作家の競演
日 時＝10月28日（水）18時30分～、29日（木） 14時～
場所＝DMG MORI やまと郡山城ホール
費 用＝入会金と月会費が必要となります（中・高校生
は年1回無料、詳しくは下記へ問い合わせください）
申 込・問合せ＝10月21日（水）までに、奈良演劇鑑
賞会（☎0742-49-0448）へ  （生涯学習課）

秋
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募集
第39代 
女王卑弥呼募集

　明るく元気な女性を募集します。
　あなたの魅力ある笑顔で大和郡山
　を元気にPRしてください！

応 募資格＝奈良県内及び周辺地域に在住、在勤、在学の18歳
以上(令和3年4月1日現在）の女性(高校生不可、未婚・
既婚は問いません。)

　◆ 特に大和郡山市を愛し、年間20回程度観光関連の事業
及びキャンペーン、伝統行事などに参加できる人

　◆ 芸能活動を業とせず、メディアやプロダクション等の契
約がない人

　◆任期中、他団体の親善大使等との兼任は出来ません
応募締切＝11月25日（水）必着
募集人数＝3人
任期＝令和3年3月下旬の「お城まつり」から約一年間
審査＝第1次審査(書類)：11月下旬
　　　第2次審査(面接)：12月6日(日)
申 込方法＝エントリー用紙(観光協会ホームページよりダウ
ンロード可)に、必要事項を記入し、写真(全身、顔正面アッ
プのL版写真各1枚(3 ヵ月以内に撮影))計2枚を貼り付
け、自己PRの作文400字程度を同封し応募してください
賞金・賞品＝10万円、協賛企業賞品
特 記事項＝新型コロナウイルスの影響で活動機会が例年に比
べ大幅に減少した第38代女王卑弥呼の任期が1年延長と
なりました

　今回は2代体制での活動となります
応 募先・問合せ＝観光協会(〒639-1132 高田町92-16、☎52-2010)

下記QRコードからAR動画アプリ
「COCOAR2」をダウンロードして、
画像を読み取り、歴代女王卑弥呼の
活動紹介動画を見てみよう！

「COCOAR2」は
このQRコードで
ダウンロード！

ポスターを
スキャン
してみよう!!
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募集

募集

イベント

イベント

イベント・募集のお知らせ

柳沢文庫歴史塾（郡山学）第3回 
「平安時代からの春日若宮おん祭と江戸時代の郡山藩」

日時＝10月30日（金） 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＝花山院 弘匡さん（春日大社宮司）
定員＝50人（定員を超えた場合は抽選）
参加費＝200円
申 込＝往復ハガキに、住所・名前・年齢・電話番号を
明記し、10月2日（金）～10月21日（水）（必着）に、
柳沢文庫 歴史塾係（〒639-1011 城内町2-18）へ

※ 期間より前の申し込みは受け付けません。
問 合せ＝公益財団法人郡山城史跡・柳沢文庫保存会
　（☎58-2171）  （都市計画課）

郡山再発見ウォーク 
「あおによし平城（なら）への道コース」参加者募集

　ボランティアガイドがご案内します。事前申し込み
は不要です。当日集合時間に集合場所へお越しくださ
い。
日 時＝10月7日（水） 8時40分集合 9時出発（荒天
中止）
集合場所＝近鉄九条駅（東口）
コ ース＝西市場→九条公園→花街道→羅城門跡（橋梁
から薬師寺二塔を眺めて）→清涼院池公園→九条大
路　約6㎞（約2.5時間）
解 散場所＝近鉄郡山駅
※歩きやすい服装･靴で、飲み物を持参してください。
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止、延
期、内容変更となる場合があります。
問合せ＝観光協会（☎52-2010）

菊花展のお知らせ 
（出品作品募集）

　みなさんのご家庭で育てている菊を出品してみませ
んか。（大菊3本立12鉢組・大菊3本立4鉢組・ダル
マ仕立て5鉢組・福助仕立て5鉢組・総合花壇、盆栽
組（鉢数5鉢）・ドーム菊（鉢数5鉢）・初心者自由出品
コーナー）
※ 品種は問わず各1鉢、切り花は不可、町名・名前　 
を記入したラベル付のもの。
開催期間＝10月26日（月）～ 11月8日（日）
場 所＝つなげる広場（三の丸駐輪場跡地･近鉄郡山駅
バスターミナル西側）
対象＝市内に在住か在勤の人
審査日＝11月2日（月）
作品搬入＝10月25日（日） 9時～ 16時
作品搬出＝11月9日（月）・10日（火）
表彰式＝11月30日（月） 14時～
【菊づくり何でも相談会開催します】
日時＝11月3日（火・祝）・4日（水）10時～ 12時
【共 通】申込・問合せ＝10月15日（木）までに、大和

郡山市菊花協会事務局 笠見（☎52-0222）もしく
は中村（☎53-7433）へ  （都市計画課）

第9回大和郡山良い食品博覧会・｢食の語り部講座｣ 
中止のお知らせ

　10月18日（日）にDMG MORI やまと郡山城ホー
ルで開催を予定しておりました、第9回大和郡山良い
食品博覧会・｢食の語り部講座｣は、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、中止させていただきます。
　ご理解の程お願い致します。
問合せ＝地域振興課（内線563）
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募集

募集 募集

イベント

令和3年度 
総合公園施設年間利用予約受付

対 象＝県や県教育委員会･市や市教育委員会が承認す
る公益団体や事業所（担当課の承認が必要）と、総
合公園が承認する団体（総合公園施設の規定を満た
した団体）など
利用期間＝令和3年4月～令和4年3月
　（ならっきー球場（市営球場）は1･2月を除く）
対 象施設＝ならっきー球場（市営球場）･テニスコート
･ホウワグラウンド（運動場）･金魚スクエア（体育
館）･文化棟
申 込＝県や県教育委員会･市や市教育委員会が承認す
る団体は、10月5日（月）～ 16日（金）までに市ス
ポーツ推進課へ

　 総合公園が承認する団体は、10月5日（月）～ 31
日（土）までに総合公園施設事務室へ

※ 申請書は事務室にあります。
問合せ＝総合公園施設（☎55-1010）

野外演劇公演　鯨椅子project#9 
「THE WINDS OF GOD」-Yamatokoriyama 2020-

　故今井雅之原作の名作を没後初の舞台公演として郡
山城天守台にて上演いたします。
日 時＝10月8日（木）～ 12日（月） 
　各日18時開場19時開演
場所＝郡山城天守台西側城壁 特設野外劇場
費用＝前売3,500円 当日5,000円 中学生以下無料
予約＝右記QRコード
　またはホームページ
　（https://www.quartet-
　online.net/ticket/kujira09）
問合せ＝鯨椅子project 向井
　（☎090-9116-4885）  （都市計画課）

九条スポーツセンター 
からのお知らせ

　適度なストレッチと運動で体を整え、歪みや骨盤の
機能回復・向上目指す「カラダの機能回復・向上教室」
の体験会を開催します。（10月23日（金）～導入予定）
　整った姿勢で膝や腰への負担の軽減を目指しましょう。
体験日時＝10月16日（金）11時15分～ 12時15分
場所＝九条スポーツセンター スタジオ
対象・定員＝16歳以上、15人
体験料＝1,100円（税込）
申 込・問合せ＝10月7日（水）の9時から、電話か直接、
九条スポーツセンター（☎52-1245）へ
◆教室1回体験募集中
　色々な教室を1回体験していただくことができます。
　 対象のクラスなど、詳しくはお問い合わせください。
※ 体験していただくにはご予約が必要です。
※ 定員に達しているクラスの体験募集はございません。

「聞こえのサポーター（要約筆記）講座」 
（参加無料・要事前申込）

　聞こえない・聞こえにくい人を理解し、サポートす
る方法を学びます。話の内容を書いて伝える「要約筆
記」の体験もできます。
※ 全4回、申し込み3人以下の場合は開講しません。
日 時＝11月11日（水）、18日（水）、25日（水）、12
月2日（水） 各日13時30分～ 15時30分
場所＝社会福祉会館（植槻町）
対象＝市内在住または在勤の人
申 込・問合せ＝10月30日（金）までに厚生福祉課（内
線535）へ
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募集

募集イベント

イベント・募集のお知らせ

市立図書館からの 
お知らせ

◆電子図書館サービス始めます！
　 　スマートフォンやタブレット、パソコンで電子書
籍を読んでみませんか。音声付き、動画付き、実用
書、小説、ライトノベルなど、約3000点（今年度中
に4000点の予定）の資料からお選びいただけます。
図書館ホームページからご利用ください。
サービス開始＝10月8日（木） 9時30分～（予定）
利 用できる人＝市内在住、在学、在勤で、図書館利用
者カードを持っている人

※ カードのない人は、免許証、保険証など名前と住所
が分かるものを持参のうえ、カウンターへお越しく
ださい。
貸出冊数・貸出期間＝3冊まで・2週間　
※使い方は図書館ホームページをご覧ください。
◆長期未利用の利用者カードの整理について
　 　個人情報を適正に管理するため、平成29年3月
31日以降、一度も利用されていないカードは無効
とします。再びご利用になる場合は利用者カードと
免許証、保険証など名前と住所が分かるものを持参
の上、カウンターへお越しください。
◆図書館まつり2020
　 　10月24日（土）～ 25日（日）、延期になってい
た図書館まつりを開催します。

　 　おはなし会、かみしばい劇場、特に知的ハンディ
のある人のための読書支援（事前申し込み）、図書館
ツアー（事前申し込み）など盛りだくさん。詳しく
は館内チラシ、ホームページをご確認ください。

【共通】申込・問合せ＝市立図書館（☎55-6600）

創業スクール 受講生募集 
（大和郡山市商工会主催）

　コロナ禍での創業を実現する3つのポイント、①実
践型のワークショップで、事業に必要な「専門知識」、
②「起業」という同じ夢を持つ仲間との貴重な「出会
い」、③実績とネットワークのある商工会が主催なの
で、卒業後も万全な「サポート」で、夢をかなえる応援
をします。
　若い人・シルバー世代・事業承継の後継者も大歓迎！
起業に必要な知識が基礎から学べます。
※ 受講に際して、感染防止対策に取り組みます。
※ 今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況によって
は、開催中止となる場合があります。
日 時＝11月7日（土）・14日（土）･21日（土）･28日
（土）、12月5日（土）（全5回） 
　各日9時30分～ 16時30分
場所＝市商工会館（まいどほーる）（北郡山町）
対 象＝奈良県内で創業予定の人、創業して間もない
人、事業後継者の人など
定員＝25人
費用＝受講料11,000円（全5回）
申込締切＝11月5日（木）
※ 受講申込書による選考を行います。
※ 定員になり次第締め切る場合があります。
◆まずはこちらを受講！無料体験講座も募集中！
日時＝10月4日（日）10時～ 12時
場所＝市商工会館（まいどほーる）（北郡山町）
対象＝創業スクール受講希望の人、興味がある人
申込締切＝10月2日（金）17時
【共 通】申込･問合せ＝市商工会（☎53-5955）または

「創業スクールなら」で検索  （地域振興課）

令和2年10月 
奈良県医師会の学術部会が行う健康相談（要予約）

相談日の種類 日時 主催する部会
目の健康相談 10月13日（火）　14時～ 15時 奈良県眼科医会
精神科に関する健康相談 10月16日（金）　10時～ 11時 奈良県医師会精神々経科部会
内科疾患に関する健康相談 10月20日（火）　14時～ 15時 奈良県医師会内科部会

整形外科に関する健康相談 10月20日（火）　14時～ 15時
※10月19日（月）受付締切。 奈良県医師会整形外科部会

皮膚科に関する健康相談 10月22日（木）　14時～ 15時 奈良県医師会皮膚科部会

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）
予約先・問合せ＝奈良県医師会 各主催部会（☎0744-22-8502）
※新型コロナウイルス感染症の影響により中止なる場合がございますので、必ず事前に問い合わせてください。
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図書館からのお知らせ
つながり9月15日号掲載の記事「だっこでおはなし会」の日程に変更がありました。
（誤）　日時　14日（水） 11時00分～　ひよこタイム　13時30分～　うさぎタイム
（正）　日時　22日（木） 11時00分～　　　　　　　　13時45分～（各回0～ 3才まで）
  問合せ=市立図書館（☎55-6600）

■ イ ベ ン ト

こども食堂・学習支援・
プログラミング教室
日    10月11日（日）・
  11月8日（日）ほか
  10:00～15:00
所    南部公民館
対    主に中学生までのこどもと子

育て家庭
費    中学生まで無料/大人300円
  定員制・ホームページで要予約
問    せいじゅん たすけあい こども

食堂
  ☎56-1112

やまと郡山おもちゃ（無料）
日    10月12日（月）・
  11月16日（月）
  9:30～14:30
所    DMG MORI やまと郡山城ホール 

1階展示室
対  市内近隣の家庭
問    大柿
  ☎090-6903-1204

KCSSコンサート（無料）
日  10月17日（土） 16:00～18:00
所    DMG MORI やまと郡山城ホール 

大ホール
対  市民
問    竹本
  ☎080-6135-5518
ハーモニカ ポップス コンサート再延期
10月23日（金）が中止
問     ハーモニカアンサンブル・田村
  ☎54-6681
お話を聞いてほっこりしよう
（無料）

日  11月1日（日） 13:30～15:00
所  県立民俗公園 臼井住宅
対  だれでも
問    お話の会「テルトリア」・平位
  ☎52-9003
貴方のお話をお聴かせ下さい
傾聴ボランティア「やまびこ」
（無料）

日  毎週金曜 13:00～15:00
  1回30分（1人あたり）
所    アスモ地下1階 
  ボランティアビューロー内
対  市内在住のみなさん
問    社会福祉協議会 福祉課
  ☎53-6531

■ 会 員 募 集

小学生男女バレーボール教室
（無料）

日  毎週土・日曜 9:00～12:00
所  片桐小学校 体育館
対  県内男子女子小学生
問    片桐VBC・河合 
  ☎090-9878-7837

スポーツウエルネス吹矢
（無料）

日    毎週第1～4金曜 
  13:00～16:00
所  平和地区スポーツ会館
対  だれでも
問    中出
  ☎080-3108-9546

気軽に楽しく繋がりましょう
「らくらくピアノ」

日  月2回 10:00～11:30
所    DMG MORI やまと郡山城ホール・

片桐地区公民館・平和地区公民館
対  中高年（初心者OK）
費    月3,000円
問    山根 
  ☎53-3279

筆を楽しく
日  毎月第2・4月曜 13:00～15:00
所  三の丸会館
対  だれでも
費    入会金1,000円/月1,500円
問    くらしの書道（Ⅱ）・佐藤
  ☎53-1273
Letʼs Go ＆ Do 笑いヨガ
日・所  
  総合公園 研修室
  10月5・19日（月）、
  11月2・16（月）
  10:00～10:30
  九条スポーツセンター
  10月21日（水）、
  11月18日（水）
  10:00～10:30
対  市内在住・在勤の人
費    無料（参加回数に制限なし）
問    実吉
  ☎090-9623-4881
複音ハーモニカをもう一度
日  毎月第2・3・4月曜
  9:30～11:30
所  南部公民館
対  中高年の男女
費    月1,000円（入会費無料）
問    南部ハーモニカクラブ・豊田　

☎090-1145-3868

掲載について　営利を目的としないで、独自に行っているイベントや、そのサークルへの参加を
広く市民に呼びかける内容とします。掲載希望号発行日の 1カ月前までに企画政策課へ。

日＝日時  所＝場所  対 =対象  費 =会費  申 =申込  問＝問合せ  持 =持ち物

　私たちが生活する上で欠かせない物の1つとしてガソリンがあります。
　ガソリンは消防法で「危険物」として指定されており、その保管方法や取り扱い方法が定められています。
　また、身近なガソリンの仲間にはアセトンやシンナーがあり、ガソリンは車の燃料、アセトンはマニキュアの
除光液、シンナーはペンキ等に含まれています。
　これらは第一石油類に分類され、「引火点が21℃未満の引火性液体」であり、気温21℃未満でも蒸発して可
燃性蒸気が発生し、火花や静電気等のちょっとした火気で簡単に引火してしまう「危険物」です。
　郡山署管内においても、これらを起因とした火災が発生しておりますので、住民のみなさんにおかれまして
も、日常生活で発熱を伴う家電製品（例：電気ストーブ・ヘアドライヤー等）の取り扱いにはくれぐれも注意して、
正しくご使用願います。
【火災発生の防止策】
　1．蒸気をとどめないように、通風、換気を徹底する。
　2．静電気をとどめないように、摩擦、乾燥に注意する（特に冬場）。
　3．危険物の近くで火花を発生する機械器具等を使用せず、火気を近づけない。
　4．家電製品を使用するときは表示されている注意事項をよく読む。
問合せ＝奈良県広域消防組合 大和郡山消防署（☎59-1191）

生活の中に潜む火災の危険性とその対策！！
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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

１0/17
（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.175
～ベルベットのような音触り～

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：原 祐子（フルート）、桜井 裕美（チェロ）、財津 早苗（ピアノ）
曲目：「秋」より～もみじ～村祭～赤とんぼ、二人でお茶を、エレジー 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） 

〈10月の休館日：6日(火）・13日（火）・20日（火）・21日（水）・27日（火）〉

※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

市長てくてく城下町182

　久しぶりに郡山城天守台に上がると、郡山高校城内学
舎の解体作業が進んだことにより、西側の景色が様変わ
りしていることに気づきました。
　今後はおよそ4万㎡にも及ぶ城内学舎の敷地を城跡公
園として整備するとともに、天守台を含む公園全域の国
史跡指定をめざし、必要な手続きを進める予定です。
　中心となる天守台については、平成29年春、石垣の修
復や展望施設の整備完了とともに「郡山城にぎわいづく
り事業」がスタート、さまざまな企画に取り組んでいただ
いています。
　その主なものをあげると、
　初日の出；靜かな歓声と感動が広がります。
　若草山焼き特別開放；意外なスポットです。
　金婚式；毎年、多数応募いただいています。
　水

み
無
な
月
づき
コンサート；中高生が主役です。

　奈良大文字送り火特別開放；今年は残念！
　観月会；空の大きさをあらためて感じます。
　さらに昨年冬には阪南大学や奈良高専の学生をはじめ
関係者のご尽力により「プロジェクションマッピング」（建
物など立体的なものに映像を映す技法）が初めて開催さ

れ、天守台東側の石垣がわくわくする動画と音楽に包ま
れました。
　一方、4月の世界自閉症啓発デーには「癒

いや
し」や「希望」

を象徴するブルーのライトで、9月の世界アルツハイマー
デーには、「温かさ」や認知症の人に対し「手助けします」
という意味を持つオレンジのライトで天守台を照らし、
それぞれの運動の意義を広く発信しているところです。
　そうしたなか、この10月8日（木）～12日（月）、天守
台西壁の特設野外劇場で、故今井雅之氏原作の舞台『THE 
WINDS OF GOD』が上演されることになりました（鯨
椅子project主催、郡山城に
ぎわいづくり実行委員会共催。
5日間とも19時開演）。「神風
特攻隊」の時代にタイムスリッ
プする若手漫才師が主人公。
天守台と秋の夜空を背景にど
のような物語が展開されるか、
楽しみです。
問 合せ＝都市計画課
　（内線633）

出会い、ふれあい、発信の場として

保健センターからのお知らせ
10月1日よりロタウイルス予防接種が定期接種になります
令和2年8月1日以降に生まれたお子さんを対象に、10月1日より定期予防接種となります。
（対象でも9月30日までに接種した場合は、任意接種となり全額自己負担となります）
対象のお子さんには、出生の翌月末に予防接種綴りと一緒に個人通知します。
令和2年4月2日生まれから令和2年7月31日生まれ（接種時に本市に住民登録のある）
のお子さんには、市独自で任意予防接種の費用を助成しています。
手続きの書類等は、対象のお子さんに個人通知していますのでご確認ください。
定期接種の詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
問合せ＝保健センター「さんて郡山」（☎58-3333）
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