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お知らせ版

　市では、新型コロナウイルス感染症に伴い影響を受けられている人への各種支援の費用に充てることを
目的とした「大和郡山市市民生活支援基金」を創設いたしました。皆様のご厚意をもとに、若者や子どもた
ち、ひとり親家庭など、未来につながる息の長い支援を行ってまいります。
　この基金の趣旨にご賛同、ご協力いただける個人、企業等からの寄附を募集しています。
　詳しくは、市ホームページの専用ページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。
問合せ＝企画政策課（内線232・241）

「大和郡山市市民生活支援基金
～若者やこどもたちの未来のために～」への寄附のお願い

令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の1つとして、児童手
当を受給する世帯に対し、臨時特別給付金を支給します。
申請＝申請は不要です。児童手当の受給の際、登録されている口座にお振り込みします。
※�児童手当の受給者が公務員の人は、申請が必要です。詳細は「公務員の人について」の項目をご覧くだ
さい。

支給対象者＝令和2年4月分（新高校1年生は3月分）の児童手当（本則給付）を受給している人
※所得制限超過により、特例給付（児童1人につき5,000円）を受給している人は対象となりません。
支�給対象児童＝令和2年4月分の児童手当対象児童及び、令和2年4月から新高校1年生となった児童で、
同年3月分の児童手当の対象となっている児童
　�平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童で上記の要件を満たす児童が対象となり
ます。新高校1年生については、令和2年2月29日時点で、児童手当を受給していた市区町村から支給
となります。
※児童養護施設等へ入所中の児童については、児童養護施設等に別途支給します。
支給金額＝対象児童1人につき1万円
支給時期＝6月15日頃に支給を予定しています。　
　�（5月下旬に対象者に案内を送付していますが、届いていない場合はこども福祉
課までご連絡ください。）
※公務員の人は申請受付後の支給となります。
公�務員の人について＝公務員の人は、所属庁から申請書が配布されます。申請書に
必要事項を記入し、所属庁の証明を受けたうえで、令和2年3月31日（新高校1年
生については令和2年2月29日）時点で、住民票のあった市区町村に提出する必
要があります。（原則郵送）申請書の配布時期は所属庁により異なります。
問合せ＝こども福祉課（内線522）



「元気城下町さきモグチケット」参加店追加募集中！「元気城下町さきモグチケット」参加店追加募集中！

市内飲食店舗の「元気城下町さきモグチケット」参加の追加募集中です。
参加条件は、市ホームページでご確認ください。
締切＝6月30日（火）
応募方法＝参加申込書を大和郡山市商工会または市観光協会にご提出ください
問合せ＝大和郡山市商工会（☎53-5955）�、地域振興課（内線563）�

　
　新型コロナウイルス感染症拡大により、臨時休業が長期間続いた幼稚園や小中学校の子どもたちの学
習支援等を目的としたサポーターを募集しています。
◆キッズサポーター（募集人数：9人）
　幼稚園の園児が安心して集団生活に取り組めるよう支援
◆学習サポーター（募集人数：20人）
　小・中学校の児童・生徒の学習支援
応募資格＝18歳以上の人
詳細・問合せ＝学校教育課（内線728）
※募集要項など、詳細は市ホームページをご覧ください。
※なお、募集人数に達し、募集が終了していることもありますので、ご了承ください。

子どもたちを支援するサポーター等を募集しています

「元気城下町さきモグチケット」各参加店舗にて販売中「元気城下町さきモグチケット」各参加店舗にて販売中

　新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、苦境に立つ大和郡山市内の飲食店を応援するため、飲食代を
先払いできる｢元気城下町さきモグチケット｣を発行しています。
　｢元気城下町さきモグチケット｣を購入し、地元の飲食店を応援しましょう！

《チケット内容》
・3000円分（500円×6枚）のチケットです。各参加店舗で実施している
　テイクアウトやデリバリーまたは店内での飲食にご使用いただけます。
�（参加店舗は市のホームページでご確認いただけます。）
・3000円分チケットは参加店舗にて2000円でご購入いただけます。
�（1000円は市が負担します。）
・チケットは購入した店舗でのみ使用可能。おつりは出ません。
・有効期限は令和2年12月31日まで。

※チケット数に限りがあり、売り切れの場合もございます。

問合せ＝大和郡山市商工会（☎53-5955）、
　地域振興課（内線563）�
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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

食中毒予防は「つけない、ふやさない、やっつける」！

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）

7月の
健康

※�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。
※�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

■�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

◆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。
　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。

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
■�1歳6カ月児健康診査
■�3歳児健康診査

新型コロナウイルス感染拡大防止対策により健康診査を中止している期間があった
ため、実施日と対象者が大幅に変更となります。
対象者には個人通知にてお知らせ致します。

さ
ん
て
郡
山■�助産師相談�

� 1日30分間の個別相談� 要予約
妊婦、
おおむね出産後1年の産婦・乳児

3日（金）  9:30 ～11:30
14:00 ～16:00

･ 母子健康手帳
･バスタオル
　（妊婦は不要）17日（金）

※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、保健センター ｢さんて郡山｣へ連絡してください。
※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。

▎▎こどもの健康

● 広報　つながり　令和2年6月15日号　No.1211 大和郡山市　広報　つながり  ● 3



事　業　名 日　　時 対象･備考 実施場所

■�健康相談　 要予約 7月14日（火）13:30 ～ 15:30
※申し込み時に時間の予約をしてください。

検診結果や生活習慣の見直しについてなど、保健師や
管理栄養士が相談に応じます。体脂肪測定もできます。 さんて

郡山■�精神保健　 要予約
　�福祉相談

7月17日（金）
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・心療内科に受診されている人は
対象外です。�
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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！

※希望される人は、クーポン券をお送りしますので保健センターへご連絡ください。

▎▎風しんの抗体検査・定期予防接種 詳細はつながり5月1日号をご覧ください

事　業　名 対象 自己負担 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）

昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性で抗
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

受診にはクーポン券が必要です。今年
度発行のクーポンの有効期限は令和4
年3月31日（火）まで

▎▎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＞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
日時点での年齢）の市民
※今年度対象生年月日は、広報紙「つながり」5/15号をご覧ください。
※�個人通知（ハガキ）を令和2年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。

3,000円
令和3年
3月31日（水）
まで

指定
医療
機関

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。※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。

＜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
格のわかるものを提示）

▎▎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 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
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

検診は受診票）
（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･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 ･大阪ブレストクリニック学園前（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・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でから申込み可。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。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。

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。
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後期高齢者を対象に「お口の健康診査」口腔健診を実施します（無料）後期高齢者を対象に「お口の健康診査」口腔健診を実施します（無料）
　高齢者の健康を保持・増進し、生活の質（ＱＯＬ）の向上を図り、健康寿命の延伸を目的とします。
対�象者＝令和2年4月1日現在75歳（S19.4.2生～ S20.4.1生）・80歳（S14.4.2生～ S15.4.1生）・85歳
（S9.4.2生～ S10.4.1生）の奈良県後期高齢者医療加入者
実施時期＝令和2年6月1日（月）～ 12月20日（日）まで
実�施場所＝一般社団法人奈良県歯科医師会に属する奈良県内の歯科医療機関（市外は、保健センターにお問
い合わせください。）

申�込み＝下記歯科医療機関に予約のうえ、受診当日に受診券（※はがき）・被保険者証を持って受診してください。
※�受診券（はがき）は5月下旬に奈良県後期高齢者医療広域連合から健診対象者の被保険者の人へ送付しました。
※�新型コロナウイルス感染症の動向に応じて、口腔健診事業の実施等を一部変更する場合がありますのでご
注意ください。
問合せ＝奈良県後期高齢者医療広域連合事業課（☎0744-29-8430）

診療所名 住所 TEL
あくね歯科 小泉町2182－5 52-6222
おおの歯科 九条町298－7 54-5678
伊藤小児歯科 南郡山527－10 52-9292
稲田歯科医院 柳町72－1 52-7777
岩永歯科医院 高田町2－1グランドメゾン大和郡山1Ｆ 54-6788
植村歯科医院 泉原町1－7 55-1828
浦上歯科医院 九条町305番地－1 53-6050
おうにし歯科医院 南郡山町464－1 55-0767
大江歯科診療所 矢田町通8 52-2149
玉井歯科医院 本町26－1 52-3385
香川歯科医院 矢田山町61－9 53-0908
かわた歯科クリニック 小泉町東1－8－6喜多興産小泉駅前ビル105号 23-1000
きたむら歯科クリニック 小泉町541－2 55-7776
栗原歯科九条診療所 九条平野町2－12 52-6525
黒田歯科 柳1－19 54-3885
胡内歯科 杉町268 56-6555
医療法人胡内会　こうち歯科診療所 山田町15－1 53-0648
郡山歯科診療所 朝日町1－3 54-5000
阪上歯科クリニック 南郡山町527－5 54-2020
柴村歯科医院 下三橋町400－101 52-2496
竹井歯科医院 筒井町511－1 56-1847
槌谷歯科医院 美濃庄町295－1 52-2885
中川歯科医院 柳町45－4 53-3205
南野歯科医院 馬司町88－1 56-8144
しみず歯科毉院 筒井町587 56-6486
医療法人社団野村会　野村歯科医院 小泉町549－4 52-3105
ハヤシ歯科医院 今国府町183－1 57-8818
ふくつじ歯科医院 北郡山町63－1 52-8850
福本歯科医院 昭和町61 56-0102
藤原歯科医院 南郡山町645－16 55-0558
松井デンタルクリニック 北郡山248－3ＭＤＣビル2Ｆ 55-1500
南田歯科医院 高田町517－1ＭＭビル1Ｆ 52-7667
森歯科医院 城南町4－16 52-8241
もりおか歯科 柳町128－9カイチビル3F 51-2011
医療法人YAMAUCHI�やまうち歯科クリニック 小泉町562－2 58-5454
山中歯科医院 柳3丁目14番地 54-0006
吉川歯科医院 高田町509 52-1900
吉田歯科医院 堺町49 52-2009
米本歯科医院 朝日町2番23号 52-2212

令和2年度モーニングセット（胃がん・肺がん）検診開始のお知らせ
　今年度予定しているモーニングセット検診につきまして、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、8月から開始させていた
だくこととなりました。詳細は広報つながり7月1日号・ホームページなどでお知らせいたします。何卒ご理解ご協力いただき
ますようよろしくお願いいたします。
問合せ＝保健センター「さんて郡山」（☎58-3333）��
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犯罪被害者支援�
ボランティア募集

　犯罪や事故の被害者等を支援するボランティア支援
員を募集しています。
対�象＝奈良県在住の70歳未満の成人で積極的に参加
できる人
※�応募された人には、書類選考の上、養成講座を受講
していただきます。
応�募方法・問合せ＝7月1日（水）～ 31日（金）まで
に公益社団法人なら犯罪被害者支援センター事務局
（奈良市東向中町6･☎0742-26-6935）へ

大和郡山市認知症サポーター�
養成講座（参加無料・要申込）

　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。
内�容＝認知症の症状と対応、予防についての基礎知識
など

日程 時間 場所 定員

①7月2日（木） 14:00 ～
15:30

片桐地区公民館
研修室 20人

②7月14日（火）10:00 ～11:30
市役所
401会議室 10人

申込・問合せ＝
　①第ニ地域包括支援センター（☎55-7011）
　②地域包括支援センター（☎55-7733）
※�②の講座終了後希望者に、もの忘れ相談会を行いま
す。（要申込）
※�新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、講座
を中止する場合があります。

もの忘れ相談会�
（参加無料・要申込）

　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？
　タッチパネルパソコン（もの忘れ相談プログラム）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に、もの忘
れや認知症についての相談をすることができます。
日時＝6月22日（月）　14時～ 16時
場所＝市役所311会議室
対象・定員＝市民・10人（先着順）
申込・問合せ＝地域包括支援センター（☎55-7733）

ひとり親家庭等医療費�
受給資格証の更新について

　6月中旬に、ひとり親家庭等医療費受給資格証をお
持ちのすべての人に、更新のための書類を送付してい
ます。
　現在お持ちの受給資格証の有効期限は7月31日
までとなっています。8月以降も資格要件を満たす人
で、引き続き医療費の助成を希望される場合は、お早
目に更新手続きをおこなってください。
※�なお、ひとり親家庭等医療費助成には所得による支
給制限があります。
　�本人及び扶養義務者の平成31年中の所得が一定の基
準を超えると、医療費助成が一定期間停止されます。
※�更新の書類が届いていない場合は、下記まで連絡し
てください。
問合せ＝保険年金課�医療係（内線327･328）

在宅障害者交通費補助金の�
申請受付について

　障害者の就労支援のため、事業所への通所にかかる交
通費（年4回のうち、今回は4～6月分）を補助します。
対象＝下記①～③の全てにあてはまる人
　①市内に住所を有している人
　②�身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の
いずれかを所有している人

　③�障害者総合支援法に基づく事業所で生産活動を行
い工賃を支給されている人

※�生活保護受給者で、生活保護法により移送費を受け
ることができる人は対象になりません。
補�助内容＝事業所の通所時に公共交通機関（電車･バ
スに限る）を利用した場合の交通費の4分の3とし、
上限額は1ヶ月あたり1万円となります
申請書配布期間＝6月29日（月）～ 7月17日（金）
申請書受付期間＝7月6日（月）～ 17日（金）　　　
申込･問合せ＝社会福祉協議会�福祉課
　（☎53-6531・ 55-0986）
※いずれも土･日曜を除く8時30分～ 17時15分。

単独浄化槽清掃の申し込みは�
お早めに

　6・7・8月の単独浄化槽の清掃予約は大変混み合
います。希望の日程に予約できない場合がありますの
で、申し込みは早めにお願いします。
申込・問合せ＝衛生センター（☎56-2279）
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放送大学�
10月入学生募集

　放送大学はBSテレビ・ラジオやインターネットで
授業を行う通信制の大学で、心理学、福祉・経済・歴史・
文学・情報・自然科学など約300の授業科目があり、
1科目から選択し、学ぶことができます。
　働きながら大学を卒業したい、学びを楽しみたいな
ど、様々な目的で、幅広い世代の方が、学んでいます。
募集期間＝第1回6月10日（水）～ 8月31日（月）
　　　　　第2回9月1日（火）～ 9月15日（火）
費用＝一科目11,000円（入学金別途必要）
詳細・問合せ＝放送大学�奈良学習センター
　（☎0742-20-7870）� （生涯学習課）

6月は環境月間です�
路上喫煙やポイ捨て・犬の糞の放置はやめましょう

◆�路上喫煙は、喫煙者のたばこを持つ手の高さが、小
さなお子さんや車椅子の人の顔の位置になるなど、
非常に危険です。また、たばこの煙や臭いを不快に
感じたり、健康への悪影響を心配する人も多くい
らっしゃいます。
　�「歩きたばこ」は吸い殻のポイ捨ての大きな原因で
あり、火の不始末による危険や、まちの環境を汚す
迷惑につながる行動です。　
◆�あなたは犬の散歩時に住宅地や路上などで犬のフン
を放置していませんか？
　�近所の人の迷惑にならないよう、散歩の時には、フ
ンを持ち帰る道具を持ち、飼い主が責任を持って後
始末をしましょう。
　�「みんながしてるから」・「自分ひとりくらい」とい
う安易な気持ちは慎み、まちを汚す行為は絶対にし
ないように心掛けましょう。
問合せ＝環境政策課（内線571）

農業体験園の利用者を�
追加募集します

　平成20年度に開設し利用中の新町（千日町南側）に
ある農園に空きが出ましたので追加募集します。初め
ての人でも栽培などの指導が受けられます。応募いた
だいた人から利用希望内容などを順次聞きながら手続
きを進めます。
利用期間＝利用契約日から翌年3月31日まで
※以後1年毎に更新可。
費用＝1区画（約9坪）1年間1万円
※年度途中からの利用の場合、月割りとなります。
対象＝市内在住の人
応�募方法・締切＝農業水産課窓口もしくは電話で申し
込んでください。随時受付し、利用枠がうまり次第、
締め切ります。
問合せ＝農業水産課（内線552）

「STARアカデミー」体験会の�
おしらせ（要申込）

～リズム感と運動能力を高めます～
開講日＝7月8日（水）
体験日＝7月1日（水）
　①14時15分～ 15時
　②17時35分～ 18時35分
対象＝①4歳～年長�②小学1年生～ 3年生
場所＝スタジオ　
定員＝各10人　
料金＝1,100円
担当＝髙下真央さん（STAR公認インストラクター）
申�込・問合せ＝6月24日（水）9時から、電話または
直接、九条スポーツセンター（☎52-1245）へ

成人式をあなたの手で！新成人スタッフ募集！
　一生に一度の成人式を、新成人のあなた自身で創り上げてみませ
んか？「令和3年の成人式を自分たちの手で思い出に残るものにし
たい！！」そんな新成人スタッフを募集しています。
　成人式企画の立案から当日の運営まで、新成人スタッフ自身で行います。
　地元・大和郡山での成人式を最高の思い出にしましょう。
対象＝平成12年4月2日～平成13年4月1日生まれの人
締切＝7月3日（金）　
申込・問合せ＝生涯学習課（☎53-1156）
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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

7/12
（日）

開演 14:00
（開場13:30）

第88回 日本音楽コンクール 受賞者
発表演奏会 大和郡山公演

大ホール
全席指定

前売・当日とも
一般：2,000円

学生（小・中・高・大学）
1,000円

発売中
ホ ×

「第88回日本音楽コンクール」の受賞者4人による演奏会です。このコンクールはクラシック界の登竜門として知られ、これ
まで数多くの有望な新人音楽家を世に送り出しました。世界へとはばたこうとしている若き音楽家たちの演奏を是非お聴き
ください。
出演：山本英（フルート3位・岩谷賞）、小川栞奈（声楽2位・岩谷賞）、東亮汰（バイオリン1位）、亀井聖矢（ピアノ1位・岩谷賞など）

7/17
（金）

開演 19:00
（開場18:30）

金曜トークサロンvol.48
〜会いたい・知りたい・つながりたい〜

「藍は生きている」〜藍染め師・西井氏の挑戦〜

レセプション
ホール

全席自由

1,000円
（コーヒー・紅茶付き）

発売中
ホ ×

ゲスト：西井康元さん　ふれ藍工房綿元　オーナー藍染師
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）

7/18
（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.173
〜アロハ〜ハワイアンミュージック〜
※�このコンサートは5/16に開催を予定していま
したが新型コロナウイルス感染拡大防止のため
7/18に延期されたものです。

レセプション
ホール

全席自由

2,000円
（ドリンク付）

6/20（土）10:00〜
発売　ホ

定員は50人になり次第
締切

×

出演：池田耕造（ボーカル・ウクレレ）、安田哲也（ギター）、岡本伸一（ベースギター）、高埜ひとみ（ピアノ）
曲目：♪MELIA　♪Ka`a�na�`Ale　♪倖せはここに　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）�

＜6月の休館日：16日（火）、17日（水）、23日（火）、30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

消火器の不正取引にご注意ください！
　毎年、全国各地で不正な消火器の訪問販売や訪問点検が発生しています。事業所や工場、一般家庭に設置されている消火
器に対して、消防機関や点検業者と名乗る者が言葉巧みに署名させて、高額な料金を請求しています。被害に遭わない為に
下記のことに十分注意してください。
〜不正取引の防止策〜
・�消防機関では消火器の販売や点検は一切行っていません。又、消防機関が消火器の販売等を事業者に依頼することはありません。
・一般家庭に消火器の設置義務や点検義務はありません。
・身分証明書や名刺等の提示を求め、相手の身元を確認してください。
・あやしいと思ったら、購入しない・点検しない旨をはっきりと伝えてください。
・契約書の内容をよく確認し、すぐに料金を支払ったり、むやみにハンコを押さないでください。
少しでも不審に思うことがあれば、購入または点検をしてもらう前に消防署に問い合わせてください。
問合せ＝奈良県広域消防組合�大和郡山消防署�予防課（☎59-1289）

市立図書館 ☎55-6600
開 館 時 間 9：30〜 19：00
 （土曜日は21：00まで）
7月の休館日 火曜……7・14・21・28日
 水曜…1・15日

南部公民館図書室 
� ☎59-1316
開 館 時 間 9：00〜 17：00
7月の休館日  水曜…1・8・15・22・29日
 祝日…23・24日

市立図書館イベント情報（7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。
4日（土）･26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。
5日（日）11:00～
対象＝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。
11日（土）14:00～／4歳くらいから
25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歳未満の子どもとその保護者
8日（水）��11:00～／ひよこタイム（0～1歳くらい）�

13:30～／うさぎタイム（1～3歳くらい）

海の日おはなし会海の日おはなし会
語りで楽しむおはなし会。どなたでもどうぞ。
23日（木・祝）�14:00～�
おはなし
「ババヤガーの白い鳥」
「エパミナンダンス」
「すももうり」

�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。

7月

※�新型コロナウイルス感染症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。
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