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消火訓練のようす
孤立集落からの救助訓練

救命救急実習のようす

倒壊家屋からの救助訓練
奈良県防災総合訓練のようす【8月31日：心の森総合福祉公園開催】
（関連記事は、3ページに掲載しています。
）

【内
平成25年9月1日現在
( )内は前月比

総

数

33,844人(-42)

男

16,146人(-9)

女

17,698人(-33)

世帯数

13,238世帯(-3)

【マスコットキャラクター】
ウッピー

容】

2〜6…… 市長日記・まちのわだい
7…… 保健センター情報
8…… 子育て支援コーナー
9…… 市立病院だより
10〜16…… みんなの掲示板・相談・募集
17…… 人権コーナー
18〜27…… お知らせ
28…… 『古事記』、『日本書紀』、『万葉集』と宇陀市

米寿を祝い、市長が訪問
高齢者保健福祉月間を迎えた9月2日、今年米寿を迎えられた
方々の中から各地域代表の方のお宅を竹内市長が訪問し、記念品
を贈り米寿をお祝いしました。
新地富子さん（菟田野）に長生きの秘訣を尋ねると「家内明る
く、毎日感謝して過ごすこと」と話しておられました。
今年、市内では225名の方々が米寿を迎えられます。
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防災意識の高揚・関係機関の連携強化「県防災総合訓練」開催
8月31日、
「平成25年度奈良県防災総合訓練」
が、心の森総合福祉公園で開催され、66団体
約1,200人が参加しました。
午前9時32分、宇陀市付近を震源とするマグ
ニチュード6.9の地震が発生したという想定で
訓練が開始されました。
午前の部は、交流広場では、事故を起こした
車から負傷者を救助する訓練、孤立集落からヘ
リコプターで救助する訓練、倒壊家屋から救助
訓練などが行われました。交流ドームでは地域
住民参加による、避難所開設・運営訓練が行わ
れ、避難者名簿の作成や初期消火訓練・煙体験、
また、大宇陀中学校生徒も参加して救命救急実
習を行いました。

「笠間の郷を思う会」が表彰
「笠間の郷を思う会」（下村雅清会長）が、
長年にわたり行われている守ロード事業（道
路の草刈などの維持管理）が認められ、8月
12日、宇陀土木事務所において、公益社団法
人日本道路協会会長から表彰されました。
この表彰は、道路整備事業の推進、道路愛
護・美化保全などに尽力された団体・個人に
おくられるものです。
今後、益々のご活躍をお祈り申し上げます。

午後の部は、避難所での医療訓練、衛生・健
康指導のほか、医療関係者らが救助・搬送され
た被災者に対してトリアージや応急処置訓練な
どを行いました。
訓練終了後、竹内市長が、「災害が発生した
とき、迅速に行動できる体制を整え、地域の防
災力、奈良県の防
災力を高め、相互
連携を図りなが
ら、地域の方々が
安心して住んでい
ける地域づくりを
していきます」と
講評しました。

県高齢者美術展で入賞

8月に奈良県文化会館で開催された
「県高齢者美術展」において宇陀市から
は8点の出展がありました。今回書の部
門で多数の作品の中から次の方が入賞さ
れました。
銅賞 「白露に風の吹きしく」
西浦 知子さん（榛原）
この美術展は、高齢者の積極的な社会
参加と生きがいづくりを推進するため、
毎年行われています。

幻想的な灯りにうっとり！室生西谷地区で盆燈会開催
8月14日に室生西谷地区の万行寺で、「盆燈会」（西谷自
治会主催）が開催されました。盆燈会は、世代間の交流を
図る場を提供することで住民の絆を深め、西谷を夢と希望
にあふれる活気のある地区にすることを目的として、花の
里「西谷」プロジェクトの協力により開催されました。
地区の方々が、それぞれの夢や願いを書いた灯篭を作成
し、中にロウソクを入れてお寺へと続く参道に並べました。
ロウソクに火がともされると、幻想的な光景が広がりまし
た。
また、会場では、夜店や盆踊りが行われ、多くの来場者
により、活気に溢れた空間となっていました。
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自転車競技部選手が大会結果報告

第68回国民体育大会
（陸上競技）に出場
大宇陀黒木の宮奥達也さん（添上高１）
が、10月4日〜8日に調布市味の素スタジ
アムで開催された「第68回国民体育大会」
に、110ｍハードルの選手として出場さ
れます。
宮奥さんは、8月20日に開催された奈
良県高等学校ユース陸
上 選 手 権 大 会 で
110mH・400mHの二
種目で大会新記録で二
冠を達成しました。
国民体育大会では、
奈良県の代表として日
頃の練習成果を発揮し
ていただきたいです。

〜

9月2日、榛生昇陽高校の自転車部3年生の山本
大喜さん、南進大郎さん、元砂七夕美さん、竹川
校長、足立監督が大会結果報告のため、竹内市長
を表敬訪問されました。
選手の皆さんは、卒業後もプロを目指し、自転
車競技を続けられるそうです。今後、さらなる活
躍を期待しています。
［平成25年度全国高校総体の結果］
山本さん（男子ロードレース1位）、南さん（ケイリン3
位）、元砂さん（女子ポイントレース1位・女子スクラ
ッチ2位）

新しいALT（外国語指導助手）を紹介します

〜

9月から榛原中学校・室生中学校のALTとして来日した、リサさん
に自己紹介していただきます。
Hello. My name is
Rissa . I am one of the new ALT s living in
Uda City. Starting this September, I ｍ working at Haibara Junior
High School and Murou Junior High School.
I am from San Francisco, California in America. San Francisco is
famous for the Golden Gate Bridge.
I enjoy reading, watching movies, eating new things, and cooking. I graduated from the
University of California, Los Angeles (also known as UCLA) last year. My major was
Linguistics and Asian Languages and Cultures, so I am very interested in Japanese
language and culture. I especially would like to learn how to cook Japanese food well.
My favorite Japanese food is okonomiyaki.
Please don t hesitate to say hello or konnichiwa if you see me around town. I would love
to practice my Japanese and make new friends.
はじめまして！私は「リサ」と申します。私
は宇陀市の新しいALTです。9月から榛原中学
校と室生中学校で働いています。
私はアメリカのカリフォルニア州のサンフラ
ンシスコから来ました。サンフランシスコは、
ゴールデンゲートブリッジ（金門橋）というつ
り橋が有名です。
私は本を読むこと、映画を見ること、新しい
食べ物を食べること、料理を作ることが趣味で
す。去年、私はカリフォルニア大学ロサンゼル

ス校（UCLA）を卒業しました。大学の専門は、
言語学と東アジア言語と文化です。日本語と日
本文化にすごく興味があります。特に私は日本
の料理を習いたいです。一番好きな日本の食べ
物はお好み焼きです。
街で会ったら、遠慮せずに、「Hello」「こん
にちは」と声をかけてください。私は日本語を
もっと上手になりたいし、英語のお手伝いもし
たいです。
どうぞよろしくお願いします。
広報うだ
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菟田野中（バレーボール部男子）・榛原中（ソフトテニス部女子）
○ソフトテニス部
［3年］阪本唯、林幸穂、生駒小昌［2年］藤原愛代、
南浦美優、［1年］中西麻琳、高場姫菜、高林恵里菜
【大会結果】
■「第43回全日本中学校バレーボール選手権大会」
（8月18日〜21日：愛知県岡崎市開催）
○予選リーグ 菟田野中2−0安田学園中
（東京）
○決勝トーナメント 菟田野中1−2大森第二中
（東京）
〈ベスト8進出ならず〉
■「第44回全国中学校ソフトテニス大会」
（8月19日〜21日：愛知県一宮市開催）
○個人戦：1回戦 南浦・藤原組0−4愛宕山中
（栃木）
【出場選手】（順不同・敬称略）
1回戦 阪本・林組 4−0多良中
（佐賀）
○バレーボール部
〈ベスト32〉
2回戦 阪本・林組 3−4中能登中
（石川）
［3年］東拓巳、田中伸哉、廣光凌、山本圭人、住福 ○団体戦：1回戦 榛原中2−1広島新庄中
（広島）
柊太［2年］久保田滉人、藤川裕樹、大林寛大［1年］
2回戦 榛原中2−1尚絅中
（熊本）
岡嶋陸、岡嶋翔、奥田一星、山本海星
〈第5位〉
3回戦 榛原中0−2見附西中
（新潟）

8月15日、菟田野中学校バレーボール部と榛
原中学校ソフトテニス部の選手たちが、全国大
会出場の報告に竹内市長を表敬訪問されました。
選手を代表して、バレーボール部の住福柊太
さんが、大会出場の誓いの言葉を述べられまし
た。
県代表として出場した菟田野中学校バレーボ
ール部と榛原中学校ソフトテニス部は、「近畿中
学校総合体育大会」で優秀な成績をおめられ、
近畿地方代表として「全国中学校体育大会」（8
月開催）に出場されました。

菟田野中（吹奏楽部）関西吹奏楽コンクールで金賞
菟田野中学校吹奏楽部は、県大会で奈良県代 杉本光、新田和星、東優惟、峯山瑠里
表に選出され、8月19日に行われた関西吹奏楽 ［1年］岸本はぐみ、小住綾乃、関根真結香、稲垣葵
コンクール（県立橿原文化会館）に出場し、小 咲、加納真紀、森岡香帆、八石理絵
編成の部で金賞を受賞されました。
舞楽をもとにした難曲「仮面幻
想」を見事に演奏し、日頃の猛練
習の成果を存分に発揮されました。
今後も地域のイベントやさまざ
まな大会に出演される予定ですの
で、ご声援をよろしくお願いいた
します。
【出場選手】（順不同・敬称略）
［3年］ 見萌々子、山村優香里
［2年］川 千秋、小住萌華、佐々木和
奏、上田もえ、門脇みなき、坂部詩織、
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県議会南部・東部地域振興対策
特別委員会が市を訪問
9月4日、奈良県議会南部・東部地域振興対
策特別委員会が、県産材を利用した施設、室
生子ども園を訪問されました。
園到着後、会議室で担当職員から子ども園
の工事概要説明を受け、質疑応答が行われた
後、続いて施設見学をされました。
委員の方々は、子ども園のほか国道369号
道路災害復旧
工事現場、う
だアニマルパ
ークなどを訪
れました。

「登記・税金・年金など
行政なんでも相談所」
今年も総務省奈良行政評価事務所による
「登記・税金・年金など行政なんでも相談
所」が8月9日、サンクシティで開設され、
法務局、司法書士、税理士、社会保険労務
士、弁護士、人権擁護委員、行政相談委員
の方々が相談を受けました。
この日の相談件数は、46件あり、主な相
談内容は、登記に関すること、民事に関す
ること、税金に関することのほか、身近な
法律に関する相談が寄せられました。

「神武伝承地講演会」開催
や ま と う だ じ ん む て ん の う ご せ い お ん ず え

8月4日に市文化会館で、
「神武伝承地講演会」 て、大和宇陀神武天皇御聖跡御図絵を活用しな
が開催されました。講演会は、古事記・日本書
がら講演いただきました。参加された方は、
紀ゆかりの地が多くあることから、「記紀万葉 「難しい内容を丁寧で分かりやすく説明してい
のふるさと」と言える宇陀市の魅力を再認識し、 ただいたので、楽しく聞かせてもらった。今後
その魅力を創造する情報を発信することを目的
もこのような機会があれば、ぜひ参加したい。」
として、「宇陀市の神話を考える会」により開
と話しておられました。
催されました。
第1部は親子古事記講座として、小・中学生
とその保護者を対象に古事記神話をスクリーン
に投影しながら語り部がやさしい言葉で解説し
ました。
また、第2部は「神武の足跡」講演会として、
皇學館大学文学部の岡田登教授を講師を迎え、
神武天皇東征における宇陀市の伝承地につい

◆野菜たっぷりクッキングレシピ◆

〈過去のレシピは、市ホームページをご覧ください〉

うだチャン11chで9月放映されたレシピです。

（4人分）
（材料）さんま…2尾、塩…少々、こしょう…
少々、キャベツ…50ｇ、人参…20ｇ、ピー
マン…１個、玉ねぎ…1／4、セロリ…１00
ｇ、きゅうり…2本、揚げ油・小麦粉…適量
［たれ］酢…大さじ3、しょうゆ…大さじ2、昆
布の漬け汁…大さじ1、砂糖…大さじ1、こし
ょう…少々
（作り方）①キャベツ 、ピーマン、玉ねぎは細

切り。きゅうりは縦半分にして、斜め切り。

セロリも筋を取り、斜め切り。人参は細切り
にし冷水に放し、水気をきります。
②さんまは3枚おろしにして、一口大に切り、
塩、こしょうをします。
③ボールに酢・しょうゆ・昆布の漬け汁・砂
糖・こしょうでたれを作ります。
④さんまに薄く小麦粉をまぶし、160℃の油で
8〜10分揚げます。
⑤たれにさんまを漬けてから野菜類を入れ、よ
く和えます。
広報うだ
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【申し込み・問い合わせ】室生福祉保健交流センター（192‐5220／IP188‐9175）
■たまごクラス（母親教室）〔全地域対象〕
妊娠中や産後の生活、赤ちゃんについて 交流
しながら楽しく学びませんか。
【日時・内容】①11月5日
（火）
妊娠中や赤ちゃんと
の暮らし、先輩ママとの交流など
②11月14日
（木）お口のケア、妊娠中・産後の食
生活と調理実習と試食
③11月23日
（土）沐浴実習、子育てについてなど
※時間は、午後1時30分から4時、②のみ午前9時
15分から午後0時30分です。
【場所】室生福祉保健交流センター
【対象】妊娠8カ月までの妊婦と配偶者
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具、②はエプロ
ン、三角きん、手拭きタオル、歯ブラシ
【申し込み】室生福祉保健交流センター
◎託児…お子さんの託児を行います。事前にご相
談ください。
■ひよこクラス(育児教室)〔全地域対象〕
子育てや離乳食 について、ママ同士楽しく
学びながら交流や情報交換しませんか。
【日時・内容】①11月6日
（水）赤ちゃんの生活・
病気や事故の予防
②11月12日
（火）離乳食（講話と調理実習）
③11月20日
（水）絵本・歯のケア他
④12月6日
（金）
（たまひよサロン）子育て情報、
妊娠中のママも参加するお楽しみ交流会
※時間は、①〜③は午後1時30分から3時30分、
④は午前10時〜正午です。
【場所】①〜③は室生福祉保健交流センター、④

は子育て支援センター（菟田野保健センター）
【対象】平成25年7月〜9月生まれの乳児の保護者
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具、②はエプロ
ン、三角きん、手拭きタオル
【申し込み】室生福祉保健交流センター
◎託児…お子さんの託児を行います。
費用：1回300円（事前申込が必要）
◎「なかま会」のご案内
【日時】10月8日（火）午後1時30分
【場所】うだアニマルパーク動物学習館前
住所：大宇陀小附75‐1
【内容】○うだアニマルパークへ出かけよう！
○情報交換
【対象】精神保健福祉手帳を持っている統合失調
症の方
【申し込み】10月7日(月)までに室生福祉保健交流
センターへ
◎ぬく森サロン【室生地域対象】
【日時】10月4日
（金）
・18日
（金）
・25日
（金）
午前11時〜午後3時30分
【場所】室生福祉保健交流センター
【対象】65歳以上で介護保険の認定を受けていな
い方
【内容・持ち物】☆簡単手話で頭をつかおう
☆絵馬づくり（工房）・軍手、老眼鏡
☆ティッシュボックスカバーづくり（手芸）・
裁縫道具、直径1㎝のボタン2個、老眼鏡

10月の大宇陀保健センター「健康相談日」
日時
場所

■予防接種

2日
（水）
・16日
（水）午前9時〜午後4時
大宇陀保健センター

実施日
対象者
対象地域
種類
大宇陀・菟田野 日本脳炎
11日（金） 生後36カ月〜90カ月未満の児
榛原・室生 日本脳炎
21日（月） 生後36カ月〜90カ月未満の児
全地域 予防接種説明会 21日（月） 平成25年8月生まれの児の保護者

場所
受付時間
大宇陀保健センター 午後1時〜
1時50分
榛原保健
センター
午前10時開始

■健康診査（こども）
対象地域

種類
3歳児健康診査

榛
室

原
生

実施日

対象者

場所

10日（木） 平成22年2月〜3月生まれの児

10～11カ月児健康診査 28日（月） 平成24年11月〜12月生まれの児
室生福祉保健
交流センター
4～5カ月児健康診査 30日（水） 平成25年5月〜6月生まれの児
1歳6カ月児健康診査 31日（木） 平成24年2月〜4月生まれの児

大宇陀
菟田野

4～5カ月児健康診査
10～11カ月児健康診査
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受付時間

平成25年5月〜6月生まれの児
17日（木）

大宇陀
平成24年11月〜12月生まれの児 保健センター

午後1時〜
1時50分

♪♪みんなで楽しく子育てしませんか♪♪
子育て支援センター（184‐9925）／菟田野松井473番地の1
【10月の予定】
月

7

火

水

1

2

☆お話の日
（ABCであそぼ）

家庭児童相談員相談日

8

9

☆お話の日
◎つどいのひろば
◇未就園児交流会支援 （大宇陀幼児園）

木
金
3
4
す く す く フ ェ ス テ 全館清掃
ィバル
開放中止
10
♪リズムの日

11
◎2歳児合同親子教室
（予備日：15日）

家庭児童相談員相談日

14
体育の日

15☆お話の日

16

（ABCの日）

◎つどいのひろば

17
♪リズムの日

ケ イ ド さ ん が 来 る （榛原北保育園）
◇未就園児交流会支援
よ！！

18
◎1歳児合同親子教室
（予備日：22日）

保健師相談日

家庭児童相談員相談日

21

22

24

23

△なかよしひろば

☆お話の日
♪リズムの日
◎つどいのひろば
教 育 委 員 会 事 業 の （たかぎふるさと館）
家庭児童相談員相談日
ため午後開放中止

28検診日
開放中止

29

30◎つどいのひろば 31

☆お話の日

（榛原フレンドパーク） ♪リズムの日
ミニ誕生会

25
◎0歳児合同親子教室
（予備日：29日）

家庭児童相談員相談日

☆すくすくフェスティバルを開催します☆
親子教室の運動会を開催します。教室に登録
されていないお子さまも参加できる種目があり
ますので、みなさま奮ってご参加ください。
申込期間 10月3日
（木）
午前9時50分〜正午頃（受付：午前9時30分）
場所 総合体育館

対象 市内在住の未就園児とその保護者（すくす
く教室登録者を含む）
持ち物 上靴（親子とも）、下靴を
入れる袋、水筒、座ぶとん（床
に座るので必要）
服装 動きやすい服装

気になる子育て・相談してみませんか…

すくすく講座「フラワーアレンジメント講座」

子育てで気になっていることや
なんとなく誰かに聞いてほしい…
そんなことはありませんか。保育
士の資格をもつ家庭児童相談員の
先生が支援センターに来られます。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
日時 毎週水曜日：午前9時30分〜11時30分、
第4水曜日：午後1時30分〜3時30分
場所 子育て支援センター
対象 子育て中の方
（就園児・就学児の相談も可）

日頃の子育ての中でちょっとブレイク。
キレイなお花につつまれて
おしゃべりしながら楽しい一
時を過ごしませんか。
対象 市内全域の就学前
（小
学校入学まで）
の幼児をも
つ保護者
日時 11月12日
（火）
午前10時〜11時
テーマ 癒しの森
申し込み 10月18日
（金）
まで
に、材料費1,500円を添えて子育て支援セン
ターへ
持ち物 はさみ、カッターナイフ、作品の持ち
帰り用袋
その他 託児希望の方は申し出てください。

◇なかよしひろば（親子ふれあい事業）
日時 10月21日
（月） 午後2時15分〜3時15分
場所 榛原フレンドパーク
対象 市内全域の就学前幼児とそ
の保護者
内容 体を動かそう！
持ち物 水筒、帽子、タオル

◎詳しくは、宇陀市ホームページのトップ画面の健康・福祉／子育て／子育て支援センター「すくすく」をご覧ください。
広報うだ
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（1８２‐０３８１）
http://www.city.uda.nara.jp/udacity-hp
診療受付時間：午前8時〜11時
○福田

和由（ふくだ かずよし）医師
一言：10月から常勤医として着任させ
ていただくこととなりました。平成3年
奈良県立医科大学卒で過去に奈良医大
付属病院、県立奈良病院、八尾市立病
院で勤務してまいりました。私自身が
吉野の出身であり、以前から中南和の
地域医療に貢献したいという思いもありました。
これまで当病院で頑張ってきていただいた小児科
の諸先生方のあとをしっかり引き継ぐ所存ですので
よろしくお願い申し上げます。

診療受付時間：午前8時〜11時／午後1時〜4時

○前川 勝英（まえがわ かつひで）医師
資格：内科学会認定医、消化器内視鏡専門医、消化
管学会認定医
一言：9月から市立病院の内科に赴任しま
した前川です。以前も勤務していたこの
病院で地域の医療に貢献できるように頑
張りますのでよろしくお願いいたします。
◎前川医師の外来診察は毎週金曜日です。

【対象者】診療放射線技師の資格を有する人
【採用試験】小論文・面接
【試験日】後日連絡します
【提出書類】履歴書、資格証明書の写し
【対象者】看護師免許を有する人
【採用試験】小論文・面接
【提出書類】履歴書、資格証明書の写し
※院内に保育園を設置しています。小さいお子さん
がおられる方も気軽にお問い合わせください。
【業務内容】病棟、外来での掃除・ベッドメイキング
移動介助・食事介助など
【採用試験】小論文・面接
【提出書類】履歴書 ※資格は特に必要ありません。
※それぞれの試験日時等については、申込者に後日
連絡します。
★問い合わせ＆申込先 市立病院経営企画課へ
（土・日曜日、祝日を除く 午前9時〜午後5時）

糖尿病教室のご案内
【10月の予定】

※色つきが変更となった箇所です。

参加費は無料で事前予約も不要です。
○ 第5回 3日（木）糖尿病の合併症
○ 第6回 10日（木）低血糖、足のケア、体調が
悪くなった時（シックデイ）の対応について
※17日、24日、31日はお休みします。
【時間】午後1時30分〜
【場所】北館2階栄養指導室
◎開催予定日については毎月の広報に掲載します。

宇陀市立病院に書を寄贈
池田幸子さん（榛原あかね台1）から「書（ありがと
う あなたの笑顔は私のちから）」をご寄贈いただきま
した。
池田さんは、「少しでも心の安らぎを患者さんに与え
ることができれば」とかねてより書を通じて医療の場
に芸術を生かすことを考えておられました。
この書は宇陀市立病院１階ロビーに飾っていますの
で、病院を訪れた際は、ぜひご覧ください。

【日 時】10月19日（土）午後2時から【場 所】宇陀市文化会館
詳しくは、今月号の折込チラシをご覧ください。
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【みんなの掲示板】
テニスラケット、テニスシュー
■にしき色コンサート
ズ、飲み物等
〜雲海の見える村 戒場〜
野村方（182‐7702）
「にしき色コンサート」
（榛原
戒場自治会主催）
を、今年も開
■第2回 チャレンジカップ
催します。人口60人程の小さ
HERA in 室生ダム
な村を少しでも活性化させよう
昨年に続き、地域活性化と環
と、コンサート開催に取り組ん
境整備を目的に釣り大会を開催
で7年目を迎えます。ご来場を
します。
お待ちしております。
日時 10月27日
（日）
〈雨天中止〉 日時 10月26日(土) 午前5時
（午前6時開始）場所
午前の部：午前10時30分〜、 か ら 受 付
室生オートキャンプ場
（宇陀市
午後の部：午後1時30分〜 場
室生大野3847−1）定員 100
所 戒場公民館前広場 内 容
名
（受付順) 参加費 1,500円
琴 の 演 奏 … 「 ゆ う の 会 」、 芝
（釣り場代別） その他 釣り場
居＆歌謡…「円（まどか）」
の環境整備として清掃や放流も
※十六穀米おにぎりやうどんな
実施
どのバザーも予定しています。
チャレンジカップHERA実行
戒場自治会長 日樫方
（182‐3509）
委員会（1 080‐4230‐
9808）
■第七回宇陀市囲碁大会
■伊那佐郵人「パソコン教室」
囲碁好きが集まっています。
初心者からのパソコンを楽し
日時 11月16日
（土）午前9時
む集まり。パソコンを使って困
〜午後4時30分 場所 室生福
っている事ありませんか。ゆっ
祉保健交流センター 参 加 費
2,000円
（弁当代、参加賞含む） くり＆マイペースでパソコンを
楽しんでみませんか。
対象 市在住者または、市囲碁
内容・日時 ○「ワードでチラ
クラブ傘下の活動への参加者
シを作ろう」10月21日
（月）
申込期間 10月12日
（土）〜
○「デジカメ写真の取込と編集」
31日
（木）
11月18日
（月） ○「年賀状を作
岡本方（182‐3268）
木村方（182‐6395）
成しよう」12月2日
（月） ○
「ワードで写真集を作ろう」12
月9日
（月）場 所 伊那佐郵人
■「硬式テニス初心者講習会」
・
（榛原比布）定員
10名
「市民交流大会」参加者募集
※パソコンは、お持ち込みくだ
◇テニス初心者講習会
さい。（貸出もあります。）
これからテニスを始めたい
電子自治体アドバイザークラ
方、テニスの基礎を練習したい
ブ 宇陀支店（1 080‐
方、ご参加してください。小学
4494‐2278）
生以上のジュニアの参加歓迎！
開催日 11月10日
（日）午前9
■奈良県無料職業紹介所
時30分〜正午 対象 テニス
○求職登録を受け付けています
の初心者・初級の方 申し込み
県無料職業紹介所は、県のし
事前に まで ※初心者講習会
ごとマッチングアドバイザー
のラケットは用意しますが、で
が、求人企業のニーズ、求職者
きるだけ各自ご持参ください。
の経験や将来の方向性を把握す
◇テニス市民交流大会
るため、求人求職者双方と面談
腕に覚えのある方は、ぜひ参
し、互いのニーズに合った紹介
加してください。
を行います。求職者のご利用に
開催日 11月10日
（日）午後0
あたっては登録時に面談が必要
時30分〜5時(親睦交流試合)
です。将来、 奈良で働きたい
場 所 大宇陀ふれあいドーム
地元で活躍したい そんなあ
参加費 無料 持ち物 硬式用

なたをお待ちしています。
まずはお電話ください。
高田しごとiセンター
（10745−24−2007）
■ハローワークしょうがいしゃ
就職面接会
就職を希望する障がいのある
方を対象とした就職面接会を開
催します。
○北和会場 日時 11月1日
（金）
午後1時〜3時30分 場所 な
ら100年会館
（奈良市三条宮前
7‐1）○中南和会場 日時
10月23日
（水）午後1時〜3時
30分 場所 奈良県産業会館
（大和高田市幸町2‐33）
桜井公共職業安定所 求人専
門相談部門（10744‐45‐
0112）
■うだ夢創の里「里の収穫祭」
平成23年10月1日に旧室生
保育所跡に「うだ夢創の里」が
誕生して2年が経過しました。
これまでのご愛顧に感謝申し上
げ、11月10日
（日）
に『里の収
穫祭』を開催します。楽しめる
イベントが満載です！！
（室生中吹奏
内容 コンサート
楽部、竪琴奏者）、食べ物コー
ナー
（焼きそば、おでん、チー
ズ入りジャガ餅、からあげ、炊
き込みご飯）、石釜での開発商
品
（黒米ピザ、大地のスープと
ナンのセット）、いろいろ体験
コーナー
（子ども餅つき）、手づ
くり作品の展示・即売、もった
いない市など
※天候により内容変更あり。
【うだ夢創の里】高齢化が進む地域
に人と人とのつながりを通じて に
ぎわい を取り戻すために、複数の
ＮＰＯが協働で活動する施設です。

うだ夢創の里（188‐9367）

広報うだ
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【みんなの掲示板】

（日）午前10時〜午後3時
場所 旧伊那佐小学校校内
特定非営利活動法人アクティ
ブセンターうだ（障害者生活
介護事業所）（182‐3088）

このコーナーは、市民サークルの催しや会員募集などを掲載しています。

■「准后親房忌」660回忌特別
公演
講談で「太平記」を聞こう！
四代目旭堂南陵が登場。
日時 10月14日
（月）午後1時
30分〜 場所 蓮昇寺 内容
1部：北畠親房公660回忌法要
（午後1時30分〜）2部：講談
（午後2時〜） 会費 1,000円
北畠親房公顕彰会 事務局
（182‐1706）

込めた手入れの行き届いた花な
■大亀和尚民芸館「秋季展」開催
ど、多種多様の山野草を展示し
立花大亀和尚（京都大徳寺
ます。花に興味のある方はお越
511世如意庵元住職）の収蔵品
しください。
を展示。今回は、特別展示、新
（日）午前10時
発見、旧家所蔵の旧松山町地図、 日時 10月6日
〜午後3時 場所 榛原総合セ
現状地籍図となっている明治
ンター
22年町制施行時の地図の原図
■第8回宇陀市文化協会
小関方（182‐4637）
（明治15年作）の展示。
「文化展示会」
毎週水曜日に、「綿つむぎ」
日時 10月16日
（水）〜20日
と、セルフでお抹茶（予約制） ■第20回やすらぎの会「洋画
（日）○16日：午後1時〜5時
展」
がそれぞれ体験できます。
○17日〜18日：午前9時〜午
秋恒例の絵画教室
（油絵、水
期間 9月末〜11月24日
（日）
後5時 ○20日：午前9時〜午
彩）
の展覧会です。
午前10時〜午後4時
（休館日：
後3時30分 場所 市文化会館
日時 10月11日
（金）
〜14日
月曜日、月曜日が祝日の場合は
内容 ○短歌・書道・ステンド
（初日
翌日）場所 （財）
大亀和尚民芸 （月）午前10時〜午後5時
グラス・俳句・染花・フラワー
は午後1時〜）場所 奈良県橿
館
（大宇陀迫間422‐1）内 容
セラピー研究・華道・絵画・切
原文化会館
（2階）
常備展示
（1階：昔なつかしい民
り絵・ペン習字の各部展示
森口方（182‐1221）
具等、2階：大亀和尚の墨蹟、
◎謡曲発表会（10月20日 午前
陶工品、絵画など）
10時〜午後3時30分）を行い
■「秋の山野草展示会」
大亀和尚民芸館（1 83‐
ます。
酷暑を乗り切った花や実、そ
3867）※不在の場合は市文
※詳細は、広報うだ9月号の折
化会館へ（183‐0977）
して紅葉などをお楽しみくださ
り込みチラシをご覧ください。
い。
市文化協会会長 笹岡方
■「ふる里宇陀黒豆枝豆まつり」
日時 10月12日
（土）午前10
（182‐3433）
日時 10月5日
（土）
・6日
（日） 時〜午後5時・13日
（日）午前9
午前9時30分〜午後3時 場所
時〜午後3時 場所 榛原総合
■「親子で音遊び」参加者募集
うだ・アニマルパーク
（収穫体
センター（3階）
音楽に合わせて、うたったり、
験は枝豆栽培圃場）内容 ○枝 ［講習会］内容 いろはモミジ
リズムを打ったり、ステップを
豆収穫体験
（1人300円）○いも （山モミジ）の3幹仕立て、草
ふんだり、親子で楽しみましょ
掘り収穫体験
（1人250円）○試
物添え 定員 両日とも20名
林方（1090‐2104‐7807） う。
食
（黒豆100％の味噌汁、黒大
日 時 1 0 月 2 7 日（ 日 ） 3 〜 4
豆枝豆のおつまみなど）○即売
歳：午前10時〜10時40分、5
■第3回アクティブセンター
会 ○実演販売
（黒豆を使った
うだ秋祭り「伊那佐の文化祭」 〜6歳：午前10時50分〜11時
加工食品、黒豆もちなど）
30分 場所 榛原総合センタ
ふる里宇陀黒豆枝豆まつり実
「手織りのどうぶつえん」作
ー 参加費 無料
行委員会（182‐2323）
品展を開催します。飲食ブース
レインボー宇陀 杉本方
の宇陀牛マヨ米粉サンドや遊び
（182‐3951）
■榛原山野草会「秋の山野草展」 ブースの大人も遊べるピンボー
宇陀地域に自生している山野
ル、手織り、紙すき体験、販売
草を中心とした、秋の山野草展
ブースなど、楽しさ盛りだくさ
示会を開催します。できるだけ
んのお祭りです。
自然のままに育てた草花や丹精
日時 10月12日
（土）
・13日
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【相談コーナー】

住宅相談窓口［無料・要予約］

はい！こちら消費者相談窓口です。
『フリーダイヤル』にご注意！
『フリーダイヤル』は、通話料が不要
で便利です。しかし、大きな業者で信用
性があるように思われがちですが、実は
低価格で設置でき、携帯電話のように所
在地が確認しづらくなっています。最近、
このようなフリーダイヤルを ニセの連
絡先として詐欺に利用する手口がありま
した。消費者庁や消費者安全調査委員会
を名乗って投資等を勧誘し、信用させる
ために偽フリーダイヤルを教えて確認を
勧めるというものです。オレオレ詐欺も
手が込んできて、たくさんの登場人物が
でてくる劇場型詐欺になってきたように、
最近では詐欺もバージョンアップしてき
ています。
おかしい、変だな？と思ったら、まず
はご相談を。
◎市役所で月曜日の午後、相談室を開設
しています。
（下表参照）

相談名

これから新築・リフォーム等をお考えの市民の方
からの疑問・質問に資格を持った「住まいづくりア
ドバイザー」が無料で相談に応じます。
○相談できること
◆耐震診断・耐震改修等の地震に強い住まいづく
り、リフォームについて ◆バリアフリー改修につ
いて ◆知っておきたい法律や制度、設備について
×相談できないこと
◆欠陥住宅や敷地境界などによる民事に関するトラ
ブル相談 ◆悪質リフォームによるトラブル相談
◆現地調査を伴う相談 ◆具体的な工務店、設計事
務所の紹介等に関する相談
☆トラブルや紛争等は相談できませんのでご注意く
ださい。
（木）午後1時〜4時（1人45分程度）
日時 10月10日
場所：宇陀市役所（2階 211会議室）
※相談は予約制（先着3名まで）となっています。
※相談をご希望の方は10月7日
（月）
までに下記まで
前もってお電話ください。
都市計画課（182‐5624／IP188‐9092）

月日
時間
10月2日
（水） 午前9時〜正午
10月9日
（水） 午前9時〜正午
10月15日
（火） 午前9時〜正午
10月16日
（水） 午前9時〜正午

場所
問い合わせ
菟田野人権交流センター 人権相談：人権推進課
室生振興センター （182‐2147／IP188‐9077）
大宇陀地域事務所 行政相談：総務課
宇陀市役所（212会議室） （182‐1302／IP188‐9068）

消費者相談窓口
【予約不要】

1 0 月 7 日 ・2 1
日・28日
午後1時〜4時
（各月曜日）

宇陀市役所
（213会議室）

商工観光課
（182‐2457／IP188‐9081）

税務相談センター
【要予約】

午後1時〜4時
宇陀市役所
10月16日
（水） （1人約30分以内）
（213会議室）
※受付は午後3時30分まで。

税務課
（182‐1306／IP188‐9072）

午後1時30分〜
宇陀市役所
4時30分
（214会議室）

介護福祉課（182‐3675
／IP188‐9088）、室生
福祉保健交流センター
（192‐5220／IP188
‐9175）

人権・行政相談
【予約不要】

こころの健康相談
【要予約】

10月15日
（火）

DV（ドメスティック・
予約の際にお知ら
バイオレンス）相談
10月23日
（水） 午後1時〜4時
（1人50分・1日3人） せします。
【要予約】

人権推進課
（182‐2147／IP188‐9077）

心配ごと相談
【予約不要】

10月2日
（水） 午前9時〜正午
10月9日
（水） 午前9時〜正午
10月15日
（火） 午前9時〜正午
午前9時〜正午
10月28日
（月）
午後0時30分〜3時30分

若者自立のための
無料相談
【要予約】

午後2時〜5時
10月8日
（火） ※相談員の都合で中止と 宇陀市役所
（213会議室）
なる場合があります。

若者サポートステーショ
ンやまと
（10744‐44‐2055）

午後1時〜4時
10月18日
（金） ※相談日の1週間前よ 宇陀市役所
（211会議室）
り受付。（１人30分）

奈良弁護士会
（10742‐22‐2035）

中南和法律相談
センター
【要予約】

菟田野人権交流センター 大宇陀地域事務所（183‐2251／IP188
室生振興センター ‐9195）、菟田野地域事務所（184‐
大宇陀地域事務所 2521／IP188‐9188）、室生地域事務
所（192‐2001／IP188‐9182）、厚
榛原総合センター
生保護課（182‐2221／IP188‐9079）

他の相談場所も利用できますので、奈良弁護士会にご確認ください。

弁護士による福祉
午前10時〜正午
10月8日
（火）
専門相談【要予約】
申込締切：10月4日
（金）
市社会福祉協議会
精神科医による
午後2時〜4時
10月21日
（月）
専門相談【要予約】
申込締切：10月15日
（火）

市社会福祉協議会
（184‐4116）

広報うだ
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【相談コーナー】

◇各種相談◇ お気軽にご相談ください。
■「子どもの人権110番」電話相談
■10月1日から7日までは「公証週間」です
いじめ・体罰・不登校・児童虐待などの子どもの
大切な契約や遺言は公証役場で
人権に関わる問題全般について、人権擁護委員及び
遺言と任意後見で老後の安心設計を！
！
法務局職員が電話相談に応じます。
相談日 毎週月〜金曜日
（祝日は除く）時間 午前9
［相談無料・秘密厳守］
時〜正午、午後1時〜4時30分 場所・問い合わせ
日時 9月末〜10月4日
（金）午前8時30分〜午後7時 【奈良合同公証役場】〒630‐8253 奈良市内侍原
電話 10120‐007‐110（フリーダイヤル）
町6 奈良県林業会館3階（10742‐22‐2966／
※携帯電話・PHS使用可、IP電話使用不可。
50742‐22‐3075）
対象 県内在住の児童・生徒及びその保護者
【高田公証役場】〒635‐0095 大和高田市大中
奈良地方法務局人権擁護課（10742‐23‐5457） 9 8
おがわビル2階大和高田市役所東隣
（10745‐22‐7166／50745‐22‐1254）
■無料調停相談の開設
◎「電話相談」を実施！
！
交通事故、金銭、土地建物、家庭の問題など「民
期間 10月1日
（火）〜7日
（月）
事・家事」の争いについて、奈良県調停協会葛城宇
受付時間：午前9時30分〜正午／午後1時〜4時30分
陀支部が無料調停相談所を開設します。
（予約不要）
［土・日曜日を含む毎日］
宇陀市農林会館、大宇陀地域事務所
場所
日本公証人連合会（103‐3502‐8239）
日時 10月1日（火）午前10時から午後3時まで
宇陀簡易裁判所（183‐0127）
■ご存じですか？労働委員会
〜労働委員会委員による労働相談会〜
■「全国一斉！法務局休日相談所」開設
［両会場とも要予約・相談無料］
［相談無料・秘密厳守］
【南部会場】日時 10月15日
（火）午後5時〜8時
（日）午前10時〜午後4時
（予約制） 場所 奈良県高田総合庁舎内（大和高田市大中98‐4）
日時 10月6日
（イオンモール大和郡山イオンホール2 【北部会場】日時 10月16日
場所 ○本局
（水）午後5時〜8時
階） ○桜井支局（奈良地方法務局桜井支局）
場所 奈良県奈良総合庁舎内
（奈良市法蓮町757）
相談内容 登記、人権、戸籍、供託、公証（遺言等
概要 労働者側、使用者側と中立の立場の3名の労
〈本局のみ〉
）
働委員会委員が相談員となって、労働条件その他労
奈良地方法務局総務課（10742‐23‐5534）
働関係に関する相談
（募集や採用などの相談は除外）
をお受けします。
〈一人30分程度〉
【行政書士会各種相談】
対象 県内在住または在勤の労働者及び事業主
◆行政奈良なんでも無料相談
奈良県労働委員会事務局（10742‐20‐4431）
①日時 10月5日
（土）、6日
（日）〈予約不要〉午前
10時〜午後5時 場所 イオンモール橿原3階
■聞こえの相談会（参加費無料 申込不要）
②日時 10月10日
（木）、24日
（木）〈要電話予約〉 日時 11月3日
（日）午後1時〜4時
午前10時〜午後4時 場所 奈良県行政書士会
場所 奈良県社会福祉総合センター6階
◆電話無料相談
内容 講演：奈良県立医科大学耳鼻咽喉科助教
（火）〜31日
（木）午前10時〜午後4
日時 10月1日
西村忠己先生
「聞こえの改善・補聴器と人工内耳」、
時30分 場所 奈良県行政書士会
体験発表、補聴器・人工
◆常設無料相談会
内耳装用者、個別相談
（祝祭日の場合は休み）
日時 毎月第2木曜日
奈良県聴覚障害者支援
〈要電話予約〉午後1時〜4時
センター
場所 奈良県行政書士会
（10744‐21‐7880）
奈良県行政書士会（10742‐95‐5400）

◇屋外広告物適正化について◇
奈良県は多くの歴史文化遺産と一体をなす歴
史的風土と自然環境に恵まれた地です。これら
の貴重な自然・歴史景観と調和した屋外広告景
観を創造するため、以下の取り組みを連携して
進めていきましょう。
①景観を阻害している違反屋外広告物の追放
②屋外広告物条例の遵守及び屋外広告物制度の
周知・啓発
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③地域と一体となった美しい景観づくりの推進
④周囲の景観に配慮した屋外広告物の掲出
なお、屋外広告業を営む場合は、奈良県知事
の登録が必要です。看板などの設置の際は必ず
登録事業者に依頼しましょう。
また、屋外広告物を掲出する場合には各市町
村長の許可が必要です。
都市計画課（182‐5624／IP188‐9092）

【募集コーナー】

第7回宇陀市農林産物品評会＆即売会

農林課（182‐3679／IP188‐9090）

【日時】11月9日
（土）・10日
（日）
観覧：午前9時〜午後4時
即売会：午後2時〜（10日のみ）
【場所】奈良県うだ・アニマルパーク
○品評会出品物募集
宇陀の地で採れた自慢の農林産物を出品してみませんか。出品物の規格については、
下記のとおりです。ふるってご出品ください。（多数の賞を用意しています。）
区

分

穀
根
い

菜
も

類
類
類

葉

菜

類

果

菜

類

果
鶏
花

実

類
卵
類

き

き の こ 類
苗
そ
加

木
の
工

類
他
品

摘
要
種
類
例
例
外
とうもろこし3本
玄米･大豆･小豆等
2合（0.36L）
長大根･丸大根･大カブラ･ゆり根・しょうが等は3本
5本
ごぼう･にんじん･ 小かぶ等
5個
さつまいも･じゃがいも･さといも等 ジネンジョ･長いも･こんにゃくいも等は3個
ほうれん草･小松菜･ねぎ等
白菜･きゃべつは3個
3束
（1束200ｇ）
水菜等は3株
ナンキン等大きなものは3個
とまと、なす、きゅうり等
5個
ミニトマト等小さなものは10個
5個
柿･みかん･いちじく等
栗･スダチ等小さなものは10個
5個
うずら卵は10個
ダリア･ゆり･菊等の切り花
鉢花は2鉢、花壇苗は5ポット
5本
乾燥物 100ｇ程度の袋
原木1本･菌床1個
1袋
生物 300ｇ程度のパック
植木苗、杉･桧苗等
杉･桧等2年生程度のもの、植木苗は2株
3本
珍品･希少品･ジャンボ等
適宜
展示のみ、審査は行いません（JAS法や食品衛生法などの法令に基づく加工食品表示が必要です）
規

格

（注）出品物は返還しませんので、あらかじめご了承ください。
※出品物は、氏名と品目名を添えて11月8日
（金）午前9時〜10時の間に、宇陀市役所、宇陀市各
地域事務所・奈良県農業共同組合
（支店または経済センター）
・農産物直売所へお届けくださるか、
同日の午前11時迄に、うだ・アニマルパークまで直接ご持参ください。
○表彰…審査の結果、優秀な農林産物について、次のとおり表彰します。表彰式は後日市役所に
て行います。
☆特賞10点
（賞状・副賞)
☆優秀賞5点(賞状・副賞) ☆特別賞5点(賞状・副賞)
※副賞は、ウッピー商品券を予定しています。

★出品物は即売会を催し、出品者の協力を得て、その収益は善意銀行へ寄付し社会福祉に役立て
ます。

「第19回

なら・ヒューマンフェスティバル」開催

さまざまなアトラクション、資料展示、模擬
店・物産展などの催しをとおして、多くの人々
が、楽しみながら人権を身近に感じ、同和問題
をはじめとするあらゆる人権問題について理解
を深めることを目的として開催されます。
日時：10月26日
（土）午前10時〜午後3時30分
会場：五條市立中央体育館（五條市本町3‐
1‐13）及びその周辺
※ご来場の際は公共交通機関をご利用くださ
い。（ＪＲ五条駅から約1km）

イベント内容：【五條市立中央体育館】午前：
開会式、地元保育園児によるオープニングイベ
ント ○啓発パネル・ポスター等資料展示 ○
啓発グッズ展示等
【五條市立中央体育館駐車場】○ちゃんへんさ
ん（在日3世）によるトークとパフォーマンス
ショー○地元小・中学生による演奏 ○和太鼓
演奏 ○フラダンス等 ○ゆるキャラ巡回 ○
各市町村、 関係団体等からの出店による模擬
店・物産展、フリーマーケット
入場料：無料（手話通訳・要約筆記あり）

なら・ヒューマンフェスティバル実行委員会事務局（奈良県くらし創造部人権施策課／10742‐27‐8719）
広報うだ
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【募集コーナー】

臨時職員募集

会員募集

■さんとぴあ榛原 介護職員（若干名）
【要件】62歳までの方
【時給】840円〜940円
【申し込み】履歴書をさんとぴ
あ榛原庶務課へ
（土・日曜日・祝日を除く
午前9時〜午後5時）
さ ん と ぴ あ 榛 原（ 1 8 5 ‐
2525／IP188‐9065）
■保育士・幼稚園教諭（若干名）
【勤務場所】市内の保育所・幼稚園で勤務
【資格】保育士・幼稚園教諭の有資格者
【勤務時間】7時間45分
※勤務時間については要相談。
【時給】940円〜1,020円
【申し込み】履歴書と免許状の写しを添えて、子
ども支援課へ提出
子ども支援課（182‐2236／IP188‐9080）

宇陀市観光協会

宇陀市観光協会では、豊かな自然、記紀にまつ
わる歴史的文化財や史跡、由緒ある寺社仏閣、歴
史を伝える町並みなど、四季の風薫る宇陀市の魅
力を多くの方々にPRし、おもてなしの心を持っ
て来訪される方々をお迎えしたいと考えています。
入会をご希望の方は、宇陀市役所商工観光課か
各地域事務所にある「入会申込書」にご記入・ご
捺印のうえ、平成25年度分の会費（年額）と共
に申し込みをお願いします。
法人会員（企業）：10,000円／1口
賛助会員（個人商店・団体）：5,000円／1口
個人会員：1,000円／1口
商工観光課（1 82‐
2457／IP1 88‐
9081）

【申込先】中央公民館（〒633‐2165 大宇陀中庄202）
【休館日】木曜日・祝日
中央公民館（183‐0551／IP188‐9180/583‐1027）

市中央公民館講座

ストレッチ体操にも似たフラダンス。ゆった
りとしたリズムですが、足腰の強化、お腹の運
動にも効果があります。当日は、ハワイの花柄
のパウスカートをお貸しします。
美しく、心豊かに、フラダンスを体験してみ
ませんか。
【日時】10月26日
（土）午後1時30分〜3時頃
【場所】中央公民館（大宇陀地域事務所向かい）
【対象】市内在住・在勤・在学の人
（中学生以下は保護者同伴）
【定員】40名（定員になり次第締め切り）
【講師】大西静子さん、石黒陽子さん
【受講料】無料
【準備物】動きやすい服装、飲み物、タオル

【対象】市内在住・在勤・在学の方
（中学生以下は保護者同伴）
【定員】30人（定員になり次第締め切り）
【講師・協力】宇陀花キ植木連絡協議会
【受講料】無料
【準備物】剪定ばさみ、帽子、タオル、軍手、雨
具、飲み物等
＊作業しやすい服装でお越しください。

パソコンを使った年賀状作りを楽しく学べる
パソコン教室を開催します。作って楽しい、も
らって嬉しい年賀状の作り方を学びます。
【日時】11月9日
（土）午前9時〜午後4時
休憩：正午〜1時30分
【場所】菟田野分館
【対象】市内在住・在勤・在学の小学5年生以上
の方でWord(ワード)で簡単な文書編集ができ
家庭の庭木の手入れ方法を学んでみませんか。
る方
講師の方々に、実際に植木を剪定 しながら、説
【内容】パソコンを使った年賀状作り
明と実演指導をしていただきます。
【日時】10月27日
（日）午後1時30分〜3時30分頃 【定員】16名（定員になり次第締め切り）
＊雨天、悪天候の場合は、11月2日
（土）
に順延。 【講師】NPO法人 六樹会パソコンサロン
【場所】中央公民館（大宇陀地域事務所向かい） 【受講料】500円（テキスト代）
せ ん て い

【申込方法】10月11日
（金）〜20日
（日）
までに、電話またはＦＡＸ（住所・氏名・年齢・電話番号を
明記）にて中央公民館へ
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【募集コーナー】

◆◆ 募集コーナー
「子どもミニバスケット教室」参加者募集
青少年の健全育成と市内小学生の親睦を目的と
して開催いたします。多数ご参加ください。
【日時・場所】10月20日
（日）
・27日
（日）
・11月3
日
（日） 大宇陀小学校体育館
※時間は、午前9時〜10時までです。
※3日間の参加が基本ですが、1日だけの参加も
可能です。
【日程】［1日目］午前8時30分：受付、午前9
時：オリエンテーション、午前9時50分：体
操・帰りの準備、午前10時：解散
［2・3日目］午前8時30分：受付、午前9時：
前回の復習とシュ−トの指導、午前9時30分：
状況次第で試合を実施、午前9時50分：解散
【対象】市内の在住の園児4・5歳、小学生1・2年
生
【持ち物】体育館シューズ（上履き程度で可）、水
筒、タオル、運動のできる服装
【申し込み】申込用紙（市役所3階生涯学習課に
あります）に記入のうえ、10月11日
（金）
まで
に、生涯学習課へ ※申込用紙は、市ホームペ
ージからもダウンロードできます。
【参加費】100円（保険代）※当日徴収します。
生涯学習課（182‐3975／IP188‐9364）

◆◆

「しいたけ祭り」第2部追加募集
椎茸の収穫体験とバーベキューを楽しもう!
【日時】11月10日
（日）午前10時〜午後1時
受付：午前9時30分〜〔小雨決行〕
【場所】平成榛原子供のもり公園
【募集定員】50名（定員になり次第締め切り)
【参加費】1,000円（1名）
【参加資格】小学生以上（小学3年生以下は保護
者同伴で申し込みください）
【特典】申込者は今回の収穫体験とバーベキュー
ができます。
【持ち物】飲み物など
※作業しやすい服装でお
越しください。
【内容】椎茸の収穫体験と
バーベキュー
【申込方法】10月8日
（火）
より、電話（FAX不可）
でお申し込みください。
※お車でお越しの方は、一般駐車場（有料）をご
利用ください。
平成榛原子供のもり公園
（182‐7411／IP188‐9105）

「宇陀市自主放送番組審議会」公募委員募集
宇陀市自主放送番組の適正及び内容の充実を図
るにあたり、市民皆様の意見を幅広く反映させる
ため、公募委員として参加してくださる方を募集
します。
【審議会名】宇陀市自主放送番組審議会
【募集人数】3名以内（委員定数15名以内のうち）
【職務】市長からの諮問を受けて審議し、答申を
行います。
（1）自主放送番組の基準及び内容について審議す
る
（2）必要に応じて、自主放送番組全般について意
見を述べる
※審議会の開催は、年2回程度を予定しています。
【任期等】委嘱の日から2年間（条例に基づく委員
報酬あり）
〈平成26年1月1日〜平成27年12月31日予定〉
【応募資格】次のいずれの要件にも該当する方
（1）市内に住民登録している満20歳以上の方
（2）番組制作や自主放送事業について関心をお持
ちの方
（3）宇陀市職員及び議会議員でない方
（4）他の同審議会等の公募による委員に選任され
ていない方

【応募方法】応募申込書（様式1）に必要事項を記
入し、提出してください。
※提出書類は、返却いたしません。
◇受付は、郵送、持参、ＦＡＸまたは電子メール
のいずれかの方法で申し込みください。
【郵送】下記の住所に郵送
（受付期間内の消印有効）
【持参】事務局（自主放送スタジオ）まで提出
※午前8時30分〜午後5時15分（土・日曜日を除く）
【FAX、電子メール】
下記の問い合わせ先（受付期間内の到着有効）
※応募申込書（様式1）は、事務局（自主放送ス
タジオ）で配布します。また、宇陀市ホームペー
ジからもダウンロードができます。
【受付期間】10月1日
（火）〜10月31日
（木）
【選考方法】書類選考
※選考結果は、平成25年12月上旬頃に応募者全
員に通知します。
【応募及び問い合わせ】〒633‐0253 榛原高萩
台75番地 グリーンスクエアⅡ番館 宇陀市
自主放送番組審議会事務局
自主放送スタジオ
（182‐2497／588‐2496）
E-mail：jishuhousou@city.uda.lg.jp
広報うだ
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健康ってなぁに？
太古の昔から、人は健康、そして長寿を求めてきました。そ
もそも「健康」とはどういう状態をいうのでしょうか。
戦後まもない1948
（昭和23）
年、ＷＨＯ
（世界保健機関：当時
は世界保健機構）
が全世界の健康に関する有識者を集め、ＷＨ
Ｏ憲章をつくり、その前文に、次のような健康の定義を掲げま
した。
「健康とは、身体も心も社会的にも元気な状態のことである。
単に病気になっていないとか、病弱な状態ではないというだけ
ではない。」
〔原文："Health is a state of complete physical, mental, and
social well-being and not merely the absence of disease or
infirmity."〕
その50年後、1998
（平成10）
年のWHO 執行理事会
（総会の下
部 機 関 ）に お い て 、 W H O 憲 章 全 体 の 見 直 し 作 業 の 中 で 、
〔dynamic〕
（ダイナミック）
と〔spiritual〕
（スピリチュアル）
という
単語を追加し、「健康」を次のように定義し直そうとしました。
「健康とは、身体も心も魂も
（宗教的にも）
〔spiritual〕、社会
的にも、いきいきとして〔dynamic〕元気な状態のことである。
単に病気になっていないとか、病弱な状態ではないというだけ
ではない。」
この改正案の中で〔spiritual〕という言葉を巡って議論があ
り、正式に改正案が提出された1999
（平成11年）
年5月のＷＨＯ
総会では、主要国の反対もあって採択されず、継続審議となり、
今日に至っています。
spiritualとは…「精神的な、霊的な、魂の、崇高な、宗教上の」
などの意味があり、改正案は、「人の健康には、心身の健康、社会的
健康に加え、宗教上の、さらにはもっと人間の精神の深いところに
ある本質的な魂の部分の充実が、不可欠である。」と言っているので
はないでしょうか。

みなさんは、このＷＨＯ憲章の改正案についてどう考えます
か。
昔から「病は気から」と言いますが、これだけものがあふれ、
便利な時代になった今日でも、人が健康であり続けることは、
容易ではないと言われています。
けんこう

市では、「健幸〈市民の誰もが健康で幸せ
と思えるまち〉」をまちづくりの基本に据え、
【人権オリジナルキャラクター】
子どもたちから高齢の方々まで市民のみなさ
「てんいち先生・ひかりちゃん」
んが、身体面の健康だけでなく、生きがいを
作画：坂口郁夫さん
持ち、こころ豊かな生活を送れる「健康・安
心・幸福」なまちづくり＝ウェルネスシティの推進に取り組んでいます。
スポーツの秋でもあり、読書の秋でもあります。市内各地では、いろいろなスポーツや体力づくり、健康
づくりの行事が開催されていますが、からだを動かしたり、本を読んだりして、自らが健康であるかどうか
見つめ直したり、元気を取り戻そうとすることは、人がよりよく生きていく上で、とても大切なことではな
いでしょうか。
17 広報うだ 2013.10

【お知らせコーナー】

住所：室生上笠間444−1 連絡先：：
1/597−2215
開館時間：午前11時〜午後4時 休館日：月・火・金

■昼下がりのミニコンサート
自然に囲まれたホールの中で奏でられる演
奏を、皆さんぜひお楽しみください。
開催時間 午後2時〜（45分間） 内容 右表参照
◎10日、17日は「むろうコーラス」練習のため
午後3時〜（45分）となります。
※都合により内容等が変更する場合があります。

■音 楽 の 森
「 昼 下 が り スペシャルコンサート」 開 催
【日時】10月10日（木） 午後2時〜3時
【場所】音楽の森ふれあい館
【チケット】500円
（喫茶コーナーにて自由にお飲みください）
【出演】「むろうコーラス」
指導：荒井敦子 ピアノ：大山理保
電子オルガン：平田安津子、西川由美子

水

木

土

日

2

3

5

6

歌・ピアノ：福家明世
電子オルガン
ピアノ：大山理保 ピアノ：大山理保
歌・ギター：福家 正
歌：西川由美子
10

9

12

13

むろうコーラス 電子オルガン
民謡トーク：
勝山好弘(1時間) スペシャルコンサート 歌：西川由美子
16

電子オルガン
歌：西川由美子

17

19

20

歌：荒井敦子
電子オルガン
ピアノ：大山理保
福家明世 歌：西川由美子

23

24

歌・ピアノ：
福家明世
歌・ピアノ：福家明世
歌・ギター：福家 正
27

26

民謡トーク：
電子オルガン
フォークソング
ピアノ：大山理保
：ケ セ ラ(1時間) 歌：西川由美子
勝山好弘(1時間)
30

電子オルガン
歌：西川由美子

31

歌：ピアノ
大山理保
福家明世

◎参加費300円（お茶・コーヒー付）が必要です。

音楽の森ふれあい館（197‐2215）または企画課（182‐1362／IP1 88‐9074／5 82‐3900）
室生下田口1112（1＆Fax 93−4400）
開館時間 午前9時〜午後5時
休館日：毎週木曜日

◆山の芸術学校常設教室

教室名
きりえ空間
（切り絵教室）
のんき窯
（陶芸教室）
0174油絵教室
クラフト工房
（折り紙）

1回の
アーティスト 開催日・時間
受講料
12日、27日
1,000円 江本 幸雄 (午後1時〜)
5日(午前10時〜)
700円 阿賀谷 敏雄
13日(午後1時〜)
2日、16日
1,500円 左海 和人 (午後1時30分〜)

1,000円 汾陽 次夫 12日、26日

(午後1時30分〜）

山里染工房

1,000円 室生染め工房 5日、6日
（自然の恵みを染めた作品作り）
(午後1時30分〜)

アトリエ常設アーティスト募集中！
※楽しむアート特別講座新規開設者も同時に募集
しています。
※常設教室の講座によっては、出張・出前講座も
いたしますので、ご相談ください。
ふるさと元気村（1 93‐4400）または企画課
（1 82‐1362／IP1 88‐9074）

常設教室
きりえ空間の様子

特別講座
書道教室の様子

◆楽しむアート特別講座
講
座
名
講
師
書道教室
池田 幸子
大林 弘子
初歩の茶道教室
リズムで楽しく3B体操
的場 保子
和文化きもの教室
堀口 育子
着物リフォ−ム（和服・洋服） 菊山敏子・弓場絹江

開催日
15日
13･27日
9･23日
5･19日
8･22日

※いずれの講座も、材料代等の参加費が必要です。
※講師の都合等により、開催日が変更になる場合
があります。
◎詳しい講座内容については、ふるさと元気村のホー
ムページをご覧いただくか、お問い合わせください。

http://web1.kcn.jp/furusatogenkimura/
広報うだ
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【お知らせコーナー】

★ 話

【開館時間 午前9時30分〜午後5時】
●おはなし会（約30分）
★すくすくひろば（0〜3歳）
日時 9日
（水）、23日
（水）
①午前10時〜 ②午前10時45分〜
③午前11時30分〜
（①②③とも同じ内容）
★おはなしクラブ
日時 12日
（土）、26日
（土）
○午前10時30分〜（3〜5歳）
○午前11時15分〜（6〜12歳）
●放課後子ども教室
日時 2日
（水）
、9日
（水）、16日
（水）
23日
（水）、30日（水）
○午後3時30分〜
●映画会「花さき山」
（約20分）
上映日
19日
（土） 午前11時〜

題

の

新

刊

図

書 ★

【一般書】
（中央図書館所蔵）
■『あの人と一緒にいられる時間はもう

そんなに長くない』
著：千田琢哉 出版：あさ出版
「親に 生んでくれてありが
とう と手紙を書く」「友と会う
なら、2人きりで」「子どもをち
ゃんと、抱きしめてあげる」大
好きな人との別れを幸せに迎え
るために、今、この瞬間、大切
にしたい57のことを伝える。
【児童書】
（中央図書館所蔵）
■『おかあさんはなかないの?』
文：平田昌広 絵：森川百合香
出版：アリス館
転んで痛くて泣いてしまった
なみちゃん。でも、おかあさん
は転んだぐらいじゃ泣かないそ
うです。おかあさんが泣くのは
どんなとき?注射したとき?おば
けに会ったとき?おかあさんの
ことがもっと大好きになるお話。

【開館時間 午前9時〜12時、午後1時〜5時】
●おはなし会（約60分）
日時 19日(土）午前10時30分〜
場所 和室（2階）
●映画会「きつねの嫁入り」他（約30分）
上映日
26日
（土） 午前10時30分〜
場所 研修室
（1階）
10月の中央図書館および大宇陀図書館の休館日は
です。

http://library.city.uda.nara.jp/

中央図書館（182‐4749／IP188‐9110）

大宇陀図書館（183‐0977【代】）

大宇陀拾生871（183‐0977）
10月の休館日 :1・8・14・15・22・29

■手づくり作品展
10月2日（水）〜10月13日（日）

10月のかぎろひホール催し（9月5日現在）

趣味やアイディアを生かした手づ
くりの作品展です。手芸・小間も
の・焼きもの・粘土細工・ステンド
グラス・自然を生かした細工ものな
どアイディア作品を展示します。

19 土 医療セミナー 宇陀市立病院 午後2時〜
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日 曜 催

し 物 案 内

17周年

主

催

27 日 友遊館カラオケまつり 松田義孝

者

時

間

対

象

一 般
（無料）
開場：午前8時30分 一 般
（無料）
開演：午前9時

第8回宇陀市文化協会
文化展示会
10月16日（水）〜10月20日（日）まで

【お知らせコーナー】

子ども・子育て支援の充実をめざして

を策定します

幼児期の学校教育・保育や、地域の子ども・
子育て支援を総合的に推進することを目的に、
平成27年度より「子ども・子育て支援新制度」
がスタートする予定です。
このため、宇陀市では、7月に設置されました
『宇陀市子ども・子育て会議』において、保護者
のニーズを把握し、それに基づいた子ども・子
育て支援事業計画の策定を進めるなど、新制度
に向けた準備を行っています。
8月10日（土）には、第1回目の会議が宇陀市
役所で開催し、事業計画策定に向けたニーズ調
査の内容などについて検討を行いました。
なお、8月に募集させていただいた公募委員に
は安井沙織さんが選任されました。
また、10月には就学前のお子さんがおられる
世帯、約1,000世帯を対象に、ニーズ調査を予定
しています。皆様のご協力をお願いいたします。

◇宇陀市子ども・子育て会議委員（敬称略）
会長 上野 慱美（奈良文化女子短期大学元学長）／
副会長 楠田 好子（学校法人 西大和学園 白鳳女
子短期大学 こども教育専攻 元教授）／福井 紀夫
（宇陀市連合自治会会長）／西村 道代（宇陀市民生
児童委員協議会会長）／欅 啓典（教育委員会事務局
局長）／森本 彦司（健康福祉部長）／丸岡 伸作（校
長会会長・菟田野小学校校長）／諏訪 江津子（幼稚
園長代表・榛原幼稚園園長）／一ツ橋 弘子（宇陀市
保育協議会会長・榛原北保育園園長）／吉岡 明美
（子育て支援センター所長）／吉田 玲子（NPO法人
学童クラブうだ代表）／田中 裕理（社会福祉法人は
なぶさ福祉会・しらゆり保育園園長）／吉井 良政
（企業代表・大和信用金庫・総務部調査役）／太田
幾弓（大宇陀幼児園 育友会代表）／蛯原 愛子（菟
田野保育所・菟田野保育を守る保護者会代表）／河
野 昌幸（榛原地域幼稚園 ＰＴＡ代表）／中川 真由
美（しらゆり保育園 ＰＴＡ代表）／藤岸 泰子（榛
原北保育園 保護者会代表）／西田 宜央（室生子ど
も園 ＰＴＡ代表）／安井 沙織（公募委員）

第1回会議の記録などを掲載しています。
詳しくは

第1回

宇陀市子ども・子育て会議のようす

宇陀市

子育て支援新制度

検

索

子ども支援課（182‐2236／IP188‐9080）

■公共施設ＩＰ電話番号・ダイヤルイン番号
課

名

議会事務局
秘書広報情報課
管財課
人事課

IP電話 ダイヤルイン

88-9082
88-9083
88-9084
88-9069
88-9068
総務課
88-9099
危機管理課
88-9070
企画課
88-9074
財政課
88-9071
徴収対策課
88-9085
税務課
88-9072
まちづくり支援課 88-9094
市民課
88-9076
保険年金課
88-9086
環境対策課
88-9078
人権推進課
88-9077
健康増進課
88-9087

課

名

IP電話 ダイヤルイン

【市役所】
82-5771 介護福祉課
88-9088 82-3675
82-3912 子ども支援課 88-9080 82-2236
82-3632 厚生保護課
88-9079 82-2221
82-1303 商工観光課
88-9081 82-2457
82-1302 農林課（農業委員会） 88-9090 82-3679
88-9091 82-5608
82-1301 地籍調査課
82-1304 都市計画課
88-9092 82-5624
82-1362 公園課
88-9093 82-3674
82-1305 建設課
88-9095 82-5638
82-3643 公営住宅課
88-9096 82-5642
82-1306 出納室
88-9098 82-5673
82-3910
82-2143
【教育委員会】
82-3672 教育総務課
88-9259 82-3973
88-9364 82-3975
82-2202 生涯学習課
82-2147 文化財課
88-9365 82-3976
82-3692

施

設

名

IP電話 ダイヤルイン

【公共施設】
水道局
下水道課【水道局内】

82-2185
88-9067
88-9104

夜間緊急時は
こちらを利用

82-5627
【地域事務所】
88-9114 大宇陀地域
大宇陀地域市民課
事務所
88-9195 83-2251
88-9187 菟田野地域
菟田野地域市民課
事務所
88-9188 84-2521
88-9181 室生地域
室生地域市民課
事務所
88-9182 92-2001
【公民館】
市中央公民館 88-9180 83-0551
大宇陀分館
88-9180 83-0551
菟田野分館
88-9190 84-3521
榛原分館
82-3377 82-0374
室生分館
92-2496 92-2496
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【お知らせコーナー】

『うたのみくまり祭』開催

第20回菟田野人権フェスティバル

平安時代より続くこのお祭りは、年に一度、
さまざまな催しや展示等を通して交流を図り、
はやあきつひこのみこと
部落差別をはじめ、あらゆる人権を考える催しと
宇太水分神社 の男神である速秋津彦命 に逢うた
そうしゃみくまりじんじゃ
はやあきつひめのみこと
みこし
して、住民参加のもと人権意識を高め、住みよい
め、惣社水分神社の女神である速秋津姫命が神輿
けやり
はなかご
みこしだいこ
街づくりをめざし開催いたします。
に乗り、毛槍・花籠・神輿太鼓などを従えて、往
わた
【開催日】11月2日（土）〜11月8日（金）
復約12㎞の道のりをやってくる。これをお渡 り
【場 所】菟田野人権交流センター
みこしとぎょさい
（御輿渡御祭）と言
【内容（予定）】11月2日（土）午後1時30分〜
い全国でも珍しい
ロマンチックな祭
○人権（ポスター・ことば・作文）表彰
○人権作文発表
礼です。
また、この神輿
出演：○菟田野保育所 ○人権文化講座 ○チャ
をお迎えするため
ングハジャ ○教育ネットワーク ○和太鼓
に重さ1トンを越
「響」） ○ジャグリング 他
える六基の太鼓台が菟田野各地域より境内に繰り
込んで「チョーサヤ」の掛け声で境内を練り回す、
○菟田野小学校 ○菟田野中学校 ○菟田野児童
その勇壮さは迫力満点です。
館 ○ゆずり葉の会 ○人権文化講座
【開催日】10月20日（日）
【場 所】菟田野地域（主会場：宇陀市菟田野古
○薬物乱用防止キャンペーンパネル
市場 宇太水分神社）
【交 通】交通：近鉄榛原駅より奈良交通バス 菟
※作品展示につきましては11月8日（金）正午ま
田野行き古市場水分神社前下車（約20分）
での展示となります。
【臨時駐車場】菟田野運動場
健康に関する疑問や心配事、病気の予防方法な
商工観光課（182‐2457／IP188‐9081）
どさまざまな事について、宇陀市の保健師・介護
就学時健康診断を実施します
支援員がご相談に応じます。
午後5時〜
平成26年4月に小学校へ入学するお子さんを対
各種団体によるバザー出店
象に健康診断を実施します。
菟田野人権交流センター
就学時健康診断とは、お子さんが安心して学校
（184‐2031／IP188‐9179）
生活を始められるために行う大切な健康診断です。
「学校保健安全法」「学校保健安全法施行規則」に
水道メーターの取替えを行います
基づいて、内科、歯科等の健康診断を行い、そこ
計量法による検定有効期限を迎える水道メータ
で疾病などが見つかった場合には治療などをお勧
ーの取替えを行います。
めし、学校での集団生活に備えるこ
屋外作業ですので、お留守でも実施させていた
とを目的としています。
だくことがありますのでご了承ください。
対象となるご家庭には9月中旬に
取替え終了時には、お知らせの文書で通知いた
お知らせ(封書)をお送りしてしま
します。
す。転入などで届かなかった場合
なお、水道メーターボックスの周囲に物を置か
は、お問い合わせください。
ないようご協力をお願いします。
【実施期間】10月15日
（火）〜10月31日
（木）
【予定】
【施工業者】宇陀市上下水道協同組合
【費用】無料
うだのみくまりじんじゃ

教育総務課（182‐3973／IP188‐9259）
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水道局総務課（182‐2185／IP188‐9067）

【お知らせコーナー】

軽自動車等の手続きについてのご案内
■他市町村から転入された方で
軽自動車等を所有の皆さまへ
『軽自動車税は、当該車両の定置場（常駐され
ている場所）がある市区町村で課税となります。』
他市町村から転入された方で、前住所の市町村
ナンバーの原動機付自転車等をお持ちの場合や前
住所にて登録されている二輪車・軽自動車をお持
ちの場合は、変更の手続きをお願いします。

【手続き先】
●原動機付自転車(125ｃｃ以下) 及びミニカー
税務課または大宇陀・菟田野・室生地域事務所
※前市町村交付のナンバープレート、認印、前住
所地での標識交付証明書をご持参ください。
●軽二輪車（125cc超〜250ｃｃ以下）
奈良県軽自動車協会（10743‐58‐3700）
●二輪の小型自動車（250ｃｃ超）
近畿運輸局奈良運輸支局
（1050‐5540‐2063）
●軽自動車（三・四輪）
軽自動車検査協会奈良事務所
（10743‐58‐3018）

■農耕用作業車
（乗用）
やフォークリフトなどを
所有の皆さまへ
『乗用装置のある農耕用作業車（トラクター、
コンバイン、田植機など）やフォークリフト等は、
小型特殊自動車に分類され、当該車両に対して軽
自動車税が課税されます。』
公道走行の有無や使用頻度に関わらず、所有さ
れている小型特殊自動車の軽自動車税申告（登録）
をお済ませでない場合、または、ナンバープレー
トがついていない場合には、速やかに軽自動車税
申告（登録）の手続きをお願いします。

【手続き先】
認印及び販売証明書（販売証明書がない場合は、
メーカー名・型式・車台番号等のメモ書きでも可
能）をご用意のうえ、市役所税務課または大宇
陀・菟田野・室生地域事務所までお越しくださ
い。
なお、小型特殊自動車については、税務課まで
ご連絡いただきましたら、税務課職員がご自宅等
へ訪問し手続きすることも可能です。

税務課（182‐1306／IP188‐9072）

地籍調査事業が実施された土地の固定資産税
は、未調査地との課税の均衡上、特例で、調査
後の登記地積が大きい場合は調査前、小さい場
合は調査後の地積で課税（「特例課税」といいま
す。）しています。
また、地籍調査事業の事務と費用はもちろん、
この特例課税を行うことにも多くの事務と費用
を要していることと、この課税方法に不公平感
が生まれていることを前号までにお知らせして
きました。
◆特例課税廃止の流れ
平成24年度末現在で、奈良県内12市のうち、
8市が地籍調査事業を実施しています。このうち
5市では地籍調査の結果どおりの地目、地積で課
税（「成果課税」といいます。）しています。
宇陀市を含む残り3市では特例課税を実施して
いますが、うち1市では成果課税への近年中での
移行を模索しています。
全国的にも、すでに「すべて成果課税」して
いる自治体は82％にのぼり、一部成果課税が
15％、完全な特例課税は3％にすぎません。
◆成果課税採用の考え方
県内他自治体では、「（地籍調査対象地区に）
当初から成果課税すると説明してきた。」「（成果
課税自体が）特に不均衡と考えていない」など、
最初から成果課税を実施している自治体が多い
中、「市域の一定面積が（地籍調査を）終了した
ため成果課税へ移行した」自治体もあります。
又、近年新たに地籍調査事業を開始した自治体
でも、早い段階で（成果課税を）実施予定とい
う考え方が支配的です。
一方、特例課税を行っている中には「（地籍調
査が）いつ終了するか不明なのに、いつまでも
特例課税を続けられない。逆の不均衡（不公平
感）と、煩雑な課税事務が続くのは問題。」との
考えの自治体もありました。
◆宇陀市の今後について
これらの現状を見て、宇陀市の固定資産税の
課税はどうあるべきでしょうか。特例課税によ
る税額への影響を踏まえて考える必要がありま
す。
次号も続きます。
税務課（182‐1306／IP188‐9072）

「国の教育ローン」のご案内
「国の教育ローン」は、高校、短大、大学、専修学校等への入学時、在学中にかかる費用を対象と
した公的な融資制度です。
【融資額】学生・生徒一人につき300万円以内
【返済期間】15年以内（条件によっては18年以内）
【利 率】年2.55％（母子家庭・世帯年収200万円以内の方は2.15％）…平成25年8月9日現在
※在学期間中は利息のみのご返済とするこができます。
教育ローンコールセンター 10570‐008656（ナビダイヤル）
日本政策金融公庫 奈良支店 国民生活事業 10742‐36‐6702
広報うだ
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【お知らせコーナー】

まちづくり支援課からのお知らせ
◇宇陀市住宅建築・リフォーム工事助成事業◇
地域産業を
応援します
物ができる

工事着手前に申請が必要です！！

まちの経済活性化と、くらしの ○外構工事や駐車場、倉庫など居住部分でない工事
市 内 業 者 を ○工事の完了が平成 26年3月31日を越える工事
環境向上を図るため、市
利 用 し て 住 宅 の 建 築 ま た は リ フ ォ 【交付金額】
対象工事費の10％（上限10万円）を、市内で買い
ー ム 工 事 を 行 う 方 に、市内で買い
物ができる
で助成します。
を交付します。

交付対象工事費
交 付 金 額
【対象住宅】
50万円未満
補助の対象外
市民が市内に所有し、居住する個人住宅
50万円〜100万円 工事費の10％の額（端数500円単位）
※事務所や店舗との併用住宅は、個人住宅部分のみ
100万円以上 一律10万円
を対象
※マンションなどの集合住宅は、個人専有部分のみ 【対象工事の例】
○新築工事、増改築工事 ○屋根・外壁の改修工事
を対象
○床、内壁、天井、柱、はり、階段などの工事 ○間
【対象者】※全て該当すること
取りの変更、防音・断熱化工事 ○浴室、台所、ト
○市内に住所を有する個人
イレなど水回りの改修工事 ○建具、畳、窓ガラス、
○交付対象となる住宅に居住する方または居住を予
サッシなどの工事
定する方であり、かつ、交付請求時に当該住宅に
ただし、エアコンや照明器具、食器洗浄機などの
居住している方
家電製品に関する経費や、太陽温水設備やテレビア
○市税の滞納がない方
ンテナなどその他設備製品の経費は交付の対象外と
【対象工事】※全て該当すること
します。
○市内業者（市内に本社もしくは事業所等を有する 【申請の方法】
法人または、住所を有する個人事業者）が行う住
助成事業申請書に添付書類を添えて、まちづくり
宅建築またはリフォーム工事
支援課へ申請してください。（郵送不可）
○対象となる住宅建築またはリフォーム工事に要す 【注意事項】
る費用が50万円以上
○申請は、一住宅につき1回限りとします。
平成 26 年 3 月 31 日までに事業完了報告書及び添付 ○着
○平
着工後の受け付けはできません 。必ず工事着工前
資料が提出できる工事
に申請してください。
【対象としない工事】
○建築確認申請が必要な工事は、申請書添付書類に
○交付決定前に着手した工事
確認済証の写しが必要となります。

◇宇陀市特産品及び名産品の募集◇

【申請期間】10月1日
（火）〜10月31日
（木）

本市産業の活性化を目的に、宇陀市特産品及び名 ⑤物品及びその生産加工設備等が食品衛生法その他
関係法令に適合していること。
産品について、次のとおり募集します。
【申請資格】市内に住所を有する法人その他の団体及 ⑥1年以上の販売実績があること。
び個人で、宗教活動または政治活動を主たる目的と ⑦物品の安定的な生産供給が可能であること。
⑧一般流通経路において消費者が購入可能であること。
する団体でないこと。
【申請方法】宇陀市特産品等認定申請書により申請し ⑨市内で知名度があること。
⑩その他市の名産品としてふさわしいものであること。
てください。
【審査】認定審査委員会により審査を行います。
〈特産品の認定基準〉全てに該当
【認定後】認定されると、「認定マーク」
（費用は申請
①宇陀市で生産若しくは収穫又は製造される物品
者負担）を商品に貼り付けることができ、市内の優れ
（農林水産物及びその加工品又は工芸品）で、宇陀
た商品であることが明示できます。
市を代表するものであること。
②歴史的な背景があり、気候風土や文化風土と密接
＜名産品の審査基準＞全てに該当
に結びついた宇陀市固有のものであること。
①市内で生産若しくは収穫又は製造される物品（農
林水産物及びその加工品又は工芸品）であること。 ③全国的に知名度があるもの。
②名称や意匠が市とかかわりがあること。
③味・風味など品質が優れていること。
④デザインが優れていること。

問い合わせ＆申請先
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※現在の特産品は毛皮革製品・吉野本葛・ダリア・
大和茶・磨き丸太・宇陀金ごぼう、の6品目であり、
この品目の認定申請は年中受け付けています。

まちづくり支援課【宇陀市役所3階】
（182‐3910／IP188‐9094）

【お知らせコーナー】

記紀・万葉イベント
◆宇陀市記紀・万葉ウォーク
壬申の乱「将軍が眠る山越えを行く」
【開催日】10月5日(土) 午前9時30分受付
〈小雨決行〉
【集 合】宇陀市役所 玄関前
【行 程】市役所→墨坂神
社→たかぎふるさと館
→文祢麻呂 の墓→伊那
佐山→榛原フレンドパ
ーク→榛原駅（約11㎞）
【その他】申込・参加費不
要。昼食は各自で用意。
ふ み の ね ま ろ

◆宇陀市記紀・万葉講演会
【開催日】11月10日(日) 午後2時
【場 所】榛原総合センター
【講 師】里中満智子（漫画家）
【演 題】古代史を楽しむ
〜『天上の虹』をモチーフに〜
【参加費】無料
【定 員】250名（先着順）
【申込方法】ハガキかメール、FAX、電話で
氏名・住所・連絡先・参加人数を記入のうえ申
込みください
【申込先】〒633-0292 宇陀市榛原下井足17‐3
「記紀・万葉で巡る宇陀」実行委員会事務局
（182‐2457／582‐8211）
メール：s-kankou@city.uda.lg.jp
商工観光課（182‐2457／IP188‐9081）

ふれあいフェスタ2013
「いのち」「絆」「ぬくも
り」〜笑顔でつながる地域
コミュニティ〜をテーマ
に、楽しく学び、体験でき
るイベントです。「いのち
のしおりづくり」「チーム
きららの家庭教育プログラム」「動物カレンダー
づくり」「顕微鏡で見るプランクトンのいのち」
など、大人と子どもで楽しめるふれあいプログラ
ムをたくさん用意しています。
【開催日】10月26日
（土）
・27日
（日）午前11時〜午後3時
【場 所】うだ・アニマルパーク
県教育委員会事務局 学校教育課/人権・地域
教育課（10742‐27‐9837）
URL：www.pref.nara.jp/11935.htm

第8回

市美術展覧会

【開催日】11月1日
（金）
〜4日
（月）
午前10時〜午後4時（最終日のみ午後3時まで）
【場 所】宇陀市役所（4・5階）
生涯学習課（182‐3975／IP188‐9364）
【訂正とお詫び】
広報うだ9月号及び今月折り込みについて、
下記のとおり訂正し、お詫びいたします。
1. P23掲載【国民年金保険料後納制度】
【誤】平成14年10月分以降の納められなかった保険料
【正】平成 15年9月分以降の納められなかった保険料
2. 「うだ育児の日」宣言！チラシ裏面
「すくすく事業」連絡先
【誤】子ども支援センタ− 【正】子育て支援センター

NO.16
★今月は、笠間地区まちづくり協議会の主な活動をお知らせいたします。★
8月25日（日）
、室生の下笠間地区において、
子ども会、ＰＴＡ、消防団、漁業組合の参加の
もと、笠間まちづくり協議会の新たな事業とし
て、鮎のつかみ取り、そうめん流し、子どもの
消火訓練が開催されました。
当日、準備中には雨が降り、開催が危ぶまれ
ましたが、何とか雨もあがり開催されることと
なりました。集まった地域の子どもたちは、鮎
のつかみ取りでは、元
気に泳ぎ回る鮎に悪戦
苦闘、そうめん流しで
は、太い竹竿を流れる
そうめんに笑い声を上
げ、消火訓練では初め

ての消火器操作には真剣そのもの。皆さんと一
緒に和気あいあいの半日を過ごしました。
時間はあっという間に過ぎてしまいました
が、普段静かな里山に参加者全員のにぎやかな
歓声がこだましていま
した。子どもたちには、
夏休みの貴重な体験と
して、思い出に残る1
日となったことでしょ
う。
笠間地区では、まち
づくり協議会の設立と共に、今までに無かった
横のつながりによる世代間交流など、新たなま
ちづくりが始まっています。

まちづくり支援課（182‐3910／IP188‐9094）
広報うだ
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【お知らせコーナー】

営利活動での宇陀市マスコットキャラクタ
ー等の使用について

○使用料はかかりません。
ホームページでは、要綱等を掲載しています。

宇陀市マスコットキャラクター（ウッピー、八
宇陀市 ウッピー
検 索
詳しくは
っぴー）について営利活動での使用ができるよう
要綱を改正しました。
企画課（182‐1362／IP188‐9074）
キャラクターを用いた製品を製作・販売したい方
は、HPよりダウンロードできる宇陀市キャラク
＜緊急通報サービス＞
ター等使用申請書に販売価格・販売場所などがわ
緊急通報サービスとは、ひとり暮らし高齢者等
かる任意の様式の企画書、製品見本などを添付い
ただき、企画課へご提出ください。申請内容を検 に対し、緊急通報システム機器を貸与し、体調が
急変したときなどに装置の非常（緊急）ボタンを
査した上で、承認の可否を通知します。
押すと、オペレーターに通報するものです。オペ
《注意事項》
○使用にあたっては、要綱を参照いただき、規定 レーターから要請を受けた協力員が様子を確認し
たり、緊急を要するとオ
を必ず守ってください。
○キャラクター等の使用の承認の期間は、承認を ペレーターが判断した場
受けた日から1年を超えない範囲内で市長が定 合には救急車の出動を要
請するといった対応をと
める期間とします。
○キャラクターを使用した製品に、商標登録・意 ります。
匠登録など著作物に関する自己の権利を新たに 【申請先】介護福祉課・
設定することはできません。
各地域事務所
○使用承認がおりた場合は、申請者の求めに応じ 【レンタル使用料】月額500円
キャラクターの画像データ（jpg、pdf、ai形式）
介護福祉課（182‐3675／IP188‐9088）
を提供します。

高齢者インフルエンザ予防接種の
実施について
宇陀市では、高齢者の発病や重症化を防ぐこ
とを目的に、インフルエンザワクチン予防接種
の補助を行います。
【対象】
①接種当日 満65歳以上の方
②60歳以上65歳未満の方で、心臓や腎臓、呼吸
器に重い病気のある方
（厚生労働省令で定める者）
【接種期間】
平成25年10月1日〜平成25年12月31日
※この期間外で予防接種を受けた場合は、全額
個人負担となりますのでご注意ください。
【接種回数】一人１回
【医療機関及び申し込み方法】
原則として宇陀市内の医療機関でお受けくださ
い。

室生福祉保健交流センター
（192‐5220／IP188‐9175）

●宇陀市内の医療機関で受ける場合
事前に医療機関に予約のうえ、自己負担金（1,000
円）、本人確認ができる健康保険証等、健康手帳
（お持ちの方のみ）を持って受診してください。
●宇陀市以外の県内医療機関・県外の医療機関
で受ける場合
事前に医療機関に予約のうえ、健康増進課・室
生福祉保健交流センター・各地域事務所のいず
れかで、申込み手続きを行ってください。（予防
接種依頼書・問診票をお渡しします。）
※県内医療機関で接種される場合
申し込み時に、自己負担金（1,000円）をお支
払いください。
※ 県外医療機関で接種される場合
自費で接種後、償還払いとなります。

窓口業務のご案内
宇陀市役所では、毎月第 2・4 土曜日
（午前 8 時 30 分〜正午）、市民課で住民
票、印鑑証明、戸籍謄抄本等の証明発行
業務を行っています。（税関係を除く）
10 月は 12 日と 26 日です。
※住民基本台帳ネットワークシステム関
連業務（住基カード・広域交付の住民票
の発行）は行うことができません。
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【お知らせコーナー】

宇陀市

後期基本計画

検 索

宇陀市総合計画では『自然と共生し、歴史・文化が育む
ふれあいと活力あるまち 宇陀市』を将来像とする10年
間の基本構想を定めています。
後期基本計画においても、この基本構想に基づき6つの
基本目標を定めています。
今回は あらましシリーズ 第4回 として『一人ひと
りが輝き個性・創造を育むまち』を紹介します。
企画課（182‐1362／IP188‐9074）

●人権啓発・教育の推進
●人権相談・擁護体制の充実
5年後の主な目標
★学習会、研修会、集会等への参加者

980人→1,300人

●男女共同参画に関する教育・啓発の
推進
●政策形成・意思形成の場への女性の
参画の促進
●家庭と仕事・地域活動のバランスが
とれた生活への支援
●男女が意欲と能力に応じて生き生き
と働ける環境づくり
●男女間のあらゆる暴力の根絶
5年後の主な目標
★審議会等における女性の登用率
14.9％→30％

●生涯学習環境の充実
●地域の教育力の醸成
5年後の主な目標
★講座受講者数 2,585人→3,500人
★子ども活動支援事業にかかるボランティア
の人数
15人/校→20人/校
★図書貸出冊数
137,858冊→172,000冊

●スポーツ環境の充実
●生涯スポーツ活動の支援
5年後の主な目標
★社会教育施設利用者
367,000人→414,000人

★市民ができる取り組み例★
●学校教育内容の充実
●学校の学習環境の充実
5年後の主な目標
★耐震化率 63.46％→100％

〇人権学習の促進
〇家庭の教育力の向上
〇生涯スポーツの促進

〇男女共同参画意識の
高揚
〇生涯学習の促進

次回予告 基本目標5
「地域資源を活かした産業・交流振興のまち」

広報うだ

26

【お知らせコーナー】

◎問い合わせ電話番号について
市内には、市外局番が0743の地域と0745の地域が
あります。
※市外局番0743の地域の方は、市外局番が表記されて
いない場合は、市外局番0745をつける必要があります。

毎月

と

と

に内容が更新されます

主 な 放 送 内 容
1日

〜

10日

11日

〜

20日

21日

〜

末日

○ 東 京 ・ 奈 良 ま ほ ろ ○市内小中学校体育大会 ○すくすく
ホット ば館 宇陀市観光展
フェスティバル
（室生中学校
ニュース
・菟田野小学校） ○宇陀市記紀・
○菟田野まちづくり
万葉ウォーク
○宇陀市立病院救急訓練
協議会設立総会

まちの
話

題

○東榛原まちづくり
協議会
「わくわくキャンプ」
○星霜20光年
「吟と舞｣記念大会

○南松の滝を訪ねて ○大宇陀岩室
○宇陀子どもフェス 「大般若経転読法要」
○2013
タ2013
室生・里めぐり
○宇陀の稲刈り風景

Ａ：ザ・メイキング Ａ：ザ・メイキング
釜めし弁当の器
ゴルフボール
：アストロペディア ：アストロペディア
サイエンス 太陽
惑星
Ｂ：フラジャイル

Ｂ：フラジャイル

温故知新・バイオプロダクツ！ 金属から考える循環型社会
ピカピカはみ ○榛原幼稚園
がきのうた

○榛原東幼稚園

Ａ：ザ・メイキング
磁気式メモボード
：アストロペディア
太陽系の色々な天体
Ｂ：フラジャイル

乾く地球に水脈を探す
○室生こども園

◆今月の「野菜たっぷりクッキング」は『ポパイサラダ』です。
（毎月21日〜末日の午前10時30分と午後3時に放送します。
）

◆「ピカピカはみがきうた」をリニューアルしました。
〜寝る前、食後の歯みがきを忘れないようにしましょう。
放送日時：10月1日（火）〜毎日午後8時から放送
毎月 1日から10日放送 → 榛原幼稚園
毎月11日から20日放送 → 榛原東幼稚園
毎月21日から末日放送 → 室生子ども園
★10月中旬以降に9月定例会の一般質問の様子を、番組を変更
して放送する予定です。放送日については、市ホームページ
と自主放送のお知らせ（静止画）でご案内いたします。
※番組表はすべて開始時間です。放送内容によっては、終了時
間が早くなる場合がありますが、次の番組開始までお知らせ
（静止画）が放送されます。また、番組内容及び放送時間は予
告なく変更される場合があります。ご了承ください。
自主放送スタジオ（182‐2497）
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◆八田皇女と雌鳥皇女◆
いわのひめのみこと

仁徳天皇30年9月のこと。皇后の磐之媛命
（古事記では石之日売命）
は、紀国
（現在の和歌
山県）
へ出かけました。天皇は、磐之媛命の留
守の間に八田 皇女
（古事記では八田若郎女 ）
を
宮殿
（難波高津宮）
に迎え入れます。
一方、紀国から宮殿に帰ろうとする磐之媛
命、仁徳天皇と八田皇女とのことを耳にして
怒り心頭。難波へは戻らず、淀川を遡り、山
背
（現在の京都府南部）
を巡り、筒城宮
（現在の
京都府綴喜郡）
に留まってしまいました。
仁徳天皇は、幾度となく、難波へ戻ってく
るように説得を試みましたが、磐之媛命の意
志は変わりません。八田皇女との出来事をき
っかけに仁徳天皇と皇后の磐之媛命との仲は
不和になり、別居が続きま
す。磐之媛命は難波高津宮
には戻ることなく、仁徳天
皇35年6月に筒城宮で人生
を閉じてしまいます。天皇
自身の行動が招いた結果と
はいえ、このように磐之媛
命は、頑固で嫉妬深い后だ
ったのです。逆の見かたを
すれば、仁徳天皇を愛して
いたからこそ、このような
結果ともなったのでしょう。
きの くに

や

た

わ き い ら つ め

なにわのたかつのみや

やま

しろ

つ つ き の み や

つ づ き

仁徳天皇38年には、八田皇女を皇后としま
したが、仁徳天皇の多情は相変わらずです。
仁徳40年のこと、仁徳天皇は、雌鳥皇女
（古事
記では女鳥王）
を妃にしようと 隼 別 皇子
（古事
記では速総別王）
に橋渡しを依頼します。雌鳥
皇女は、姉・八田皇女が皇后磐之媛命のせい
で不遇を強いられていることを知っていたの
で、天皇の求婚をきっぱりと断りましたが、
なんと天皇の使者としてやってきた隼別皇子
（天皇の異母弟）
に、逆にプロポーズをしてし
まったのです。
め

とり

はやぶさ わ け

次回は、『古事記』から出来事をみていくこ
ととしましょう。

「まちづくり講演会」を開催
9月7日、市文化会館で「まちづくり講演会」を開催しま
した。講師に西上ありさ氏（スタジオ−Ｌ コミュニティ
アドバイザー）を迎え、「自分たちのまちは、自分たちの手
で！」と題して講演をしていただきました。
西上氏は、「『自分がやりたいこと』、『自分ができるこ
と』、『社会が求めていること』の三つの円が重なったとこ
ろにコミュニティが生まれる。三つのバランスを保つため
にはどうしたらいいのかを考えることが、まちづくり協議
会設立へとつながる」と話されました。
また、「まちづくり協議会の活動を継続するには、地域が
しなければならないことだけをやると行き詰まってしまう。
好きでやっていることのうち、まちのためになっていると
思える事を、どれだけまちづくり協議会に取り入れること
ができるかが鍵となる」とアドバイスされました。
参加者から、「地域の目標が
決まった」、「自分たちの地域で
もできるような気がする」とい
った感想がありました。
今後、市内各地で、積極的な
「まちづくり協議会」の設立・
運営が期待されます。

み

小泉

お

美桜ちゃん（2歳）

お父さん：武司さん
お母さん：由美子さん
（榛原榛見が丘）

何でも「自分で！」と
挑戦する、わが家の
わがままアイドルです！

【わが家のアイドル募集中★】
詳しくは秘書広報情報課まで！

（182‐3912／IP188‐9083）

