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第17回 記憶力大会　参加者募集
（参加無料）
日時＝令和3年2月7日（日）10時～ 17時
場所＝DMG MORI やまと郡山城ホール 大ホール･レセプションホール
競技部門と参加対象＝※2つ以上の部門から複数申し込むことはできません。

部門 対象・定員

競技の部
【個人戦】小学生以上200人
【団体戦】（1チーム3人）小学生以上50組150人
※競技の部の個人戦と団体戦の重複申し込みは可能。
※申し込み多数の場合は、抽選します。

自慢の部
今回から対象を5歳以上に！
未就学のみなさんもぜひチャ
レンジしてみてください♪

【一般の部】5歳以上10人      【古事記の部】5歳以上5人
※チーム（5人以内）参加も可能。
※申し込み多数の場合は、書類選考します。
※未就学の子どもは保護者の付き添いをお願いします。

頭脳スポーツの部
テリトリー戦略ゲーム「ブ
ロックス」で得点を競います。

【個人戦】ジュニア　小学校1 ～ 4年生40人
　　　　　一般　小学校5年生以上40人

【ダブルス】（１チーム２人）小学生以上40組80人
※頭脳スポーツの部個人戦とダブルスの重複申込は可能。
※申し込み多数の場合は、抽選します。

※ 新型コロナウイルス感染拡大状況により、中止または内容を変更する場合があります。
受付期間＝自慢の部：10月26日（月）～ 12月7日（月）　
　　　　　競技の部・頭脳スポーツの部：10月26日（月）～ 12月21日（月）
申�込＝市内の各公共施設にある申込用紙に必要事項を記入して、上記期間中に大会事務局（生涯学習課内）へ
　郵送･FAX または持参してください。市ホームページからも申し込みできます。
申込先･問合せ＝市生涯学習課内 記憶力大会実行委員会（☎53-1156、 53-4744）へ

抜群の記憶力と明晰な頭脳の持ち主「稗田阿礼（ひ
えだのあれ）」を目指して、記憶力大会に挑戦！！

公式YouTube「アレイちゃんねる」

　観光協会ではこの度、市の魅力をPRするご当地学習帳を製作しました。
　1行12マスの国語用ノートで、郡山城に関するクイズや金魚
に関する豆知識を収録しています。
種類＝「郡山城」と「金魚」の2種類（B5サイズ）
価格＝1冊200円（税込）
販売場所＝①市民交流館 ②箱本舘「紺屋」
　③観光協会が出展するイベント
　④元気城下町「プラザ」（イオンモール大和郡山2階）
　⑤元気城下町「ぷらっと」（アピタ大和郡山店2階）
　⑥こちくや ⑦柳楽屋
問合せ＝観光協会（☎52-2010）

「やまとこおりやま学習帳」販売のお知らせ



県域水道の一体化について県域水道の一体化について

　奈良県では、新県域水道ビジョンを策定し、市町村水道の経営基盤を強化するため、県営水道と現在の28水道
事業体を1つの企業団にまとめ、将来的に浄水場を県の御所・桜井そして奈良市の3つに集約し、料金統一する
とされております。

問合せ＝業務課　☎53-3661

保有資金・借入金の状況（平成30年度各市決算より抜粋）

水道事業体 保有資金 借入金

大和郡山市 82億円  0.3億円

A市 67億円 153億円

B市 13億円  13億円

C市 10億円  36億円

D市  3億円  30億円

現状では、それぞれの水道事業の資産・負債がすべて企業団に引き継がれる方向

大和郡山市
保有資金
82億円

市の都市基盤整備基金へ

企業団へ引き継ぐ等
（今後の協議）

これまでの利益による
積立金　28億円 ➡

➡{ 水道管等の改修等のため
の資金　54億円

【県域水道の一体化とは】

　本市の資産は、「水道事業の財産」であると同時に、「市民の財産」でもあります。
　上の表のとおり、所有する資産等に大きな違いがあることから、資産・負債をすべて企業団に引き継ぐのでは
なく、持ち寄る資産等に一定のルールを定めて統合すべきと考えています。

【大和郡山市の考え方】

　本市の保有資金のうち、28億円は、市民からいただいた水道料金により積み立てた法律的に処分可能な資金で
す。この資金については企業団に引き継ぐのではなく、市議会の議決を経て、市の都市基盤整備基金へ積み立てを
行いました。

【基金への積み立て】
⬇

本市は、保有資金が豊富で、
借入金がほとんどありません

各市町村の水道事業の資産等には大きな違いがあります！
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保育園･認定こども園
令和 3令和 3 年度年度 44 月月新規入園申込新規入園申込のお知らせのお知らせ

　令和３年4月に新規入園を希望する子どもの募集を行います。申込書類は、こども福祉課で配布します。また、市
ホームページからもダウンロードできます。入園を希望する人は、書類を準備して、期間中に申請をしてください。

11月2日（月）～16日（月）に、市役所こども福祉課�保育係へ。
※受付は、土･日曜と祝日を除く8時30分～ 17時15分。
問合せ＝こども福祉課 保育係（内線524）

11月2日（月）～16日（月）に、各認定こども園へ。
※ 受付は、日曜･祝日を除く9時～17時30分（土曜は16時まで。やまとこども園mimiは土曜15時まで。）
※市役所こども福祉課でも、申し込み可能です。
問�合せ＝治道認定こども園（☎56-0760）・矢田認定こども園（☎20-8922）・（仮称）平和認定こども園
（☎52-3468）・やまとこども園（☎56-6680）・やまとこども園mimi（☎61-5705）・ふたばこども園（☎
59-4141）・昭和こども園（56-0811）・郡山東こども園（☎53-3344）・郡山西こども園（☎52-5425）・
いずみこども園（☎53-1400）・はぐみこども園（☎85-5100）・大和郡山カトリック幼稚園（☎52-4141）

申込締切 入所についての
お知らせ

令
和
3
年

4月入所 令和２年11月2日～16日 令和3年2月中旬

5月入所 令和3年3月末日 令和3年4月中旬

6月入所 令和3年4月末日 令和3年5月中旬

7月入所 令和3年5月末日 令和3年6月中旬

8月入所 令和3年6月末日 令和3年7月中旬

9月入所 令和3年7月末日 令和3年8月中旬

10月入所 令和3年8月末日 令和3年9月中旬

11月入所 令和3年9月末日 令和3年10月中旬

12月入所 令和3年10月末日 令和3年11月中旬

令
和
4
年

1月入所

令和3年11月末日

令和3年12月中旬

2月入所 令和4年1月中旬

3月入所
令和4年2月中旬

4月入所 令和3年11月1日～ 15日

認定について
　提出いただいた書類をもとに、保育の必要性に応じ
て ｢認定｣ を受けていただく必要があります。

対　象 区分名 利用施設
子どもが満3歳以上で、
幼稚園を希望する人 1号認定 幼稚園･

認定こども園
｢就労｣ ｢妊娠･出産｣ ｢保護者の疾病・障害｣ などにより

保育が必要な理由がある人で
子どもが満3歳以上で、
保育園を希望する人

2号
認定

11時間利用 保育園･
認定こども園8時間利用

子どもが満3歳未満で、
保育園を希望する人

3号
認定

11時間利用 保育園･
認定こども園8時間利用

保育園･認定こども園一覧

施設名 利用開始
年齢

運
営

小泉保育園・池之内保育園・西田中
保育園・郡山保育園・新町保育園・
★治道認定こども園・★矢田認定こ
ども園・★(仮称)平和認定こども園

満6カ月
公
　
　
営

★郡山西こども園・★いずみこど
も園・あすなら保育園

産後8週
間経過後

民
　
　
営

★郡山東こども園・★昭和こども園 満3カ月
★やまとこども園・★やまとこど
も園mimi・★ふたばこども園・
★はぐみこども園

満6カ月

★大和郡山カトリック幼稚園 満1歳

▼注意事項
※ 定員超過などにより、入園できないことがあります。 
※ 令和３年4月1日時点で上記の利用開始年齢以上で

あることが必要です。 
※ 平和保育園は令和３年4月より(仮称)平和認定こど

も園に移行予定です。

◆１号認定募集人数
　やまとこども園：３歳児クラス…5人程度
　やまとこども園mimi：３歳児クラス…5人程度
　　　　　　　　　　　　４歳児クラス…２人程度
　ふたばこども園：３・４・５歳児クラス…各３人程度
　昭和こども園：３歳児クラス…5人程度
　　　　　　　　  4歳児クラス…2人程度
　　　　　　　　  5歳児クラス…5人程度
　郡山東こども園：3歳児クラス…3人程度
　　　　　　　　　4歳児クラス…1人程度
　　　　　　　　　5歳児クラス…3人程度
　以下の認定こども園は令和3年4月より認定こども
園に移行予定です。
　大和郡山カトリック幼稚園：3歳児クラス…10人程度
　はぐみこども園：3・４・５歳児クラス…各3人程度
　郡山西こども園：3・４・５歳児クラス…各5人程度
　いずみこども園：3・４・５歳児クラス…各3人程度

保育園･認定こども園に
入園を希望する場合

（2号･3号認定希望）

認定こども園に
入園を希望する場合

（1号認定希望）

令和3年度の保育園･認定こども園の申込期間について

申込方法･申込先･問合せ

※末日が閉庁日の場合はその直前の平日が締切

★マークは認定こども園
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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

11月は「児童虐待防止推進月間」です。オレンジリボンは子どもの虐待を予防するというメッセージ。

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）

11月の
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、｢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症拡大防止のため中止と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

▎▎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（実施期間内1回） 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 胃部エックス線検査（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･健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

■�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
を受けたことがない人

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日生の人には5月末
に受診券を送付しています。転入・紛失などで受診券がな
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・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

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！

令和元年10月 1日～15日生まれ 6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10月16日～31日生まれ 20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31年 4月 1日～15日生まれ 4日（水） 13:00～
 13:45

･ 健康審査票 ･ 母子健康手帳 
･ 仕上げみがき用歯ブラシ ･ バスタオル平成31年 4月16日～30日生まれ 18日（水）

■�3歳児健康診査
� ※3歳～ 4歳未満まで受診可能

平成29年 5月 1日～15日生まれ 11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29年 5月16日～31日生まれ 26日（木）

■�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

6日（金）･20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
4日（水）･11日（水）
18日（水）･26日（木） 13:00

■�助産師相談�
� 1人30分間の個別相談

妊婦、おおむね出産後1年の産
婦・乳児 要予約

5日（木） 9:30～11:30
14:00～16:00�

･ 母子健康手帳
･ バスタオル（妊婦は不要）20日（金）
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◆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、特例措置とし7歳6ヵ月に至るまでに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。

　今年の冬はインフルエンザだけでなく、新型コロナウイルス感染症も流行する可能性があります。特に65歳以上の高齢者の人が、インフ
ルエンザに感染し、体力が回復していない状況で、新型コロナウイルス感染症に感染すると、重症化するリスクが高まると考えられています。
　インフルエンザの予防には、ワクチンが有効です。10月1日から高齢者定期接種対象者の優先接種期間となっています(厚生労働省よ
り)。接種をご希望される人は、下記をご確認のうえ、なるべく早めに受診ください。

高齢者インフルエンザ 定期予防接種について

接種対象者＝以下の①または②に該当し、自らの意思と責任で接種を希望する大和郡山市に住民登録のある人
　①満65歳以上②満60 ～ 65歳未満で下記に該当する人
　・心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害のある人
　・ヒト免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害のある人
　※②に該当する医師の証明や身体障害者手帳１級の写しが必要です。
接種期間＝10月1日(木) ～ 12月28日(月)　接種回数＝接種期間内に1回のみ　
接種費用＝無料(今年度に限り上記対象者の費用は接種期間内1回のみ無料)※市内指定医療機関での接種は手続き不要。
持ち物＝健康保険証など生年月日・住所が確認できるもの　②の対象者は身体障害者手帳。
接�種場所＝市内指定医療機関(つながり9月15日号掲載)へ直接お申し込みください
　 接種期間内に市外で接種する場合、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。
問合せ＝保健センター「さんて郡山」(☎58-3333)

事　業　名 日　　時 対象･備考 実施場所

■�精神保健福祉相談
11月20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。すでに精神科、心療内科に受診されている人
は対象外です。

さんて
郡山

＜健診対象者の内、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（年齢や該当資格がわかるものを提示）

※ 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。
※ 長期にわたり療養を必要とする病気など、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
■�ロタウイルス感染症
　�（対象：令和2年8月生～）

1価 生後6週から生後24週0日に至るまで 初回接種の開始は、生後2 ヵ月から生
後14週 6日まで

2回
5価 生後6週から生後32週0日に至るまで 3 回

■�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

■�ヒトパピローマウイルス感染症
　�（子宮頸がん予防）

小学 6 年生から 中学1年生相当 3 回
平成25年6月14日以降、積極的な接種は勧めていません。対象となるワクチンは「サーバリックス」と「ガーダシル」
の2種類です。接種をご希望の人は、保健センターにお問い合せください。 厚労省　子宮けいがん
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大和郡山市事業者家賃支援給付金についてのお知らせ大和郡山市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、
国の事業者家賃支援給付金の交付を受けた事業者に、市独自施策として給付金を支給しています。
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市内に存在する事業者
支�給額＝国の家賃支援給付金の対象となった市内物件について、家賃月額の３分の１（１円未満切捨）を６ヶ

月分支給（ただし、上限20万円）
期間＝令和3年2月28日（日）まで
詳細＝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）

新型コロナウイルス感染症に関する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。

く ら し
年金生活者支援給付金制度�
について

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以
下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
　受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事
務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が実施します。
対象＝
【老齢基礎年金を受給している人】
　以下の要件を全て満たす人
　①65歳以上である
　②世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
　③ 年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である
【障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人】
　①前年の所得額が約462万円以下である
請求手続＝
【新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける人】
　対象になる人には、日本年金機構から10月中旬頃
から、請求可能な旨のお知らせを送付します。
　同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）に記入し提出
してください。令和3年2月1日までに請求手続が完了します
と、令和2年8月分からさかのぼって受け取ることができます。
【年金を受給しはじめる人】
　年金の請求手続きと併せて年金事務所等で請求手続きをしてください。
◆�日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案
内にご注意ください

　日本年金機構や厚生労働省から、家族構成や口座番号をお聞きしたり、手数
料などの金銭を求めることはありません。年金生活者支援給付金のご請求でお
困りになったときは、ねんきんダイヤルまたは年金事務所へお電話ください。
問�合せ＝ねんきんダイヤル（☎0570-05-1165）、奈良年金事務所（☎0742-35-1371）

児童扶養手当を受給していない�
ひとり親世帯の人へ

　ひとり親世帯臨時特別給付金の申請はお済みでしょ
うか。該当の人は、令和2年12月28日までに申請を
お願いします。（一定の収入制限があります。）
対�象者＝平成14年4月2日以降に生まれた児童（一

定以上の障害がある場合は20歳までの児童）を養
育しているひとり親世帯の人で、①公的年金等を受
けていることにより児童扶養手当の支給を受けてい
ない人、又は②新型コロナウィルス感染症の影響を
受け家計が急変し、直近の収入が減少した人

※ 児童扶養手当を受給されている人（令和2年6月分受給
者）につきましては、8月20日に振込済です。（基本給付）
問合せ＝こども福祉課 こども係（内線522）　

イオンモール大和郡山＆元気城下町プラザ�オー
プン10周年記念　プロジェクションマッピング

　イオンモール大和郡山及び元気城下町プラザのオープン
10周年を記念してプロジェクションマッピングを実施します。
日程＝10月31日（土）
時間＝①18:00 ～②18:45 ～③19:30 ～④20:15 ～
場所＝イオンモール大和郡山　東側平面駐車場
入場料＝無料（観覧スペースを設けます。）
※ 観覧スペースへの入場は当日配布される整理券が必要になります。
※ 詳しい内容はイオンモール大和郡山のホームページ

にてご確認ください。
問�合せ＝イオンモール大和郡山 営業担当（☎ 52-

6800）、都市計画課（内線633）
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リニア中央新幹線中間駅の大和郡山市
への建設促進期成同盟会�総会

　参加者を募集します（参加無料・要申込）
　「リニア新駅は、ど真ん中駅、大和郡山へ。」
　大和郡山市･大和郡山市議会と「リニア中央新幹線
中間駅の大和郡山市への建設促進期成同盟会」では、
建設促進をはかるための総会を開催します。
　リニア中央新幹線とまちづくりに関する講演（講師：
甲南大学教授 稲田 義久さん）も行います。
日時＝11月19日（木）13時30分～ 15時
　（受付13時～）
場所＝DMG MORI やまと郡山城ホール 小ホール
申�込･問合せ＝11月6日（金）17時までに、住所･名

前･電話番号を、FAXか電話で、企画政策課（内線
241・ 53-1049） へ

｢社会保険料（国民年金保険料）�
控除証明書｣が発行されます
～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～

　国民年金保険料は、所得税と住民税の申告において
1月1日から12月31日までに納付した保険料全額が
社会保険料控除の対象となります。
　年末調整や確定申告の時には必ずこの証明書（また
は領収証書）を添付してください。
◆�11月上旬に送付：令和 2 年 1 月 1 日から 9 月 30

日までの間に国民年金保険料を納付した人
◆�来年の2月上旬に送付：10月1日から12月31日ま

での間に今年はじめて国民年金保険料を納付した人
※ 家族の国民年金保険料を納付された場合も、本人の社

会保険料控除に加えることができますので、家族あて
に送られた控除証明書を添付して申告してください。
問�合せ＝奈良年金事務所（☎0742-35-1371） （保険年金課）

令和2年度�第1回�障害者家族教室�
（参加無料・申込不要）

　「障害者家族教室」は、精神障害のある人を支える家
族が集い、話し合う勉強会です。
　障害について、理解し、知識を深めませんか？
テ�ーマ＝「精神疾患と家族が知りたい精神科病院の話を聴く」
日時＝10月22日（木）14時～ 15時30分
場所＝市民交流館1階 集会室
講�師＝前田 智 さん（独）国立病院機構やまと精神医療

センター地域医療連携室（精神保健福祉士）
※ 内容・講師等、変更等がある場合があります。
問合せ＝厚生福祉課 障害福祉係（内線535）

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

11/３（火・祝）
文化の日 休み 9:00 ～

12:00

毎月第1火曜の
区域は

11/５（木）
に収集

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）
　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。

日程 時間 場所 定員
11月19日（木）13:30 ～ 16:00 片桐地区

公民館研修室 5人

申�込・問合せ＝第二地域包括支援センター（☎55-
7011、 55-7012）

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。

日程 時間 場所 定員
11月4日（水）14:00 ～ 15:30 市役所

401・402 10人

　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）
申込・問合せ＝地域包括支援センター（☎55-7733）

母子寡婦家庭パソコン教室
　母子家庭寡婦家庭のお母さん、パソコン操作の技術
を身につけ仕事に活かしませんか。Excelの表作成、編
集、数式、関数、構成比、グラフの作成などを学びます。
日�時＝11月17日（火）・19日（木）・24日（火）・26日（木）12月1日（火）

･3日（木）･8日（火）･10日（木）の全8日間 19時～ 20時30分
※ スケジュール・内容は、変更する場合があります。
場所＝大和郡山市社会福祉会館
対�象＝市内在住の母子寡婦家庭の母で、文字入力ができる人
定員＝10人（申込多数の場合抽選）
受講料＝テキスト代 1,000円程度
申�込・問合せ＝10月19日（月）～29日（木）9時～17時（土・日、

祝日除く）に、社会福祉協議会 福祉課窓口（☎53-6531）へ

く ら し
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く ら し

公民館　後期主催講座　受講生募集
対象＝市内在住・在勤の人
申�込＝10月27日（火）までの9時～ 17時に官製ハガキを持って、各公民館事務室へ（三の丸会館は、水・日

曜を除く。片桐地区公民館は、土・日曜を除く。）
　 　申込期間に来館できない人は往復ハガキに、①講座名②郵便番号③住所（在勤者は勤務先・所在地も）④

名前（ふりがな） ⑤年齢⑥性別⑦電話番号を、返信欄には申込者の郵便番号・住所・名前を書いて、10月
27日（火）必着で、開催される各公民館へ郵送

※ 定員を超えた講座については10月29日（木）の10時から各公民館で抽選します。
※ 講座の日程などについては一部変更する場合があります。詳しくは各公民館へ。
◆�三の丸会館 (☎53-5350・〒639-1007　南郡山町529-1) 　

講 座 名 講座の内容 対象･定員 開催日時（回数） 指導者 受講料
教材費

着付け教室
普段の着方、帯の結び方

【半巾帯（ゆかた時の帯）・
名古屋帯・袋帯】など

成人女性
15人

11月～来年3月の土
10:00 ～ 11:30

（15回）

NDC近代和装教育連盟
着付けコンサルタント
梅田 ノブ子

1,700円
－

暮らしの華道
楽しく花の生け方を学び、
日本で培われた伝承文化
を暮らしに生かす

成人
24人

11月～来年3月の木
18:30 ～ 20:30

（10回）
大和郡山市
茶華道協会

1,100円
10,000円

少年少女
卓球教室

卓球を通じて、健康な体と　
仲間づくりを推し進める

小学4 ～
6年生15人

12月～来年3月の土
14:00 ～ 16:00（8回）

大和郡山市
卓球協会

500円
1,500円

◆片桐地区公民館 (☎52-3001・〒639-1042　小泉町105-1)　

講 座 名 講座の内容 対象･定員 開催日時（回数） 指導者 受講料
教材費

仮名かなあそび
仮名の成り立ちを知り、
楽しく美しく書いてみま
しょう

成人
15人

11月～来年2月の
第1･3金
13:30 ～ 15:30
月2回（8回）

書道家
中野 悦子

900円

800円

図書館まつり開催します
【10/24（土）】
・ 図書館ツアー 10:00 ～（集会展示室→館内）
　※申込受付中
・ えほんひろば（4歳以下）11:00～（おはなしのへや）
　『つみきだいさくせん』『おおきくなると？』
　紙芝居『おはぎぺたぺた』他
・ えほんひろば（4歳以上）11:30～（おはなしのへや）
　『はぶはぶじゃん』『じゃんけんでんしゃ』
　パネルシアター『はんぶんタヌキ』他
・知的ハンデのある人のための読書支援
　13:00 ～ 17:00（集会展示室）
　 一緒に読もうよ！一緒に本をさがそうよ！
　※申込受付中

【10/25（日）】�
・ おはなしのいずみ おはなし会 11:00 ～
　（集会展示室）
　 『ぴんぱらりんひめ』『ついでにペロリ』
　『なら梨とり』他
・かみしばい劇場 14:00 ～（集会展示室）
　 大型紙芝居（郡山の民話）『天狗のお告げ』
　 『これなあに』『ハロウィンのかぼちゃ』
　『むほっほはかせのだいはつめい』
　エプロンシアター『どろんこねこちゃん』
・ 図書館ツアー 16:00 ～（集会展示室→館内）
　※申込受付中

※ 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。

申込＝図書館へ電話（☎55-6600）またはカウンターで申し込み
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地区別懇話会開催のお知らせ
　市では第3次都市計画マスタープランを策定する予定
で、昨年度から取り組んでいるところです。都市計画マス
タープランは「都市計画の基本方針」として位置付けられ、
これに基づき「まちづくり」を進めていく事になるものです。
　この度、昨年度に実施した地区別懇話会での意見等を踏
まえ、案を作成しました。今回の地区別懇話会では、作成
した案を題材に意見等をいただく予定です。参加希望者は
申込書に必要事項を記載のうえ、お申し込みください。

（昨年度の参加者は申込不要です。）
日時・場所=
① 北・中央地区：11月7日（土）10時～ 12時
　DMG MORIやまと郡山城ホール
② 東地区：11月7日（土）14時～ 16時 平和地区公民館
③ 西地区：11月15日（日）10時～ 12時 片桐地区公民館
④ 南地区：11月15日（日）14時～ 16時 昭和地区公民館
※ ご自身と関連のある地区へご参加ください。
対象＝市内在住・在勤・在学の18歳以上の人
申�込・問合せ＝申込用紙に必要事項を記入し、10月30日
（金）（郵送の場合、必着）までに都市計画課（内線674）へ

　 　申込書は都市計画課（窓口番号406）、各支所に
設置のほか、市ホームページからダウンロードでき
ます。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、参加者の制限や、やむを得ず開催を中止する場
合もありますので、ご了承ください。

大規模な土地取引には届出が�
必要です

　国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確
保を図るため土地取引の届出制度を設けています。
　土地取引に係る契約（予約を含む）をしたときは、
権利取得者（例えば、買主）は、契約日から２週間以内
に土地売買等の届出をしなければなりません。
届出が必要な土地面積＝
　市街化区域　　　 2,000m²　以上
　市街化調整区域　 5,000m²　以上
　都市計画区域外　10,000m²　以上
届�出先＝届出書に必要事項を記入し、添付書類（契約書

の写し、地図など）とともに、土地の所在する市町村
役場に届け出てください。届出の用紙は市役所にあり
ます。また奈良県のホームページでも入手できます。
審�査内容＝土地の利用目的が、国土利用計画法第9条

に定める土地利用に関する計画に適合しない場合に
は、利用目的の変更を勧告し、是正を求めることが
あります。
罰�則＝届出をしなかったり、虚偽の届出をすると6カ

月以下の懲役、または、100万円以下の罰金に処せ
られることがあります。
詳�細・問合せ＝奈良県地域デザイン推進局 県土利用

政策室（☎0742-27-8484）
　奈良県ホームページ
　http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=4928

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）
日程＝11月24日（火）・27日（金）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④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（肺がん検診も不可）⑤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）
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
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（③の人は事前にさんて郡山で手続きをしてください）。
申�込＝◆ 市ホームページの「医療・福祉」→「健康」→「各種検診」→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。
　　　◆下記の必要事項を記入し「さんて郡山」（〒639-1136大和郡山市本庄町317-2）へ
　　　※ハガキ1枚に何人でも申込み可能で、抽選結果は同じです。
　　　【必要事項】 ①希望日（11月24日／ 11月27日／ 11月24･27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
　　　◆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します。
申込期間＝10月16日（金）～ 30日（金）（必着）
【共通】問合せ＝保健センター「さんて郡山」（☎58-3333）
※ 当日は、会場･検診車内において新型コロナウイルス感染対策を講じて実施しますが、万が一感染して重症化しやす

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。
※ 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。あらかじめご了承ください。
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く ら し
秋季市民歩こう会�
参加者募集（参加無料・要申込）

～矢田寺から松尾寺コース（約6km・高低差あり）～
日時＝11月23日（月・祝）8時30分集合
※小雨決行、荒天時は、当日現地にて中止決定。
集合場所＝金魚スクエア前広場（総合公園施設）
コ�ース＝総合公園～矢田寺～国見台展望台～松尾寺～

総合公園（12 時頃解散予定）
対�象＝市内在住･在勤･在学で、全コースを完歩でき

る人（小学生は保護者同伴）
定員＝40 人（申し込み先着順）
持�ち物＝飲み物･雨具・マスク（歩きやすい服装・靴

でご参加ください）
※参加賞としてタオルをプレゼント。
申�込・問合せ＝申込用紙に住所･名前･年齢･性別･

電話番号を記入して、10月21日（水）～ 11月6
日（金）に、スポーツ推進課（内線556）へ

※ 電話・FAX での申し込みも可能。
※ 当日申し込みはできません。
そ�の他＝参加中の事故等については、応急処置は主催

者で行ないますが、その後の責任は参加者にあるも
のとします

　 参加者のみなさんには新型コロナウイルス感染防止
対策にご協力をお願いいたします

※ 新型コロナウイルス等の影響により、やむを得ず開
催を中止する場合があります。

奈良県最低賃金が�
改定されました（10月1日発効）

最低賃金件名 時間額
奈良県最低賃金 時間額 838円

　奈良県最低賃金はすべての労働者に適用されます。た
だし、特定の産業には特定最低賃金が定められています。
詳�細・問合せ＝奈良労働局賃金室（☎0742-32-0206）

 （地域振興課）

患者等搬送乗務員基礎講習�
及び定期講習のご案内（無料）

　患者等搬送事業所に従事する乗務員の人に必要な応
急手当に関する知識及び技能の修得を目的とした「患
者等搬送乗務員基礎講習」と、その知識及び技能を適
正に維持することを目的とした「患者等搬送乗務員定
期講習」を次の日程で開催します。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大の状況により会
場の変更又は中止となる場合があります。
【基礎講習】（2日間の受講が必要）
日�時・場所＝12月5日（土）～ 6日（日）9時～ 17時　

奈良市防災センター（奈良市八条）
対象＝はじめて受講される人、または資格期限切れの人
【定期講習】
日�時・場所＝◆12月10日（木）9時～ 12時・12月

16日（水）13時30分～ 16時30分　両日とも奈
良市防災センター（奈良市八条）　

　◆12月8日（火）13時30分～ 16時30分
　　奈良県広域消防組合 天理消防署（天理市富堂町）
　◆12月14日（月）9時～ 12時
　　奈良県広域消防組合 五條消防署（五條市今井）
対�象＝平成30年度以降に基礎講習又は定期講習を受講された人
※ 2年以内に1回以上受講することで資格は継続され

ます。※期限切れに注意してください。
【共通】
定員＝各日20人
受�付期間＝11月20日（金）までの8時30分～ 17時
（土・日、祝日除く）
対�象者＝奈良県広域消防組合消防本部の認定を受けている患者等

搬送事業所の従業員、奈良県広域消防組合消防本部に患者等搬
送事業所としての認定申請を予定している人及びその従業員
費用＝受講料無料（テキスト代別）
申�込＝最寄りの消防署（奈良市、生駒市を除く）へ、

6 ヶ月以内に撮影した、脱帽、正面、上半身の写真
（縦3㎝×横2.5㎝）を2枚持参してください
問�合せ＝奈良県広域消防組合 大和郡山消防署（☎59-1331）

“大和郡山まちづくり株式会社”始動　“大和郡山まちづくり株式会社”始動　～まちづくりを一緒にしたい人、募集中！～～まちづくりを一緒にしたい人、募集中！～
　「大和郡山のまちをもっと元気にしたい！」そのような思いから、行政主導の「リノベーションスクール@
大和郡山」開催をきっかけに、令和2年10月、“大和郡山まちづくり株式会社”が設立され、城下町エリアに、
空き店舗を活用した拠点施設のリノベーション計画が進んでいます。
　建築設計・飲食店運営・レンタルスペースなど、それぞれの経験を活かして、空き店舗の開業サポートや
さまざまなイベント等、取り組みが始まります。

「大和郡山未来会議♪」開催予定
日時＝11月28日（土）17:30 ～　
※観覧無料
場所＝中央公民館（三の丸会館）3F　小ホール
問合せ＝都市計画課 まちづくり協定推進室（内線672）

大和郡山まちづくり株式会社についてはこちら▼
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お知らせ

金魚を満喫しよう！　　　　　　　　　　　　

　「きんぎょ」をテーマに様々なイベ
ントがあつまる「大和郡山フェア/第
4回金魚フェス」（イオンモール大和
郡山にて開催）に、箱本館「紺屋」のオ
リジナル商品販売や金魚マイスター
による金魚折り紙体験・金魚講座な
どが出張します。また、大和郡山市観
光協会のアイデア水槽の展示など、

「きんぎょ」を思う存分楽しめます。
日�時＝10月30日（金）～11月3日（火・祝）
場�所＝イオンモール大和郡山（下三橋町）
問合せ＝地域振興課（内線562）

南井町児童館�
「こども人形劇」

　今年も「人形劇のねこじゃらし」
が児童館にやって来ます！！
　小さなお子様向けのお話です。可愛
くて面白い人形たちがたくさん登場し
ます。みんなでいっしょに楽しもう！
※ 来館に際し、保護者のみなさまに

はマスク等着用をお願いいたしま
す。また、アルコールでの手指消
毒にご協力ください。

日�時＝10月26日（月）11時～ 11時45分
場�所・問合せ＝南井町児童館（☎

57-2772）

第45回�
奈良支部盆栽展

日�時＝10月23日（金）～ 25日（日）　
9時～17時（最終日16時30分まで）
場�所＝DMG MORI やまと郡山城

ホール 展示場
主�催＝（一社）日本盆栽協会 奈良支

部 事務局（小泉町2764-2 塚本
調布園内） （☎53-9333）

 （地域振興課）

子ども体操教室体験会�
開催決定♪（要予約・先着順）

日時・対象＝10月30日（金）
　① 15時40分～ 16時30分
　　年中～年長 
　② 16時45分～ 17時35分
　　小1 ～小4
定員＝①12人 ②8人
費用＝①②ともに1,100円（税込）
持�ち物＝動きやすい服装・室内用

シューズ・飲み物
申�込・問合せ＝ 10 月 21 日（水）9

時～ 10 月 29 日（木）20 時まで
に、電話で九条スポーツセンター
へ（☎52-1245）

※ 当日は、館内フロントにて受付
後、体育室へ移動していただきま
す。

子育てリフレッシユ�
ふたばこども園

　お子さんの写真やビデオの撮影の
コツをプロカメラマンに教えてもら
いましょう。
日�時＝11月25日（水）10時～ 11

時（受付9時45分～）
講師＝石川 茂さん
対�象＝市内在住・未就園児の保護者
（子ども同伴）
持�ち物＝いつも使っているカメラやビデオ
場�所＝ふたばこども園（今国府町60-9）
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）

お城の清掃中止の�
お知らせ

　毎年10月に開催しております「お
城の清掃」は、新型コロナウイルス
感染症の影響により、参加者の安心・
安全を守りながらの開催は困難と判
断し、中止することといたしました。
問�合せ＝大和郡山ライオンズクラ

ブ（☎52-0906）、生涯学習課（☎
53-1156）

イベント イベント

イベント

募集

募集

箱本館「紺屋」
「藍で包む」講座
　《包む》ことを主に模様をデザインし、シルク
ロードによってもたらされた﨟纈（ロウケチ）で模
様を布に描き藍で染めましょう

（素材：綿75cm×75㎝風呂敷）
開催日＝11月14日（土）　定員＝5人（高校生以上）
費用＝3,200円

― 藍と黄蘗（きはだ）が奏でるハーモ二ー ―
　藍色と黄色を重ねることで緑が出現!!
重ね染めが奏でる色のハーモニーを絹のストール
にしてみませんか（素材：絹170㎝×43㎝ 1枚）
開催日＝11月23日（月・祝）
定員＝5人（高校生以上）
費用＝4,000円

【共通】
時間＝10時開始15時終了予定 ※途中1時間昼食休憩あり
予約＝10月21日(水)9時より電話予約受付開始※1コール1人分のみ予約可 
申込み・問合せ＝箱本館「紺屋」（☎58-5531）
※作業工程上、乳幼児を含む子どものご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。
※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・募集
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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

11/13
（金）

開演 19:00
（開場18:30）

金曜トークサロン
〜会いたい・知りたい・つながりたい〜
50回記念 特別企画『今を生きる』

小ホール
全席自由 1,000円 完売しました ×

ゲスト：菊池攻さん（奈良トヨタグループ代表取締役）、中川直子さん（（株）奈良シティエフエムコミュニケーションズ代表取締役、わたぼ
うし語り部 インストラクター）、小島俊久さん（公認心理師（国家資格）、臨床心理カウンセラー、臨床心理療法士）、芹澤隆子さん（（有）ウエル・
プラネット代表取締役、NPO法人日本ダイバージョナルセラピー協会理事長、オーストラリア・ダイバージョナルセラピー協会正会員）
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）

11/14
（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.176
〜懐かしの思い出の名曲〜

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。

10/17( 土 )
10:00 〜発売 ホ

※定員の50人になり
次第締切

×

出演：山中麻有里（ピアノ）、濱井訓子（フルート）、小川悟史（パーカッション）　
曲目：ロマンツェop50 エリーゼのために／ベートーヴェン、いのちの歌／遠藤謙二郎、Time to Say Goodbye／サルトーリ　
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：毎週火曜日・第3水曜日・年末年始＞

市立図書館 ☎55-6600
開 館 時 間 9：30〜 19：00
 （土曜日は21：00まで）
11月の休館日 火曜…3･10･17･24日 
 水曜…4･18日

南部公民館図書室 
� ☎59-1316
開 館 時 間 9：00〜 17：00
11月の休館日  水曜…4･11･18･25日
 祝日…3・23日

市立図書館イベント情報（11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。
７日（土）･22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
1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。
14日（土）14:00～／4歳くらいから
28日（土）11:00～／2～4歳くらい

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歳までの幼児と保護者
26日（木） 11:00～、13:45～/各回0～3歳まで

ホリデイ版 だっこでおはなし会ホリデイ版 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。
平日に参加できないお父さん、お母さん、どうぞ！
対象＝市内在住の3歳までの幼児と保護者　
29日（日） 11:00～、13:45～/各回14組
申�込＝11月5日（木）9:30～図書館へ電話またはカ

ウンターで申込（先着順）

3回連続 3回連続 だっこでおはなし会だっこでおはなし会
絵本やわらべ歌の大切さを、親子で楽しみながら学びます。<全3回>
日時＝11月30日（月）･12月7日（月）・14日（月）各日10:45 ～（30分程度）
対�象・定員＝市内在住の令和2年3月1日～令和2年6月30日生まれの子ど

もとその保護者10組
　（ 新型コロナ感染防止のため、できるだけ子ども1人につき保護者1人でお

願いします。）
申�込＝ハガキに住所･親子の名前（ふりがな）･子の生年月日

･性別･電話番号（図書館開館中に連絡がつくもの）を記入
し11月16日（月）必着で、市立図書館（〒639-1160 北
郡山町211-3）へ

※ 市立図書館カウンター ･南部公民館図書室でも申し込みで
きます。また、申込多数の場合は抽選し、11月23日（月・
祝）までに電話で連絡します。
問合せ＝市立図書館（☎55-6600）

 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。

11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。

※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

警察からのお知らせ�「ながら見守り」で子供達を見守ろう！！
　郡山警察署では、「今日からできる・誰でもできる見守り活動『ながら見守り』」について動画を作成し、ユーチュー
ブで公開しました。「ながら見守り」とは、地域の住民の皆さんがウォーキング、ジョギング、買い物、
犬の散歩、花の水やり等の日常活動を行いながら、防犯の視点をもって、子供の見守りを行う活動です。
　「人の目」を増やし、子供達の安全を見守りましょう！！
詳細・問合せ＝郡山警察署 生活安全課(☎56-0110)　　　　　　　　　　　　　(市民安全課)
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