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お知らせ版平和のシンボル、金魚が泳ぐ城下町。

大和郡山市 広報

施　設　名 令和3年･年末 令和4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/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/ 箱本物語館

12月
　28日（火）まで

1月
　4日（火）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/市立図書館/DMG MORI やまと郡山城ホール/ 
西池グラウンド

27日（月）まで 6日（木）から

文化体育振興公社事務局 / 社会福祉会館 / 老人福祉センター 
｢ゆたんぽ｣ 27日（月）まで 5日（水）から

総合公園施設/里山の駅 ｢風とんぼ｣ /箱本館 ｢紺屋｣ /町家物語館 26日（日）まで 5日（水）から
箱本十三町観光案内所 26日（日）まで 8日（土）から
額田部運動公園施設 25日（土）まで 6日（木）から
九条スポーツセンター 24日（金）まで 6日（木）から

清浄会館
火葬場 31日（金）午前中まで 3日（月）から
斎場 31日（金）17時まで 4日（火）から

市役所の一般業務は、
年末は12月28日（火）まで。
年始は　1月　4日（火）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（火）まで、年始は1月4日（火）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	 ▼  8ページへ

◆各施設の業務　（問い合わせは、各施設まで）



◆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、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（水）～ 31日（金）、令和4年１月２日（日）～３日（月）　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29日（水）17時15分～令和4年1月4日（火）8時30分までの終日
問合せ＝市民課（内線312）

・コンビニ交付の証明発行・戸籍利用登録申請の停止について
日時＝12月29日（水）～令和4年1月3日（月）
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。
・住所が大和郡山市以外で、本籍が大和郡山市の人の、コンビニ交付に伴う戸籍利用登録申請
問合せ＝市民課（内線311 ～ 314）、税務課庶務係（内線272）

く ら し

新型コロナワクチン　
　　　　３回目接種について

3回目接種対象者
　　■2回目接種終了から８ヵ月経過した18歳以上の人

12月の接種券発送対象者
　　■令和3年5月中に2回目の接種を終了した人（主に医療従事者・高齢者施設入所者）
　　■施設入所中の人は、接種券が届きましたら施設にご連絡ください
　　■12月20日頃発送予定

　　※感染状況等により、接種時期・接種券の発送時期については早まる場合があります。
　　※2回接種後転入した人は申請が必要です。

問合せ
　　市コールセンター　☎59-0567（平日8:30 ～ 17:15）
　　※1、2回目の接種を希望される人はコールセンターまでお問い合わせください。

接種券は、接種可能な時期が近づいた人に順次お送りします
接種券が届くまでしばらくお待ちください
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マイナンバーカードによるコンビニ交付の	
証明発行・戸籍利用登録申請の停止について

　戸籍システム更新のため、ご迷惑をおかけします
が、ご理解ご協力をお願いします。
日時＝12月17日（金） 終日
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。
・ 住所が大和郡山市以外で、本籍が大和郡山市の人の、

コンビニ交付に伴う戸籍利用登録申請
問合せ＝市民課（内線311 ～ 314）、税務課庶務係（内線272）

市役所で献血を行います
　尊い命を救うため400ml献血にご協力を。
日時＝12月22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）

令和４年度分就学援助から	
申請時期が変わります

　就学援助制度とは、市立小・中学校に在籍している
児童・生徒のいる家庭で、経済的理由により就学に
困っている家庭に対し、学習に必要な費用の一部（学
用品費など）を援助する制度です。
　令和４年度分就学援助から、申請時期を下記のとお
り前倒しします。

【これまで】新学年開始後（４～６月）に申請
　　↓

【令和４年度～】前年度（12 ～１月） に申請
　12月中に、児童・生徒の在籍校から令和４年度分
の申請案内があります。援助費受給を希望される人は
お手続きください。
　令和４年度就学援助費受給の可否は令和２年中の世
帯所得をもとに決定します。認定基準は、世帯の人数、
年齢構成、家屋区分（持家・借家）、各種控除額等によっ
て細かく異なります。援助費受給を希望される人は、
まずはお手続きください。
問合せ＝学校教育課（内線724・727）

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付（5万円現金分）のお知らせ
　子育て世帯の生活を支援するために一時金を支給します。（一定の収入制限あり）
対象児童
① 令和3年9月分の児童手当支給対象となる児童
② 	9月30日時点で高校生（平成15年4月2日～平成18年4月1日生まれ）の児童（保護者の所

得が児童手当の支給対象となる金額と同等未満の場合）
③ 10月以降令和4年3月31日までに生まれた児童手当の支給対象児童（新生児）
受給対象者
① 令和3年9月分の児童手当を受給している人（9月生まれを含む）＝申請不要
　 養育する高校生がいる場合は高校生分を含めて12月下旬に振込予定です
　 ただし、公務員の人は要申請
②  高校生児童のみを養育している人＝要申請
③ 10月から11月までに生まれた児童手当の支給対象者＝申請不要
　 児童手当支給認定の後、順次振込予定です（1月以降予定）
　 ただし、公務員の人は要申請
④ 12月以降令和4年3月31日までに生まれた児童手当の支給対象者＝要申請
※ 生計を維持する程度の高い者の所得で判定されます。（児童手当受給者もしくはそれに準じる対象者）
※夫婦の所得合算はしません。
※ 所得制限限度額は、児童手当の所得制限に準じます。所得制限により、現在、特例給付を受給している人は

対象になりません。所得制限限度額についてはホームページでご確認ください。
※ 該当する年齢の児童がおり、申請が必要と思われる人には、12月下旬に申請書を送付予定です。（申請後

審査があります。所得制限や養育要件により支給できない場合があります）
給付額＝対象児童1人につき5万円
申請・問合せ＝子育ち支援課 児童福祉係（120番窓口・内線522）
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入学準備金の受給申請について
　来春、大和郡山市立の小学校・中学校に入学する子
どものいるご家庭で、保護者から申請があり、所得の
基準を満たす家庭について、就学援助の入学準備金を
3月中に支給します。
　希望する場合は、学校教育課へ申請してください。
申請書は、学校教育課窓口もしくはホームページから
取得できます。
※ 小学校に入学する子どものいるご家庭は、就学時健

康診断の通知に同封の案内をご覧ください。
※ 生活保護を受給している場合、転出予定で大和郡山

市立の学校へ入学しない場合、私立学校などへ入学
する場合などは申請できません。

申	請・問合せ＝令和4年1月14日（金）までに、通帳
など口座を確認できるもの・印かんを持って、学校
教育課（403番窓口・内線724･727）へ

総合公園施設を利用される	
みなさんへお知らせ

　野球場設備改修工事に伴い、球場のトイレが使用でき
なくなります。また球場周辺には、安全のため立入禁止
区域が設けられます。利用者のみなさんにはご迷惑をお
かけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
工事期間＝令和4年1月～ 2月末（予定）
問	合せ＝総合公園施設（☎55-1010）、都市計画課（内線634）

子育て支援事業《親子リトミック》
　歌ったり、聴いたり、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4年1月26日（水）10時～ 11時
講師＝瓜生 祥子さん
対象＝市内在住・未就園児とその保護者10組
そ	の他＝動きやすい服装、マスク着用、水筒持参でご

参加ください
場所＝ふたばこども園（今国府町60-9）       
申	込＝12月20日（月）～ 24日（金）に①イベント名「リ

トミック」②親と子どもの名前③子どもの生年月日④
郵便番号・住所⑤電話番号⑥メールアドレス（初めて
の人は（初））を記入しfutaba2001@mac.comへ

※定員に達し受付できない人のみメールを返信します。
問合せ＝子育て支援センターふたばこども園（☎59-4141）
※	新型コロナウイルス感染拡大等により開催を見合わせる
場合にはメールまたは電話で連絡させていただきます。

く ら し
大和郡山市福祉ゾーン再整備基本計画（案）の	
パブリックコメント募集

　市では、社会福祉会館や老人福祉センターを中心と
する福祉ゾーンについて、今後の福祉拠点としてのあり
方を検討するため、学識経験者や各種団体の代表者等
で構成される大和郡山市福祉ゾーン整備審議会におい
て議論を重ね、「大和郡山市福祉ゾーン再整備基本計画

（案）」をまとめました。
　この案に対する市民のみなさんの意見を募集します。
意	見の募集期間＝12月22日（水）～令和4年１月

21日（金） 17時まで
報	告書（案）の閲覧場所＝市ホームページと地域包括

ケア推進課（118番窓口）でご覧いただけます（意
見参考様式（記入用紙）も設置しています）

閲	覧日時＝土･日曜、祝日及び年末年始12月29日～
１月３日を除く8時30分～ 17時

意	見を提出できる人＝市内在住・在勤・在学の人、市
内に事務所・事業所を有する人

意	見の提出方法＝名前・住所・電話番号・意見の要旨
を記入し、下記のいずれかの方法で提出してください。

　①電子メール
　　 houkatsu@city.yamatokoriyama.lg.jp
　② 郵送 〒639-1198 北郡山町248-4 地域包括ケ

ア推進課あて
　③ 55-6831　
　④地域包括ケア推進課（118番窓口）へ持参
※ 電子メールは受付期限までに受信したもの、郵送の

場合は締切日必着のものを受け付けます。
※ 電話・口頭でのご意見や、名前・住所などが明記されてい

いないものは、受け付けできませんのでご了承ください。
※ いただいた意見については個別に回答はしません

が、意見の概要などを取りまとめて後日、市ホーム
ページで公表する予定です。

問	合せ＝地域包括ケア推進課 高齢支援係（118番窓
口・内線512・513）

令和4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。
　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、規模を縮小して屋外で開催します。な
お、無観客での式典としますので、観覧はできません。
日時＝令和4年1月9日（日） 9時30分～ 11時
場所＝総合公園施設 ホウワグラウンド
問合せ＝市民安全課（内線630）
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年末火災予防運動実施
　年末の繁忙期を迎え火気器具等を使用する機会が
増加します。市民のみなさんに火災のない明るいお正
月を迎えていただくために12月1日（水）から31日

（金）までの間、年末火災予防運動を実施します。
　つい忙しさで火の元がおろそかになりがちです。お
出かけ前には、戸締りと火の元の点検を行いましょ
う。また、お休み前には、もう一度火の元を確認しま
しょう。
　大和郡山消防署では年末火災予防運動による管内広
報、店舗における防火査察、また12月17日（金）13
時30分から16時までアピタ郡山店にて大和郡山消
防署長による特別査察及び街頭キャンペーンを実施し
ます。
問	合せ＝奈良県広域消防組合 大和郡山消防署 予防課
（☎59-1289）

　市内に事業用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4年1月1日現在で、市内に所有しているすべての資産を申告してください。
申告が必要な人＝〇令和4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4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4年1月31日（月）
提出方法＝郵送または直接、税務課（窓口107）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。

　	https://www.city.yamatokoriyama.lg.jp/	 	
kurashi_tetsuzuki/zeikin/koteishisankazei/	 	
5991.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4年度 償却資産申告について

健康長寿のための健康づくり講座	
（無料・要予約）

　みんなで口腔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4年1月28日（金） 14時～ 16時
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 18人（完全予約制）
内	容＝お口の健康講座と高齢者のお口の中を再現した

マネキン「マナボット」を使用した口腔ケアの方法
※ 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。
申	込・問合せ＝第二地域包括支援センター（☎55-

7011）
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大和郡山市職員採用試験（令和４年４月採用予定・追加募集）
受付期間＝12月22日（水）～令和4年１月11日（火）（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　問合せ＝秘書人事課内 市職員採用試験委員会（内線221 ～ 224） 
※詳しくは募集要項をご覧ください。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3年3月31日満了時点です。）
年齢 学歴 免許・資格等

土木技術職
（上級） 2人

35歳未満 
昭和61年4月2日以降生まれ

大学（土木専門課程）
卒業以上 要件なし

大学卒業以上 １級土木施工管理技士または２級土木
施工管理技士資格を有する人

40歳未満
昭和56年4月2日以降生まれ

大学（土木専門課程）
卒業以上

土木技術者としての職務経験が5年以
上ある人

大学卒業以上
１級土木施工管理技士または２級土木施
工管理技士資格の資格を有し、土木技術
者としての職務経験が5年以上ある人

土木技術職
（初級） 1人 21歳未満

平成12年4月2日以降生まれ
高校（土木専門課程）

卒業以上
大学・短期大学等を卒業した人は受験
できません

保健師 2人
30歳未満
平成3年4月2日以降生まれ 要件なし 保健師免許を有する人

35歳未満
昭和61年4月2日以降生まれ 要件なし 保健師免許を有し、保健師としての職

務経験が24月以上ある人

初日の出は郡山城天守台へ
～新年の門出を郡山城天守台で迎えませんか～

　令和4年1月1日（土・祝）に郡山城天守台展望施設を特別開放いたします。
　郡山城天守台展望施設から初日の出を拝み、一年の無病息災を願いませんか。
日時＝令和4年1月1日（土・祝） 6時30分～ （雨天・荒天中止）　場所＝郡山城天守台展望施設
※青丹雅楽会による雅楽の生演奏があります。
※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、大声での会話は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）

もの忘れ相談会（相談無料・要申込）

　最近、物のなおし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＝令和4年1月20日（木） 13時～ 16時
場所＝南部公民館 ふれあいルーム
定員＝4人（1人30分程度）
申	込･問合せ＝第三地域包括支援センター（☎ 57-

2233・ 57-1153）

若年性認知症相談会	
（無料・要申込）

　65歳未満で発症する認知症のことを若年性認知症
といいます。
　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。ご家族からの相談も受け付けます。
日	時＝令和 4 年 1 月 17 日（月）14 時～ 15 時 30 分 
（1人30分程度）
定員＝3人　　場所＝市役所 401会議室
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＝地域包括支援センター（☎55-7733・

55-6831）

く ら し
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バルーンアート講座（無料）
　子どもから大人まで、みんなに大人気のバルーン
アート。
　バルーンアートの基礎を学んで、笑顔あふれるボラ
ンティア活動をしてみませんか？
日時＝令和４年1月20日（木）13時30分～ 15時30分
場所＝社会福祉会館
対	象・定員＝市内在住・在勤で、ボランティアに関心

のある人 15人（先着順）
受講料＝無料（ただし、材料費必要）
申	込＝ 12 月 15 日（水）～ 28 日（火）（土 ･ 日曜、祝

日を除く、8時30分～ 17時15分）までに、社会福
祉協議会 福祉課（☎53-6531・  55-0986）へ

地雷撤去のため	
書損じハガキを集めています

　カンボジアの地雷被害を無くす為、書損じハガキ等
を集めて換金し、地雷撤去団体へ寄付しています。
　ハガキ2 ～ 3枚で1㎡の地雷撤去費用になります。
対	象品＝書損じ・未使用ハガキ、未使用切手、未使用

テレカ、QUOカード等
期間＝令和4年3月31日（木）必着
問	合せ・送付先＝（一財）カンボジア地雷撤去キャン

ペーン（〒 814-0002 福岡市早良区西新 1-7-10-
702・☎092-833-7575）

 （生涯学習課）

放送大学	4月生募集のお知らせ
　放送大学は、2022年度4月入学生を募集していま
す。10代から90代の幅広い世代、約9万人の学生が、
大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々な目
的で学んでいます。
　テレビによる授業だけでなく、インターネットで好
きなときに受講することもできます。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学
など、約300の幅広い授業科目があり、1科目から学
ぶことができます。
出	願期間＝〈第 1 回〉2 月 28 日（月）まで、〈第 2 回〉 

3月15日（火）まで
問	合せ＝放送大学奈良学習センター（☎0742-20-

7870）
 （生涯学習課）

矢田の里	春風マラソン	
～第49回市民マラソン大会～

日	時＝令和4年2月13日（日）8時30分～開会式 （雨
天決行、荒天中止）

※中止の場合、市のホームページに掲載。
受付場所＝総合公園施設ホウワグラウンド内
受付時間＝
　申込種目によって受付時間が異なります
　詳しくは市ホームページをご確認ください
コース＝総合公園～矢田周辺コース
参加料＝無料
種目・参加資格＝

距離 参加対象

5km 市内在住・在勤・在学の15歳（中学生除く）
～ 49歳男女、50歳以上男女10km

※ 大会当日、健康管理チェックシートを提出し、新型
コロナウイルス感染症を含む健康上の支障がない旨
を報告できる人。

表彰＝各部６位まで表彰
申	込＝所定の申込用紙に必要事項を記入して、令和4

年1月5日（水）必着（郵送での申込の場合、当日消
印有効）で、下記へ申し込んでください

　〒639-1198
　北郡山町248-4
　大和郡山市役所スポーツ推進課内
　大和郡山市民マラソン大会事務局
※ 申込用紙は、スポーツ推進課・市役所受付・総合公

園・九条スポーツセンター・各公民館・元気城下町
プラザ・元気城下町ぷらっとにて配布しています。
市ホームページからも申込用紙等をダウンロードで
きます。

　（http://www.city.yamatokoriyama.nara.jp）
※申込時に返信先住所を記入したハガキが必要です。
※電話・メール・FAXでの申込は受付できません。
※更衣室はありません。
※申込多数の場合は、抽選になる場合があります。
※ 新型コロナウイルスの影響により、開催を中止にす

る場合があります。
問合せ＝スポーツ推進課（内線556）
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イベント・募集

大和郡山市立幼稚園・認定こども園 子ども絵画展
　市立幼稚園・認定こども園の幼児が描いた絵画を展示します。
日時＝令和４年１月８日（土）～ 13日（木） ９時30分～ 17時
※令和4年1月11日（火）・12日（水）は休館日、最終日は15時まで。
場所＝DMG MORI やまと郡山城ホール 展示室
問合せ＝市立幼稚園・認定こども園または市学校教育課（内線723）

同時開催！幼稚園教諭・保育士　臨時職員　募集説明会
　幼稚園免許や保育士資格をお持ちの人、免許や資格を活かして働きませんか？ブランクのある人もどうぞ
ご相談ください。
日時＝令和4年1月8日（土）・9日（日）10時～ 16時
場所＝子ども絵画展前ブース

九条スポーツセンターからのお知らせ  
～ 新 春 体 験 会 ～

◆◆◆◆◆◆ ポルドブラ＆ゼロトレ ◆◆◆◆◆◆
・ ポルドブラとは
　… バレエやピラティスの要素を取り入れ、ゆっくり

とした振付で、音楽に合わせて体を動かします。
・ ゼロトレとは
　… 体のちぢみを伸ばし、本来の位置に戻します。
☆姿勢が良くなり体が引き締まります。
☆基礎代謝が上がりバランス感覚がよくなります。
日時＝令和4年1月7日（金）11時15分～ 12時15分
担当＝藤井 操さん

◆◆◆◆◆◆ アロマでメディカルヨガ ◆◆◆◆◆◆
・メディカルヨガとは
　… 血液循環を促し、生活筋力の強化、骨密度の低

下や、肩こり腰痛の緩和、体の不調改善を目指
します。

☆痛みや、不調のある人でも大丈夫！
☆ヨガのポーズを極める教室ではありません。
☆ 体に必要不可欠な動きや、呼吸法を無理なく安全

に行っていきます。　
☆ご夫婦のご参加も大歓迎です。
日時＝令和4年1月8日（土）11時15分～ 12時15分
担当＝藤井 三喜子さん

【共通】対象＝16歳以上
定員＝20人（最小催行人数5人）　体験料＝1,100円（税込）　持ち物＝動きやすい服装・タオル・飲み物
申込・問合せ＝12月6日（月） 9時から、電話または直接、九条スポーツセンター（☎52-1245）へ

図書の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。

市立図書館 南部公民館図書室

年末年始の休館 12月28日（火）～ 1月5日（水） 12月28日（火）～ 1月5日（水）

特別貸出について 12月13日（月）から27日（月）まで、ひとり10冊4週間貸出

問合せ＝市立図書館（☎55-6600）、南部公民館図書室（☎59-1316）
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JR郡山駅JR郡山駅

保健センター
さんて郡山

近鉄郡山駅近鉄郡山駅
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
9～10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

※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。

１月１日～２月２９日は「はたちの献血」キャンペーン期間です。

▎▎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。

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カ月頃まで 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 ２年12月 1日～15日生まれ 7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 ２年12月16日～31日生まれ 21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 2年 6月 1日～15日生まれ 5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 2年 6月16日～30日生まれ 20日（木）

■	3歳児健康診査
	 ※3歳～4歳未満まで受診可能

平成30年7月 1日～15日生まれ 12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30年7月16日～31日生まれ 26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

7日（金）・21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
5日（水）・20日（木）

12日（水）・26日（水） 13：00

さんて郡山
公式 SNS 妊娠中や子育てに

役立つ情報を発信中♪
健康づくりに
役立つ情報発信中！

instagram Twitter

▎▎高齢者の定期予防接種 ＜自らの意思で接種を希望する人が対象＞

事　業　名 対象 自己負担 実施期間 実施場所

■	高齢者
　インﾌルｴンザ

満65 歳以上
 詳細は9/15号やホームページを参照してください。 1,500円

令和4年
1月31日（月）
まで

指定
医療
機関■	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4年3月31日時点での年齢）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
入などで無い人は連絡してください。（注意）過去に23価肺炎
球菌予防接種を受けたことのある人は対象外となります。

3,000円
令和4年
3月31日（木）
まで

※ 60 ～ 64歳までの市民で下記に該当する人[身体障害者手帳1級相当]は、高齢者の定期予防接種の対象となる場合
がありますので、かかりつけ医にご相談ください。

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

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。さんて郡山へお問い合わせください。
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▎▎おとなの健康

検診の種類 対象年齢（ ） 検診費用・検診内容など 持ちもの

■	胃がん

胃部ｴッ
クス線
検診

（バリウム）
40歳以上の人

エックス線検査（バリウム） 2,000円
※ 妊娠の可能性のある人･胃の手術をした人･現在胃を治療中の人、過

去に胃透視検査を受けた際にじんましん･顔色が青白くなった･手
足が冷たくなったなどのアレルギー反応が出た人･検査に耐えうる
状態でない人は受けられません。

市
内
指
定
医
療
機
関
で
実
施

･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
ことはできません。

胃内視
鏡検診

（カメラ）
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。

■	大腸がん 40歳以上の人 500円 ・健康保険証

■	乳がん

40～49歳の女性

（昭和47年4月1日～
昭和57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・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・平成記
念病院（すべて要予約）

※ 受けられない人＝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

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47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14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56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56年4月1日～昭和57年3月31日生まれの人には受
診券を5月末に送付しています。

･ 受診券  
健康保険証

※乳がん検診・胃がん検診の予約が一部の医療機関でとりにくくなっています。受診票発行後、すみやかに予約を入れてください。

令和4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
視鏡のいずれか実
施期間内に 1 回の
受診です。
但し、内視鏡検診
を受けると次の検
診は 2 年後です。

各種検診・後期高齢者健康診査は令和4年2月末日まで !
～コロナ禍でがん検診や健診等を控えていませんか?～　がんや生活習慣病の早期発見のために、定期的にがん検診や健診等を受けましょう
※ 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。（注意！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等の受け入れ
を縮小していることがあるかもしれません。事前に医療機関に確認してください。）

〈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27年3月31日
以前生まれの人　　）

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

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。

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

事業名 日時 対象･備考 実施場所

■精神保健
　福祉相談
　 要予約

1月25日（火）
①13：30 ～ 14：30
②14：45 ～ 15：45
※ 申し込み時に時間の予約をしてください。

精神科認定看護師による相談。精神的な症状で悩んでいる人やその
ご家族の人の相談です。定員2人。

さんて
郡山

▎▎風しんの抗体検査・定期予防接種 クーポン希望者はさんて郡山へご連絡ください。
事　業　名 日　　時 対象･備考 実施期間 実施場所

■	風しん抗体検査 昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれ
の男性

なし 令和4年3月31日（木）まで 指定医療機関■	風しん予防接種
　（5期）

上記抗体検査の結果十分な量の抗体がないた
め予防接種が必要と判定された人
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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

12/25
（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.186
 〜悠久の歴史を綴る洋楽の音色〜

レセプション
ホール

全席自由
2,000円

発売中 
ホ

※ 定員の50人になり次第
締切

×

出演：取田 悠希（ヴァイオリン）、岡野 弥生（ピアノ）、旭堂 南歌（講談師）
曲目：愛の挨拶／エルガー、美しきロスマリン／クライスラー他　講談（音楽入り）：「聖徳太子と愛犬ゆき丸」

令和 4 年
1/16
（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2022
〜ヨハン・シュトラウスⅡの世界〜

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+ ×

指揮： 粟辻 聡、ナビゲーター：大原 末子、ファルケ：宮尾 和真、アイゼンシュタイン：池田 真己、ロザリンテ：梨谷 桃子、 
アデーレ：林 佑子、管弦楽：奈良フィルハーモニー管弦楽団

曲目：1部 ポルカ・ワルツ、2部 オペレッタ「こうもり」より抜粋

令和 4 年
2/23

（水・祝）

開演 14:00
（開場13:30） 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）
※ 隣席との間隔を空け

ずに販売します。

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

令和 4 年
2/27
（日）

開演 14:30
（開場13:30） スーパーキッズ・オーケストラ 大ホール

全席指定
1,000円

※ 隣席との間隔を空け
ずに販売します。

12/18（土）10:00〜発売
※電話予約は13：00～
メイト先行発売は
12/16（木）10:00〜

※電話予約は13：00～
ホ ロ e+

×

指揮：加藤 完二、演奏：スーパーキッズ・オーケストラ
曲目：ニュー・シネマ・パラダイス／モリコーネ、リュートのための古風な舞曲とアリア 第３組曲 より／レスピーギ　他

市立図書館イベント情報（令和 4年 1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。
15日（土）・23日（日）14:00～

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。
 8日（土）14:00～／4歳くらいから
22日（土）11:00～／2～4歳くらい

おはなしの杜（もり）
ろうそくのあかりで楽しむおはなし。
9日（日）11:00～／4歳～小学生

ホリデイ版　だっこでおはなし会
平日に参加できないお父さん、お母さんどうぞ！
３0日（日）10:00～／11:00～　
対	象＝0歳～3歳くらいの幼児とその保護者
※ 当日9時30分より2階集会展示室前にて整理券を

配布します。

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歳くらいまでの幼児とその保護者
13日（木）10:00～/11:00～
※ 当日9時30分より2階集会展示室前にて整理券を配布

します。

 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制限を行う場合があります。
※ 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。詳細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 ぴ：チケットぴあ ロ：ローソンチケット e+：イープラス

〒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、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）
年末年始の休館日  12月28日（火）〜 

令和4年1月5日（水）
1月の休館日 火曜…4･11･18･25日
 水曜…5･19日

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（火）〜 
 令和4年1月5日（水）
1月の休館日 月曜…10日 
 水曜…5･12･19･26日11月月
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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3年

年
　
末

12月29日（水） 月・木コース （可燃ゴミのみ） 11:00 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00

12月30日（木） 火・金コース（可燃ゴミのみ） 11:00 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00

12月31日（金） 休　み 9:00 ～ 12:00
令和4年

1月1日（土･祝）
元日

休　み 休　み	 1月	 2日（日）
	 1月	 3日（月）

	 1月 10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 毎月第2月曜の区域は、

1月13日（木）に収集

※年始は、１月4日（火）から通常どおり業務を開始します。
※ 年末･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。
問合せ=清掃センター（☎53-3463）

年末年始の診療

▼内科･小児科
市立休日応急診療所（地図は9ページ） 
12月29日（水）～ 1月3日（月）
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（水）～ 1月3日（月）
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（水）～ 1月3日（月）
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・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可燃ごみ収集･持込ごみの受付業務についてについて

1212月月2929日（水）～日（水）～11月月33日（月）　日（月）　年末年始の診療年末年始の診療等について等について　
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