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国民年金基金のお知らせ
　国民年金基金は、国民年金に上乗せして加入し、税金
優遇を受けながら掛金を積立て、老後により充実した年
金を受け取ることができる公的な年金です。
◆特徴◆
①�掛金が全額「社会保険料控除」で、受け取る年金も「公的
年金等控除」の対象です。
②�受け取る年金は、終身が基本で生涯にわたりお受け取り
ができます。
③�万一の時はご遺族に一時金が支払われます。（遺族保
証のないＢ型を除く）
④�掛金は、加入時の年齢で一定。お休みや増減もできます。
対象＝国民年金の保険料を納付している、
①国民年金の第1号被保険者（免除等の人を除く）
②�国民年金の任意加入者（60歳～65歳未満の人や海外
在住の人）
問合せ＝全国国民年金基金奈良支部�
　フリーダイヤル ☎0120-65-4192

国民健康保険税納付の夜間窓口を�
開設します
日時＝11月26日（木）・27日（金）・30日（月）�
　各日17時15分～20時
場�所・問合せ＝保険年金課（103番窓口、内線321・324・
329）※玄関を利用してください。

令和2年度�第2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。
テーマ＝「障害者の自立と家族の役割」
日時＝12月3日（木）14時～15時30分
場所＝市民交流館1階�集会室
講�師＝森口�弘美さん�天理大学人間学部人間関係学科社
会福祉専攻（准教授）
※内容・講師等、変更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）

第69回大和郡山市都市計画審議会の
開催について
日時＝11月20日（金）11時～
場所＝市役所3階　議会第1委員会室
内�容＝第1号議案　郡山下ツ道ジャンクション地区地区
計画区域内における建築行為に伴う建築物の高さの最
高限度の緩和について
※案件については、変更になる場合があります。
問合せ＝都市計画課（内線674）
傍�聴の申込方法＝会議の当日、10時から10時30分まで
の間に、市役所3階の議会第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名のため、定員を超える場合は抽選にて傍聴者を決定します

資源ごみ（古着類等）の収集再開します
　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、資源ごみ（古着類等）のリユースまたはリサイクル
が難しくなったことから、資源ごみ（古着類等）の収集を
一時停止していましたが、11月から収集を再開いたします。
　なお、今後の新型コロナウイルス感染症の流行状況に
よっては、再度、資源ごみ（古着類等）の収集を休止する
場合がありますので、その際にはご協力をお願いいたし
ます。市民のみなさんにはご迷惑をおかけしましたが、
収集休止へのご理解・ご協力ありがとうございました。
問合せ＝清掃センター（☎53-3463）

1
(いい)

1月3
（みらい）

0日は「年金の日」です
　年金記録や将来の年金受給見込額を確認し、未来の生
活設計について考えてみませんか。
　「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでもご自
身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込額
について、ご自身の年金記録を基に様々なパターンの試
算をすることもできます。
　「ねんきんネット」については、日本年金機構のホームページ
でご確認いただくか、奈良年金事務所にお問い合わせください。
問合せ＝奈良年金事務所（☎0742-35-1371）
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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）

12月の
健康

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＝12月14日（月）・15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
※次に該当する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人（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
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1,000円、肺がん・結核検診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�込方法＝①市ホームページ�②ハガキに下記事項を記入し「さんて郡山」へ送付�
③さんて郡山にて直接申し込み
 【�必要事項】1：希望日（12月14日／15日／12月14･15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：郵便番号・住所・名前・性別・生年月日・電話番号
申�込期間＝11月16日（月）～30日（月）（電話・FAX不可、申込者多数の場合は抽選）

後期高齢者健康診査（尿検査・血液検査・血圧測定など）�
期間＝令和3年2月末日まで　費用＝500円　実施場所＝県内指定医療機関
対象＝後期高齢者医療被保険者の人　
持ち物＝後期高齢者医療被保険者証、受診券、質問票、費用　
※�生活習慣病治療中で医師等から健診の必要性がないと判断された人・病院または
診療所に6カ月以上継続して入院している人・事業主健診等、他で健康診査の受診
機会のある人・施設（障害者支援施設、養護老人ホーム、介護保険施設等）入所され
ている人は受診をご遠慮ください。ただし、希望する人は受診できます。

▎▎こどもの健康 ※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。

※新型コロナウイルス感染症対策のため、来院前に必ずお電話ください。

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11月� 1日～15日生まれ 4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11月16日～30日生まれ 18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

令和元年� 5月� 1日～15日生まれ 2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
･バスタオル令和元年� 5月16日～31日生まれ 16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� 6月� 1日～15日生まれ 9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� 6月16日～30日生まれ 23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

乳幼児（0～ 6歳児�就学前）、�
妊産婦�
※各日定員 1人� 要予約

� 4日（金）･18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

�2日（水）･9日（水）
16日（水）･23日（水）13:00

■�助産師相談
� 1人30分の個別相談

妊婦とおおむね出産後 1年の
産婦、乳児� 要予約

15日（火）※ � 9:30～11:30
14:00～16:00

･ 母子健康手帳
･バスタオル（妊婦は不要）25日（金）

12月1日は、「世界エイズデー」です。レッドリボンはエイズへの理解と支援のシンボルです。

高齢者インフルエンザ定期予防接種は
12月28日まで
対�象者＝次の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
・�心臓や腎臓、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・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に該当する人は医師の証明や身体
障害者手帳1級の写しが必要です。

接種期間＝12月28日（月）まで　
　期間内に1回のみ接種
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回のみ無料です）
※�費用が無料になる手続き（証明書）は不要。
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対象者は身体障害者手帳
接�種場所＝市内指定医療機関��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
きが必要な場合があります
　�　手続きの詳細、最新の情報については、保健
センターまでご連絡ください
　　市ホームページにも掲載されています

なるべく早めに受けてください

※11日（金）→15日（火）に変更になっています。

● 広報　つながり　令和2年11月15日号　No.1221 大和郡山市　広報　つながり  ●2



事　業　名 日　　時 対象･備考 実施場所

■�精神保健福祉相談
12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・心療内科に受信されている人は
対象外です。

さんて郡山

検診の種類 対象年齢（� ） 検診費用・検診内容など 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

胃エックス
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・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
ることができ
ません

胃内視
鏡検診 50歳以上の人

内視鏡検査（カメラ）50歳～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。

■�肝炎ウイルス
昭和55年3月31日以前生まれ
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

■�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）
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方を対象に無料で肝炎ウイルス検査を実施しています
が、当分の間中止となっています。詳しくは奈良県郡山保健所感染症係（☎0743-51-0194）にお問い合わせください。

＜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・骨粗しょう症

乳がん・子宮がん さんて郡山に受診票の�
発行を受ける

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（手帳など、コピー要）
＊�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。

▎▎おとなの健康
令和2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
内視鏡検診のい
ずれか実施期間
内に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。

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
※�個人通知（ハガキ）を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。転入などで無い方は連絡してください。

（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。

3,000円 令和3年
3月31日（水）まで

市内指定
医療機関

※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ほとんど不可能な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。

▎▎高齢者の定期予防接種 ＜自らの意思と責任で接種を希望する人が対象＞

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

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。

● 広報　つながり　令和2年11月15日号　No.1221 大和郡山市　広報　つながり  ● 3



第 67 回 大和郡山市 表彰式
～受賞されたみなさんです～

▪善行者表彰
名　前 住　所 表彰事項

奈良県トラック協会�
郡山支部�支部長�中�秀夫 北郡山町 多額の寄贈

藤本　正義 矢田町

多額の寄附谷野　光司郎 城見町
一般財団法人�森記念製
造技術研究財団

愛知県名古屋市
中村区

株式会社　宝伸 若槻町
多額の寄贈海外仕入れのさくら代行 磯城郡川西町大

字結崎

　
名　前 住　所 表彰事項

奈良ヤクルト販売株式会社 奈良市田中町
多額の寄附

昭和工業団地協議会 筒井町
株式会社　和田塗建 西町

多額の寄贈
大和郡山ライオンズクラブ 九条町
黒飛　文子 城町 健康増進に尽力
吉川　裕 西町 防犯活動に尽力
村上　佳子 城北町

自治振興に尽力
藤田　督夫 額田部北町

▪有功者表彰
名　前 住　所 表彰事項

吉村　安伸 高田町 副市長として8年以上
飯田　喜代視 上三橋町 農業委員会委員として12年以上
榊　洋子 冠山町 人権擁護委員として12年以上
福井　康尚 柳五丁目

自治会長として15年以上笠井　眞砂美 北郡山町
村尾　郷志 北郡山町

鈴木　昭一 筒井町 公民館運営審議会委員として�
15年以上

小南　正義 高田口町

民生児童委員として15年以上
奥野　浩 西観音寺町
藤原　弘二 下三橋町
仲澤　眞理子 池之内町
門脇　清 額田部北町

　　　
名　前 住　所 表彰事項

田中　友子 横田町

民生児童委員として15年以上松本　匡史 泉原町
小泉　靖子 九条町
黒田　正子 城南町
大森　正志 高田町

消防団員として20年以上

松本　一洋 高田口町
松井　勇 筒井町
中島　亨 横田町
中井　敏和 小泉町
𠮷川　幸喜 新町
山田　隆志 矢田町
植田　至 矢田町
藪田　全孝 額田部北町 消防団員として40年以上

　11月3日（火･祝）、DMG�MORIやまと郡山城ホールで大和郡山市表彰式が行われ、市政や地域･公共福祉等
の振興に尽力されたみなさんへ、表彰を行いました。受賞者のみなさんをご紹介します。（敬称略）
� （秘書人事課秘書室�内線211･212）

▪功労者表彰
名　前 住　所 表彰事項

池田　貞雄 今国府町 社会教育振興に尽力
橋本　俊一 城町 社会体育振興に尽力稲生　喜代志 城町
上田　明美 九条町 児童の健康維持に尽力
岡田　悦子 城南町

地域振興に尽力南岡　幹夫 小泉町
菊岡　洋之 柳一丁目
毛利　雅男 小泉町

安全安心な地域社会の実現に
尽力

鍬先　昭二 小泉町
前田　浩子 満願寺町
植田　賢治 矢田山町
中澤　卓也 矢田町
稲田　重廣 九条町
武田　章 千日町 高齢者福祉向上に尽力
瀧山　法子 小泉町

自治振興に尽力黒木　和恵 小泉町
加藤　隆男 北大工町

　
名　前 住　所 表彰事項

磯部　信孝 矢田山町

自治振興に尽力村井　孝之 西田中町
池田　善晴 本庄町
平尾　英治 高田口町
柿本　一志 代官町 障がい者福祉向上に尽力
森本　泰永 九条町 健康増進に尽力
澤樹　利雄 九条町
乾　充徳 新町

社会福祉向上に尽力𠮷岡　雅子 豊浦町
奈良　勲芳 矢田山町
松石　洋子 稗田町
片岡　幸一 高田町 児童の健全育成に尽力
杉岡　雪子 小林町 社会福祉向上に尽力
奥山　秀夫　 椎木町 自治振興に尽力井田　昭夫 長安寺町
花房　茂 馬司町 社会体育振興に尽力

英

● 広報　つながり　令和2年11月15日号　No.12214

※店舗区分� 中小店舗：店舗面積が1,000㎡以下の小売店とその他の業種
� 大型店：店舗面積が1,000㎡を超える小売店及び集合店舗

10月30日時点最終登録のあった取扱店です。

中小店舖　（限定券・共通券�両方とも利用できます。）
郡山地区

Bar Sally （バーサリー） hairmake Cotton Jibun薬局 郡山
JUNO HAIR K-COFFEE Le BENKEI
Patisserie 旬 PR美術印刷（株） Taishin
赤膚焼窯元 小川 二楽 荒井衣料品店 （株）アルファー
アンビアンス Le BENKEI店 アンビアンス 近鉄店 いざかや一心
（株）石間印判店 伊藤生花店 イトブン
今中酒店 居酒屋ほんまや ウエクリ
（有）魚喜 うどんとこんぶ 大手前薬品
御菓子司 本家菊屋 御菓子司 新泉堂 オーガニックキッチンFarve
お化粧パーク はるみちや お好み焼 千房 大和郡山店 おみやげ処 こちくや
学生服・婦人服 よしや カフェ&レストラン サンナオト カフェ R/B
季節料理 翁 キタサイクル自転車専門店 キューピー堂
食呑くろしお 串カツいざかや一心 クリーム
クリーム エクセル 郡山種苗園 コスメティックス イシヤマ
小谷商店 小花寿司 彩食キッチンBon やなぎ店
サン薬局JR郡山店 サン薬局郡山店 サン薬局郡山東店
酒楽くろしお サンプーペー しゃれたきもの 壽 酢谷呉服店
旬味菜々 たむら 城はきもの店 杉屋菓舗
生鮮&業務スーパーボトルワールドOK 大和郡山店 鮮魚小売弁当仕出し 成駒 立石カーサービス
玉井時計店 津乃国屋 （有）テクノ・コーポレーション
天平庵 大和郡山店 トキワスタジオ 十津川農園
とほん とんかつの店とんまさ （株）中野電機店
奈間蔵 栄 奈良近鉄タクシー（株） 大和郡山営業所 奈良屋クリーニング店
ハル薬局 ピザ・リトルパーティー郡山店 ビューティーサロン イシヤマ
ヒロ薬局堺町 フォトスタジオエル フローリストほりうち
プラチナ食堂 ふれ藍工房 綿元 文具・事務機ミヤザワ
ヘアーサロン馬場 宝石時計メガネ補聴器イシガミ新郡山店 三浦産業（株） 郡山ガスセンター
昔ながらの和菓子 小杉屋 モスバーガー 近鉄郡山店 モリカ米店
森下住設（株） やきとり大吉 北郡山店 柳生内装建設
やすい洋品店 大和牛もつなべ一心 ヤマトグラブ
山中商店 山根かまぼこ店 山本陶器店
山和タンス店 良い食品処さとなか 洋菓子の店 パルファン
吉田服装 𠮷原呉服店 リバティプリントショップmerci
理容 イーグル 料理旅館 尾川 レ・グラツェAzuma
レ・グラツェAzuma Jr.店 和カフェ モリカ ワークスペース こすもす
GLASS STUDIO HAND TORI オ~ル アラン カフェ
彩り 魚魚屋 お菓子処 はぁーと
オーガニック&カットサロン 樹ノ葉 オステリア オルベテッロ カットウェルズ郡山店
カフェレストラン カステッロ 川西米穀店 喫茶 ポケット
銀釜 クララ奈良店 啓林堂書店 郡山店
酒のやまや 大和郡山店 三の丸薬局 （有）しみせ商店

元気城下町発・未来行チケット（クーポン券）が
使えるお店をお知らせします。

クーポン券利用期限 :
  令和3年1月11日（月・祝）

※
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ン
券
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な
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い
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※なお、�太字は8月21日以降追加登録のあった店舗です。

● 大和郡山市 元気城下町未来行チケット（クーポン券）取扱店一覧 大和郡山市 元気城下町未来行チケット（クーポン券）取扱店一覧  ● 1



● 広報　つながり　令和2年11月15日号　No.1221

※店舗区分� 中小店舗：店舗面積が1,000㎡以下の小売店とその他の業種
� 大型店：店舗面積が1,000㎡を超える小売店及び集合店舗

10月30日時点最終登録のあった取扱店です。

中小店舖　（限定券・共通券�両方とも利用できます。）
郡山地区

Bar Sally （バーサリー） hairmake Cotton Jibun薬局 郡山
JUNO HAIR K-COFFEE Le BENKEI
Patisserie 旬 PR美術印刷（株） Taishin
赤膚焼窯元 小川 二楽 荒井衣料品店 （株）アルファー
アンビアンス Le BENKEI店 アンビアンス 近鉄店 いざかや一心
（株）石間印判店 伊藤生花店 イトブン
今中酒店 居酒屋ほんまや ウエクリ
（有）魚喜 うどんとこんぶ 大手前薬品
御菓子司 本家菊屋 御菓子司 新泉堂 オーガニックキッチンFarve
お化粧パーク はるみちや お好み焼 千房 大和郡山店 おみやげ処 こちくや
学生服・婦人服 よしや カフェ&レストラン サンナオト カフェ R/B
季節料理 翁 キタサイクル自転車専門店 キューピー堂
食呑くろしお 串カツいざかや一心 クリーム
クリーム エクセル 郡山種苗園 コスメティックス イシヤマ
小谷商店 小花寿司 彩食キッチンBon やなぎ店
サン薬局JR郡山店 サン薬局郡山店 サン薬局郡山東店
酒楽くろしお サンプーペー しゃれたきもの 壽 酢谷呉服店
旬味菜々 たむら 城はきもの店 杉屋菓舗
生鮮&業務スーパーボトルワールドOK 大和郡山店 鮮魚小売弁当仕出し 成駒 立石カーサービス
玉井時計店 津乃国屋 （有）テクノ・コーポレーション
天平庵 大和郡山店 トキワスタジオ 十津川農園
とほん とんかつの店とんまさ （株）中野電機店
奈間蔵 栄 奈良近鉄タクシー（株） 大和郡山営業所 奈良屋クリーニング店
ハル薬局 ピザ・リトルパーティー郡山店 ビューティーサロン イシヤマ
ヒロ薬局堺町 フォトスタジオエル フローリストほりうち
プラチナ食堂 ふれ藍工房 綿元 文具・事務機ミヤザワ
ヘアーサロン馬場 宝石時計メガネ補聴器イシガミ新郡山店 三浦産業（株） 郡山ガスセンター
昔ながらの和菓子 小杉屋 モスバーガー 近鉄郡山店 モリカ米店
森下住設（株） やきとり大吉 北郡山店 柳生内装建設
やすい洋品店 大和牛もつなべ一心 ヤマトグラブ
山中商店 山根かまぼこ店 山本陶器店
山和タンス店 良い食品処さとなか 洋菓子の店 パルファン
吉田服装 𠮷原呉服店 リバティプリントショップmerci
理容 イーグル 料理旅館 尾川 レ・グラツェAzuma
レ・グラツェAzuma Jr.店 和カフェ モリカ ワークスペース こすもす
GLASS STUDIO HAND TORI オ~ル アラン カフェ
彩り 魚魚屋 お菓子処 はぁーと
オーガニック&カットサロン 樹ノ葉 オステリア オルベテッロ カットウェルズ郡山店
カフェレストラン カステッロ 川西米穀店 喫茶 ポケット
銀釜 クララ奈良店 啓林堂書店 郡山店
酒のやまや 大和郡山店 三の丸薬局 （有）しみせ商店

元気城下町発・未来行チケット（クーポン券）が
使えるお店をお知らせします。

クーポン券利用期限 :
  令和3年1月11日（月・祝）

※
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※なお、�太字は8月21日以降追加登録のあった店舗です。

● 大和郡山市 元気城下町未来行チケット（クーポン券）取扱店一覧 大和郡山市 元気城下町未来行チケット（クーポン券）取扱店一覧  ● 1



大型店・集合店舗　（共通券のみ利用できます。）
アピタ大和郡山店及び専門店

アピタ大和郡山店 メガネのイシガミ ケンタッキーフライドチキン
Green Parks fuuwa ザ・ダイソー カザマツリ
anyFAM&sis 大和家 スガキヤ
SM2keittio 口福堂 寿司御殿
Right-on 手打ちとんかつ かつ屋 グラーノグラーノ
ASBee fam. 海転寿司 丸忠 パレットプラザ
さが美 和食処 かかし サンリペア
Honeys キッチングルメ クリーニング ルビー
M-international 甲賀流 たこ焼き サンリフォーム
麗アペル スターバックスコーヒー リラックス
クロワッサン ロッテリア
BOOKSえみたす 鯛吉

そ の 他 大 型 店 舗
食品専門館 ハーベス ジョーシン 郡山店 DCMダイキ 大和郡山店
オークワ 大和郡山柳町店 プライスカット 大和小泉店 ホームセンターコーナン 大和郡山店
オークワ 大和郡山筒井北店 産直市場よってって 大和郡山店 エディオン 大和小泉店
ホームセンターコーナン 大和郡山筒井店 ウエルシア 大和郡山小泉店 （株）ニトリ コーナン大和郡山筒井店

asmoアスモ大和郡山
松源 大和郡山店 ジャパンブックス 郡山店 ひのき塾 郡山教室
洋服のお直し壱番館 デイリーファッション パレット 大和郡山店 リトルタフ
お茶の一幸園 アスモ大和郡山店 ドラッグストア キリン堂 アスモ大和郡山店 ファッションサロン ミキヤ アスモ大和郡山店

片桐地区
café ほっとひといき Jibun薬局 小泉 Le Pain Sacre
（株）秋田屋 居酒屋 よしの カラオケ US66i
クリーニング ぴゅあらんど 小泉店 クリーニング フランス屋大和小泉店 （株）コスモ住建
ごはんかふぇ 実ぃ 自家焙煎あまくさ ジークレフ
宅配中華 ラン （株）ヒロセ家工房 ファミリーマート 郡山小泉店
マクドナルド 25号大和郡山店 まどか薬局 焼肉処 こころ亭
大和路うどん わらじや レ・グラツェAzuma rhythm店 和食さと 郡山店
わんわんカット ぱぴぃ CAFÉ&CURRY GiGi お好み焼き ひふみ
ニシカワ園芸 ビストロ ポワソンルージュ  ファミリーマート 郡山小泉口店
ヘアーサロンおおじ よしの酒店 ワンカルビ 大和郡山店
アンジェ動物病院 うなぎ川はら　大和郡山店 サイクルセンター　どっと呼夢
ステーキのどん　大和郡山店 ファミリーマート　郡山池之内店 ほっかほっか亭　大和小泉駅前店
大和焼肉ホルモン すだく大和小泉店 ラッキー　やまと小泉店 肉の井上

治道地区
Room+1 トドロキボウル マクドナルド大和郡山インター店
モスバーガー 大和郡山店 オランダ屋　郡山店 釣り具のブンブン奈良郡山店
博多長浜らーめん夢街道　大和郡山店
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※なお、�太字は8月21日以降追加登録のあった店舗です。
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筒井地区
ーichiー 居酒屋 染太郎 居酒屋 富乃家
カフェ ジータ 川合酒店 元祖!! かすたこ筒井駅前店
甘露堂本舗 餃子ととりからのトミー 銀河工場
串カツ居酒屋 燦 黒毛和牛専門 西川精肉店 粉もん居酒屋 TEッPAN社中
駒鮨 サン薬局郡山南店 壽志屋
炭火焼鳥 順慶 創作和食れすとらん ばんか 中国料理 宴席 橘
てくてく 中谷尚美堂 樋口化粧品店
ファッションハウス まつむら ファミリーマート 近鉄筒井駅前店 福助食堂
豚ホルモン串焼き・もつ鍋R&R居酒屋ばんちゃん ヘアークリエイト クランベリー ヘアーサロンエザキ
みや美容室 焼肉 筒井 わだいにんぐ麿
twenty-two うなぎ ダイモン カレーハウス CoCo壱番屋 大和郡山筒井店
ドラッグストア キリン堂 郡山筒井店 花一輪 洋服の青山 大和郡山店
かしみん焼き　こと 肴酒場　竹馬 すみぼうず

矢田地区
Jibun薬局 矢田山 ㈱アイワモータース 木のうた薬局 泉原店
㈱郡山共同園芸 コーヒーと洋食 角砂糖 清水商店
そば処 御幸 ドラッグストア 木のうた 泉原店 ファミリーマート 大和郡山外川町店
ホンダカーズ大和郡山 大和郡山店 マクドナルド大和中央道郡山店 大和菓匠 徳壽菴
Kitchen 萬治郎 カフェ 麦の詩 さんぱつ屋 BARBER50'S
レーベへアー 彩華ラーメン　大和小泉店 ほっかほっか亭　大和小泉新町店

昭和地区
角栄家 コンビニエンス ほりぐち しんや寿し
菅田養蜂場 すし平 タックメイト おおの
中川モータース フレンチ&イタリアンバル Copine ヘアーサロン花房
ヘアメイクリタ平端店 メガネ・時計 ワイズ いるか Kitchen
業務スーパー奈良中央卸売市場前店 喜楽・南田精肉店 コープ いまご
ジップドラッグ 今国府薬局 ジップドラッグ 今国府店 東洋ドライクリーニング
花一番 美容室 GLASSY 松本薬店
吉桑商店

平和地区
BREEZE オブジェクラブ レディース かとうでんき
庫書房 クリーニング フランス屋 平和店 とりひめ郡山大御門店
中島電気商会 ピースモーターストア ファミリーマート 郡山下三橋店
ふくや食堂 ヤマダ種苗園芸 酒舟寿司
レストラン　きく松 IDONO�カフェテラス＆nana フジエダハウス
（株）八尾源�DRAGON�FOOD エステティック�ジュビラン�ルミエール

郡山地区 （続き）
旬味和膳 季乃庄 寿司店 安兵衛 （株）スシヤ
千恵加 （株）トヨタレンタリース奈良 郡山店 ドラッグストア キリン堂 郡山九条店
中嶋源九郎餅本舗 ナニワ薬局 吞みどころ 澄
ビューティープログレス テルフィーユ ファミリーマート北郡山店 ミナト屋
やきとり どんまい やっこ寿司 レストラン スエナミ
ジュビラン�Blessing 株式会社　中川薬局 ファミリーマート　近鉄郡山駅前店
ほっかほっか亭　大和郡山駅前店 もんじゃ焼き山吉　大和郡山店
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大和郡山市 広報 つながり  ●

イオン大和郡山店�及び�イオンモール大和郡山専門店
イオン大和郡山店
1F
ココカラファイン イオンモール大和郡山店 果汁工房 果琳 松屋 やきにくすてぇ~き
ジョーシン郡山イオンモール店 サーティワンアイスクリーム カプリチョーザ
ビースリー mitten コメダ珈琲
any SiS シャンブル ドゥ シャーム グレイスガーデン
one's terrace ザ・ボディショップ 龍神丸
INGNI ローリーズファーム 串家物語
stream market INOBUN らぁ~めん京
ジュエリー KANDA PLST マジックミシン
フォルム STUDIO CLIP リアット
CORNERS カラースタジオ カメラのキタムラ
無印良品 Charlotte クリーニング ルビー
niko and・・・ AMERICAN HORIC ラフィネ
花恋人 GEOGRAPHY トータルセラピー
ジュエリー ツツミ ブランドショップ ハピネス 中央コンタクト
GODIVA a.v.v noble KAINO
アースミュージック&エコロジーナチュラルストア スターバックスコーヒー 五穀
ラシュッド 樓蘭 かつ楽
久世福商店/サンクゼール  海転寿司 魚河岸 シャトードール
カルディコーヒーファーム フジオ軒 PeTeMo
銀のあん 清修庵 ディスコート
口福堂 メゾン ド ビュッフェ 
タピチ ティースタンド 旬菜 しゃぶ重
2F
スポーツミツハシ チュチュアンナ 喜久屋書店
SKECHERS エメフィール モントイズ
ムラサキスポーツ DAISY MERRY / Lilou de chouchou CRAFT STANDARD BOUTIQUE
サンマルクカフェ HEART MARKET エヴァンジル
IKKA PARIS JULIET Seria
AIGAN 美容室 イレブンカット 流儀圧搾
ブリックハウス シャツ工房 フリアージュ サックスバー
ギアーズジャム フェミニンカフェ THE SHOP TK MIXPICE
ヴィレッジヴァンガード サティス コンファーム・イルズ
グローバルワーク SpRay PREMIUM スマートクール
AZUL by moussy ベルーナ ユニクロ
アナヒータストーンズ ランジェノエル Pure Nail petit
BLOOM AB Store
3F
3Coins 1丁目1番地 Zoff�
チチカカ 蔵之助 Music Shop BIG
GU じぶんまくら 天理楽器
コムサイズム こども写真城 スタジオアリス ケンタッキーフライドチキン
タカキュー natural craft メルシー デザート王国
クロコダイル 3DAYS HANAGOROMO ミスタードーナツ
ピンクラテ petit main 銀だこ
ASBee  Love toxic 四六時中
Right-on BERRY KISS いきなりステーキ
HusHusH パル 丸亀製麺
マーキーズ BABY DOLL どうとんぼり神座
ブリーズ スィンセリティ マクドナルド
アスビーキッズ ザ・クロックハウス
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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

11/23（月）
勤労感謝の日 休み 9:00 ～

� 12:00
毎週第4月曜の区域は
11月26日（木）に収集

問合せ＝清掃センター（☎53-3463）

こころの相談室（電話相談）を�
実施します（相談無料・要通話料）

　精神障害者とその家族を支援している社会福祉法人「萌」
では、障害者週間にちなみ、県民を対象に電話での「こころ
の健康相談」を実施します。
日時＝12月7日（月）～ 11日（金）�各日9時～ 21時
相談専用電話番号＝☎85-5639
問�合せ＝地域活動支援センター�なっつ（☎0745-23-8105）
� （厚生福祉課）

単独浄化槽清掃の申し込みは�
お早めに！

　年末の単独浄化槽の清掃予約は混み合います。年内中の清
掃をご希望の場合は、申し込みは早めにお願いします。
※�年末の業務は、12月28日（月）まで、年始は令和3年1月
4日（月）から業務を行います。
申込･問合せ＝衛生センター（☎56-2279）

公立保育園・認定こども園の�
保育士・保育教諭（臨時職員）募集中‼

　保育士資格や幼稚園教諭免許をお持ちの人、資格や免許を
活かして働きませんか。
◆説明会を開催します（申込不要）
日時＝11月28日（土）・29日（日） 各日10時～15時30分
※随時、個別に説明致します。
場所＝イオンモール大和郡山
対�象＝保育士資格や幼稚園教諭免許をお持ちの人、取得見込
みの人
問合せ＝こども福祉課�保育係（内線523）

「大和郡山未来会議」観覧者募集！
　大和郡山のまちの未来について語り合います。「まちづく
りに興味がある」「郡山でお店を開きたい」など興味のある人
は是非ご参加を。
日�時＝11月28日（土）�17時開場�17時30分～ 19時�
（観覧無料・交流会を予定しています）
場所＝中央公民館3階�小ホール
申�込・問合せ＝①代表者名前�②参加人数�③お住まいの地域
を記載の上、下記メールアドレスへ
　（先着優先/定員になり次第締切）
　yamatokoriyama.machizukuri@gmail.com
　大和郡山まちづくり株式会社（都市計画課）（内線672）

マイナンバーカード�
休日窓口を開設します

日時＝12月6日（日）�8時30分～12時
場所＝市民課（110番窓口）
問�合せ＝市民課（☎85-4581�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（☎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し込みができない場合があります。
　�詳しくはマイナポイントHPをご参照ください。
　（https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/）
※�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。

11月は労働保険適用促進強化期間
　1人でも労働者（パート、アルバイトも含まれます）を雇った
場合、事業主は、労働保険（労災保険・雇用保険）に加入する
必要があります。事業主の人は、従業員の人が安心して働け
るよう、忘れず加入手続きを行ってください。
問合せ＝奈良労働局総務部労働保険徴収室（☎0742-32-0203）

く ら し
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イオン大和郡山店�及び�イオンモール大和郡山専門店
イオン大和郡山店
1F
ココカラファイン イオンモール大和郡山店 果汁工房 果琳 松屋 やきにくすてぇ~き
ジョーシン郡山イオンモール店 サーティワンアイスクリーム カプリチョーザ
ビースリー mitten コメダ珈琲
any SiS シャンブル ドゥ シャーム グレイスガーデン
one's terrace ザ・ボディショップ 龍神丸
INGNI ローリーズファーム 串家物語
stream market INOBUN らぁ~めん京
ジュエリー KANDA PLST マジックミシン
フォルム STUDIO CLIP リアット
CORNERS カラースタジオ カメラのキタムラ
無印良品 Charlotte クリーニング ルビー
niko and・・・ AMERICAN HORIC ラフィネ
花恋人 GEOGRAPHY トータルセラピー
ジュエリー ツツミ ブランドショップ ハピネス 中央コンタクト
GODIVA a.v.v noble KAINO
アースミュージック&エコロジーナチュラルストア スターバックスコーヒー 五穀
ラシュッド 樓蘭 かつ楽
久世福商店/サンクゼール  海転寿司 魚河岸 シャトードール
カルディコーヒーファーム フジオ軒 PeTeMo
銀のあん 清修庵 ディスコート
口福堂 メゾン ド ビュッフェ 
タピチ ティースタンド 旬菜 しゃぶ重
2F
スポーツミツハシ チュチュアンナ 喜久屋書店
SKECHERS エメフィール モントイズ
ムラサキスポーツ DAISY MERRY / Lilou de chouchou CRAFT STANDARD BOUTIQUE
サンマルクカフェ HEART MARKET エヴァンジル
IKKA PARIS JULIET Seria
AIGAN 美容室 イレブンカット 流儀圧搾
ブリックハウス シャツ工房 フリアージュ サックスバー
ギアーズジャム フェミニンカフェ THE SHOP TK MIXPICE
ヴィレッジヴァンガード サティス コンファーム・イルズ
グローバルワーク SpRay PREMIUM スマートクール
AZUL by moussy ベルーナ ユニクロ
アナヒータストーンズ ランジェノエル Pure Nail petit
BLOOM AB Store
3F
3Coins 1丁目1番地 Zoff�
チチカカ 蔵之助 Music Shop BIG
GU じぶんまくら 天理楽器
コムサイズム こども写真城 スタジオアリス ケンタッキーフライドチキン
タカキュー natural craft メルシー デザート王国
クロコダイル 3DAYS HANAGOROMO ミスタードーナツ
ピンクラテ petit main 銀だこ
ASBee  Love toxic 四六時中
Right-on BERRY KISS いきなりステーキ
HusHusH パル 丸亀製麺
マーキーズ BABY DOLL どうとんぼり神座
ブリーズ スィンセリティ マクドナルド
アスビーキッズ ザ・クロックハウス
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こまつ座公演�吉田栄作出演�
「私はだれでしょう」�
観劇会

日�時＝12月13日（日）17時30分～、
15日（火）14時～
場所＝奈良県文化会館国際ホール
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）
締切＝12月5日（土）
詳�細・問合せ＝奈良演劇鑑賞会�
（☎0742-49-0448）

きんとっと広場�
（無料・予約制）

　コーナーあそび（絵本・手作りおも
ちゃ・運動あそびなど）や、育児相談・
身体計測もあります。
※�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＝11月30日（月）�10時～11時30分
（受付：9時30分から）
場所＝平和地区公民館
対�象＝市内在住の0歳児～5歳児と
その保護者�※保護者の人はマス
クの着用をお願いいたします。
予約＝11月16日（月）�9時30分～16時受付
問合せ＝郡山保育園（☎52-4069）

大和郡山市科学教室�
高専教室

日�時＝12月19日（土）14時～15時10分
場�所＝中央公民館（三の丸会館）小ホール
内�容＝『超低温の世界を探る』液体窒素
を用いて、いろいろなものを凍らせたり、
温度を変化させるなどの実験をします
対象・定員＝市内小学5～6年生�20人
参�加費＝500円（当日ご持参ください）
申�込・問合せ＝12月4日（金）必着で、返
信用のハガキまたは、通信費63円を水・
日曜、祝日を除く9時～17時に中央公民
館�生涯学習課へご持参いただくか、往復
ハガキに受講希望講座、住所、名前、電話
番号、学校名、学年を記入し〒639-1007　
南郡山町529-1中央公民館内�生涯学習
課宛郵送してください（☎53-1156）

ぴよぴよ絵本ひろば�
（申込不要・無料）

　100冊もの絵本に囲まれ、親子や家族
でほっこりした時間をすごしませんか？
日�時＝11月26日（木）10時～11時30分
場所＝矢田コミュニティ会館
対�象＝市内在住の乳幼児（0～3歳位）
とその保護者
内�容＝絵本を自由に見てもらえます。保育
士による絵本の読み聞かせや手遊び室内
遊具（滑り台・ソフトブロック等）もあります。
問合せ＝こども福祉課（☎53-1542）

若年性認知症相談会�
（無料・要申込）

　医療・介護・就労・経済的支援など
についてお気軽にご相談ください。
日時＝11月27日（金）10時～11時
　（1人30分程度）　 定員＝2名
場所＝昭和地区公民館�和室
相�談員＝尾崎京子さん（奈良県若年
性認知症サポートセンター室長）
申�込・問合せ＝第三地域包括支援セ
ンター（☎57-2233  57-1153）

柳沢文庫常設展（後半）
「郡山城図に見る�
� 郡山城の変遷」

日�時＝11月28日（土）～令和3年5月
9日（日）�9時～17時�
（入館は16時30分まで）
休�館日＝月・第4火曜（ともに祝日の
場合は開館）、12月27日～令和3年
1月5日、3月11・12日
費用＝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。
問�合せ＝（公財）郡山城史跡・柳沢文庫
保存会（☎58-2171）�（都市計画課）

マグカップ絵付け教室

日時＝12月12日（土）13時～15時
内�容＝ポーセリングアート（白磁器
に転写紙を貼って焼成）
講�師＝小川�康子さん（ポーセリング
アート及び押し花クラブ講師）
対象＝市内在住・在学の小学生
場所＝南部公民館　
募集人数＝15人程度　教材費＝300円
申�込＝往復ハガキに、①講座名②郵便番
号③住所④名前⑤年齢（学校名・学年）�
⑥電話番号⑦返信欄に申込者の郵便番
号・住所・名前を書いて、11月28日（土）
必着で南部公民館事務室（〒639-1123�
筒井町600番地4）へ郵送してください

　�　直接来館の場合、通知用ハガキ（63円
のもの）または通信費63円をもって、11
月28日（土）までに南部公民館窓口へ（9
時～17時、水・日曜、祝日を除く）へ※申し
込みが定員を超えた場合は抽選をします。
問合せ＝南部公民館（☎59-1316）

九条スポーツセンター�
教室体験

日�程＝各種スタジオ・子どもプール・子
どもスタジオ・大人プール（Jr.ダンス
教室、定員のクラス除く）11月25日
（水）～12月21日（月）�各教室4回
場所＝九条スポーツセンター
詳�細・申込＝11月20日（金）9時～参加
費（お問い合わせください）・認印持
参で直接九条スポーツセンターへ
※トレーニングコーナー
　【営業時間】9時～21時
　�【料金】トレーニングコーナー：高
校生以上520円
　�【持ち物】室内用シューズ、トレー
ニングウェア、タオル、飲み物など

イベント イベント

イベント

イベント

募集

募集

募集

募集

イベント・募集

　児童虐待とは、親や保護者によって
なされる、子どもの心身を傷つけ、健
やかな成長発達を損なう行為です。大
人の都合や期待の押しつけ、体罰・言

葉で責めたて従わせる行為は、「しつけのつもり」でも、子どもにとって有害ならば「虐待」に
なります。出産や子育ての悩みや、虐待を受けていると思われる子どもがいたら、相談・連絡を。
児童相談所全国共通ダイヤル＝189（いちはやく）
問合せ＝奈良県中央こども家庭相談センター（☎0742-26-3788）、こども福祉課�子育
ち支援係（内線526）　※連絡者（匿名可能）や連絡内容に関する秘密は守られます。

子どもを虐待から守るのは地域の人々の「気づき」�
～11月は児童虐待防止推進月間～
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　今年も10月30日（金）から11月3日（火・祝）まで、三の丸会館において芸術祭が行われました。各部門を合わせた一般応募
の作品数は213点でした。入賞者のみなさんは、次のとおりです。（敬称略）

郡山城にぎわいづくり事業

いきいき元気教室
参加者募集！

「郡山城天守台プロジェクションマッピング」観覧者募集（参加無料）
　普段と異なる視点から天守台をはじめとする郡山城の壮大な石垣を体感してもらうため、「3Dプロジェクションマッピング」
を実施します。大和郡山市・阪南大学・奈良工業高等専門学校による地域連携事業に関する連携協定の成果として、学生が
企画・制作したプロジェクションマッピングを披露します。
日�時＝12月20日（日） 1部�17時～17時40分、2部�17時55分～18時35分、3部�18時50分～19時30分、4部�19時45分～�
20時25分　場所＝郡山城跡・常磐郭
内容構成＝【1部、3部】
　歴史講演（20分）・阪南大学国際観光学部教授�来村�多加史さん
　プロジェクションマッピング（15分）「少し早めのクリスマス―天守台をツリーに―」
　・阪南大学経営情報学部教授�花川�典子さん
　・奈良工業高等専門学校情報工学科教授�内田�眞司さん
　【2部、4部】
　天体講義（20分）・奈良工業高等専門学校教授�稲田�直久さん
　プロジェクションマッピング（15分）（1部と同じ）
※雨天時は1～4部合同・構成/時間を19時～20時に変更してDMGMORIやまと郡山城ホール大ホールで開催します。
※雨天時内容�①歴史講演�②天体講義�③プロジェクションマッピング。
定員＝各部70人�※特設観覧スペースを設け、各部完全入替制。
申込条件＝市内在住・在勤の人
申�込・問合せ＝ハガキの宛名面に①住所�②名前を記入して、11月30日（月）までに郡山城にぎわいづくり実行委員会事務
局（都市計画課�内線633）へ持参
　�郵送の場合は、往復ハガキの往信面に①住所�②名前（ふりがな）�③年齢�④電話番号�⑤1部・2部・3部・4部の希望順位��
⑥同伴者の有無を記入して、都市計画課宛に11月30日（月）17時必着
　12月3日（木）10時に都市計画課窓口にて公開抽選し、ハガキで結果を通知します
※同伴者（中学生以上）がある場合は1人まで可とします。※観覧場所は全席指定となり、当選の場合は結果通知ハガキに席番号を記載し
ます。 ※雨天時でも参加可能であることをお願いします。時間と場所が変わるので注意してください。 ※市外から在勤の人は、勤務先の
住所・会社名を記入してください。 ※郡山城跡内に観覧者用駐車場はありません。周辺の有料駐車場をご利用願います。

第67回大和郡山市芸術祭　入賞者発表

審査結果 作　　品　　名 名前（敬称略）
芸術祭賞 空になった鳥籠 後藤　弥生
市長賞 水門と続く道�

（額田部の里）
國貞　暢之

議長賞 大収穫 宮澤　由美子
教育長賞 潮風にふれて 中西　努
奨励賞 大台ケ原　流水 辻　元
奨励賞 小鮒釣りし�かの川 川端　芳明
奨励賞 上野公園不忍池 正木　千鶴子
奨励賞 躍るアロエ 市井　洋子
奨励賞 ドライ　フラワー 上原子　幸子
奨励賞 桜日和（春の城址・

東夛門櫓）
米田　嘉重

奨励賞 平和橋架替工事 堀川　雅夫
奨励賞 闇夜のあかり 松浦　敏弘

絵画部門
審査結果 作　品　名 名前（敬称略）
芸術祭賞 重誓偈 片山　俊枝
市長賞 牡鹿 木堂　京子
議長賞 岑参の詩 福井　貴章
教育長賞 心の声に従う 今村　千波
奨励賞 漢武帝秋風辞 藤本　学庭
奨励賞 和歌一首�

（百人一首より）
川本　惠子

奨励賞 万葉集 中西　隆子
奨励賞 虫の音を 鈴村　彰子
奨励賞 臨　趙之謙 小南　実鈴
奨励賞 寧楽百首�

「春日大宮祭」
大槻　杏

奨励賞 殷鑑不遠 伊藤　博則
奨励賞 臨　黄庭堅跋 桑野　花凜

書道部門
審査結果 作　　品　　名 名前（敬称略）
市長賞 希望 松田　津喜子
議長賞 五の夢 池田　裕子
教育長賞 風の調べ 中出　敏昭
奨励賞 白いバラの照明器 池澤　昌彦
奨励賞 薬師寺　東塔 竹本　俊幸
奨励賞 深沙大将立像 三嶋　克己
奨励賞 銀山温泉（山形県） 中原　實也
奨励賞 段落とし込み ひょうたん 橋本　登
奨励賞 タペストリー（手織り）「秋景」 小川　悦子
奨励賞 夜桜（灯） 上田　富子
奨励賞 天使のカーニバル 上田　智子
奨励賞 金剛力士像（木焼アート） 寺前　有加里
奨励賞 赤ずきん（メタルエンボッシングアート） 三藤　三枝子
奨励賞 スターチス.ソピア 増田　三惠子
奨励賞 グラスアート�月うさぎ 岡本　幸世
奨励賞 瑞兆 矢追　昭子

工芸部門

審査結果 作　品　名 名前（敬称略）
芸術祭賞 生命力 矢野　富三
市長賞 尼僧達の祈り 田村　啓
議長賞 冬に備えて 徃西　清隆
教育長賞 厳冬の調教場 綱本　勲
奨励賞 寝ぐら 池内　滋郎
奨励賞 パレード 後藤　敏之
奨励賞 吹雪く朝 野原　義生
奨励賞 一心不乱 田中　眞澄
奨励賞 主役登場 貝本　泰男
奨励賞 花のパズル 澤田　以久子
奨励賞 舞う 光井　好生
奨励賞 笑いの日 山中　信子

写真部門

対　象：おおむね65歳以上の市民で、医師から運動制限を受けていない人
参加費：3,000円程度～（半年10回分）
※会場により参加費が異なりますのでお問い合わせください。
申　込：先着順受付

実施場所 募集 曜日 時間 問合せ・申込み
①里山の駅「風とんぼ」 若干名 第1・3金曜日 10:00～11:00 地域包括支援センター� ☎55-7733②JAならけん郡山経済センター（旧：JAならけん矢田支店） 若干名 第1・3金曜日 10:30～11:30
③小泉東和苑第一集会所 若干名 第1・3月曜日 10:00～11:00 第二地域包括支援センター�☎55-7011
④昭和地区公民館 大募集 第1・3月曜日 13:30～14:30

第三地域包括支援センター�☎57-2233⑤南部公民館 大募集 第2・4金曜日 13:30～14:30
⑥青葉台コミュニティセンター 若干名 第2・4月曜日 13:30～14:30
⑦JAならけん筒井出張所 若干名 第2・4水曜日 10:00～11:00
⑧平和地区公民館 若干名 第2・4金曜日 13:30～14:30 第四地域包括支援センター�☎51-0700
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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

12/20
（日）

開演 14:00
（開場13:30） 音楽のおくりもの ’20 小ホール

全席指定

500円
※�3才未満は無料で
すが、席が必要な
場合は有料。

11/15（日）
10:00〜発売 ホ 〇

出演：三の丸少年少女合唱団、やまと郡山城ホール少年少女マリンバ教室（6年生）�､大和郡山市音楽芸術協会会員

12/26
（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.177
楽曲の調べとともに聴く講談「光明皇后」
〜アマビエで疫病退散〜

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。

11/14（土）
10:00〜発売 ホ
※�定員の50人になり次第
締切

×

出演：水口�真緒（ヴァイオリン）、岡野�弥生（ピアノ）、旭堂�南歌（講談師）

令和 3年
1/17
（日）

開演 15:00
（開場14:30）

奈良フィルニューイヤーコンサート2021
〜オーケストラ名曲アルバム〜

大ホール
全席指定

一般3,000円
学生1,500円　

（当日各500円増）

11/14（土） 10:00〜発売
メイト先行発売は
11/12（木）10：00〜
※�両方、初日のホールへの
電話予約は、13：00～

ホ ロ e+

×

出演：奈良フィルハーモニー管弦楽団、粟辻�聡、大原�末子

12月

〒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）
12月の休館日 火曜…1･8･15･22日 
 水曜…2･16日 
年末年始 12月28日〜令和3年1月5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…2･9･16･23日
年末年始 12月28日〜令和3年1月4日

市立図書館イベント情報（12月）�

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～

冬の杜（もり）
おとなも子どもも一緒に楽しむおはなし会。
ストーリーテリングなど。おとなもどうぞ。
6日（日）11:00～/4歳以上

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歳~4歳くらいまで

おはなしのいずみによる 
クリスマスおはなし会 
テーブル劇場『ブドーリネク』ほか
19日（土）14:00～

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歳までの赤ちゃんと保護者
24日（木）11:00～、13:45～／各回0～3歳まで

�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。

※�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。

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

※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

毎年12月実施　
母子寡婦家庭等餅つき大会

問�合せ＝大和郡山市社会福祉協議会�
福祉課（☎53-6531）

消費者ホットライン188
　「悪質商法等による被害にあった」「お試し購入のはずが定期
購入契約になっていた」などの消費者トラブルで困っていませ
んか？
　そんなときは一人で悩まずに、全国どこからでも3桁の電話
番号でつながる消費者ホットライン「188（いやや！）」にご相談
ください。アナウンスに従って操作すると大和郡山市消費者セ
ンターにつながり、専門の相談員がトラブル解決を支援します。
　直通ダイヤル☎53-1583でもご利用いただけます。
� （人権施策推進課）

年末恒例 農家直伝2020
『花のガーデニング』
～冬の寄せ植え～

問合せ＝農業水産課（内線554）

11月25日から12月1日は犯罪被害者週間です
　犯罪被害は私たちの身近なところで起こっています。
あなたの周りにも犯罪被害に巻き込まれ、苦しんでい
る人がおられるかもしれません。
　犯罪被害にあわれた人が住み慣れた地域で安心して
暮らすために、地域社会で犯罪被害者を支えるとともに、
地域社会が一丸となって犯罪と対決する気運を高め「被
害者も加害者も生み出さない、安心・安全のまちづくり」
を実現しましょう。� （人権施策推進課）

毎年11月下旬開催
第36回農産物品評会

問合せ＝農業水産課（内線554）

中止中止中止
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