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　2019年9月号 28

■映画会のお知らせ !（入場無料）
　　にゃんこ・ザ・ムービー
　　わんこ・ザ・ムービー
　9月 20 日～ 26 日は動物愛護週間
です。愛護週間にちなみ、動物愛
護団体　宇陀ほほえみの会が映画
会を開催！ぜひお越しください。
▶日時　9 月 15 日（日）

午後 1時 30 分～
▶場所　天満台東交流センター
▶その他　この活動は皆さんからの
善意で成り立っています。

問川口方（☎ 82・2884）

■宇陀市文化協会文化部展示会
　～室生里めぐり～
　文化部所属会員によるステンド
グラス・洋画・書道等の作品展示
です。気軽にお立ち寄りください。
▶日時　9月21日（土）～23日（月・祝）
　午前 9時～午後 5時※最終日は 3時
▶場所　うだ夢創の里（室生大野）
問鍵谷方（☎ 92・2288）

■伊那佐『灯』Mate2019
　「精霊流し」を中心に、ウッピー
等が登場するファミリーイベント、
かぎろひ夢バンドのコンサート。
飲食ブースなども開催します。
ぜひお越しください。
▶日時　9 月 22 日（日）※雨天時は
23 日（月・祝）　午後 2時～ 8時
▶場所　旧伊那佐郵便局前　芳野川
周辺
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このコーナーは、市民の自主
的な活動を支援することを
目的に設けています。
■掲載記事は 100文字程度
■営利目的、政治・宗教に関するもの、
金銭的トラブルが生じるおそれがあ
るもの、不特定多数の市民を対象と
しないものは掲載不可
■紙面の都合で掲載できない場合があ
ります
■原稿は掲載月の前月 5日までに秘書
広報情報課まで

問秘書広報情報課（☎ 82・3912 ／
IP ☎ 88・9083／ FAX82・3900）

　午前 9時 20 分～午後 1時
▶場所　県立明日香養護学校
▶内容　体験学習・教育相談・給食
試食（試食は肢体不自由教育部門のみ）
▶対象者　令和 2年度に入学・転学
を希望する該当者とその保護者お
よび関係職員
▶申し込み　詳しくは問へ
問明日香養護学校
　（☎ 0744・54・3380）

■ハローワーク　しょうがいしゃ
　就職面接会のご案内
　障がいのある方を対象とした就
職面接会を開催します。事前にハ
ローワークでの求職登録・職業相
談を行ってください。
▶日時　10 月 8 日（火）
　　　　午後 1時～ 3時 30 分
▶場所　県産業会館（高田市幸町）
▶持ち物　身体障害者手帳、療育手
帳または精神保健福祉手帳およ
び履歴書（3通程度）

問桜井公共職業安定所　求人・専門
相談部門　（☎ 0744・45・0112
／ FAX0744・43・8609）

■旧優生保護法一時金に対応する
　受付・相談窓口のご案内
　4 月 24 日に「旧優生保護法一時
金支給法」が公布・施行され、本
人の同意なく不妊手術を受けた方
に対して一時金（320 万円）が支給
されます。県では、手続きに関す
る受付・相談のための専用窓口を
設置しました。
▶受付・相談窓口
　（☎・FAX　0742・27・8643）
　※月～金　8：30 ～ 17：15
問県健康増進課
　（☎ 0742・27・8661）

■アイヌの方々からの様々なご相談
をお受けします。
　日常生活でお困りごと、嫌がら
せ、差別、プライバシー侵害など、

■合気道三錬会　稽古生募集
　私たちと稽古しませんか。個々
の目標（健康、強さ等）に向かっ
て日々稽古しています。随時見学・
体験できます。
▶場所・日時
　【総合体育館格技室】
　毎週木・金曜日（祝日除く）
　　午後 7時 20 分～ 8時 40 分
　【榛原中学校体育館（２階）】
　毎週火曜日（祝日除く）
　　午後 7時 30 分～ 8時 30 分
▶対象　老若男女（5歳以上）問わず
問寺地方　（☎ 82・5164）

▶内容　3 時～ファミリーイベント
　5時 30 分～オープニング
　6時～未来への「灯」送り（精霊流し）
　7時 30 分～大抽選会
　7時 40 分～打ち上げ花火
問奥田方
　（zenrec2000@yahoo.co.jp）

■ひがしよん祭　開催
　バルーンショーやマジック
ショーなどのアトラクションとフ
リーマーケットや模擬店など、地
域交流をテーマに開催します。
▶日時　10 月 13 日（日）
　午前 10 時～午後 3時
▶場所　天満台東　赤人公園
　（雨天時：天満台東交流センター）
▶その他　フリーマーケット・模擬
店の出店を募集。希望される方は
9月 22 日（日）までに問へ
　（出店費 1,000 円）
問米田方（☎ 090・1890・8007）
na_yoneda7023@ares.eonet.ne.jp

■県立明日香養護学校　第2回体験学習
　肢体不自由を有する幼児や児童生
徒と保護者、病弱教育対象の生徒と
保護者に対して体験学習を実施。
▶日時　肢体不自由教育部門
　〔小学部〕11 月 12 日（火）
　〔中学部〕11 月 13 日（水）
　〔高等部〕11 月 19 日（火）
病弱教育部門
　〔高等部〕11 月 19 日（火）

「笑顔っていいね !」
子どもの笑顔で疲れが吹き飛ぶ。
家族の笑顔はみんなの心を
パワー満タンにする。

何でもご相談ください。
（相談無料・匿名可・秘密厳守）
▶アイヌの方々のための相談専用フ
リーダイヤル
　（☎　0120・771・208）
　※月～金　9：00 ～ 17：00
▶その他　本相談事業は、（公財）
人権教育啓発推進センターが、厚
生労働省生活相談充実事業により
実施するものです。

問公益財団法人
　人権教育啓発推進センター

■職場のお悩み、ご相談ください
　～休日・夜間労働相談会の開催～
【休日相談会】2 か所で開催
▶日時　① 10 月 6 日（日）
▶場所　イオンモール橿原
▶日時　② 10 月 27 日（日）
▶場所　県立図書情報館
　　　　（奈良市大安寺西 1-1000）
　時間はいずれも午後 1時 30 分～ 4時
【夜間相談会】
▶日時　10 月 10 日（木）

午後 6時 30 分～ 8時 30 分
▶場所　奈良商工会議所
　　　　（奈良市登大路町 36-2）
【共通】
▶内容　経験豊富な県労働委員会の
委員が中立・公正な立場で相談に
応じます。（1人 30 分程度・無料）

▶対象　①県内在住または在勤の労
働者②県内に事業所のある事業主
▶申し込み　原則、事前予約。問へ
問県労働委員会事務局
　（☎ 0742・20・4431）

■「全国一斉！法務局休日相談所」
および公開講座の開設
▶日時　10 月 6 日（日）
　午前 10 時～午後 3時
▶場所　奈良地方法務局（奈良市高
畑町552奈良第二地方合同庁舎内）
▶内容　登記相談、戸籍・成年後見
相談、供託相談、人権相談、遺言・
任意後見などの公正証書に関する
相談、暮らしの法律に関する相談
▶相談対応　法務局職員、弁護士、
公証人、司法書士、土地家屋調査
士、人権擁護委員
▶その他　①予約制・相談無料・秘
密厳守
　②公開講座：1 回目（午前 10 時
～ 11 時）「遺言」
　　2回目（午前 11 時 10 分～正午）
「相続（法定相続情報証明制度を
含む）」　定員は各 30 人で予約制
▶予約受付　9 月 2 日（月）～ 30
日（月）までに、電話にて問へ

問奈良地方法務局総務課
　（☎ 0742・23・5534）
　ナビダイヤル案内→ 6番

お問い合わせ：峯　克美 ( 介護福祉士・ガイドヘルパー）

 　☎　  ０７４５-８２-０８５１
 携帯☎  ０9０-１２４３-２２６２

文字の基礎を正しく楽しく学びませんか？
　【対象】　小学生
　【開催日】　土曜日
　【場所】　うたの平井 237
　【会費】　月額　2,000 円
　　※公民館・高校講師などする

mine「私のもの」

ペイペイ使えます！

　宇陀市　　初！

車いすや寝たままでも乗車 OK！
運転手が介助も行います！

〒633-0236
　榛原 母里 315-1
移動体 090-1133-3055

ネットワークが社会を変えた！ キャッシュレス時代到来！

初！

( 当社調査　2019.2.22 現在コンビニ除く）

☎0745－82－3055

市内の農家の皆
さんへ

出荷者募集のお知らせ
畑などで収穫された野菜を、販売しませんか。野菜の出荷を希望される方は、
登録手続き等の説明をさせていただきますので、お問い合わせください。

 午前： ☎ ０７４５-８３-１８１２（事務所）
 午後： ☎ ０７４５-８３-１３００（店　舗）問い合わせ先

阿騎野新鮮野菜直売所

種目 資格 受付期間 試験期日

自衛官候補生
18 歳以上
33歳未満の男女
※詳しくは問へ

男女とも随時 男女とも
8月下旬から随時実施

防衛医科大学校
医学科学生 高卒（見込含）

21歳未満の男女 9月 5日～ 30日
1次　10月 26日・27日

防衛医科大学校
看護学科学生 1 次　10月 19日

防衛大学校学生 高卒（見込含）
21歳未満の男女

推薦
9月 5日～ 9日 9月 28日・29日

総合選抜
9月 5日～ 9日 1次　9月 28日

一般
9月 5日～ 30日 1次　11月 9日・10日

■自衛官募集　問自衛隊天理募集案内所（☎ 0743・63・2540）


