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バランスよく玉乗りしてるよ～★
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（夏休み工作教室 子育て支援施設「ポケット」）

まちかどトピックス
まちかどトピックス

号災害

バランスよく
玉乗りしているよ！
～夏休み工作教室～
８月 日、子育て支援施設「ポケッ
ト」で、シルバー人材センター会員ス
タッフの指導により夏休み工作教室が
行われました。
当日は、工作を作ろうと、たくさん
の子どもたちが参加しました。
子どもたちは、ガムテープの芯を利
用して、色とりどりの画用紙を貼りあ
わ せ て、「 足 長 ピ エ ロ の 玉 乗 り 」 を 友
だちと楽しく作っていました。みんな
それぞれ絵を描いたり、シールを貼っ
たりいろんな顔のピエロができあがり
ました。最後は「ユラユラバランスよ
く玉乗りしているよ～」と楽しく遊ん
でいました。

王手！小さな体に
大きな闘志！

39

）１１８１

みんなで飛ばした

風船が ･･･

今年の３月、広陵西幼稚園の 周年
記念として、町の花「ひまわりの種」
８月 日、広陵中央公民館で（社）
と園児が育てた「風船かづらの種」に
日本将棋連盟九段の田中魁秀先生を迎
メッセージを添えて親子で風船を飛ば
え て、「 第 ６ 回 子 ど も 将 棋 大 会 」 が 開
しました。その後、各地から「空から
催されました。
素敵なプレゼントが届いたよ！」とた
多数の保護者が観戦している中、
くさんの方から手紙や電話をいただき
人の子どもたちは真剣なまなざしで、
ました。また、８月 日には、三重県
自分の持っている棋力を発揮し、真剣
津市の森下さんが「玄関に落ちていた
勝負を繰り広げました。
風船の種をまいたら、こんなに大きな
近い将来、この中から田中先生のよ
花が咲きました」と、写真を持って幼
うなプロ棋士が誕生するかもしれませ
稚園に来られまし
んね。
た。園児や先生た
結果は次のとおりです。
ちは、知らない土
上級者の部
地でこんなに大き
優 勝 志内
歩 真(美一小・６年 )
く「ひまわり」を
準優勝 河村 勇輝 真(美一小・４年 )
育てていただいた
３ 位 小寺 登太 真美二小・６年
(
)
ことに感動しまし
た。
◀真剣勝負！

☎（

▶今年３月「 周年記念」として
「ひまわりの種」と「風船かづらの種」
を一緒に風船を
飛ばしました
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東日本大震災・
台風

普通預金
▶真剣な表情で
作成しています
▶「どんな模様の
ピエロにしよう
かな～♪」

26

◆問い合わせ先
広陵中央公民館

22

８ 月 日現在、個人・団体をあわせて
総額２４，８７５，６２４円の義援金が

日～８月 日までに
義援金をいただいた団体

集まりました。
月

○みささぎ台自治会

義援金の受付
◆受付場所

◎現金を持参される場合

南都銀行

南支店

東日本大震災

○役場 住(民課・ 総務課 )
○水道局
○図書館
○中央公民館
○さわやかホール
○広陵パークゴルフコース

◆口座

◎銀行振込の場合
１２４７５４
荒井正吾

◆名義 日本赤十字社奈良県支部
支部長

◎郵便振替の場合
◆口座番号 「 ００１４０８５０７」と

日まで

加入者名「日本赤十字社東日本大震災義

年９月

30

20
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24

40

▲「ひまわりの種をまいたらこんなに大きなひまわり
が咲きました」と報告にこられました（上写真）
集まってくれた園児と記念撮影（下写真）

31

平成

40

31

援金」を記入してください。

55

16

◎受付期間

完成した「ピエロ」と
同じポーズ！

６

750

14,610

14,100

540

14,640

平成20年度

14,410

350

14,760

平成21年度

14,660

180

14,840

平成22年度

15,100

0

15,100

平成23年度

15,020

0

15,020

24

後納制度が始まります

13,860

平成19年度

月から

申し込みから納めていただくまでの手順

平成18年度

日
︵日︶

14,560

日
︵金︶
〜

980

９月

13,580

★制度の概要
国民年金保険料は、２年以内に納付
していただくこととなっていますが、
申し込みにより、平成 年 月から平
成 年９月までの３年間に限り、２年
を経過して納付ができなくなった保険
料について、 年前までさかのぼって
納付することが可能となります。

平成17年度

①年金 事 務 所 へ 申 込 書 の 送 付 依 頼
日( 本 年 金 機 構 Ｈ Ｐ か ら も 取 得 で
きます )
②年金事務所から申込書が送付され
ます。
③申込書に必要事項を記入のうえ、
年金事務所に提出します。
④年金 事 務 所 に お い て 申 込 書 の 審
査・承認などを行います。
⑤納付書により金融機関・コンビニ
などで納めてください。

14,940
14,720
14,510

10

10

母の会会員が作成した啓発物品
「 う さ ぎ と 犬のマスコット」

秋は、だんだんと日没時間が早
くなります。車も自転車もライト
は早めに点灯するように心がけま
しょう。
また、今年の春から自転車に対
する法改正もあり、自転車乗車時
の傘差し運転や無灯火、携帯電話・
ヘッドフォンの使用は厳しく罰せ
られます。また、スピードの出し
すぎ、急な進路変更は危険です。
広陵町から、交通事故を一件で
も減らすため暗くなってからの外
出には反射材などを身につけ、周
囲の交通環境に気を配り安全確
認・後方確認をしっかりしましょ
う。

1,640
1,420
1,210

◆問い合わせ先
○国民年金保険料専用ダイヤル
☎０５７０ ０
- １１ ０
- ５０
○大和高田年金事務所 国民年金課
☎（ ）３５３１
○役場 保険年金課 年金係
☎内線１１４３

13,300
13,300
13,300

10
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30
～ピョンと飛び出し禁止～

日は「交通事故死ゼロをめざす日」～

27

～９月

悲惨な交通事故をなくすため、各種
関係機関の協力を得て、９月 日（金）
と 日（木）に啓発活動を行い、 日
は、交通安全母の会会員が作成した、
「うさぎと犬のマスコット（ピョンと
飛 び だ し 禁 止・ 無 事 い ぬ ）」 を 配 布 し
ます。
なお、 日（日）のかぐや姫まつり
には、交通安全母の会会員による、
「ネ
オホッケーゲーム・あてもの」や広陵
東小学校付属幼稚園の年長児による交
通 安 全 宣 言・「 信 号 を 守 ろ う 」 の 歌 と
ダンスの披露をします。
21

◆運動の基本
子どもと高齢者の交通事故防止
◆運動の重点
○夕暮れ時と夜間の歩行中および自
転車乗用中の交通事故防止
（反射材用品などの着用の推進・自
転車前照灯の点灯の徹底）
○全ての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底
○飲酒運転の根絶

65

21
30

10
27

◆対象者
歳未満で過去 年以内に
未納期間がある方。なお、対象者には、
日 本 年 金 機 構 よ り、「 国 民 年 金 保 険 料
の納付可能期間延長のお知らせ」が送
付されます。
※ 歳以上で老齢基礎年金の受給要件
を満たしている方、または現在、老
齢基礎年金を受給されている方（繰
上 げ 受 給 者 を 含 む。） は 対 象 と な り
ません。
◆保険料 納付していただく保険料
は、当時の保険料となります。申請日
の属する年度から起算して、過去３年
度を超える期間の保険料を納付される
場合は、当時の保険料と加算額を含め
た納付額になります。
◆メリット 国民年金保険料を後納し
ていただくことにより、将来受け取る
年金額が増額し、年金の受給資格が得
られる可能性があります。

平成14年度
平成15年度
平成16年度

22

23

○二輪車、原付車の交通事故防止
（奈良県重点）

2012.9.15

3

24年度中に後納する場合の
１か月分の保険料額
当時の
政令で定め 後納保険料で
保険料額 る加算額 納める金額

対象年度

27

﹁秋の交通安全県民運動﹂
を実施

町からのお知らせ

町からのお知らせ

H22

H23

H24

合計

差押件数

23

8

13

29

166

129

465

79

912

620,257

902,006

（単位：円）
督促手数料・延滞金

３回

◆問い合わせ先
保健衛生課 保健センター係
☎（ ）６８８７

※不活化ポリオワクチン接種について、詳細
はお問い合わせください。

4
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ポリオワクチンの
定期予防接種について

１回接種済み

差し押さえ

Ｈ21

納税は期限内に！

H20

制限を受ける
行政サービスの具体例

４回

平成 年９月１日以降、予
防接種法が改定され、これま
での「生ポリオワクチン」の
使 用 は 中 止 し、「 不 活 化 ポ リ
オワクチン」が定期の予防接
種に導入されました。これを
受 け、 ９ 月 以 降 の 保 健 セ ン
ターでの集団接種は中止し、
町内委託医療機関で「不活化
ポリオワクチン」を接種して
いただくように変更となりま
した。
※不活化ポリオ接種対象者に
は、予診票等案内を個別に
送付しています。

接種不要

２回接種済み

また、町では滞納者の方に
対して、納期内に納められて
いる納税者の方との公平性を
保つため、督促手数料および
延滞金の納付をいただいてい
ます。
場合によっては、土地・建
物などの不動産だけでなく、
自動車などの動産を差押・公
売し、預金、生命保険・損害
保険の解約金または満期返戻
金、所得税の還付金などの債
権を差押えて換価を行うな
ど、全庁を上げて滞納税を含
めた町債権の回収に努めてい
ます。

H19

納税困難な方に納付相談を実施しています
近年景気の低迷等により納
期内納付が困難になる方が増
えつつあります。
税金を滞納すると、督促状
などの通知書が届き、気分を
害される方も多いのではない
でしょうか。また、各納期限
を過ぎますと督促手数料、延
滞金が加算され、ますます納
付困難となります。
万一、家庭の事情などで納
期内の納付が困難な場合に
は、迷わずに収納課までご相
談ください。個々の事情を充
分に踏まえ、分割納付等の相
談をさせていただきます。

納付書の納期限に
ご注意ください
コンビニや金融機関などで

１回も接種
していない

接種回数

納付する場合、納期限を過ぎた

H18

24

（ 皮下注射）

（経口）

接種方法

502,550

196,150

不活化
ワクチン

生ワクチン

ワクチンの
種類

55

2,609,550 8,083,650 10,207,508 12,079,550 17,820,196 50,800,454

延滞金

町税に滞納がある場合
○「家庭用生ごみ処理機器等
設 置 費 補 助 金 」・「 住 宅 リ
フォーム助成金」・「中小企
業債務保証料補填金」・「業
者登録」・「木造住宅耐震診
断事業助成金」・「木造住宅
耐震改修事業助成金」、「水
洗便所改造助成金」などの
町が独自に行っている各種
補助金・助成金を受けるこ
とができません。
○「人 間 ド ッ ク 」・「 脳 ド ッ
ク」の助成制度が利用でき
ま せ ん。 ま た、「 高 額 療 養
費」などについては、納付
相談のうえで、ほぼ全額を
納税に充当させていただき
ます。

◆問い合わせ先 収納課
☎内線１１１２～１１１７

H17

2,599,306
H23

378,343

H22

督促手数料

納付書では納付できません。

納期限が過ぎた場合は、直
接役場収納課で納付してくだ
さい。
納期内納付にご協力お願い
します。

年度

合計
Ｈ21
H20
H19
年度

（単位：件）
差し押さえ件数（平成24年７月31日現在）

65

65

石井医院（萱野）

（56）２０３０

いまづ小児科（馬見中５）

（54）６８１１

エリシオンクリニック
（馬見南４） （43）５４２０

岡本クリニック（三吉）

（54）０００１

近藤クリニック(馬見北６）

（55）７２２２

杉原内科（三吉）

（55）１５８５

高谷医院（大塚）

（55）０４３２

竹村医院（百済）

（55）２３７３

塚本整形外科醫院（みささぎ台） （54）６１６６

中堀医院（的場）

（56）２２６２

藤井整形外科（馬見中２）

（55）８６５６

まえのその医院（馬見北８）

（54）１０２０

松田内科医院（大塚）

（54）２８３１

真美ヶ丘クリニック（馬見北２） （55）７３８１

安川クリニック（馬見中５）

（54）５８８５

山下内科医院（馬見中２）

（55）８２２１

町外医療機関で希望される方
○各自で希望の町外医療機関に予約を
とってください。
○接種前に保健衛生課保健センター係
（さわやかホール）に接種料金を支
払い、承認書と町外用予診票を受け
取りください。
○承認書、必要事項を記入した町外用

予診票を医療機関に持参し、
接種して
ください。

◆非課税世帯・
生活保護世帯の方ヘ

歳以上の方のインフルエンザの予防接種について

いけなか内科クリニック（安部） （54）１１１３

65

★町内インフルエンザ実施医療機関★

◆接種回数 １回
※町の助成が受けられるのは１回のみ
です。１回以上接種された場合は、
任意の予防接種とみなし、費用（４，
５００円）は自己負担になります。
◆接種場所 県内医療機関での個別接種
◆接種方法
町内医療機関で希望される方
○各自
 で希望の医療機関に予約をとっ
てください。
○ 歳以上であることを証明するもの
（健康保険証など）を持参し、医療
機関で接種後、窓口で接種料金をお
支払いください。

※非課 税 世 帯・ 生 活 保 護 世 帯 の 方 は    
無料です。
次のいずれかの手続きをしてくださ
い。
接種前に手続きをされる場合
○保健衛生課保健センター係（さわや
かホール）で助成申請書を記入のう
え、書類を受け取りください。
※印鑑が必要です。
○医療 機 関 で の 費 用 負 担 は あ り ま せ
ん。
接種後に手続きをされる場合
町 内 医 療 機 関 で 自 己 負 担 金（ １，
０００円）をお支払いください。接種
後、平成 年１月 日までに保健衛生
課に申請手続きをしてください。
※助成金の振込先の情報（口座番号な

ど）
がわかるものと印鑑が必要です。

31

◆インフルエンザに関する手続き
９月 日（水）から受け付けを開始し
ます。

2012.9.15

5

25

12

31

65
インフルエンザの流行期にそなえ
て、予防接種法により、次のとおり
実施します。
接種を受ける法律上の義務はな
く、ご本人が希望する場合のみ接種
を行います。
対象者に案内通知はしませんの
で、左記のとおりの方法で接種して
ください。
◆実施期間
月１日 月( か)ら
月 日 月( ま)で
※実施 期 間 以 外 に 接 種 さ れ た 場 合
は、
任意の予防接種とみなします。
◆対象者
○広陵町内に住民登録している満
歳以上の方
○ 歳以上 歳未満の方で心臓・腎
臓・呼吸器または免疫の機能に日
常生活が極度に制限される程度の
障害をもつ方など
※接種前に手続きが必要ですので、
詳細はお問い合わせください。
◆費用 １，０００円
※非課税世帯・生活保護世帯の方は
無料です。下記の手続きが必要で
す。

26

電話番号
名
関
機
療
医

10

60

☎５５−６８８７
保健センター係
問い合わせ先
★保健衛生課

町
町か
から
らの
のお
お知
知ら
らせ
せ

役場（代表）
さわやかホール★
福祉課
保健衛生課
社会福祉協議会

☎（55）1001
☎（55）4010
☎（55）6771
☎（55）6887
☎（55）8300

水 道 局
☎（55）2234
グリーンパレス
☎（55）5755
クリーンセンター
☎（57）2000
図書館★
☎（55）4946
広陵パークゴルフコース  ☎（55）8957

中央公民館★
広陵消防署
香芝警察署
広陵交番

☎（55）1181
☎（55）4414
☎（55）4123
☎（71）0110
☎（55）2754

開

広陵中央体育館からのお知らせ
第41回町民体育祭開催にあたり、次のとおりお知
らせします。
◆休館日 10月７日（日）
※雨天で体育祭が開催できない場合は、通常どおり開
館します。
◆問い合せ先 広陵中央体育館
☎（55）４４１４
☎（55）１１８１

奈良県立明日香養護学校からのお知らせ
平成25年度に入学（転入学）を希望される障がい
のある幼児・児童とその保護者に対して、小学部体験
学習が行われます。
◆日時 10月19日（金）
午前９時10分～午後１時 ※給食の試食があります。
◆申し込み締切 10月５日（金）
◆申し込み・問い合わせ先 奈良県立明日香養護学校
☎０７４４（54）３３８０

大規模な土地取引には届出が必要です

提出期限は、
契約締結日から２週間以内です
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、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
２，０００㎡ 以上
○市街化調整区域
５，０００㎡  以上
○都市計画区域外 １０，０００㎡  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
町村担当課に届け出てください。
※届 出の用紙は、奈良県のホームページからダウン  
ロードできます。
◆審査内容 土地の利用目的が、土地利用の計画に適
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
か月以下の懲役、または、１００万円以下の罰金に処
せられることがあります。
◆問い合わせ先
奈良県 地域振興部 資源調整課
☎０７４２（27）８４８７（ダイヤルイン）
奈良県ホームページ http://www.pref.nara.jp/

施設管理サービス公社
☎（55）3004
シルバー人材センター
☎（55）8265
はしお元気村★
☎（57）3232
★印の公共機関には、サービスカウ
ンターが設置されています。

催

平成24年度 甲種防火管理新規講習会開催
◆講習日 10月16日（火）・17日（水）
午前９時30分～午後４時30分頃
◆講習場所 香芝市中央公民館 ３階研修室
（香芝市下田西３－７－５）
◆受付日 10月１日（月）～３日（水）
◆定員 90人（定員になり次第締め切ります。）
◆受講料 ６，０００円
◆申し込み方法 受講申込書をファクスで（社）奈良
県防災安全協会に申し込みしてください。
※午前９時から午後４時まで
※申込書は、香芝消防本部予防課、香芝消防署および
広陵消防署で配布しています。
※（財）日本防火協会のホームページからもダウンロー
ドできます。
◆問い合わせ先
（社）奈良県防災安全協会（奈良市高畑町1116-6）
☎０７４２（22）２１１９
０７４２（26）６８８７
ホームページ http://www.n-bouka.or.jp/

お

知

ら

せ

広陵町文化財ガイドが案内します
ハイキングにほどよい季節、広陵町文化財ガイドが
整備された三吉石塚古墳をご案内します。
散歩のついでに、是非お立ち寄りください。
◆期間 ９月29日（土）～ 11月25日（日）の土曜日、
日曜日、祝日（午前10時～午後３時）
◆場所 三吉石塚古墳
◆問い合わせ先 広陵町文化財保存センター
☎内線１３５１・１３５２

奈良で働きたい方を
「ジョブならnet」が応援！
「ジョブならnet」は、奈良で働きたい人と県内企
業のための就職ポータルサイトです。
まずは、「ジョブならnet」にアクセスし、登録し
てください。企業の新着情報や就職に関するイベン
トなどの情報を得ることができます。インターネッ
ト上で自分をPRでき、企業へ直接求職の意思を伝え
ることができます。
◆問い合わせ先 奈良県奈良しごとiセンター
☎0742（23）5729
0742（23）5757
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犬や猫は
愛情と責任をもって
飼いましょう
一部の心ない飼い主による「犬のフンの不始
末」、「犬の放し飼い」で隣近所に迷惑をかけない
ようにしましょう。

★マナーを守って正しく飼いましょう★
○散歩中の犬のフンは、飼い主が責任をもっ
て始末し、
必ず自宅に持って帰りましょう。
○犬の放し飼いはやめましょう。
○どんなときでもしっかり犬を制御できる方
が散歩をさせてください。犬の大きさや飼
い主の体力を考えて、余裕のある散歩を楽
しみましょう。
○野良犬や野良猫には、むやみ
にエサを与えないようにし
ましょう。
○最後まで責任をもって飼いましょう。
（さわやかホール内）
◆問い合わせ先 保健衛生課
☎（55）６８８７

シルバー人材センターからの
お 知 ら せ
★シルバーのボランティア活動★
８月25日（土）、全会員４００人に呼びかけて、
早朝から各地域の清掃活動を行いました。
シルバーでは、60歳を過ぎても仕事をいただける
こと、元気に働くことができること、またお世話に
なっている地域への感謝の気持ちを込めて、さまざ
まなボランティア活動に取り組んでいます。
働くことだけでな
く、 今 後 も 地 域 に 貢 献
できるボランティア活
動を続けていきたいと
思います。
▲各地域に分かれて
清掃が行われました

★シルバー入会説明会(毎月第1・3水曜日)
◆日時 ９月19日、10月３日 13：30 ～
★パソコン無料体験教室(毎月第4木曜日)
◆日時 ９月27日 13：30 ～（先着３名）
※事前に参加のご連絡をお願いします。
◆申し込み・問い合わせ先
(社)広陵町シルバー人材センター
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☎（55）８２６５

クリーンセンターからのお知らせ

事業者の皆さんへ
「無許可業者にご注意を！」
この度、無許可で事業系の廃棄物を収集運搬してい
る業者に、収集を依頼していた事業所が関係機関の立
入調査を受けました。
同事業所は、ビニール・合成繊維類などの産業廃棄
物や事業所の一般廃棄物および処理不適物などを安価
に処分できるということで依頼したものですが、事業
系の廃棄物は自己の責任において適正に処理すること
が義務づけられていますので、次のように適正処理し
なければなりません。

○産業廃棄物は産廃の収集運搬許可業者に、一般
廃棄物は広陵町の一般廃棄物収集運搬許可業者に
依頼する。
（許可業者は許可証で確認できます）
○産業廃棄物と一般廃棄物の両方の許可を持った
業者に依頼する。
○産 業廃棄物は産廃の収集運搬許可業者に依頼
し、一般廃棄物は事業者が直接クリーンセン
ター広陵に持ち込む。
廃棄物には、クリーンセンターで処理できない適正
処理困難物や産業廃棄物などがあり、これらの事業系
廃棄物で適正な処理について解らないことがありまし
たら、クリーンセンターや購入先、その他メーカーな
どに問い合わせ、適正な処分をお願いします。
平成24・25年度
      広陵町一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧表
許可期間

平成24年４月１日～平成26年３月31日

名称

電話番号

源開発(株)

クリーン環境

54-6338

寺岡商店

55-2323

(株)NANBU
(株)クボ
クリーンサービス
辰巳衛生社

54-0123
074432-0181
54-0578

日宝衛生

57-0079

55-1008

阿倍野興業

54-5166

55-4114

57-1001

(株)山崎産業

55-6880

(株)ジェイケイ
(有)奈良県建物
総合管理

ヤマト環境開発

名称

電話番号

57-3939

◆問い合わせ先
○クリーンセンター広陵 ☎（57）２０００
○産業廃棄物協会 ☎０７４４（33）８８００

お詫びと訂正
９月１日号広報「こうりょう」に掲載しました９頁
の「国保中央病院だより」の平成25年度職員採用案
内の「試験日」に誤りがありました。
◆試験日（２次）
11月17日（土）です。
訂正し、お詫びいたします。

役場（代表）
さわやかホール★
福祉課
保健衛生課
社会福祉協議会

★☆★

☎（55）1001
☎（55）4010
☎（55）6771
☎（55）6887
☎（55）8300

水 道 局
☎（55）2234
グリーンパレス
☎（55）5755
クリーンセンター
☎（57）2000
図書館★
☎（55）4946
広陵パークゴルフコース  ☎（55）8957

保育園情報

★☆★

中央公民館★

☎（55）1181
☎（55）4414
☎（55）4123
☎（71）0110
☎（55）2754

広陵消防署
香芝警察署
広陵交番

施設管理サービス公社
☎（55）3004
シルバー人材センター
☎（55）8265
はしお元気村★
☎（57）3232
★印の公共機関には、サービスカウ
ンターが設置されています。

10月のなかよし広場
さわやかホールなかよし広場
開催日

名称

ひまわり広場 広陵南保育園
広陵町大字南郷 1150 番地

☎（55）2095

対象者
内容

保育園に通っていない１～３歳のお子さんと
保護者
運動会（園児の運動会を見たり競技に参加した
りしてみよう）

申し込み 前日までに電話で申し込み
その他

雨天の場合 10 月 14 日（日）
毎週水曜日 10：00 ～ 11：00 まで園庭を開放
わんぱく広場 広陵北保育園
広陵町弁財天 305 番地

名称

☎（56）2337

開催日時 10/ ６（土） 9：00 ～ 11：30
対象者
内容

保育園に通っていない１～３歳お子さんと保護
者、地域の 60 歳以上の方
運動会

申し込み 不要
その他

開催時間 9：30 ～ 11：30
場

所

対象者

開催日時 10/13( 土）９：30 ～ 12：00

雨天の場合 10 月 8 日（月）
毎月第 2・4 木曜日、10：00 ～ 11：00 まで園
庭を開放

10月９日・23日（第２・４火曜日）
さわやかホール４階大会議室
町内在住の就学までの親子

はしお元気村なかよし広場
10月３日・４日・５日・10日・11日・
12日・17日・18日・19日・24日・
開催日
25日・26日・31日
（毎週水・木・金曜日）
9：30 ～ 12：00
開催時間
13：00 ～ 16：00
場

所

対象者

はしお元気村
町内在住の就学までの親子

参加予約の必要はありません。
自由な時間帯で参加していただけます。
お気軽にお越しください。

※奈良県北西部に警報〔暴風（雨）・大雨・洪水な
ど〕が発令されている場合は、その日のなかよ
し広場を中止させていただく場合があります。
※当日午前７時30分現在で警報が解除されてい
ない場合は、なかよし広場を中止します。
※状況が判断できない場合は、午前８時30分以
降、お問い合わせください。
◆問い合わせ先 福祉課 社会・児童福祉係
☎（55）６７７１

睡蓮や俯きがちの思惟菩薩
いちえ
蓮咲きて一会の人と立ち尽す
さざなみ
睡蓮も漣も聞く水の私語
かんざしひつじぐさ
今開く水の 簪 未 草
盆踊り赤の駒下駄輪に消えし
みやこぐさ
よく透る少女の声や都草
扇風機まわる音色に昭和かな
蝉時雨しばし鳴きやむ樹々の黙
係船の綱のたるみや油照り
散歩道遠回りして今朝の秋
向日葵や顔いつぱいの高笑ひ
原発に揺らぐ夜空に大花火
帯姿乗せた電車に遠花火
はすかひに涼風とほるからだかな
汗拭けば汗のつぶあり観世音
水底の如く構へし皿の鮎
懸命に告ぐ蝉の声ふとさみし
早朝のカーテン揺れて涼新た
えんちゅう
炎昼の錆し鉄橋貨車渡る
川床料理貴船は山の奥深き
立秋や昨日とちがふ今日の雲
さざなみ
睡蓮の漣あれど揺るぎ無し
風鈴や響きの余韻に技ありき
中川 草汀
中村 節子
西島ミヨ子
根元 久子
狭間 敦子
浜田 芳子
久野 幸子
福武 京子
前川 義一
宮田 佳江
村本知寿子
安井 京子
和田与吉郎
有本惠美子
有本 南陵
石原
米
岡田 繁子
岡本かよ子
閤田
廣
芝野 照子
島浦 澄子
冨田 文子
豊田 昌代

上村
敏子

佳子

坂口美代子

出井

雪路

ミツ子

前田

山村美咲子

南

かくれんぼしながら帰る児童らの
黄色い声が旧村ぬける
父母のなきふるさと遠くなりゆきて
日を追う日々のかくも悲しき
ひさびさに皆で歌えばシャンソンに
うっとり酔いぬ時を忘れて
春の日に大和歌人の賞賜ふ
母の身罷り歌ひしわれに
くわがたの訪問うれし孫娘
一夜の観察命の教え
ああ嬉し再び咲いた蘭の花
胸に広がる友への感謝

2012.9.15
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消

費

生 活 Q ＆ A

不用品の処分は確認してから

Q
使わなくなったバイクをどう処分したら
いいのかわからず困っている。
不用品を無料で引き取るとアナウンスして
いるトラックが時々走っているが、利用して
大丈夫だろうか。

A

バイクの処分は、販売店やメーカー、専
門業者に依頼することができます。
廃棄物の収集・運搬は、許可を受けた事業者し
か行えませんので、無料をうたう「廃品回収サー
ビス」については注意が必要です。
「品物をトラックに載せてから５，０００円を請
求された。威圧的な調子で言われたので、怖くて
仕方なく支払った。」「領収書もなく、連絡先がわ
からない。」というトラブルもあります。
また、「高値で買い取ります！」というチラシ
をみて買い取りを依頼したが、実際には「処理費
がかかるから」と言って、全くお金を支払ってく
れなかったというケースもあります。
なかには、引き取った品物を不法投棄している
場合もあるようです。不法投棄は、近隣への迷惑
だけでなく、重金属などがしみ出すことにによっ
て土壌汚染を引きおこすなど環境に大きな影響を
与えます。
家電リサイクル法でリサイクルが義務づけられ
ている物もあります。そのほか処分方法が分から
ない不用品がでたときは、販売店もしくはクリー
ンセンターに確認して正しく処分しましょう。

★おかしいなと感じたら
「消費生活相談」へ！
◆広陵町 毎週木曜日 午後１時～４時
さわやかホール
◆香芝市 毎週火・金曜日
①午前10時～正午 ②午後１時～３時
香芝市役所 会議室棟２階 会議室
◆問い合わせ先
地域振興課
☎内線１１６５・１１６３
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相

談

第53回「法の日」週間
10月１日からの１週間を「法の日」週間と定め、
さまざまな問題について相談を受付します。相談は無
料で秘密厳守ですので、お気軽にご利用ください。

★法務行政相談および人権相談

◆相談日時 10月１日（月）～５日（金）
午前８時30分～午後５時15分
◆場所 奈良地方法務局葛城支局（大和高田市西町1-63）
◆相談担当 法務局職員および人権擁護委員
◆問い合わせ先 ☎０５７０－００３－１１０

★無料調停相談

◆相談日時 10月４日（木）午前10時～午後３時
◆場所 大和高田市中央公民館（大和高田市西町1－15）
◆相談担当 奈良県調停協会
◆問い合わせ先 奈良簡易裁判所
☎０７４２（26）１２７１
※あらかじめ電話でご確認ください。

10月１日から７日までは
「公証週間」
です
大切な契約や遺言は公証役場で
“ 遺言と任意後見で老後の安心設計を”
遺言を残したり、離婚に伴う養育費、慰謝料などの
書類を公正証書にしておくと安心です。
最近では老後を安心して過ごせるように、遺言や任意
後見契約の公正証書を作成する方が増えています。
公正証書は、法務大臣によって任命された公証人が
作成するもので、公文書として強い証拠力と執行力が
認められており、また、秘密が厳守され、さらに原本
は公証役場で保存されますので、紛失や偽造の心配も
ありません。
公証業務に関して相談ご希望の方は、無料ですの
で、いつでもお気軽に下記までご相談ください。

◆相談日 毎週月曜～金曜（祝日は除く）
◆時間 午前９時～正午と午後１時～５時
◆問い合わせ先 高田公証役場
〒635‐0095 大和高田市大中98
大和高田市役所東隣おがわビル２階
☎（22）７１６６
（22）１２５４
☆９ 月28日（金）から10月７日（日）の公証週間
中（土・日含む）、日本公証人連合会では、下記
による「電話相談」を実施していますので、ご利
用ください。
☎０３（３５０２）８２３９（代表）
◆受付時間
○午前９時30分～正午 ○午後１時～４時30分

＜役場の開庁時間＞

図書館情報コーナー

＜ 10月分 ＞

図書館講座受講生募集

午前８時30分〜午後５時30分
※土・日・祝日を除きます
ホームページ http://www.town.koryo.nara.jp
Ｅメール info＠town.koryo.nara.jp

「バルーンアート」
◆内容 風船がかわいい動物に変身します。
形を変える不思議な風船“バルーンアート”
を楽しみましょう。
◆日時 10月21日（日）午後１時30分～３時
◆場所 視聴覚室
◆対象 小学校３年生以上
◆持ち物 ビニール袋（持ち帰り用）
◆定員 30人（先着順）
◆講師 小原敦子さん
◆申し込み開始日
９月29日（土）

ブックリサイクル開催のお知らせ
図書館では年に一度、利用者から寄贈を受
けた本や、保存期限が切れた雑誌のリサイク
ル事業を開催しています。
お気に入りの本があれば自由にお持ち帰り
いただけます。ぜひ一度のぞいてみてくださ
い。
◆開催期間 10月13日（土）～ 19日（金）
◆場所 展示ホール
◆申し込み・問い合わせ先

金曜名画劇場においでよ！
◆上映日
○ 10 月５日（金）上映（受付中）
「おくりびと」（2008 年・カラー版）
○ 11 月２日（金）上映 ( ９月７日 ( 金 ) ～受付 )
「アルティメット・ランナーズ」
（2010 年・カラー版）
◆上映時間 午前 10 時から
◆場所 視聴覚室
◆定員 50 人

赤ちゃんから絵本を楽しもう！
◆日時 10 月４日（木）・18 日（木）
午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
※ 毎月第１・３木曜日開催（祝日は除く）
◆場所 視聴覚室

図書館休館日のお知らせ
◆休館日
10月１日（月）・９日（火）・
12日（金）
・15日（月）
・22日（月）
・
29日（月）

図書館

☎（55）４９４６

◆税金などの納付は便利な口座振替で◆
督促手数料が改定されました

平成 24 年度
口座振替引落日程表

◆平成24年４月から 50円 → 150円
編集発行 広陵町役場（総務課 広報担当）
奈良県北葛城郡広陵町大字南郷583番地１
☎０７４５（55）１００１／０７４５（57）０００１
０７４５（55）１００９

役場の徴収金（町税（料）など）には、納
期限が定められています。この期限日までに
納付いただけないときは、法令に基づき督促
状を発送しています。新しい督促手数料（150
円）
の適用は、
平成24年度から実施しています。
督促をお受けになると、高額の手数料がか
かることになりますので、納付期限内にお納
めいただきますようお願いします。
なお、昨年度以前に発送した督促の手数料
は変わりません。ご不明な点がございました
ら、収納課までお問い合わせください。
また、納付期限を過ぎた納付書は、金融機
関やコンビニの窓口では受付されませんの
で、ご注意ください。

広報「広陵」は再生紙を使用しています。

引

落

日

諸税など

９月25日（火） 上・下水道使用料
町県民税（２期）
国民健康保険税（３期）
10月１日（月） 介護保険料（３期）
後期高齢者保険料（３期）
町営住宅使用料（９月分）
◆問い合わせ先
○上・下水道使用料について
水道局 ☎（55）２２３４
○その他諸税など
役場 収納課
☎内線１１１２～１１１８

