
平和のシンボル、金魚が泳ぐ城下町。

大和郡山市役所 〒 639-1198 北郡山町 248-4 
☎53-1151（代） FAX 53-1049（代）

https://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/

12/15
2020

お知らせ版

大和郡山市 広報

令和2年12月15日号 No.1223
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施　設　名 令和2年･年末 令和3年･年始
市役所/各支所/｢さんて郡山｣/上下水道部/衛生センター /シル
バー人材センター /社会福祉協議会事務局/西池グラウンド/市
民交流館･市観光協会/元気城下町プラザ/元気城下町ぷらっと/
文化体育振興公社事務局

12月
　28日（月）まで

1月
　4日（月）から

三の丸会館/南部公民館（図書室含む）/各地区公民館/矢田コミュ
ニティ会館/里山の駅｢風とんぼ｣/箱本館｢紺屋｣/箱本物語館/
町家物語館/社会福祉会館

　27日（日）まで 　5日（火）から

市立図書館/ DMG MORI やまと郡山城ホール/総合公園施設 　27日（日）まで 　6日（水）から

箱本十三町観光案内所 　27日（日）まで 　7日（木）から

老人福祉センター ｢ゆたんぽ｣ 　26日（土）まで 　5日（火）から

額田部運動公園施設 　25日（金）まで 　6日（水）から

九条スポーツセンター 　24日（木）まで 　6日（水）から

清浄会館
※市内に住民登録がある人の火葬は3日（日）から

火葬場 31日（木）
午前中まで 　4日（月）から※

斎場 31日（木）
17時まで 　4日（月）から

市役所の一般業務は、
年末は12月28日（月）まで。
年始は　1月　4日（月）から。

年末年始の市の業務のお知らせ

◆市コミュニティバスの運行について
　年末は12月28日（月）まで、年始は1月4日（月）から

◆ごみの収集･持込など	 ▼12ページへ

◆年末年始の診療･電話相談	 ▼12ページへ

◆市立図書館の特別貸出	 ▼11ページへ

◆各施設の業務　（問い合わせは、各施設まで）



く ら し

献血のお知らせ
　尊い命を救うため400ml献血にご協力を。
日時＝12月23日（水）10時～ 12時・13時～ 16時
場所＝中央公民館駐車場
※骨髄バンクドナー登録会も開催。
問合せ＝奈良県赤十字血液センター（☎56-6100）
 （秘書人事課）

郡山城天守台展望施設の	
特別開放について

　令和３年1月1日（金・祝）に郡山城天守台展望施
設を時間外に特別開放いたします。
日	時＝令和３年1月1日（金・祝）6時30分～（雨天・荒天中止）
場所＝郡山城天守台展望施設
※車でのご来場はご遠慮ください。※天守台周辺では、ソー
シャルディスタンスの確保にご協力お願いします。※マスク
着用や咳エチケット、大声での会話を控える等の感染防止対
策にご協力お願いします。※咳・頭痛等風邪症状のある人、
その他体調のすぐれない人は来場をお控えください。
問合せ＝都市計画課（内線633）

元気城下町発・未来行チケット	
（クーポン券）の利用について

　クーポン券の利用期限は令和３年１月11日（月・
祝）となっております。期限を過ぎると利用できませ
んのでお持ちの人はお早めにご利用ください。
問合せ＝地域振興課（内線565）

令和３年大和郡山市消防出初式
　消防関係者が一堂に集い一年の無事を祈念する新春
恒例の防火・防災行事、消防出初式を総合公園施設で
行います。
　令和３年度大和郡山市消防出初式は、昨年からの新
型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、規模を
縮小して開催することといたします。
　例年実施しております分列行進パレード、放水演習
等のイベントは中止とし、無観客での式典とさせてい
ただきますので、観覧はできません。
日時＝令和３年1月10日（日）9時～ 11時
場所＝総合公園施設 ホウワグラウンド※無観客式典。
問合せ＝市民安全課（内線630）

年末年始期間戸籍関係届出の受付等について
・埋火葬許可を伴う戸籍の届出（死亡届･死産届など）は…
　通常、平日は市役所市民課や各支所で、土･日曜と祝日は ｢元気城下町プラザ｣ で業務時間中に行っていま
すが、年末年始期間は下記のとおり行います（清浄会館の斎場利用を含む）。
届出場所＝市役所守衛室（庁舎東側）
届出時間＝12月29日（火）～ 31日（木）、令和3年１月２日（土）～３日（日） 各日 10時～ 13時
※ 火葬場斎場予約システムに登録をしている葬祭業者で、本市の清浄会館（火葬場･斎場）を使用される場合

は、あらかじめシステムで予約のうえ、上記時間内に届書などを持参してください。
問合せ＝市民課（内線312）
・婚姻届など、上記以外の戸籍の届出は…
　通常、平日8時30分～ 17時15分は市役所市民課や各支所で、平日時間外と土･日曜･祝日は市役所守衛
室で受付を行っていますが、年末年始期間は下記のとおりとします。
届出場所＝市役所守衛室（庁舎東側）
届出時間＝12月28日（月）17時15分～令和3年1月4日（月）8時30分までの終日
問合せ＝市民課（内線312）
・コンビニ交付証明発行停止について
日時＝12月29日（火）～令和3年1月3日（日）
発行停止するもの＝コンビニでマイナンバーカードを使って発行する証明書
※ 住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍の全部・個人事項証明書（謄・抄本）、戸籍の附票、課税（非課税）証明書、

所得証明書
問合せ＝市民課（内線311 ～ 314）、税務課庶務係（内線272）
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　市内に事業用償却資産を所有している法人または個人事業者は、毎年１月１日現在の償却資産所有状況
を市長に申告することが義務づけられています。
　令和３年1月1日現在で、市内に所有しているすべての償却資産を申告してください。
申告が必要な人＝ 〇令和3年１月１日現在、市内で事業をしている法人または個人 

○令和3年１月１日現在、市内の事業者に事業用資産を貸し付けている法人または個人
提出期限＝令和3年2月1日（月）
提出方法＝郵送または直接、税務課（窓口107番）へ
　eLTAXでも提出できます
※	申告用紙・申告の手引き・制度詳細等は市のホームページか
らダウンロード、確認できます。
URL：	https://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/life/

tax/kotei/000948.html

⃝固定資産税（償却資産）について
申	告義務者＝地方税法第383条の規定により、１月１日現在に

おける償却資産の所有者は申告義務があります
免	税点＝課税標準額が150万円未満の場合は課税されません 

ただし、150万円未満であっても申告は必要です
税額＝課税標準額に税率（1.4％）を乗じた額です
申	告調査について＝未申告の場合や申告内容の確認のために地方税法第353条および第408条に基づい

て申告義務者に問い合わせや資料提供の依頼を行っています
　申告調査について、ご理解・ご協力をお願いします
問合せ＝税務課 固定資産税第2係（内線284・285）

令和３年度 償却資産申告について

大和郡山イルミネーション『キラメクキンギョ』
　DMG MORIやまと郡山城ホール前・近鉄郡山駅前『つなげる広場』をイルミネーションで彩ります。 
大和郡山らしい、あたたかな光に包まれてみませんか。
　また、DMG MORIやまと郡山城ホールのエントランスホールにて、イルミネーション水槽の展示も行います。
日時＝令和3年1月31日（日）まで 18時～ 21時
　 （イルミネーション水槽はDMG MORIやまと郡山城ホール開館日の9時～ 21時30分）
問合せ＝地域振興課（内線562）
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JR郡山駅

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
4・5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）

1月の
健康

事　業　名 日　　時 対象･備考 実施場所

■	精神保健福祉相談
1月15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･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（全て要予約）

※�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。
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3年3月31日時点
での年齢です

胃がん検診は、
胃バリウム（集団
または個別）か胃
内視鏡検診のい
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。

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

１月１日～２月28日は「はたちの献血」キャンペーン期間です。

※新型コロナウイルス感染症対策のため、完全予約制となります。必ず事前にお電話ください。
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�「ストップ！コロナ差別�
～人にやさしいまちづくりを進めよう～」

　 メッセージには、「感染に関わる人権を傷つける行為は決して許されないこと」「感染症がも
たらす怖さは、『不安・怖れ』が『差別』『偏見』を生み、人と人との信頼関係や社会のつながりが壊れること。

『恐れるべきは、人でなくウイルス』であること」。そして、「私たちに求められているのは『正しく恐れるため
の知識』（確かな情報）であり、地域社会において、『いのちと人権』を守り合う相互理解と共感・共生の“まち
づくり”であること」との訴えが記されています。
　さらに、「新型コロナウイルス感染症によって引き起こされる差別・人権侵害や排除があれば、またコロナ
禍での虐待やＤＶなどさまざまな悩みや困りごとがあれば、法務局及び私たち人権擁護委員に相談をしてく
ださい。
　　（みんなの人権110番 ☎0570-003-110）」
 2020（令和2）年11月1日　　　　
 奈良県人権擁護委員連合会

▎▎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。

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12月 1日～15日生まれ 8 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12 月16日～31日生まれ 22 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 6月 1日～15日生まれ 6 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 6月16日～30日生まれ 21 日（木）

■	3歳児健康診査
	 ※3歳〜 4歳未満まで受診可能

平成29年 7月 1日～15日生まれ 14 日（木）
 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 7月16日～31日生まれ 27 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

 8日（金）･22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 6日（水）･21日（木）
14日（木）･27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

 7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）

21日（木）

　新型コロナウイルス感染症の蔓延にともなって生じている感染者や家族、医療従事者等への差別・人権
侵害に関連して、奈良県人権擁護委員連合会から、「奈良県民のみなさん」に、次のようなメッセージが発信
されています。その概要は次のとおりです。
　なお、メッセージ全文は、市ホームページに掲載していますので、ぜひご覧ください。

◆ 

高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
定
期
予
防
接
種
は
１２
月
２８
日（
月
）ま
で
で
す（
保
健
セ
ン
タ
ー
）
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大和郡山市職員採用試験（追加募集）
受 付 期 間　　令和3年1月7日（木）～ 18日（月）（市ホームページより申し込み）
受験資格・試験日など　　市ホームページに掲載
試験案内は、市ホームページからダウンロードできます。

試験区分 採用予定
人　　員

受験資格（年齢は令和2年3月31日満了時点です。）
年齢 学歴 免許・資格等

事務職
（障害者対象） 1人 33歳未満

昭和62年4月2日以降生まれ 高校卒業以上
身体障害者手帳、療育手帳、精神
障害者保健福祉手帳のいずれかの
交付を受けている人

土木技術職 4人

35歳未満 
昭和60年4月2日以降生まれ

大学（土木関連の専門
課程）卒業以上 要件なし

大学卒業以上 1級土木施工管理技士又は2級土
木施工管理技士資格を有する人

40歳未満
昭和55年4月2日以降生まれ

大学（土木関連の専門
課程）卒業以上

土木技術者としての職務経験（同
一の民間企業か国・地方公共団体
において土木工事の設計又は施工
管理を主たる任務とする職に1週
あたり 30 時間以上かつ 12 月以
上継続して就業した期間に限りま
す。）が通算して5年以上ある人

大学卒業以上
上記経験及び資格あり（1級土木
施工管理技士又は2級土木施工管
理技士資格を有する人）

いずれの試験区分も、今年度実施の本市職員採用試験に受験申込をした人は応募できません。

※注　学歴要件における「卒業」は、令和3年3月卒業見込みの場合を含みます。
　　　学歴要件における「大学」は、学校教育法による「大学」のうち短期大学を除くものをいいます。
問合せ＝秘書人事課内 市職員採用試験委員会（内線221 ～ 224）
※詳しくは市ホームページをご覧ください。

ながらスマホはいけません！
『歩きスマホ』『ながらスマホ』は危険です！絶対にやめましょう！！

　スマートフォンや携帯電話は、インターネットで検索したり、地図を調べたりと大変便
利なツールですが、歩きながら・自転車やバイク、車などを運転しながらの操作は大変危
険です。
　スマホの画面を見ながら車両を運転することは、道路交通法違反です！
　またスマホなどに夢中になると周囲への注意力が低下し、交通事故だけでなく、ひった
くりやチカンなどの犯罪に巻き込まれる可能性もありますので絶対にやめましょう!!

　スマホは必ず安全な場所で立ち止まってマナーを守って使用しましょう！

問合せ＝市民安全課（内線625）

く ら し
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災害時避難行動要支援者名簿に 
ご登録のみなさんへ

　高齢者や障がい者など災害時の避難に支援が必要な方々で「災害時避難行動要支援者名簿」にご登録
いただいておられるみなさんに現状の支援体制についてご報告します。
　名簿は、市内の６支援者のうち、消防団、消防署、警察署、民生委員、市社会福祉協議会の５支援者に
は既に配布を終えています。
　もう１つの支援者である地域の自主防災組織については、個人情報の保護の協定を締結の上、配布す
ることとなっておりますが、この協定を締結していただいている自主防災組織は全体の２割程度であり、
名簿の地域への普及が課題となっています。
　名簿活用の普及が遅れている理由としては、①高度な個人情報で管理に不安がある ②高齢化やコミュ
ニケーションの衰退で支援する若い人が確保できない、などお聞きしています。市では、①については、
まずどなたが支援を求めているかを知っていただくため、簡易名簿（住所、名前）の選択、②については、
要支援者同士の助け合い、などの提案など行っており、これらを解説した「自主防災組織、民生委員の皆
様のための『災害時避難行動要支援者名簿活用の手引」を自主防災組織や民生委員に配布しています。
　災害時に地域の情報収集や動員力などの総合力を期待できる「共助」の要は、自治会、自主防災組織で
す。この力を活かすためには、日常からの相互関係を築くことが大切です。ご登録のみなさんからも地域
コミュニティや防災活動への参加など顔の見える関係づくりや地域貢献などにご理解ご協力賜りますよ
うお願いします。
問合せ＝市民安全課（内線629）

年末火災予防運動
年の瀬です	忙しくても	火の用心

みんなそろって新年を迎えられるように、一人ひとりが火の取り扱いに十分注意しましょう。

◎火の用心のポイント
　① 出かける前や寝る前には、必ず火の元を点検

する。
　② ガスコンロや暖房器具の付近には、燃えやす

い物やスプレー缶など近づけないようにする。
　③ 家のまわりには燃えやすい物を置かない。

又、門灯をつけて明るくする。
　④ 年末の大掃除をする場合は、コンセントに差

しっぱなしのプラグのほこりも掃除をしま
しょう。

　⑤ アルコール消毒をした時の火の取り扱いに気
を付けましょう。

暖房器具の正しい使い方
◎ストーブ・ファンヒーター
　① 火をつけたまま給油したり、持ち運んだりしない。
　② ストーブの上に洗濯物などを干したり、近くに

燃えやすい物やスプレー缶などを置かない。
　③ 使用後や離れるときは、こま

めに消し、完全に火が消えた
か確かめる。

◎ホームこたつ・カーペット
　①洗濯物などをこたつの中に入れない。
　②たこ足配線で使用しない。

　このほかにも、いろいろな暖房器具がありますが、それぞれの使用方法を十分理解し、正しく使用しま
しょう。
問合せ＝奈良県広域消防組合 大和郡山消防署 予防課（☎59-1289）
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く ら し
カローリング体験教室	
の開催について

　9月に実施したカローリング体験教室が好評でした
ので、令和3年1月から3月まで教室を再開します。
　初めてでも気軽に楽しめます。是非、ご参加くだ
さい。
日時=
　令和3年1月12日（火）   9時30分 ～ 11時30分
　　　　　　　　　　　　 13時30分 ～ 16時30分
　　　　　1月26日（火）  9時30分 ～ 11時30分
　　　　　　　　　　　　 13時30分 ～ 16時30分
　　　　　2月6日（土）　 13時30分 ～ 16時30分
　　　　　2月16日（火）   9時30分 ～ 11時30分
　　　　　3月2日（火）　 13時30分 ～ 16時30分
　　　　　3月16日（火） 18時～ 20時30分
場所＝三の丸会館 体育館
主催＝スポーツ推進委員会
持物＝体育館シューズ・飲み物
対	象者＝市内在勤・在住・在学の小学生4年生以上（小

学生は保護者同伴）
その他＝参加無料、当日申し込み可
※ 当日は、新型コロナウイルス感染症予防対策にご協

力ください。
※ 新型コロナウイルス等の感染状況などにより、開催

を中止する場合があります。
申	込・問合せ＝スポーツ推進委員会事務局（スポーツ

推進課内）（内線555・556）

ふたばこども園	子育て支援事業	
親子リトミック参加者募集

　聴いたり、歌ったり、体をいっぱい動かしたりして
音楽を楽しみましょう。
日時＝令和3年1月27日（水）9時45分～ 11時
対象＝市内在住の未就園児とその保護者
講師＝瓜生 祥子さん
※マスク着用・動きやすい服装で参加してください。
※持ち物…お茶など。
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）

「リノベーションまちづくり講演会」	
を開催します！

　大和郡山市では昨年度より“今ある資源”を活用し
て、まちを活性化させる『リノベーションまちづくり』
に取り組んでいます。
　今回、空家や空き店舗などの遊休不動産の利活用を
テーマに講演会を開催しますので、遊休不動産オー
ナーやまちづくりに興味のある人は是非お越しくださ
い。また、昨年度開催しました「リノベーションスクー
ル＠大和郡山」をきっかけに誕生した大和郡山まちづ
くり株式会社による講演も予定しております。
日	時＝令和3年2月4日（木）18時30分～ 20時30

分（受付18時～）
場所＝中央公民館（三の丸会館）3F小ホール
定員＝50人（先着順）
参加料＝無料
申	込＝①住所 ②名前 ③所属 ④連絡先を添えて、2月

1日（月）までにメール、電話、FAXのいずれか、ま
たは下記QRコードから市HPのフォームよりお申
込みください。

　 tosikei@city.yamatokoriyama.lg.jp
　 53-1049（代表）
問	合せ=都市計画課まちづくり協定推

進室（内線672）

健康長寿のための健康づくり講座
　みんなで運動に関する知識をつけて、コロナに負け
ない体づくりを身に付けましょう
日時＝令和3年1月29日（金）14時～ 15時30分
場所＝片桐地区公民館 研修室
対象・定員＝概ね65歳以上の市民20人
　　　　　　（完全予約制）
内容＝フレイル予防と体の動かし方
※ 参加される人は必ずご自宅で体温測定をお願いしま

す。
※発熱などの風邪症状のある人はご遠慮ください。
※参加者に粗品をプレゼント。
申込・問合せ＝第二地域包括支援センター
　（☎55-7011）
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点字を学びませんか？
　視覚障害者の文字「点字」を一緒に学びませんか？

「あいうえお」から始めますので、初心者でも大丈夫！
日	時＝令和3年1月18日～ 3月8日の毎週月曜日（全

8回）13時30分～ 15時30分
場所＝社会福祉会館（植槻町）
対象・定員＝市内在住・在勤の人、10人
受講料＝無料（テキスト代・フェイスシールド代自己負担）
申	込＝令和3年1月7日（木）（土･日及び12月29日～

1月3日を除く8時30分～ 17時15分）までに、住
所・名前・電話番号を社会福祉協議会福祉課（☎53-
6531・  55-0986・ tsunagu@ykshakyo.or.jp）へ

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため講座を変
更・中止する場合があります。

もの忘れ相談会（無料・要申込み）
　最近、物のしまい忘れや置き忘れが増えたと感じたり、誰
かに言われて心配になったことはありませんか？
　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。お気軽にお越しください。

日時 時間 場所 定員
①令和3年
　1月18日（月）

13 時 30 分 ～
15時30分

三の丸会館
3階研修室3 4人

②令和3年
　2月5日（金） 14時～ 16時 市立図書館

2階集会展示室 8人

申	込・問合せ＝①第四地域包括支援センター（☎51-
0700 51-0710）

　 ②市地域包括支援センター（☎ 55-7733 55-
6831）

劇団	銅鑼	
「おとうふコーヒー」観劇会

　老人ホームを舞台に素敵な人生の終い方を描く心温
まるドラマ。
日	時＝令和3年1月8日（金）18時30分～、9日（土）14時～
場所＝DMG MORI やまと郡山城ホール
費	用＝入会金、月会費が必要となります（中・高校生

は年1回無料）  
詳しくは奈良演劇鑑賞会事務局へお問い合わせください
締切＝12月25日（金）
問合せ＝奈良演劇鑑賞会（☎0742-49-0448）

大和郡山市科学教室冬期特別講座	
「一日工作教室」受講者募集
①〜光の工作〜
　（万華鏡作り・マジックボックス製作など）
日	時=令和3年1月5日（火）、9時10分～ 10時20

分まで
対象=市内の小学校 1 ～ 3年生
定	員＝20人（応募者多数の場合は抽選） 
②	〜実験用ラジオを作ろう〜
　本格的な電子工作にチャレンジ！	
日時＝令和3年1月5日（火）10時30分～ 12時まで
対象＝市内小学校 4 ～ 6年生
定員＝16人（応募者多数の場合は抽選）
【①②共通】
場所＝三の丸会館 小ホール
材料費＝1人1,000円
申	込方法＝12月24日（木）までに返信用ハガキまた

は通信費63円を持って、三の丸会館生涯学習課窓
口へ

　 郵送でお申し込みの場合は、往復ハガキに住所・名
前（ふりがな）・電話番号・学校名・学年・希望講
座番号を記入して、「一日工作教室参加希望」を書い
て生涯学習課まで送付してください（12月24日必
着）（〒639-1007 南郡山町529-1大和郡山市教育
委員会生涯学習課）
問合せ＝生涯学習課 （☎53-1156）

新型コロナウィルス感染予防に伴う感染経
路・手指衛生・個人防護服の着脱などに	
関する動画をホームページに公開しました。

　市ホームページトップから動画コーナーはこち
ら▶︎または医療・福祉→福祉→障害福祉→新型コ
ロナウイルス感染予防に伴う感染経路・手指衛生・
個人防護服の着脱などに関する動画にお入りくだ
さい。
　また、YouTube（ユーチューブ）からもご覧い
ただけます。
　新型コロナウィルス感染拡大防止にお役立て頂
ければ幸いです。

 大和郡山市地域自立支援協議会

問合せ＝厚生福祉課 障害福祉係（内線535）
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イベント

イベント

総合公園施設親子ふれあいデー		
「お正月を遊ぼ！」

お正月のたのしいひと時を！
〜ホウワグラウンドを無料開放します〜

　凧あげ･はねつき･縄跳び･キャッチボール（硬球
使用不可）など、お正月をみんなで楽しみましょう。
日時＝令和3年1月4日（月）9時～ 16時
場所＝総合公園施設 ホウワグラウンド（多目的運動場）
※ ゴルフの練習や野球、サッカーの試合など広範囲を

占有する行為、その他，他の人の迷惑となる遊具等
の使用はご遠慮ください。

※ 利用者同士お互いのため随時マスクの着用をお願い
します。また、用具類は各自で持参してください（貸
出はありません）。
問合せ＝総合公園施設（☎55-1010）

春風マラソン〜今年はみんなで、	
歩こうよ〜（参加無料・要申込）

※ウォーキングイベントです。
日	時＝令和3年2月14日（日）、8時受付開始 9時出

発（ゼッケン番号順）
※雨天中止の判断は7時。
集	合場所＝総合公園施設ホウワグラウンド（多目的運

動場）
コース＝春風マラソンコース（約6km）
対	象＝小学生以上（但し小学生は保護者同伴）で、ス

タ－ト後、2時間30分以内でゴ－ル可能な人
定員＝210人
※申込者多数の場合は抽選。
服	装等＝歩きやすい服装、靴、飲み物持参、マスク着

用で参加してください
※更衣室は利用不可。
申	込・問合せ＝所定の申込用紙に必要事項を記入して、

令和3年1月15日（金）必着で、スポーツ推進課（内
線556）まで郵送か持参してください

※申込用紙は市ホ－ムペ－ジでも印刷可能です。
※電話・ＦＡＸでの申し込みはできません。
※ 大会参加の有無については、大会の2週間前に通知

します。
※ 参加者の事故等について、主催者側は一切の責任を

負いません。
※ 参加者のみなさんには新型コロナウイルス感染防止

対策にご協力お願いします。また、新型コロナウイ
ルスの感染状況によっては、中止になる場合があり
ます。

柳沢文庫歴史塾（郡山学）	
第4回参加者募集

「譜代大名柳澤家の軍制	
―郡山城主が果たした使命―」
日時＝令和3年1月23日（土）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＝藤本 仁文さん（京都府立大学准教授）
定員＝90人（事前申込必要）
参加費＝200円
申	込＝往復ハガキに住所・名前・年齢・電話番号を

記入して令和3年1月6日（水）～ 1月15日（金）
（必着）に柳沢文庫歴史塾係（〒639-1011城内町
2-18）へ郵送

※ 期間より前の申込は受け付けません。定員を超えた
場合は抽選。
問合せ＝柳沢文庫（☎58-2171）

九条スポーツセンターからの	
お知らせ

◆令和3年1月〜 2月教室新規募集受付中
教	室日程＝令和3年1月6日（水）～ 3月1日（月）、

各教室全8回
持ち物＝参加費、認印
申	込＝直接九条スポーツセンターへ（電話での受付は

できません）
※ 定員に達しているクラスもございますので、事前に

お問い合わせください。

◆新春体験のご案内
実施期間＝令和3年1月6日（水）～ 2月1日（月）
体験料＝1,100円（税込）
申込＝電話又は直接九条スポーツセンターへ
※ 定員に達しているクラスもございますので、事前に

お問い合わせください。
【共通】
詳細･問合せ＝九条スポーツセンター（☎52-1245）

イベント・募集

募集

募集
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※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 ぴ：チケットぴあ ロ：ローソンチケット e+：イープラス

貸出期間を延長します�～年末年始の特別貸出について～
年末年始の休館にあわせ、下記の通り特別貸出を行います。ぜひご利用ください。

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

12/26
（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
「光明皇后千人の垢流し」
〜アマビエで疫病退散〜

レセプションホール
全席自由

一般：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：水口 真緒（ヴァイオリン）、岡野 弥生（ピアノ）、旭堂 南歌（講談師）
曲目：プレリュードとアレグロ、ノクターン遺作、ゴッドファーザー、ムーンリバー ほか

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

（当日はともに500円増）

発売中
ホ ロ e+

※隣席を空けずに販売します
×

粟辻 聡（指揮）、大原 末子（ナビゲーター）、奈良フィルハーモニー管弦楽団（オーケストラ）
曲目：サウンドオブミュージックメドレー、交響曲第38番ニ長調K.504「プラハ」ほか

令和3年
2/13 
（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.178
〜魅惑のラテン〜

レセプションホール
全席自由

一般：2,000円
※ ドリンクの提供は控え

させていただきます。

12月26日（土）
10時〜発売

ホ
※ 定員の50人になり次第締切

×

出演：外薗 美穂（ヴァイオリン）、岡野 弥生（ピアノ）、小川 悟史（パーカッション）
曲目：エルチョクロ、ジェラシー、ブラジル ほか

令和3年
2/23 

（火・祝）

開演14:00
（開場13:00）桂米朝一門会 大ホール

全席指定
一般3,600円
メイト会員3,300円

（当日はともに500円増）

発売中
ホ ロ ぴ e+ ×

出演：桂 ざこば、桂 南光、桂 米團治、桂 吉弥、桂 米輝

〒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、第3水曜、12月28日（月）〜1月5日（火）＞

市立図書館 ☎55-6600
開 館 時 間 9：30〜 19：00
 （土曜日は21：00まで）
年末年始の休館日  12月28日（月）〜 

令和3年1月5日（火）
1月の休館日 火曜…5･12･19･26日
 水曜…20日

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。
16日（土）・24日（日）14:00 ～

おはなしの杜（もり）
ろうそくのあかりで楽しむおはなし。
10日（日）11:00 ～ /4歳～小学生

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。
9日（土）14:00 ～／ 4歳くらいから
23日（土）11:00 ～／ 2 ～ 4歳くらい

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その保護者
11日（月・祝） 11:00 ～／ 13:45 ～
過密にならないよう、子ども1人につき大人1人まで。

市立図書館イベント情報（令和3年1月）  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。

南部公民館図書室 
� ☎59-1316
開 館 時 間 9：00〜 17：00
年末年始の休館日 12月28日（月）〜 
 令和3年1月4日（月）
1月の休館日 月曜…4・11日 
 水曜…6･13･20･27日1月

市立図書館 南部公民館図書室
年末年始の休館 12月28日（月）～ 1月５日（火）は休館 12月28日（月）～ 1月4日（月）は休館
特別貸出について 12月14日（月）から27日（日）までは、ひとり10冊4週間貸出

ホリデイ版 だっこでおはなし会
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お父さん、お母さんどうぞ！
31日（日）11:00 ～ /13:45 ～ 各回14組（申し込
み先着順）
対	象＝0歳～ 3歳くらいの幼児とその保護者
申	込＝1月6日（水）9:30 ～図書館へ電話または

カウンターへ
　 過密にならないよう、子ども1人につき大人1

人まで。
※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。
　くわしくはホームページをご覧ください。
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年末年始の 業務などの お知らせ

年末年始の 業務などの お知らせ

月　　日 可燃ごみの収集 持込ごみの受付 不燃物ごみの収集日
令和2年

年　
末

12月29日（火） 通常どおり収集（可燃ゴミのみ）
火・金コース

11:00 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00

12月30日（水） 休　み 11:00 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00

12月31日（木） 休　み 9:00 ～ 12:00
令和3年
	 1月	 1日（金・祝）

元日 休　み 休　み

	 1月	 2日（土） 休　み 休　み
	 1月	 3日（日） 休　み 休　み

	 1月 11日（月･祝）
成人の日

通常どおり収集（可燃ゴミのみ）
月・木コース 9:00 ～ 12:00 第2月曜の区域は、

1月14日（木）に収集

※年始は、１月4日（月）から通常どおり業務を開始します。
※ 年末年始･祝日の可燃ごみの収集は、交通事情により早めに収集する場合があります。 ごみは、7時30

分までに出していただきますようお願いします。

年末年始の診療

▼内科･小児科
市立休日応急診療所（地図は4ページ） 
12月29日（火）～ 1月3日（日）
12時～ 21時
本庄町317-2（｢さんて郡山｣ 内）☎59-2299
※ 新型コロナウイルス感染症対策のため完全予約制となりま

す。必ず事前にお電話ください。

▼歯　 科
口腔保健センター

（県歯科医師会館内）
12月29日（火）～ 1月3日（日）
10時～ 16時

（受付9時30分～ 16時）

奈良市二条町2-9-2
（近鉄大和西大寺駅から徒歩7分）
☎0742-33-0862

電話相談　

▼ 	奈良県救急安心センター	
相談ダイヤル
#7119	または	☎0744-20-0119

（24時間対応）
※ 24時間、電話で夜間診療の紹介、相談員や看護

師のアドバイスを受けることができます。

▼こども救急電話相談
#8000	または	☎0742-20-8119
12月29日（火）～ 1月3日（日）
8時～翌朝8時
※ 15歳未満のお子さんを対象に、電話で看護師（必

要に応じて小児科医）のアドバイスを受けること
ができます。

　 （通常：平日18時～翌朝8時、土曜：13時～翌
朝8時、日曜・祝日：８時~翌朝8時）

突然のケガや病気で判断に迷ったら、
まずは電話で相談を！

~できるだけ早めにかかりつけ医に相談しましょう~

可燃ごみ収集･持込ごみの受付業務について

12月29日（火）～1月3日（日）　年末年始の診療等について　
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