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寒さに負けるな！！
完走目指してスタート
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まちかどトピックス
まちかどトピックス

出場されたランナーは全
員完走されました。その中で
も上位入賞者となられた方
の結果は次のとおりです。
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▲ライバルには負けないぞ

小学生（５・６年） ２㎞
１位 市村 拓毅（真美二小）
２位 田中 翔基（真美二小）
３位 長野 元紀（東小）
４位 澤田 拓海（真美一小）
５位 吉田
寛（北小）
６位 山村 亮太（真美一小）

「女子の部」
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全員完走！

小 学 生（ ５・６ 年 生 ） 男 女 各
上位６名は、３月８日に馬見丘
陵公園で開催される「第９回市
町村対抗子ども駅伝大会」に広
陵町代表として出場されます。
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大学生を含む 歳未満 ３㎞
「男子の部」
１位 ロブソン佐起子（寺戸）
大学生を含む 歳未満 ５㎞
２位 松井美裕子（馬見南）
１位 野口
寛（介護老人保
歳以上 ２㎞
健施設「かぐやの里」 )
１位 吉川 仁惠（南郷）
２位 松井 保潔（馬見南）
２位 平野 麻実（馬見中）
３位 池田 二朗（南郷）
歳以上 ２㎞
歳以上 ４㎞
１位 宮沢 俊恵（馬見北）
１位 廣瀬 信彦（平尾）
２位 村上 陽子（馬見北）
２位 井ノ上 勉（広陵消防）
３位 小原 知子（安部）
３位 濱地 祐次（沢）
歳以上 ２㎞
歳以上 ３㎞
１位 井上美智子（馬見北）
１位 吉田 直史（馬見中）
２位 山口 洋子（中）
２位 大石 定史（古寺）
中学生 ２㎞
３位 植西 浩二（大塚）
１位 髙木 愛加（広陵中）
歳以上 ３㎞
２位 桝本はるか（真美中）
１位 本間 英樹（馬見北）
３位 吉村 穂香（広陵中）
２位 岡橋 秀典（百済）
４位 日野上 楓（真美中）
３位 小金 重裕 真(美二小教諭 )
５位 柳
千春（広陵中）
中学生
３㎞
６位 福山 継実（真美中）
１位 辻中 諒太（広陵中）
小学生（５・６年生） ２㎞
２位 瀬戸進之介（広陵中）
１位 長野 玉青（東小）
３位 宮田 和樹（広陵中）
２位 松井 七海（東小）
４位 大久保 匠（真美中）
３位 河野 花穏（西小）
５位 杉浦 義時（真美中）
４位 武藤 春花（真美一小）
６位 治田 裕登（広陵中）
５位 堀川 華奈（真美一小）
６位 田中
凜（真美二小）
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▲沿道の声援もアツイ！
▲入賞おめでとうございます

町民マラソン大会
１月 日、寒空の下「第 回町民マ
ラソン大会」が開催されました。
この日集まったランナーは３３１
名。吐く息は白く、辛そうに走る姿も
見られましたが、時折手を振ったり笑
顔を見せたりと、沿道で励ましてくだ
さる方の声援にも支えられ、自分の持
てる限りの力を振りしぼり、全員完走
されました。
完走された方からは「疲れたけど、
楽しかった」とみなさん一様に満足げ
な笑顔を見せられていました。

▶少しでも速く
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まちかどトピックス
まちかどトピックス

むかしあそび
いっしょに遊んだよ！

◀あやとりしようね☆

大和川水系一斉

クリーンキャンペーン

～ご協力お願いします～

毎 年 ３ 月 の 第 １ 日 曜 日 に、 奈 良
県 下・ 大 阪 府 下 に お い て 流 域 市 町
村の「大和川水系一斉クリーンキャ
ンペーン」が実施されます。
広 陵 町 も 住 民 が 一 丸 と な っ て、
美 し い 町・ 住 み よ い 町 づ く り を 推
進するために、実施いたします。

◆日時 ３月２日（日）
午前８時～ 時
※小雨決行としますが、荒天で作業
が困難な時は、中止とします。
◆実施区域 町内全域
◆参加者
参加できる方は、区長・自治会長ま
で申し出てください。
◆問い合わせ先
生活環境課
☎内線１１５０
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▲折り方分かるかな？
▲低空飛行の竹とんぼだ～

お兄さんお姉さんに教えても
ら っ て 園 児 た ち は「 で き た ～。」
「いっぱい飛んだ～。」と大興奮。
一年生も教えるのが楽しそうで、
頼られることにとても嬉しそうに
していました。

◀説明をしっかり
聞いてね！

▲いっぱい取れたね！

～幼小交流会～
１月 日、真美ヶ丘第一小学校
で、一年生と附属幼稚園の５歳児
が昔遊びを通して交流しました。
「大きな栗の木の下で」を歌っ
た後、一年生は「竹とんぼ・おは
じ き・ 紙 ひ こ う き・ お
手玉・こま・あやとり」
の各自のもち場に分か
れ、順番に巡ってくる園
児に昔遊びを教えまし
た。

◀みんなで歌ったよ♪
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ご寄附ありがとうございました

みどりのふるさと応援寄附

みどりのふるさととして、広陵町を

広陵町みどりのふるさと応援寄附
愛し、応援していただけるかたがたか
らの寄附を募集しています。
詳しくはお問い合わせください。
☎内線１２５５

▲昨年は３，４７５人の参加をいただきました

▲山村町長に手渡されました山下さん

昨年の 月 日、奈良県大衆音楽協
会理事長の山下昭紀さんが来庁され、
か ぐ や 姫 ホ ー ル で 行 わ れ た「 チ ャ リ
ティー奈良県大衆音楽祭カラオケ発表
会みんな歌って助けよう！」の収益金
をご寄附いただきました。
ご寄附は「広陵町みどりのふるさと
応援基金」に積み立て、まちづくりに
役立てさせていただきます。
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◆問い合わせ先
管理課

2014.2.15
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町からのお知らせ

葛城税務署からの
お知らせ

３月31日（月） 振替期日

４月24日（木）

日（月）ま

年分の所得税および復興特別所得税と

納期限

町・県民税の申告は
３月 日（月）までに
平成

消費税および
地方消費税（個人）

この申告は、町・県民税だけでなく国民健康保険税・

４月22日（火）

贈与税の確定申告と納税は、３月

３月17日（月） 振替期日

でです。

○税務署の申告会場は大変混雑します。
○混雑状況や相談内容によって、申告書の作成等に時間を要しますので
お早目（午後４時まで）にお越しください。
○税務署の駐車場は狭いため、お車でのご来場はご遠慮ください。
◆消費税法改正の概要◆
   消費税率の引上げを含む消費税法の改正内容については、国税庁ホー
ムページの「消費税法改正のお知らせ（社会保障と税の一体改革関係）」
をご覧ください。
国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jp
◆問い合わせ先 葛城税務署 個人課税部門 ☎（22）２７２１

申告期間中の
お願い
例年大変な混雑でご迷惑
をおかけしております。
特に迅速な受付を行うた
め に、 あ ら か じ め 医 療 費 控
除 の 領 収 書 は、 ご 自 宅 で 整
理 し て い た だ き、「 自 書 申
告（ 申 告 書 は 原 則 と し て 自
分で書かなければなりませ
ん。）」 に ご 協 力 い た だ き ま
すようお願いします。

納期限
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申告所得税および
復興特別所得税

介護保険料などの資料となるものです。

①国民健康保険に加入されて
いる場合
②福祉・公営住宅・教育関係
の制度などにおいて所得の
申告が必要な場合
③非課税証明書などが必要な
場合

午前中の受付時間について
は、 混 雑 の 状 況 に よ り 早 め に
受付を終了させていただく場
合 が あ り ま す の で、 あ ら か じ
めご了承ください。

※譲渡 所 得（ 土 地 や 株 の 売
買）や収支内訳書などを
必 要 と す る 申 告（ 営 業、
農 業、 そ の 他 事 業 所 得、
不動産所得など）の相談
に つ い て は、 消 費 税 の 申
告 を 伴 う 場 合 が あ り、 役
場税務課では確定申告書
をお預かりすることがで
き ま せ ん の で、 葛 城 税 務
署に提出をお願いします。

振替納税を
利用されている場合

期限までに必ず申告を済ませてください。

★申告相談
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◆問い合わせ先
税務課
☎内線１１０２・１１０３

★納付期限など★
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★平成 年中に所得がなかっ
（相談を受けながら
た方や個人町・県民税が非課
作成し提出）
税となる方でも①～③に該当
する方は申告が必要です。

◆相談日
３月３日（月）～ 日（月）
※土・日を除く。
◆受付時間
○午前９時～ 時 分
○午後１時～５時
◆相談場所
役場 １階 税務課

★休日申告相談
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振替納税を
利用されていない場合
時
日

11

◆相談日
２月 日
（日）
・３月２日
（日）
◆受付時間
○午前９時～ 時 分
○午後１時～５時
◆相談場所
役場 ３階 大会議室
23
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注意報発令！
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感染症
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風しんワクチンの
接種費用助成に
ついて
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インフルエンザやノロウイルスが流行しています。
日頃からの予防のため、
次のことを心がけてください。

★ う が い・ 手 洗 い・ マ ス ク の

★健康増進会のお知らせ

生活習慣病の予防には、まずは自分自身
の今の状況を知り、対処していくことが
大切です。各種測定を通して自分の生活
習慣を見直す機会にしませんか。体力測
定後の簡単な運動指導もありますの
で、ぜひご参加ください。
◆日時 ３月６日（木）午後１時 分～
３時頃まで
◆実施場所 さわやかホール ２階
◆内容
骨密度測定、体脂肪測定、腹囲測定、簡
易体力測定、血管年齢測定、マイクロス
モ ー カ ー ラ イ ザ ー（ 喫 煙 測 定 ）
、健康食
の試食、管理栄養士による個別相談、歯
科衛生士によるブラッシング指導、運動
指導など
※申し 込 み は 不 要 で す が、 測 定 内 容 に
よっては混み合うおそれがあります
ので、ご了承ください。

★歯周疾患検診のお知らせ
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★十分な休養とバランスのとれた栄
養をとりましょう
普段から、栄養と睡眠を十分にと
り、体の抵抗力を高めておきましょ
う。

成人男性で風しんにかかる人が
急増しています。
風しんの感染拡大防止と妊娠初
期に風しんにかかり、胎児が先天
性風しん症候群（難聴・心疾患・
白内障・精神や身体の発達の遅れ
などの障がい）になることを予防
するために、風しんワクチンを接
種された方の接種費用の一部を助
成しています。
◆助成対象となる接種期間
平成 年４月１日から
平成 年３月 日（月）まで
◆申請期限
４月 日（水）まで
◆申請方法
町ホームページをご覧ください。
◆問い合わせ先
保健センター
（さわやかホール内）
☎（ ）６８８７
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★人にうつさないために
「咳エチケット」を
徹底しましょう！
咳、くしゃみの症状があるときはマ
スクをするなど、咳エチケットを徹底
しましょう。
インフルエンザなどにかかったかな
と思ったら、マスクを着用のうえ、早
めに医療機関を受診しましょう。

2014.2.15
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着用を忘れずに！
★外出後のうがい・手洗いの心がけ
外出後は、石鹸を使って 秒程よ
く手を洗いましょう。
また、外出後やのどに不快感、炎
症があるときはうがいをしましょ
う。
★人ごみへの外出を控え、外出時は
マスクを着用
ウイルスは感染している人の咳や
くしゃみなどのしぶきに含まれてい
たり、つり革やドアノブなどさまざ
まな物についています。外出する時
は、マスクを着用しましょう。
★適度な湿度の保持
空気が乾燥すると、のどの粘膜の
防御機能が低下し、感染症にかかり
やすくなります。
特に乾燥しやすい室内では、加湿
器などを使って、適度な湿度（ ～
％）を保つことも効果的です。
60

☎５５−６８８７

★保健センター

30

◆対象者
歳以上 歳未満で現在歯科治療を受
けておられない方
◆実施日
３月６日（木） 午後１時 分～３時
◆受付期間 ２月 日（月）～ 日（金）
人（先着順）
◆定員
◆受付方法 電話または来所にて受付
します。
◆申し込み・問い合わせ先
保健センター ☎（ ）６８８７
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問い合わせ先
町
か ら の お町
知か
らら
せの お 知 ら せ

町か
から
らの
のお
お知
知ら
らせ
せ
町

役場（代表）
さわやかホール
福祉課
子ども支援課
保健センター

☎（55）1001
☎（55）4010
☎（55）6771
☎（55）6820
☎（55）6887

社会福祉協議会
上下水道部
グリーンパレス
クリーンセンター
図書館

☎（55）8300
☎（55）2234
☎（55）5755
☎（57）2000
☎（55）4946

第14回奈良県障がい者スポ－ツ大会
参加者募集
この大会は、障がい者スポ－ツを広く振興し、障が
い者スポ－ツの理解を深め、障がい者の社会参加の促
進と障がい者福祉の増進を目的に開催されます。
◆開催日程など
開催日

競技名

会

場

バスケット 奈良県心身障がい者
ボール
福祉センター体育館
4/20（日）

奈良県立高等養護学校グラウンド
（雨天決行）

サッカー

フット
奈良県立高等養護学校グラウンド
ベースボール （少雨実施）
奈良県心身障がい者
福祉センター体育館

卓球競技
4/27（日）

ソフトボ－ル 奈良県立高等養護学校グラウンド
5/11（日）

フライング 奈良県立高等養護学校グラウンド
ディスク （少雨実施）

5/18（日）

水泳競技

ならやま屋内温水プール
（奈良市総合福祉センター）

5/25（日）

陸上競技

奈良県立橿原公苑陸上競技場
（雨天決行）

◆申し込み方法 参加を希望される方は、福祉課（さ
わやかホ－ル内）にお申し込みください。
※参加申し込み書は、福祉課に備え付けてあります。
※施設に入所している方は施設長に、学校に在学して
いる方は、学校長にお申し込みください。
◆申し込み期限 ３月７日（金）
※出場者は、一定の出場資格、競技によって出場制限
があります。
◆申し込み・問い合わせ先 福祉課 障がい福祉担当
（さわやかホール内）
☎（55）６７７１
（54）５３２４

自衛官「幹部候補生・予備自衛官補」募集
◆募集職種・資格など
受付期間
幹部
H26.2上旬 1次
候補生 ～ 4月下旬 2次

試験期日

受験資格

H26.5月中旬 H27.4/1現在 22歳
H26.6月中旬 以上26歳未満の方

予備自 H26.1上旬
H26.4月中旬
衛官補 ～ 4月上旬

H26.7/1現在
一般公募 18歳以上
34歳未満の方
技能公募 18歳以上
で国家免許資格等を
有する方

◆問い合わせ先 自衛隊奈良地方協力本部 橿原地域
事務所 ☎０７４４（29）９０６０
※奈良地方協力本部のホームページもご覧ください。
http://www.mod.go.jp/pco/nara

中央公民館

☎（55）1181
☎（55）4414
はしお元気村
☎（57）3232
広陵パークゴルフコース☎（55）8957
シルバー人材センター
☎（55）8265

広陵消防署
香芝警察署
広陵交番
馬見交番
箸尾駐在所

☎（55）4123
☎（71）0110
☎（55）2754
☎（55）4491
☎（56）2149

広陵町統計調査員に登録される方募集
広陵町では、統計調査員として統計に関して理解と
熱意を持って、国が実施する統計調査の業務に従事し
てくださる方を募集しています。
広陵町統計調査員に登録していただいた皆さんの中
から、各種統計調査実施の時に調査員として国や県か
ら任命を受けていただき、調査票の配布、回収や回収
した調査票の点検、整理などの業務に従事していただ
くことになります。
◆要件 町内に住所を有し、かつ町税などの滞納のな
い満20歳以上の方など
◆申し込み方法 申し込み用紙に必要事項をご記入の
うえ、お申し込みください。（申し込み用紙は地域振
興課に備え付けてあります。）
◆募集期間 随時、受け付けをして
います。
◆申し込み・問い合わせ先
地域振興課
☎内線１１６４

公開講座 「子育て講座」開催
～今からでもできる心豊かな子育て～
「子育てってどうしたらいいの？」「子供と一緒に遊
びたいけど遊び方がわからない」など、ちょっと不安
になったり戸惑っているお父さんやお母さんを対象
に、子育てについて正しい知識を持っていただけるよ
うな公開講座を開催します。
子育てが楽しくなるヒントや役立つ情報がたくさん
見つかります。託児もありますので、お子さん連れで
ご参加いただけます。
◆日時 ３月13日（木）午前10時～ 11時40分
（受付および託児は午前９時30分～開始）
◆場所 さわやかホール ４階 大会議室
◆講師 津村 薫氏（女性ライフサイクル研究所）
◆対象者 広陵町内在住で、０歳～就学前のお子さん
を育てる保護者および家族
◆講座定員 70人（先着順）
◆託児定員 20人（先着順）※別室で行います。
◆申し込み開始日 ２月24日（月）
◆申し込み方法 電話または直接窓口でお申し込みく
ださい。欠席される場合はご連絡ください。
※託児を希望される方は、
次のものをご持参ください。
①バスタオル ②タオル ③おむつ ④ビニール袋
⑤お茶やミルクなど普段飲んでいるもの ⑥コップや
ほ乳瓶など普段使っているもの
◆申し込み・問い合わせ先
保健センター（さわやかホール内）
☎（55）６８８７
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「保育園」支援スタッフ募集！

やりがいのある職場で働いてみませんか？
◆勤務内容 ０歳児～５歳児の保育
◆勤務先 町内の公立保育園
◆応募資格 保育士資格を有する方（短大卒以上）
◆勤務日および勤務時間
★１日７時間勤務支援スタッフ
月～土曜日（土曜日はローテーション）
午前７時30分～午後７時のうち７時間勤務（休憩45
分）早出・遅出勤務があります。
※場合によっては、日曜・祝日勤務があります。
※勤務時間については、相談に応じます。
★１日２時間から３時間勤務支援スタッフ
月～金曜日
①午前７時30分～ 10時30分 ②午後４時～７時
※いずれかの時間でシフト制
※①もしくは②のどちらかだけの勤務でも可能です。
※勤務時間については、相談に応じます。
◆時給 １，０００円
◆加入保険 勤務日数・勤務時間などにより、雇
用保険、労災保険、社会保険に加入します。
◆処遇 当初６か月契約、以後は勤務評定による
更新とし、最長３年以内です。
◆応募方法 履歴書（A ４判：自筆に限る。）、資
格（Ａ４サイズ写し）を持参のうえ、役場総務課
に応募してください。
◆受付締切日 ２月28日（金）午後５時まで
◆問い合わせ先 子ども支援課（さわやかホール内）
☎（55）６８２０

新規卒業者の「就活」を応援します！
～企業合同説明会～
県内の求人企業が就職希望者に対して会社概要や
求人内容などの「企業合同説明会」が開催されます。
多くの企業の方と会って希望企業を見つけ、正社員
就職への一歩を踏み出しましょう。
予約は不要です。
◆日時 ３月６日（木）午前10時40分～午後４時
◆会場 奈良県新公会堂（奈良市春日野町101）
◆対象者 平成27年３月大学等卒業予定者および
平成23年３月以降の既卒者(新卒扱い)
◆参加企業数 約84社
◆問い合わせ先 ならジョブカフェ (一社)奈良経済
産業協会(奈良市西木辻町93-6エルトピア奈良内)
☎０７４２（20）２２１０
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「放課後子ども育成教室指導員」
支援スタッフ募集！
◆勤務内容 放課後子ども育成教室登録児童の指導お
よび安全管理
◆勤務先 広陵町内の放課後子ども育成教室
◆応募資格 保育士・幼稚園教諭・小学校教諭・中学
校教諭・高校教諭いずれかの資格、免許を有する方
◆勤務日および勤務時間
○月～金曜日 午後２時30分～６時
○土曜日、長期休暇期間 午前８時30分～午後６時
のうち６時間程度
※いずれも、ローテーションによる勤務（週３回程度）
◆時給 ８００円～
◆処遇 当初６か月契約、以後は勤務評定による更新
とし、最長３年以内です。
◆応募方法 履歴書（A ４判：自筆に限る。）、資格・
免許（Ａ４サイズ写し）を持参のうえ、役場総務課に
応募してください。
◆受付締切日 ２月28日（金）午後５時まで
◆問い合わせ先
子ども支援課
（さわやかホール内）
☎（55）６８２０

「保健師」支援スタッフ募集！
◆勤務内容 保健事業全般
◆勤務先 広陵町総合保健福祉会館 「さわやかホー
ル」内 保健センター
◆応募資格 保健師免許を有する方
◆勤務日および勤務時間
★１日７時間勤務支援スタッフ 月～金曜日
午前８時30分～午後５時15分のうち７時間勤務
（休憩45分、事業に応じて、時間の変則あります。）
※場合によっては、土曜・日曜勤務あります。
◆時給 １，４００円
◆加入保険 勤務日数・勤務時間などにより、雇用保
険、労災保険、社会保険に加入します。
◆処遇 当初６か月契約、以後は勤務評定による更新
とし、最長３年以内です。
◆応募方法 履歴書（A ４判：自筆に限る。）、免許（Ａ
４サイズ写し）を持参のうえ、役場総務課に応募して
ください。
◆受付締切日 ２月28日（金）
午後５時まで
◆問い合わせ先
保健センター（さわやかホール内）
☎（55）６８８７

役場（代表）
さわやかホール
福祉課
子ども支援課
保健センター

☎（55）1001
☎（55）4010
☎（55）6771
☎（55）6820
☎（55）6887

社会福祉協議会
上下水道部
グリーンパレス
クリーンセンター
図書館

☎（55）8300
☎（55）2234
☎（55）5755
☎（57）2000
☎（55）4946

～河合町からお知らせ～

国本武春の大忠臣蔵
武春渾身激情のロックと
哀切のバラード珠玉の名台詞で綴る
極上のエンターテインメント！
◆日時 ３月１日（土）午後２時～
◆場所 河合町立文化会館「まほろばホール」
◆出演者 浪曲師 国本武春
（第50回芸術選奨受賞）
◆入場料（全席自由）
○一般
３，０００円
○北葛４町住民 ２，０００円
○65歳以上
２，０００円
○学生（小・中・高）１，０００円
◆チケット販売
※チケットは、まほろばホールで好評販売中。当
日でも結構です。
※北葛４町住民の方は、免許証・保険証、または
町の広報紙をご提示ください。
※電話でのご予約も受け付けています。
※小学１年生から入場いただけます。
◆主催 まほろば活性化推進会議
◆共催 河合町
◆後援 北葛城郡町村会、社会福祉法人奈良県共
同募金会
◆問い合わせ先 河合町高塚台1-8-3 まほろば
ホール（月曜日は休館） ☎（72）１１００

中央公民館

☎（55）1181
☎（55）4414
はしお元気村
☎（57）3232
広陵パークゴルフコース☎（55）8957
シルバー人材センター
☎（55）8265

広陵消防署
香芝警察署
広陵交番
馬見交番
箸尾駐在所

☎（55）4123
☎（71）0110
☎（55）2754
☎（55）4491
☎（56）2149

ケーブルテレビのデジアナ変
換サービスは2015年3月末ま
でに終了します
テレビの右上に『デジアナ変
換』と表示されている場合は、
デジアナ変換によりテレビを視
聴しています。デジアナ変換サー
ビス終了後、引き続き地上デジ
タル放送をご覧いただくために
地デジの準備をお願いします。

◆問い合わせ先 総務省地デジコールセンター
☎０５７０－０７－０１０１
（受付時間 9：00 ～ 18：00）

「デジアナ変換」とは、デジタルの電波をアナロ
グに変換し、アナログテレビでも地デジが暫定的
に見られるようにと、総務省がケーブルテレビ会
社などに対して平成27年3月末までの期間で実施
するよう要請したサービスです。

佛塔の層の明暗春動く
玉砂利を踏んで一歩に淑気満つ
身の丈の風の重たき冬木の芽
幸の色重ね咲く福寿草
枯野ゆき笠の橋こえ初句会
屠蘇に酔ひ隣で鯛が見栄を切る
雉鳩の首振りあるく御慶かな
はじとみ
半蔀を開ければ釈迦堂初明り
ささや
枯葉舞うイブモンタンの聶きに
真鴨来て池に華やぎ戻りけり
つ ら ら やいば
一列に氷柱の刃光る朝
福寿草微笑みくれし別れぎは
露天風呂日矢受けて咲く福寿草
左義長の竹の不平に付い合ひぬ
霜柱十五センチの音を踏み
福寿草私の涙見えますか
寿の言葉寄せ植え福寿草
初松籟共にくぐるや大鳥居
能面に笑はれてゐる寝正月
初電話煩悩のこゑ出し合うて
鼓動聞き窓を開けたり初日待つ
夕暮れし駅に移り香福寿草
聖菓焼く香り満ちたりばら窓に

祇園といふ響きが誘う宿とるも
室外機の群れ窓に侍れり
丹精の皇帝ダリア処処に観る
すが
とき
その清しさに季錯覚す
手を合わせ無事を祈ってバスに乗り
出発すれば朝の虹立つ          
妙国寺時空をこえてどっしりと
根を張る蘇鉄歴史を語る
初めての吟行なのに行けぬ身は
みだれ髪読み晶子を偲ぶ
さ ど う ぐ
妙国寺の利休好みし茶道具に
贅を慎しむおもてなし想う
和田

敏子

澄

前川 義一
村本知寿子
安井 京子
山本 恵造
和田与吉郎
麻生 郁世
有本恵美子
有本 南陵
池嶋 庄市
池端 英子
         
石
米                  
  原
大山眞由美
岡橋 ふみ
河本 直樹
閤田
廣
小林 和子
坂上美和子
島浦 澄子
傳田
庸
   
中北 佳恵
狭間 敦子
久野 幸子
福武 京子

上村

ミツ子

久子

中村美千代

南

村田

森吉香代子
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ひとり親家庭
新入学児童の皆さんをお祝いします
小学校に入学されるひとり親家庭の児童の皆さん
に、新入学をお祝いし、勉学に励んでいただくことを
目的にお祝い品を贈ります。
◆対象児童 町内に居住し、平成26年４月に小学校
に入学するひとり親家庭の児童
◆お祝い品 図書カード
◆贈呈方法 次のいずれかの方法により贈呈します。
○広陵町母子寡婦福祉会の地区役員を通じてお届けします。
○社会福祉協議会事務局（来館いただきます。）
◆申し込み方法 児童の氏名・生年月日・住所がわか
るもの（ひとり親家庭等医療費受給資格証など）と申
請者（養育者）の印鑑をお持ちのうえ、お申し込みく
ださい。
◆申し込み締切日 ３月14日（金）
午後５時まで
◆申し込み・問い合わせ先
広陵町社会福祉協議会（さわやかホール内）
☎（55）８３００
（55）６５８５

「幼児二人同乗用自転車購入補助」を
終了します
子どもを乗せた自転車の事故防止および幼児二人同
乗用自転車の普及を目的とした幼児二人同乗用自転車
購入費用の一部補助（１／２補助・上限４万円）を行っ
ていましたが、幼児二人同乗用自転車の一定の普及な
ど当初の目的を果たしたことから、平成26年３月31
日受付分をもって幼児二人同乗用自転車購入費用の一
部補助を終了いたします。
なお、３月31日までに予算額に達したときは、そ
の日をもって受付を終了しますので、手続をされる方
は、お忘れのないよう手
続ください。
◆問い合わせ先
総務課 ☎内線１２３９

てんいち先生
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消防だより
平成26年 春季火災予防運動
３月１日（土）～７日（金）
～全国統一防火標語～

「消すまでは
心の警報
ＯＮのまま』
平成25年中の管内（香芝市・広陵町）での火
災発生件数は13件で、広陵町は２件でした。火
災件数は平成24年中に比べ８件減少しており、
13件の内建物火災の件数は９件で広陵町は２件
です。平成24年中より２件減少し、広陵町は４
件減少しています。この時季は空気が乾燥してい
るため火の回りが早く、一旦火災が発生すると大
きな被害をもたらします。火災を起こさないため
には、個人だけでなく各家庭や地域で防火対策に
取り組むことが大切です。
火災予防週間中、次のことを実施します。

★一般家庭防火訪問
○各家庭を訪問し、防火のお話しをします。
○各家庭の「住宅用火災警報器」の設置状況を調
査します。（訪問地区未定）

★街頭啓発活動
駅前や大型店舗で住宅用火災警報器の推進を行
い、火災予防を呼びかけます。
★町内パトロール
消防車などで、町内一円の防火パトロールを行い
ます。
◆問い合わせ先
○香芝・広陵消防組合
☎（76）４１１９
○広陵消防署
☎（55）４１２３

＜役場の開庁時間＞

図書館情報コーナー

＜ ３月分 ＞
金曜名画劇場においでよ！

赤ちゃんから絵本を楽しもう！

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

◆内容 赤ちゃん向けの絵本を自由に手にとっ
て読んだり借りたりすることができます。
おはなし会や手あそびも行います。
◆日時 ３月６日（木）
・20 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

◆上映日
○３月７日（金）上映（２月７日（金）から受付）
「地下鉄に乗って」（２００７年・カラー版）
○４月４日（金）上映（３月７日（金）から受付）
「白雪姫～ＤＥ F A メルヘン・シリーズ①～」
（１９６１年・カラー版）
◆上映時間 午前 10 時～
◆場所 視聴覚室 ◆定員 50 人

◆申し込み・問い合わせ先 図書館 ☎（55）４９４６

３月のなかよし広場
さわやかホールなかよし広場
開催日

３月11日・25日（第２・４火曜日）

開催時間 ９：30 ～ 11：30
場

所

対象者

はしお元気村なかよし広場

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

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。

開催日

３月５日・６日・７日・12日・13日・
14日・19日・20日・21日・26日・
27日・28日
（毎週水・木・金曜日）

開催時間 ○9:30 ～ 12:00
場

所

対象者

○13:00 ～ 16:00

はしお元気村
町内在住の就学までの親子

◆問い合わせ先 子ども支援課
☎（55）６８２０

◆税金などの納付は便利な口座振替で◆
平成 25 年度
口座振替引落日程表
編集発行 広陵町役場（企画調整課 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

引

落

日

諸税など

２月25日（火） 上・下水道使用料
国民健康保険税（８期）
介護保険料（８期）
後期高齢者保険料（８期）
２月28日（金）

町営住宅使用料（２月分）

納付書の「納付期限」に
ご注意ください！
役場の徴収金（町税（料）など）には、
納付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。督促をお受けになると、手数料がかか
ることになります。
納付期限を過ぎた納付書では、金融機関
やコンビニの窓口では納付ができません。
やむをえず納付期限を過ぎた場合は、直
接役場収納課で納付してください。
納付期限内納付に、
ご協力お願いします。

保育園保育料（２月分）
学童保育料（２月分）
（放課後子ども育成教室）
３月17日（月） 保育園保育料（３月分）
３月18日（火） 幼稚園保育料（３月分）

広報「広陵」は再生紙を使用しています。

◆問い合わせ先
○上・下水道使用料について
上下水道部 ☎（55）２２３４
○その他諸税など
収納課
☎内線１１１２～１１１７

