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年末年始の役場窓口等のスケジュールを
掲載しています。
→15～18ページ

くらし

平成31年度・川西学童保育所に入所を
希望する児童を募集します。
→5ページ

①

糸井神社
式内

観阿弥が日参したと伝わったり、江戸時代の絵馬が掲げられていたり、賑やかな夜
店が出る秋祭りが行われる糸井神社。そんな糸井神社を知ってみると地域の歴史が
見えてきました。

広報「川西」では、住民
の皆さまが、町外の方と話
すとき「自分の町のこと」に
ついて語っていただけるよ
うに、町の魅力を紹介して
い き た い と 考 え て い ま す。
今月号では結崎の『糸井神
社』を紹介します。

平安時代の書物にも記さ
れている由緒正しい神社

室町時代、能を大成させ
た観阿弥が日参して、公演
の成功を祈願したという言
い伝えがある糸井神社。
神社の歴史はさらに古
く、 平 安 時 代 の「 延 喜 式 」
という書物には、すでにそ
の名前が載せられていま
す。この延喜式（第９・
巻／神名帳）に記載された
神社を式内社といい、当時
の朝廷から重視されていた
神社であることを示してい
ます。
本殿は春日大社から移築
されたと言われ、由緒のあ
る神社として知られていま
す。そのため、江戸時代に
は「春日神社」とも呼ばれ
ていたそうです。この他に
も、
「結崎明神」
「結崎宮」
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と も 呼 ば れ、
「大和結崎大
明神」と刻まれた石灯篭も
残っています。
糸井神社に祭られている
神様は「豊鍬入姫命（トヨ
スキノイリビメノミコト）
」
といいます。この豊鍬入姫
命は、日本書紀や古事記に
登場する崇神天皇の皇女の
ことです。

祭神から想像できる地域
の歴史

また、
一説には「綾羽」
「呉
羽」という機織り（はたおり）
の女神を祭っているともい
われています。綾羽・呉羽は、
アヤハトリ・クレハトリとも
呼ばれ、大陸からやってきて
機織りや染色の技術を伝え
たとされています。
こ の こ と か ら も「 糸 井 」
という名前のとおり、
「糸」
に関係がある神社であるこ
とは確かなようです。唐院
にある比売久波（ひめくわ）
神社も、桑の葉をご神体に
していたとされ、こちらも
「養蚕」に関係していると
考えられます。
どちらも「繊維」に関係
がある神社と推察され、古
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（写真）

②手前から本殿、二ノ宮、三ノ宮、四ノ宮
①本殿

③～⑦秋祭り

④

②

⑦

⑤

③
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地域でつなげる伝統と地
域の輪

９月末に竜田川で、禊（み
そぎ）を行い、春日大社へ
祈祷に行きます。
続いて、 月第２日曜日
までに、自宅に仮屋を作り
ます。仮屋は秋祭り前に氏
神の分霊をお迎えするとこ
ろです。この日は「子ども
相撲」も行われ、神社が賑
やかな雰囲気に包まれます。
宵宮祭では夜店などが出
店され、にぎやかな雰囲気
の 中 で 神 事 が 行 わ れ ま す。
この日は、地域の関係者だ
けでなく、多くの親子連れ
で賑わっていました。
宵宮祭と本祭では、頭家
か ら の『 お 渡 り 』 が あ り、
御幣と御酒、稲束をつけた
柳を担いで神様を拝殿にお
渡しします。拝殿で神様を
受け取った神職は、奉幣行

作成されたもの。
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まず、五垣内の各頭家は、

拝殿の狛犬は天保13年（1843）年に

これらの神々を祭ってい
るのは、結崎の「市場」
「中
村」
「井戸」
「辻」
「出屋敷」
の 五 垣 内（ 集 落 ）
。現在も
垣 内 ご と に 頭 家（ と う や ）
を決めて、神事が行われて
います。頭家とは、神社の
祭事などに際して、その準
備や執行、その他の後始末
などの世話を担当する人や
家のことをいいます。
「頭家行事」は、
「結崎の
奉 幣 神 事 」 や「 頭 家 渡 り 」
とも言われ、秋祭りとして
毎年 月第４日曜日に本
祭、その前日の土曜日に宵
宮祭が行われています。

参道には慶長８年（1603年）に銘記が

残る石灯篭もあります。

代のこの地域が、養蚕・機
織りの技術者との関係が深
い地域であったと想像でき
ます。機織りは衣類に使わ
れる布を作る技術です。現
在 の 川 西 町 は「 貝 ボ タ ン 」
の製造が盛んな地域であ
り、衣類につかうパーツが
作られています。貝ボタン
産業が盛んなことも、これ
らの神様が見守ってくれて
いると考えると、ロマンを
感じられるのではないでし
ょうか。
この他にも『当社明神神
略縁起』
（天文
年／
１５４１年）には、本殿に
は豊鍬入姫命、二ノ宮には
猿田彦命、三ノ宮には綾羽
明神、四ノ宮には呉羽明神
が祭られているとされてい
ます。
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⑤

③

①

⑥

④

②

②川西幼稚園園児の見学

絵馬から昔の生活の様子を説明されて

います

④おかげ踊り絵馬（慶応4年／1868年）

⑤相撲絵馬（明治21年／1888年）

⑥武者絵馬（天保2年／1831年）

「どなたでも参拝、見学を歓迎しています。

川西町役場から南東へ徒歩3分

お気軽にお越しください」

（植嶋紀一 宮司）

ていたのかもしれません。
現在では、地域コミュニ

社務所☎0745（44）0434

ティのあり方は、昔とは変
わってきています。しかし、
つながりが希薄になりつつ
ある今だからこそ、こうし
た地域の祭りを再評価して
いかなければならないので
はないでしょうか。
この他にも、正月に結崎
観世会の初謡奉納など季節
ごとに神事や祭事が行われ
ています。

磯城郡川西町結崎68番地

ど、よくないことが起きて
いる年代と重なります。当
時の人々が生活の安定を願
って納めたものなのでしょ
う 」 と 語 っ て く れ ま し た。
中でも、多くの人たちが雨
乞いの願を掛けるために太
鼓踊りをしている様子を描
いたものやおかげ踊りをし
ている様子を描いたものは、
県の文化財にも指定されて
います。これらは、当時の
生活や風俗が垣間見られる
重要な資料となっています。
「神社は信仰の場所とし
てだけでなく、地域コミュ
ニティをつなぐ役割もあり
ます。また、世代を超えて
受け継がれてきたものが残
る場所でもあるのではない
でしょうか。
」
（植嶋さん）

▼糸井神社

拝殿は絵馬の宝庫

カ栽培の歴史を知る上で貴重な資料！

糸井神社の拝殿には様々
な絵馬が奉納されています。
宮司の植嶋紀一さんは、
「多
くの絵馬が納められていま
すが、その年代を見てみる
と、飢饉や世相の不安定な

太鼓踊り絵馬は、大和平野におけるスイ
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③太鼓踊り絵馬（天保13年／1842年）

事を行い、神様を本殿に移
します。拝殿での祭典と巫
女の神楽は、祭りのクライ
マックスといえます。
祭りは地域で受け継がれ
てきたものであり、その様
式や型は世代を超えて受け
継がれてきたものです。
『糸
井神社御祭典式記録張』
（大
正 年／明治 年／安永７
年（ １ ７ ７ ８ 年 ）
）の古文
書が残り、これらの時代か
ら現在までほぼ同じ祭りが
現在まで続いています。
また、家単位で役割を引き
継ぎ、垣内単位で同じ空間と
時間を共有するものである
といえます。かつて農村であ
ったこの地域では、こうした
世代間、世帯間、地域間のつ
ながりを作るために神社や
祭りが重要な役割を果たし

①拝殿の内部
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（写真）
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学童保育所／障害者控除対象者認定書・おむつ代の医療費控除の証明書の発行／町議会

川西町学童保育所入所申込受付（通常利用・長期休暇時利用）
平成31年度から新たに川西学童保育所への入所を希望する児童を募集します。
学童保育所とは、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対し、適切な遊び及び生活の場を与え、そ
の健全な育成を図ることを目的として設置される施設のことです。
「川西学童保育所」は、川西小学校に通学す
る児童を対象としています。くわしくは、ホームページをご覧いただくか、下記へお問い合わせください。
※現在入所中の児童の保護者の方へは、学童保育所で継続入所のための書類をお渡ししています。
申

▼入所申込できる方
川西小学校新1年生から新6年生の保護者の方で、
就労（月48時間以上）・疾病・障害・災害・介護・出
産・就学等の理由により、昼間家庭において児童の
保育ができない方
▼募集定員
①通常利用 86名
＞（１年中利用する方）
②長期休暇時利用 15名
＞（春休み・夏休み・冬休みのみ利用する方）
▼利用料
通常利用 月額6,000円
長期休暇時利用 年額24,000円
（４月・７月・８月・12月に6,000円ずつ口座振替）

12月3日（月）～12月21日（金）
役場１階健康福祉課
問 健康福祉課 ☎０７４５（４４）２６３１
近年、学童保育所の需要は高まっています。その
ため、申込期間内で受付した人数で利用定員を超過
することが予測されます。申込期間後に申し込みを
されても、空きがないという状況が見込まれます。
申込期間内に申し込みされた方の入所決定を取り消
してまで、期間後に申し込みされた方の入所枠を確保
するということはできません。必ず申込期間内に申し
込んでください。長期休暇時利用を希望される方であ
っても、平成31年６月～７月ごろに申込をするのでは
なく、必ず申込期間内の申し込みをお願いします。

障害者控除対象者認定書・
おむつ代の医療費控除の証明書発行
▼障害者控除対象者認定書発行
介護保険の要介護・要支援認定を受けて、身体障害者手帳等をお持
ちでない65歳以上の方に、申請によって毎年12月31日現在（亡くなっ
た方は死亡日付）の要介護認定等に基づき、
「障害者控除対象者認定書」
または「特別障害者控除対象者認定書」を交付します。これらの認定
書を要介護高齢者またはその扶養者が、所得税や町・県民税の申告時
に添付していただくことによって、所得控除を受けることができます。
※すでに「身体障害者手帳等で控除を受けている方」及び「本人又は
扶養者が非課税で申告をする必要のない方」は、該当しません。また、
要介護・要支援認定を受けていても、必ず障害者控除の対象になると
は限りませんのでご注意ください。
▼おむつ代の医療費控除の証明書発行
介護保険の要介護認定を受けている方で、所得税や町・県民税の申
告でおむつ代の医療費控除を受けるのが２年目以降の方は、医師が発
行する「おむつ使用証明書」に代えて、町が発行する「おむつ使用確
認書」を使用することができる場合があります。
問 長寿介護課 ☎ 0745（44）2635 ※申請には印鑑が必要となります。
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川西町議会
第４回定例会
平成30年川西町議会第4回定例会
（12月議会）の日程（予定）をご案
内します。
▼定例会の日程
・12月10日（月）午前10時～
議会開会
・12月12日（水） 午前10時～
議会再開（一般・総括質問日）
・12月21日（金） 午前10時～
議会再開
傍聴を希望される方は、日程等が
変更になることがありますので、
お確かめの上、来場ください。
問 議会事務局 ☎0745（44）2681

川西小学校創立10周年記念式典

10月30日

川西小学校創立10周年

タウンプロモーション

10月1日～3月31日

「いい町 ちかい町」をＰＲ

川西小学校が創立10周年を迎えました。
川西小学校は、結崎小学校と唐院小学校とが統合し
て、平成21年度に旧結崎小学校の敷地に開校しまし
た。平成25年度には新校舎が完成し、現在、404名の
児童が学んでいます。
記念式典は、児童による運営委員会で企画し、当日
の進行も行いました。式典の最後には、児童一人ひと
りが書いた手紙と町の花であるコスモスの種をつけた
風船を飛ばしました。

川西町では、町内にお住まいの方に町への愛着心を持
ってもらうとともに、町外の方に対しても、川西町の認
知度（知名度）を向上させる取り組みを進めています。
その一環として、県内の近鉄各駅に川西町の PR
看板を設置しています。沿線をご利用の方は、職場
や学校で話題にしてみてください。
▼設置駅
尼ヶ辻駅、近鉄郡山駅、筒井駅、石見駅、田原本駅、
橿原神宮前駅、新大宮駅、前栽駅、結崎駅

かわにし創業塾

全国川西会議・若手職員研修会 10月23日～25日

10月13日～11月10日

創業の夢を応援！

次世代を担う若手町職員の交流

10月13日から全5回の日程で、川西町商工会の主
催で『かわにし創業塾』が開催されました。
７名の受講者が参加し、創業や経営に欠かせない
ノウハウを村島義信さん（大和ビジネスソリューシ
ョン）から、わかりやすく丁寧な講座で学びました。
受講生には、講座を通じてこれからの創業のビジ
ョンについて、現実的に考える機会となりました。

全国の『川西』の名前を持つ自治体が集い、地域
の交流や災害時の連携に取り組む『全国川西会議（ネ
ット川西）
』
。兵庫県川西市、新潟県十日町市（旧川
西町）
、山形県川西町と当町で構成されています。
10月23日から25日にかけて、構成市町の若手職
員を対象とした研修会が、山形県川西町で開催され
ました。本町からも２名の職員が参加し、山形県川
西町と地元 NPO が協働で行っているまちづくりの
事例を学んできました。
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まちのアルバム＆ニュース

叙勲受章

11月３日付

表敬訪問

8月30日

瑞宝双光章 受章おめでとうございます

甲子園で大活躍

各界の功労者等に対して授与される秋の叙勲が発
令され、元川西町助役 村田友次郎さんが瑞宝双光
章を受章されました。
村田さんは、昭和29年に川西村（現 ･ 川西町）
に奉職して以来、総務課長、住民課長を歴任し、昭
和56年９月から12年間、川西町収入役を、平成５
年９月から12年間、川西町助役を務められ、川西
町政の発展に貢献されました。

夏の甲子園（第100回全国高等学校野球選手権大
会）で、大阪桐蔭高校が史上初となる2度目の春夏
連覇を達成しました。
今回、大阪桐蔭高校の宮崎仁斗さん（結崎）が町
長を表敬訪問してくれました。
宮崎さんは、川西スポーツ少年団・少年野球川西
フェニックス出身。夏の大会で打率４割超の１番打
者で、決勝戦でホームランを打つなど優勝に大きく
貢献する活躍を見せてくれました。

▼大和まほろば圏域ニュース
【第６回

天理市】

光の祭典
大和まほろば広域定住自立圏の市町村のつながりを
深めるために、圏域市町村（天理市・山添村・川西町・
三宅町・田原本町）の広報に「大和まほろば圏域ニュ
ース」を掲載しています。
天理の冬の風物詩として親しまれている「光の祭典」
が今年も天理駅西側、田井庄池公園を会場として開催
されます。県下最大級の30万球を超えるイルミネー
ションがＳＬ機関車、池周辺を鮮やかに彩ります。お
なじみになった光のトンネルも設置されます。
オープニングイベントでは点灯式、ステージイベン
ト、大抽選会があり、期間中にはカップリングパーテ
ィーも開催されるなど盛りだくさんの内容です。
フォトジェニックなスポット多数！！ご家族、ご友
人お誘いあわせのうえご来場ください。
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▼開催期間 12月２日
（日）～１月12日
（土）
※点灯時間・午後５時～10時
▼開催場所 天理駅西側 田井庄池公園
▼オープニングイベント 12月２日
（日）午後５時～
▼点灯式・ステージイベント・抽選会等
カップリングパーティー 12月16日
（日）開催予定
問 光の祭典実行委員会事務局（天理市商工会内）
☎０７４３（６２）１９４５
※川 西町の結崎駅前イルミネーションについては
18ページに記載しています

国保中央病院

おいしくごはんを食べよう

野菜をもっと食べよう～プラス１皿～

「患者サポート窓口」をご利用ください

白菜の中華スープ

地域支援センター
国保中央病院では、平成28年４月から「患者サポ
ート窓口」を設置しています。
「患者サポート窓口」では、治療や療養上の不安
や不満、不明な点を解消し、安心して医療を受けて
いただくためのお手伝いしています。当院の地域支
援センターの看護師、社会福祉士、医療相談員が、
入院患者さまや通院中の患者さま、また、ご家族の
皆様からのご相談やご要望を受け対応できるようお
待ちしています。
▼相談内容の一例
・入院に関する不安・悩み
・受診科を悩まれた時
・診療費に関するご相談
・セカンドオピニオンについて
・在宅医療を受けるには？
・転院についての相談
・退院後の相談
・病院・スタッフへの要望
相談や要望の内容を漏らしたり、患者さまやご家
族の方に不利益を及ぼしたりすることはありません
ので、どのような内容でも遠慮なくご相談ください。
内容に応じて医師、看護師、薬剤師、事務担当者、
医療安全管理担当者が一緒に考えさせていただきま
す。
安心して入院・通院していただけるよう患者さま
やご家族の方をサポートさせていただきますのでお
気軽にご相談ください。

健康かわにし21

（1人分のエネルギー

64kcal ／塩分

0.6g）

白菜は95％以上が水分ですが、ビタミン C、カリ
ウム、食物繊維などが含まれています。野菜の中で
もカロリーが低く、いろいろな食材との相性がよい
淡色野菜です。
白菜のビタミンは水溶性なので、鍋料理などに使
うときには、煮汁ごと栄養を逃さずとりいれましょ
う。また、加熱によりかさが減るため、たくさんの
量をとることができるのもポイントです。
材料（４人分）
白菜……………… ２枚
人参………… １/ ４本
しいたけ………… ２枚
鶏ささみ………… ２本
しょうが……… 10ｇ

青ねぎ…………… １本
ごま油……… 大さじ１
中華スープの素…小さじ２
塩、こしょう…… 少々
水………………600ml

作り方
① 白菜、人参、鶏ささみは５㎜幅の細切りにする。
しいたけは薄くスライスする。
しょうがはせん切りする。

４町をイメージした四つのシンボルが
交わり一つになる様子をシンボライズ
したデザイン。加え、このシンボルは
心身の健康や安らぎ、幸せを表現した
クローバーをモチーフにしています。
全てのパーツを円のみで表現し、時代
に左右されない汎用性と、視認性を意
識しています。

問 国保中央病院 ☎０７４４（３２）８８００

青ねぎは小口切りにする。
② 鍋にごま油を熱し、人参、鶏ささみ、しょうがを炒める。
水、中華スープの素を加えて煮る。
③ 白菜、しいたけも加えて火がとおったら、塩、こしょうで
味をととのえる。
仕上げに青ねぎを加える。

問

保健センター

☎０７４５（４３）１９００
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ニュース＆コラム

安心・安全／健康レシピなど

消費生活相談窓口 くらしの知識

生活安全ニュース

仮想通貨のトラブルに注意を！

自 主 防 犯 活 動

Q

友人が仮想通貨の取引をはじめた。とても儲
かると言われ興味があるが、どういった点に

注意したらよいでしょうか？

A

インターネットを通じて電子的に取引される

仮想通貨ですが、トラブルが増加しています。

利用する際には注意が必要です。

▼トラブル防止のため知っておくこと
①仮想通貨は、国がその価値を保証する「法定通貨」
ではありません。将来必ず値上がりするものでも
なく、損をする可能性があるものです。

②仮想通貨交換業者は金融庁・財務局への登録が必
要です。利用する際には登録事業者かどうか、金

奈良県警では、地域に犯罪者が入り込みにくい環
境づくりとして、あいさつ・声かけ・鍵かけ運動「チ
ャレンジ“絆”
」を推進しています。この運動は地
域の防犯力を高めるため自治会などの単位ごとに、
防犯標語が記載されたのぼり掲出や、講習会の開催、
情報誌の回覧等おこなっております。
「地域で防犯活動をしたいがなにからはじめるか
わからない」とお思いの方はこの運動をはじめませ
んか？
問 天理警察署生活安全課

☎０７４３（６２）０１１０

奈良県消防協会磯城支部消防出初式

融庁・財務局のホームページで確認しましょう。
また、事業者が行政処分を受けているかといった
点も必ず確認しましょう。

③仮想通貨が詐欺的な投資話に利用されている可能

性があります。
「100万円分の仮想通貨を買えば2、
3年後には２倍になると勧誘され購入したが、相

手と連絡がとれなくなった」といったトラブルも

あります。仮想通貨の持つ話題性を利用したり、
仮想通貨交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪
質商法に注意が必要です。

▼トラブル事例

・解約の仕方をメールで問い合わせたが返信がない。
・仮想通貨交換業者のサーバーに問題があり、売買

団員の規律、志気を高揚し消防の発展向上に資する
とともに、消防機能の発揮に万全を期し、あわせて
一般住民に消防思想の普及徹底を図ることを目的と
し、次のとおり出初式を開催します。
日時・場所 １月13日
（日）午前10時～12時

したいときに即座に売り買いできない。

・屋内式典（表彰等） コスモスホール（10時～）

インできなくなった。

・屋外式典（パレード） 町庁舎、文化会館南側駐

円に替えたところ、システムエラーを理由にトレ

※消防団員（女性消防団員）の志気を高めるため、幼稚園児・婦

・仮想通貨交換業者のサイトからパスワードでログ
・保有していた仮想通貨が５倍に高騰したので売り、
ード前に巻き戻された。

取引内容やリスクに関する説明を事業者から受け

て十分に理解することが必要です。不安がある場合
は取引をやめましょう。

心配なときはご相談ください。
（→31ページ）

問 住民保険課 ☎０７４５（４４）２６１１
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消防団員の日ごろの功績を讃え、表彰を行います。
車場全面（屋内式典終了後）
人防災クラブ員によるパレードや、団員によるポンプ車操法の
実演をします。

主催 奈 良県・（公財）奈良県消防協会・川西町・
田原本町・三宅町
※町庁舎、文化会館南側駐車場の全面を使用します。
１
 月12日
（土）
、13日
（日）午前中の駐車をご遠慮
くださいますようお願いします。
問 総務課 ☎０７４５（４４）２２１１

【大塚校長】

川 西
小学校

仲間との協力、負けたときの気持
ちの切り替え、本番でやりきった
充実感など、様々な場面で子ども
達のがんばりが見られました。

10月2日：川西小学校校庭

【本井園長】

川 西
幼稚園

秋空の下、園児の一生懸命がんば
る姿に観覧席から大きな拍手をい
ただき、元気いっぱい笑顔いっぱ
い心に残る運動会となりました。

9月29日：川西幼稚園園庭
2018.12. １
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秋の運動会
【２年生・生徒から】

式 下
中学校

最後まで全力で走っていたところ
が良かった。クラス対抗の種目な
どでクラスのまとまりみたいなの
がさらに強くなった気がする。

10月1日：式下中学校運動場

【事務局 深澤さん】

スポーツ
カーニバル
かわにし

運動会種目を取り入れた、だれで
も参加できるスポーツのお祭り。
多くの方のご協力により、楽しい
一日になりました。

9月23日：川西健民グラウンド
11
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秋の運動会
【川端園長】

成 和
保育園

たくさんの方々に見守られ、力を
出し切りました！表彰式での誇ら
しげの顔の子どもたち。年度当初
からの成長に驚かされます。

10月6日：成和保育園園庭

【幸田園長】

川 西
こども園

練習をしてきた成果が発揮できま
した！たくさんの保護者の方も参
加していただき、お友だちのニコ
ニコ笑顔が見られました♪

10月6日：川西こども園園庭
2018.12. １
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文

化

祭

川 西
文化祭

住民の皆さまが日々の活動でつくった多彩な作品が展示され、来場者の目を引き
ました。またコスモスホールのステージでは、能、和太鼓、琴、ダンスなど練習の
成果が披露されました。
屋外では、フリーマーケットや模擬店などで多くの来場者で賑わいました。

11月3日・4日川西文化会館 等
13
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いい人。ちかい人。

ふるさと納税協力事業者

ヘルト株式会社
MADE IN JAPAN を発信

昭和28年（1953年）に河村商店として創業し、野球スパ
イク、登山靴など製造販売されていました。現在はヘルト
株式会社としてスキーブーツの企画・製造・販売をされて
います。
（写真は河村尚紀 代表取締役社長）
川西町梅戸155－1
URL：http://www.held.co.jp/index.html

『メイド・イン・ジャパン』
が武器にならない？
――川西町でスキーブーツ
の メ ー カ ー が あ る こ と は、
意外に思われる方も多いか
もしれません。
河村さん 元々は野球のス
パイクや登山靴などを製造
していました。現在は国産
のスキー靴メーカーとし
て、自社ブランドを展開し
ています。ヨーロッパのメ
ーカーの印象が強い分野な
の で、『 知 る 人 ぞ 知 る 』 存
在なのかもしれませんね。
―― 国 産 と い う こ と で す
が、 昨 今『 メ イ ド・ イ ン・
ジャパン』が注目されてい
ます。海外での評価に影響
はありますか？
河村さん スキー靴の市
場、特に欧米では『日本製』
ということはアドバンテー
ジではありません。欧米で
は イ タ リ ア 製 が 主 流 で す。
国内でもヨーロッパのメー
カーと比べると、ロット数
が少なく苦戦しています。
――そのことが一般ユーザ
ー 向 け の モ デ ル に 加 え て、
競技用の新ブランドを始め
たことに影響しているので
しょうか？
河 村 さ ん モノづくりをす

る以上は、いいものを作っ
て、正当に評価されたいと
思っています。そこでアス
リートに弊社のモデルを使
用してもらい、機能面でヨ
ーロッパのメーカーに劣ら
な い こ と を 証 明 し よ う と、
競技用ブランド『アヴィリ
ー バ 』 を 展 開 し て い ま す。
競技で結果を残してもらう
ことによって、自社のブラ
ンド価値の底上げを目指し
ています。
足に合うブーツを選んでほ
しい
――ユーザーからの評価は
いかがでしょうか？
河村さん 国内やアジアで
は『日本製』ということが
強みとなります。アジア系
の人とヨーロッパ系の人で
は、膝から下の長さ、くる
ぶしの位置、足の形がまっ
たく違います。日本人の足
に合わせて作っているの
で、履いていただくと気に
入ってもらえると思いま
す。スキー場での「試履（し
ばき）会」など、試しても
らえるような機会を積極的
に作っています。また、オ
フシーズンには、ファンミ
ーティングを開き、ユーザ
ーとの交流や意見交換を行

っています。
―― ス キ ー 靴 が 合 わ な く
て、スキーを敬遠する人も
いているので、ぜひとも試
してみてほしいですね。
河村さん 足を入れて履き
やすいと感じるものが売れ
筋の商品ですね。しかし滑
っていないときに窮屈に感
じたとしても、滑走時に発
揮されるパフォーマンスで
評価をされたいという職人
のジレンマもあります。本
当に合うブーツは窮屈に感
じても「痛く」はないので、
足にあったスキー靴を選ん
でほしいですね。
ふるさと納税の返礼品とし
て提供
――返礼品として提供いた
だくと、すぐに反響があり
ました。
河村さん いいタイミング
で川西町商工会に声を掛け
ていただきました。取引先
の手前、旧モデルを中心に
提供してきたのですが、反
響もあることや、取引先か
ら の 理 解 も 得 ら れ た の で、
今年から最新モデルもライ
ンナップできるようになり
ました。弊社の商品を知っ
てもらえる機会になれば嬉
しいです。

14

川西

2018.12. １

年末 ・ 年始ガイド
平成30年（2018年）年末～平成31年（2019年）年始版

年末年始の役場などの公共機関の年末年始の予定をお知らせします。
15～18ページは広報紙から抜き出して別冊子としてお使いいただけます。

役場の窓口業務

閉庁期間

12月29日
（土）
～1月3日
（木）

出産、婚姻、死亡などの届出は、宿日直室
で受け付けます。
川西町役場代表番号
☎０７４５（４４）２２１１

▼12月29日（土）から１月３日（木）まで閉館する施設
・西人権文化センター
・東人権文化センター
・保健センター
・子育て支援センター

15
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・中央体育館
・いぶき子どもセンター
・すばる子どもセンター
・ぬくもりの郷

12月の納期限
（税・各種保険料）

12月25日
（火）

文化会館

閉館期間

12月29日
（土）
～1月3日
（木）
文化会館の貸館業務は12月27日（火）までです。
図書館の｢本を返すポスト｣は管理上の理由で12月28日（金）
午後４時から１月４日（金）午前９時まで閉鎖します。
年末年始の図書館については23ページで確認ください。

交通

川西こすもす号の運休期間

12月29日
（土）
～1月3日
（木）
川西町コミュニティバス『川西こすもす号』は、年末年始は運行しません。
１月４日（金）以降は通常どおり運行します。※土日祝日は運休。
問 総合政策課 ☎０７４５（４４）２２１３
天理市コニュテニィバス『いちょう号』（結崎駅発）も、12月29日（土）～１月３日（木）の期
間中は運行しません。１月４日（金）以降は通常どおり運行します。※土日祝日は運休

町内の学校など

川西小学校
川西幼稚園
式下中学校
川西学童保育所

冬休み
冬休み
冬休み
冬休み

12月22日（土）～１月６日（日）
12月22日（土）～１月６日（日）
12月22日（土）～１月６日（日）
12月29日（土）～１月４日（金）

保健所
年末年始の犬の捕獲・犬猫の引き取り業務
年内最終対応日 12月20日（木） 年始の対応開始日
問 奈良県中和保健所 ☎０７４４（４８）３０３３

１月４日（金）

町内機関
川西町社会福祉協議会
川西町地域包括支援センター
川西町商工会

年末年始閉所期間
年末年始閉所期間
年末年始閉所期間

12月29日（土）～１月３日（木）
12月29日（土）～１月３日（木）
12月29日（土）～１月３日（木）

2018.12. １
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ごみ収集

ごみ収集の休業日

12月29日
（土）
～1月3日
（木）
年末は、12月28日（金）まで、通常どおりごみの収集を行います。

１月４日
（金）は町内全域で燃やすごみを収集します。
※資源ごみの収集は行いませんのでご注意ください。
▼ごみの直接持ち込み（天理市環境クリーンセンター）

▼粗大ごみ収集受付

年末は12月28日（金）までです。
年始は１月４日（金）から通常どおり持ち込みできます。

年始開始日

受付

12/27（木）

1/7（月）

収集

12/28（金）

1/7（月）

受付電話番号 ☎０７４５（４３）１７６６

▼し尿の汲み取り・浄化槽の清掃業務
年末年始休業期間

年内最終日

12月29日（土）～１月３日（木）

し尿の汲み取り・浄化槽の清掃業務の依頼は、磯城清掃
（☎０９０－８７５８－５５８１）へご連絡ください。
▼各収集地域の年内最終・年始最初の収集日

・ごみは午前8時30分までに出してください。

・年末はごみが特に増加します。家庭でのごみ
の減量にご協力ください。

・Ａ地区（梅戸・唐院・保田・喫茶「よりみち」前）
燃やす
ごみ

ペット
ボトル

プラス
チック類

発泡
スチロール

ダンボール

飲料カン

飲食用
びん

燃やさない
ごみ
有害ごみ

年内最終日 12／27（木）12／28（金）12／21（金）12／14（金）12／19（水）12／19（水）12／５（水）12／12（水）
年始開始日

１／４（金） １／25（金） １／18（金） １／11（金） １／16（水） １／16（水） 2／６（水） １／９（水）

・Ｂ地区（結崎団地（３・４・５丁目）、ハッピータウン、結崎南団地、美ノ城南側、中村防火水槽前、ル・ソレイユ、
マック結崎、上出屋敷、美幸、下永中嶋）
燃やす
ごみ

ペット
ボトル

プラス
チック類

発泡
スチロール

ダンボール

飲料カン

飲食用
びん

燃やさない
ごみ
有害ごみ

年内最終日 12／27（木）12／28（金）12／21（金）12／14（金）12／19（水）12／19（水）12／５（水）12／26（水）
年始開始日

１／４（金） １／25（金） １／18（金） １／11（金） １／16（水） １／16（水） 2／６（水） １／23（水）

・Ｃ地区（中村、市場、辻、井戸、美ノ城北側、出屋敷、上下水道課前、上吐田、北吐田、南吐田）
燃やす
ごみ

ペット
ボトル

プラス
チック類

発泡
スチロール

ダンボール

飲料カン

飲食用
びん

燃やさない
ごみ
有害ごみ

年内最終日 12／28（金）12／20（木）12／27（木）12／６（木）12／26（水）12／26（水）12／12（水）12／５（水）
年始開始日

１／４（金） １／17（木） １／10（木） ２／７（木） １／23（水） １／９（水） １／９（水） ２／６（水）

・Ｄ地区（東城、西城、東方、南都銀行結崎支店駐車場前、結崎団地（１・２・６・７・８丁目）、中村横田団地、スカイタウン）
燃やす
ごみ

ペット
ボトル

プラス
チック類

発泡
スチロール

ダンボール

飲料カン

飲食用
びん

燃やさない
ごみ
有害ごみ

年内最終日 12／28（金）12／20（木）12／27（木）12／６（木）12／26（水）12／26（水）12／12（水）12／19（水）
年始開始日
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１／４（金） １／17（木） １／10（木） ２／７（木） １／23（水） １／９（水） １／９（水） １／16（水）

緊急医療体制

応急診療を受けられる場合は、健康保険証・診療費・医療
受給者証（お持ちの方のみ）を忘れずにご持参ください。

▼磯城休日応急診療所（田原本町宮古404－7／田原本町保健センター併設）
問 ☎０７４４（３３）８０００
診療日

日曜日 ･ 祝日・12月29日（土）～１月３日（木）

診療科目

内科・小児科

診療時間

午前10時～12時／午後０時40分～４時

▼橿原市休日夜間応急診療所（橿原市畝傍町9－１／橿原市保健福祉センター内）
問 ☎０７４４（２２）９６８３
診療日
日曜日 ･ 祝日・12月30日（日）～１月３日（木）
診療科目・時間

内科（午前10時～12時／午後１時～12時）

診療科目・時間

小児科（午前10時～12時／午後１時～翌午前６時）

診療科目・時間

歯科（午前10時～12時／午後１時～９時）

診療日

上記を除く平日

診療科目・時間

内科（午後９時30分～12時）

診療科目・時間

小児科（午後９時30分～翌午前６時）

▼天理市立休日応急診療所（天理市富堂町300－11／天理市立メディカルセンター２階）
問 ☎０７４３（６３）３２５７
診療日

日曜日 ･ 祝日・12月30日（日）～１月３日（木）

診療科目

内科・小児科

診療時間

午前10時～午後４時

■小 児 救 急 医 療 電 話 相 談 ♯8000 または ☎0742
（20）8119（年末年始は24時間対応）
■奈良県救急安心センター ♯7119 または ☎0744（20）0119（24時間対応）
■日 本 中 毒 情 報 セ ン タ ー 中毒110番大阪 ☎072（727）2499（24時間対応）
たばこ専用電話 ☎072（726）9922（24時間対応・テープによる情報提供）

結崎駅前イルミネーション
12月2日 （日） ～25日 （火）
12月31日 （月） ～1月3日 （木）
午後５時～10時／31日のみ午後11時45分～
点灯式

12月２日（日）午後４時（開場）

・サークルお花畑から「ふるまい豚汁」
・輪投げ（子ども向け）※整理券配布
問・主催

結崎団地自治会イルミネーション実行委員会
☎０７４５（４３）０２８８（市橋様方）
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未来へつなげよう

早いもので２０１８年も 月、師
じられます。
さ て、 今 月

催する予定です。

え、多くの子どもたちが利用するＳ

をもっているということを、世界が

だれもが生まれながらに基本的人権

て、世界人権宣言が採択されました。

川西町では、 月に開催された第

で周知を図らなければなりません。

さらにねばり強く、いろいろな機会

な い 状 況 だ と 思 い ま す。 私 た ち も、

すが、広く理解されているとは言え

た。それから約２年が経過していま

の３つの重要な法律が施行されまし

チ 解 消 法 」「 部 落 差 別 解 消 推 進 法 」

だとおっしゃっておられました。ま

り子どもを受けとめる」ことが大切

り子どもの話を受け止める。しっか

くても、子どもと向き合い、ゆっく

身につけるとともに、大人は「忙し

く使いこなすための知識や能力）を

リテラシー（インターネットを正し

ます。子どもを守るために、ネット

「いのち」に関わる問題となってい

ＮＳを利用したアプリケーションに

初めて公式に認めた宣言です。さら

４回人権教育研修講座で「ネット社

さに、大人が子どもを守らなければ

日本社会では、まだまだ差別の現

に、１９５０年、第５回国際連合総

会と人権」について、黒田先生に講

なりません。

よって「いじめ」や排除、さらには

日 を「 人 権 デ ー」

演していただきました。パソコンや

実 が あ る こ と か ら、 ２ ０ １ ６ 年 に、

と定められました。そして、日本で

月

日 を「 人 権 週 間 」

スマートフォンの普及によって、イ

日の「人権週間」をとおして、家

犯罪に巻き込まれるなど、子どもの

と位置づけて、全国的に人権意識の

ンターネットを悪用した事件が数多

族や職場、地域のみなさんで、人権

「障害者差別解消法」「ヘイトスピー

高揚を図るために、各地で啓発活動

く起こり、一瞬にして多くの人に広

です。今から 年前の１９４８年

が展開されています。川西町人権教

も、

月 ６ 日（ 木 ）

について考えてみましょう。

会 で、 毎 年

月

10

月４日～

12

10

10

日国際連合第３回総会におい

育 推 進 協 議 会 で は、

まる人権侵害が生まれています。子

月 日の「人権デー」や４日～

午後１時 分から、けやきホールで

12

10

12

日 は、「 人 権 デ ー」

走を迎えました。時の流れは速く感

12

どもたちの生活にも大きな影響を与

30

10

12

10

12

☎0745（44）2214
教育委員会事務局
問

第103回／人権教育推進協議会】
【人権コーナー

世界人権宣言70周年

70 10

「 人・ 愛・ ふ れ あ い の つ ど い 」 を 開

川西
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12月10日は「人権デー」です
人権の世紀
みんなで築こう

改めて、みんなで人権について考えましょう！
相手の気持ち
～考えよう

毎月11日は「人権を確かめ合う日」

コ ラ ム

違いを認め合う心～

保健センター

☎0745（43）1900／ Fax0745（43）2812

保健センター相談日【おとな】
項

目

健康相談
※時間予約制

こころの
健康相談

対

象

生活習慣病について心配
な方、健診結果について
聞きたい方

日

時

実

12月10日（月）

実施時間
午前９時～11時30分

精神疾患・こころの悩み 随時
を相談したい方
（お問い合わせください）

保健センター

会場
施

内

容

健診結果の説明や日常生活に関す
ることなど個別の相談に応じます。
※健診や血液検査の結果などを持参して
ください。

保健師・精神保健福祉士等が相談
に応じます。

乳がん・子宮頸がん検診（個別）

大腸がん検診（個別）

高齢者インフルエンザ予防接種

今年度最後の大腸がん検診です！

接種期間は12月まで

大腸がんは早期に発見して治療すればほぼ治癒が
可能な病気です。大腸がんは早期には自覚症状がほ
とんどないため、定期的に検診を受けられることを
お勧めします。
対象者 40歳以上の方で、今年度、大腸がん検診を
まだ受けられていない方
日 時 12月20日（木）
・21日（金）
午前８時30分～午後４時
料 金 500円 ※70歳以上の方は無料

10月から始まった高齢者インフルエンザ予防接種
は、もう済まれましたか？
高齢者インフルエンザ予防接種の接種期間は12月
中です。まだ受けておられない方で、希望される方
は早めに町内医療機関で接種を受けてください。
※最終日は、医療機関により異なりますので、確認
をお願いします。
※町外の医療機関で接種を希望
される方は、事前に保健セン
ターで手続きが必要です！
※生活保護世帯、もしくは町民
税非課税世帯に該当する方は、
接種費用が免除されます。
申

申

提出日の２週間前までにお申込みください。
検便の容器と問診票を送付します。

申

近年、若い女性に急増している「乳がん」と「子
宮がん」
。乳がんは、40～50歳代で急増しており、
また子宮がんは低年齢化しているといわれています。
今年度、対象となる方に対して、子宮頸がん・乳が
ん検診を無料で受診できるクーポン券を郵送してい
ます。クーポン券がお手元に届いている方は、この
機会にぜひがん検診を受けましょう！！

今年度の対象者 平成29年４月２日から平成30
年４月１日までの間に、下記の年齢になった方
＞子宮頸がん検診 ･･･20歳の方
＞乳がん検診
･･･40歳の方
検診場所 県内指定の医療機関
※くわしくは保健センターにお問い合わせください
検診期間 平成31年２月28日まで
保健センターで問診票を送付またはお渡ししま
す。ので、ご連絡ください。

対象者にはクーポン券を発送しています

 前に手続きが必要です。保健センターまで印
事
鑑を持参してください。
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保健センターからのお知らせ

※特に記載がない限り、会場や問い合わせ先等は保健センターです

保健センター健診・教室など【こども】
項

目

赤ちゃん
体操教室
４・５ヵ月児
健康診査
３歳６ヵ月児
健康診査
離乳食教室

対

象

日

時

保健センター

会場

実

施

内

容

楽しくふれ合いながら、赤ちゃん
のからだをほぐしてあげましょ
う！
バスタオルをご持参ください。

12月３日（月）

歩きはじめる前の赤ちゃ
受付時間
んと保護者の方
午前９時45分～10時

生後４・５ヵ月児
＞平成30年６月６日～
平成30年８月５日生

12月７日（金）

３歳６ヵ月～同８ヵ月児
> 平成27年３月９日～
平成27年６月８日生

12月14日（金）

問診、身体計測、尿検査、内科診察、
視覚・聴覚検査、歯科検診
生活・栄養・歯科・発達相談

12月13日（木）

離乳食の進め方を、実践しながら
わかりやすくお話します。
（試食あり）
①離乳食開始から２回食
②２回食から完了期

※対象者には個別通知

※対象者には個別通知

①生後6ヵ月頃まで
②生後7～12ヵ月頃

問診、身体計測、内科診察、
生活・栄養相談
絵本の読み聞かせについてのお話

受付時間

午後１時～１時20分

受付時間
午後１時30分～２時30分

受付時間
①午後１時15分～１時25分
②午後２時30分～２時40分

※お子さんの健診、予防接種、教室に来られる際には、必ず母子健康手帳を持参してください。
※転入等で予防接種の予診票をお持ちでない方は、保健センターまでご連絡ください。

妊娠判定受診料補助

すくすくサロン

妊娠判定受診のための費用を助成します

子育てのことについて情報交換しませんか？

母体や胎児の健康保持・増進を図るため、妊娠判
定のための受診料の補助を行います。
対 象 町民税非課税世帯の人
補助額 各医療機関で定める額（１回7,000円を上
限。一人１年度２回まで）

同じ年齢のお子さんをもつお母さん同士で、子ど
もの食事（おやつ）のことや子育てのことについて
情報交換してみませんか？おやつの試食もあります
よ！（※おやつ材料費として当日100円徴収します。
）
対象者 １歳、２歳くらいまでのお子さんと保護者の方
日 時 12月19日（水）午前10時～11時30分
（受付：9時45分～）
持ち物 母子健康手帳、おやつ材料費（100円）
、お
むつ・お茶などお子さんに必要なもの

21
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申

※事前に手続きが必要ですので、保健センターまで
ご連絡ください。

12月18日（火）までに保健センターへ

子育て支援センター

こんにちは♪ひだまりです♪

子育て支援センター・12月の行事予定
日

時間

内容

場所

５ 日（水）

午前10時～11時30分

ベビーマッサージ

子育て支援センター

６ 日（木）

午前10時～11時30分

２歳児親子広場

子育て支援センター

７ 日（金）

午前10時～11時30分

★移動広場

文化会館しきの間

11日（火）

午前10時～11時30分

わくわくリズム（キッズダンス）

けやきホール

13日（木）

午前10時～11時30分

１歳児親子広場

子育て支援センター

14日（金）

午前10時30分ごろ～

★12月のお誕生日会

子育て支援センター

18日（火）

午前10時～11時30分

★わくわくリズム（クリスマス会）

けやきホール

20日（木）

午前10時～11時30分

０歳児親子広場

子育て支援センター

子育て支援センター・１月（前半）の行事予定
日

時間

内容

場所

８日（火）

午前10時～11時30分

わくわくリズム（親子リズム）

けやきホール

11日（金）

午前10時～11時30分

お楽しみデー

子育て支援センター

15日（火）

午前10時～11時30分

わくわくリズム（親子で３Ｂ体操）

けやきホール

★ Pick Up

わくわくリズム 12月18日（火）

★ Pick Up

12月のお誕生日会 12月14日（金）

クリスマス会

お誕生日会

リズム「ひだまりっこ」さんによるクリスマス会
を行います。子育て支援センター・わくわくリズム
に登録されていない方も参加できます。
みんなでワイワイガヤガヤ 楽しみましょう！
！

12月生まれのお誕生日会は10時30分ごろから実施し
ます。
お子さんの誕生月には、誕生日カードを作っても
らえます。事務所に声をかけてくださいね。

★ Pick Up

移動広場 12月7日（金）

クリスマスオーナメントを作ろう！！
移動広場は、文化会館の和室で年５回、保健セン
ターで年２回開催しています。子育て支援センター
に登録していない親子も参加できます。

▼子育て支援センターからのおねがい
不要になった赤ちゃん用品（衣類）等がありまし
たら支援センターまでご提供をお願いします。
（衣類
は120cm くらいまでのものをお願いします。
）
問 子育て支援センター ☎０７４５（４３）２５７５
相談専用ダイヤル

☎０７４５（４３）２７７４
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奈良

日

月

火

水

木

金

土
１

2

検索

9

扌蔵書の検索、利用案内や行事のお知らせ、
図書館カレンダー等、詳しい情報はこちらへ。

3

4

5

6

7

8

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

年末年始
の
図書館

年内は12/27㈭まで、
新年は1/5㈯から開館

「本を返すポスト」は管理上の理由で 12/28（金）
午後４：30 ～ 1/4（金）午前 9：00 まで閉鎖します。
なお 12/14（金）〜 27（木）までは、下記の通り
長期貸出を行います。どうぞご利用ください。

〜 長期貸出について 〜
12/14
（金）〜 27（木）の期間は、お一人 15 点（ＣＤ ･
カセットは８点、ビデオは一本）まで、約３週間（ビデ
オは 21 日から約２週間）借りていただけます。

詳細は図書館のＨＰ、またはカウンター配布のチラシ
（長期貸出資料の延長はできません）
をご覧ください。

クリスマスの
えほんのへや・おはなし会

12 月はクリスマスのおはなし会です。
２･ ３さいの人にも絵本の読み聞かせをします。
今月のおはなし会は、第３土曜日に変わって
います。

２日（日）

◆２・３さい（えほんのへや）
10：10〜10：30
＊保護者の方もご一緒にどうぞ

｢もみの木」

◎４歳〜１年生
◎２年生〜中学生
10：30〜11：00
11：00〜11：30

場所は、すべて
図書館２階 おはなしのへやで

▼児童書のおすすめ新着図書▼
カレーライスを一から作る 関野吉晴ゼミ
前田亜紀
こども実験教室 宇宙を飛ぶスゴイ技術！
川口淳一郎
世界モンスターＭＡＰ
スチュアート・ヒル
ため池の外来生物がわかる本 池の水をぬいた！ 加藤英明
はじめての絵画の歴史
デイヴィッド・ホックニー 「モンゴル大草原800年」
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（視聴覚資料は除く）

川西町立図書館

図書館だより

＊図書
 館が閉まっているときは、

（金〜19：00）

12月の休館日

「本を返すポスト」をご利用ください。

川西文化会館内
☎0745-44-2212
開館時間 ９：30〜17：00

※12/28～1/4は「本を返すポスト」は閉まります

＊こんな本 どうぞ＊
こちらに掲載した図書は、すでに貸出中の

※場合があります。その際は予約をお願い
致します。
最近の新着･新刊図書の一覧は、
＜図書館の
ホームページ→蔵書検索→新着資料検索＞
にアクセスしてご覧ください。

※

｢繕う愉しみ」

洋服にできてしまったシミ
や虫食いの穴を、カラフルな糸
や羊毛でセンス良く繕う方法
を紹介。たくさんの洋服や思い
出のモノをお直しした実例や、
改良したダーニングやニード
ルパンチの手法などを、豊富な
ミスミノリコ／著 写真とともに解説。お気に入り
の服を、以前よりもっと愛らし
主婦と生活社
く変身させてみては？
悪玉伝
阿修羅像のひみつ 興福寺中金堂落慶記念
｢あ～めんどくさい！」と思った時に読むママ友の距離感
｢医療的ケア」の必要な子どもたち 第二の人生を歩む元NHKアナウンサーの奮闘記
ウェブサイトの著作権Ｑ＆Ａ コンテンツ別
歌を作ろう！ 宇宙でいちばんやさしい作詞作曲ガイドブック
落ち着かない・話を聞けない・マイペースな小学生男子の育て方
為替が動くと、世の中どうなる？
こころ傷んでたえがたき日に
最新栄養医学でわかった！ボケない人の最強の食事術
視覚心理学が明かす名画の秘密
自国第一主義という病 リーダーたちが招く破綻のシナリオ
写真に残された絶滅動物たち最後の記録
世界の美しい公園
セーヌ川の書店主
戦中・戦後の暮しの記録 君と、これから生まれてくる君へ
台風についてわかっていることいないこと
月の地形観察ガイド クレーター、海、山脈 月の地形を裏側まで解説
｢長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」を巡る美しき教会と祈り
七〇歳年下の君たちへ こころが挫けそうになった日に
認知症の人と家族のための「地元で暮らす」ガイドブックＱ＆Ａ
ＮＯでは足りない トランプ・ショックに対処する方法
袴田事件これでも死刑なのか
パクチーとアジア飯
走り続ける力
ハンダづけをはじめよう
ブラック校則 理不尽な苦しみの現実
身近な人が障害をもったときの手続きのすべて
野菜作り「コツ」の科学
よく使う漢字の書体と筆順字典 改訂
緑内障の最新治療 これで失明は防げる 改訂新版
65歳何もしない勇気

朝井まかて
多川 俊映
西東 桂子
内多 勝康
雪丸真吾ほか
ミ マ ス
松永 暢史
角川 総一
上原
隆
今野 裕之
三浦 佳世
浜
矩子
エロル・フラー
パイインター
ナショナル／編

ニーナ・ゲオルゲ
暮しの手帖社／編
筆保弘徳ほか
白尾 元理
松田 典子
五木 寛之
新里 和弘
ナオミ・クライン
小石 勝朗
阿古 真理
山中 伸弥
Marc de Vinck
荻上チキほか
鈴木 四季
佐倉 朗夫
桃 花 会
平松類ほか
樋口 裕一

採用・就職
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▼磯城郡３町子ども交流会

12

時帰着予定
集合・
 解散 田原本青垣生涯学習セ
ンター北側駐車場
行き先 あいち航空ミュージアム
対象 磯城郡内の小学４～６年生
定員 ３町全体で 人（先着順）
参加費 １０００円 （当日徴収）
持ち物 水筒・筆記用具・敷物・常

備薬（酔い止め等）
・おやつの持参
は可／※昼食は主催者で用意。
申・問 教育委員会事務局
☎０７４５
（ ）
２２１４
教育委員会事務局備え付けの申込
書に必要事項を記入し 月３日（月）
から 月 日（木）までに右記へ。

▼人・愛・ふれあいのつどい

12

日時
月６日（木）
午後１時 分～３時
場所 けやきホール
演題 「自分らしく生きる」
講師 真道ゴーさん
元プロボクサー／和歌山県初のプ
ロボクシング世界チャンピオン／第
２代ＯＰＢＦ（東洋太平洋）フライ
級チャンピオン／第５代ＷＢＣ女子
世界フライ級チャンピオン
問・主催 町人権教育推進協議会
☎０７４５
（ ）
２２１４

場所

開演

入場方法

主催者

12月６日（木）

人・愛・ふれあいのつ
どい

けやきホール

午後1時30分

無料

人権教育推進協議会

12月８日（土）

餅つき大会

役場前駐車場

午前11時00分

有料※

24
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▼中央体育館アリーナ開放日
月の開放日
月８日（土）
対象 町内在住・在勤者
問 中央体育館
☎０７４５
（ ）
１６１６

▼雪国温泉
スキー・スノーボード教室
温泉旅行での参加も歓迎します。
日時 ２月 日（金）～ 日（日）
※車中１泊、現地１泊
行き先 長野県野沢温泉スキー場
参加費 ２００００円
レンタル料 ３０００円
対象 町内在住・在勤（小学生以下
は保護者同伴）
申
月１日（土）～１月 日（土）
中央体育館に参加費を添えて
※水曜日は中央体育館休館
問 川西町体育協会
☎０７４５
（ ）
１６１６
15

40

44

44

▼登録アルバイ ト の 募 集
町では正規職員の出産休暇・育児
休業や病気休暇、また新規事業実施
による一時的な事務の増加などが生
じた場合に、アルバイトを採用して
います。登録アルバイトに登録され
た方の中から各種条件等を勘案して
の採用となります。

等

くわしい要件等は町ホームページ
をご覧いただくか、電話等でお問い
合わせください。
問 総務課
☎０７４５
（ ）
２２１１

イベント・催し

12

子どもセンター

イベント名

日

月

イベントインフォメーション

▼文化会館等

20

30

12

青少年健全育成の取り組みとして
体験学習を通じて、磯城郡３町の小
学生の交流を図ります。あいち航空
ミュージアムでは、飛行機が飛ぶ仕
組みや飛行機に関わる仕事について
学びます。
（主催 磯城郡青少年指導
員連絡協議会）
日時 １月 日（土）／午前８時
分集合（８時 分出発）／午後５

15

12

12

12

44

30

くわしくは、お問い合わせ先のホー
ムペー等で内容をご確認ください。
また、お問い合わせや申し込みにつ
きましては、特記していない限り平
日の業務時間内での対応となります。
また、年表記の記載がないものは原
則 と し て、 平 成30年 度 内（ 平 成30
年4月1日 ～ 平 成31年3月31日 ） の
月日を示しています。

44

44

19
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※３～５歳児100円／小学生以上200円

問 教育委員会事務局 ☎ ０７４５（４４）２２１４

情報ひろば

▼放送大学入学生募集

対象 幼稚園年中相当～中学校２年生

▼面塚公園の清 掃 活 動

２月２日（土）、16日（土）、３月２日（土）

地域の皆さまの参加をお待ちして

12月8日（土）、15日（土）、１月12日（土）、19日（土）、

います。※雨天中止
日時
月８日（土）午前９時～
場所 面塚公園
持ち物 軍手、長靴、タオル等
問 事業課
☎０７４５
（ ）
２６７９

２月16日（土）
・23日（土）、３月２日（土）
・９日（土）

平成 年度１学期（４月）入学制
を募集しています。
出願期間
月１日（土）～２月

日（木）
（必着）／３月１日（金）
～３月 日（日）
※郵送、インターネットで出願でき
ます。資料請求や詳細はホームペ
ージからご確認ください。

いずれも午前９時30分～

ましょう。毎週参加できる方が５人
以上集まったらお申し込みいただけ
ます。※参加費無料
対象 町 内 在 住 の 歳 以 上 の 人 で、
公民館など運動を安全にできる場
所を、毎週確保できるグループ。
申 川西町地域包括支援センター
（ぬくもりの郷内）
☎０７４５
（ ）
１１８０
月 日（水）までに右記へ

12月15日（土）、１月19日（土）・26日（土）、

31

※
23日（土）
、３月２日（土）

http://www.ouj.ac.jp
問 放送大学奈良学習センター
☎０７４２
（ ）
７８７０

１月５日（土）
・19日（土）、２月２日（土）
・９日（土）、

▼第 回ＣＤク ラ シ ッ ク ・
サロンコンサ ー ト

て、日ごろ感じていることを話した
り、介護や認知症の相談をしたりす
る場所です。
日時
月 日（木）
午後１時 分～３時 分
場所 文化会館サークル室Ｂ・Ｃ
内容 アンダンテさんによる、クリ
ス マ ス コ ン サ ー ト を 開 催 し ま す。
フルートの音色につつまれて、少
し早いクリスマスを楽しみましょ
う。
対象 町内在住で高齢者に関する相
談事がある方、介護や認知症に関
心がある方ならどなたでも。
参加費 １００円（飲み物・お菓子
付き）
お願い カフェの送り迎えのお手伝
いのボランティア『こことも（心
の友）
』を募集しています。
問 川西町地域包括支援センター
（ぬくもりの郷内）
☎０７４５
（ ）
１１８０

▼短期集中運動教室
（介護予防教室）

いずれも午前10時～

ベートーヴェンが最後に書いた交
響曲、
交響曲第９番ニ短調
【合唱付き】
を聞きます。この時期にはいろんな
場所でこの曲が流れます。いつ聞い
ても素晴らしい曲には違いありませ
んが、この時期に聞く第９は特別な
気持ちにさせてくれます。
日時
月 日（月）
午後１時 分～３時ごろ
場所 西人権文化センター
企画 ＭＯＳアート・サロン
問 西人権文化センター
☎０７４５
（ ）
２０８０

講座・教室など

▼能楽

28

０７４５（４４）２２１４

問 教育委員会事務局

30

５人から 人前後の少人数で、楽
しく筋力を鍛えながら、自宅でも毎
日続けられる運動を地域の公民館で
習ってみませんか？
週１回 ～ 分程度の運動を、３
か月（ 回）続ける講座プログラム
です。少し体力が落ちてきたとお考
えの方、楽しく運動を続けて若返り

募集を開始しますが、事前に各講座を見学できます（無料）

12

▼琴

川西
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25

日時

42

教育委員会では子ども講座を実施しています。毎年４月に

17

幼稚園年少相当～中学校2年生

対象

※２月23日のみ午後１時～
幼稚園年長相当～高校２年生

20

日時

▼かわにしココ ロ カ フ ェ
心身の健康に不安をお持ちの高齢
者の方やご家族、地域の方が集まっ

▼少年少女合唱団
対象

12

12

子ども講座を見学しませんか？

44

30 10

44

30 20

42

10

90

65

いずれも午後２時～
日時

12

60

12

12

18

12

いきいき広輪
いきいき広輪では、おおむね 歳
以上の方を対象に、皆さまの交流を
目的として様々な催しを行っていま
す。お誘い合わせの上、お越しくだ
さい。

持ち物 はさみ・ピンセット
申込期間
申・問 西人権文化センター
☎０７４５
（ ）
２０８０
月３日（月）～ 日（水）の期
間に右記へ 土曜 日
･ 曜除く

りんごのおいしさを、詰め込んだ
アップルパイです。冷凍パイシート
を使って、家庭でも簡単に作ること
ができます。
日時
月 日（木）
午前９時 分～ 時
場所 東人権文化センター
参加費 １０００円（材料代）
定員
名（先着順）
持ち物 エプロン・三角巾
講師 南田 詔子 先生
申・問 東人権文化センター
☎０７４３
（ ）
０６５０
月３日（月）～６日（木）の期
間に右記へ

▼簡単にできるアップルパイ

12

12

▼水引を使ってしめ縄づくり
藁
（わら）
のかわりに水引を使った、
しめ縄を作ります。華やかで可愛い
しめ縄作りに、チャレンジしてみま
せんか？
日時
月 日（水）
午前 時～ 時
場所 東人権文化センター
参加費 ２５００円（材料代）
19

12

10

64

定員
名（先着順）
講師 小楠 幸子 先生
申・問 東人権文化センター
０６５０
☎０７４３
（ ）
月３日（月）～６日（木）の期
間に右記へ

＃ちかい町かわにし で投稿しよう！
12

44

30 13

64

12

12

10 12

▼干支の折り紙 《 亥 》

30 20

12

12

65

毎年恒例の、干支の折り紙を作り
ます。今回は、
来年の干支“亥”です。
手作りの干支飾りで、平成最後のお
正月を迎えませんか？

日時
月 日（木）
午後１時 分～３時頃
場所 西人権文化センター
講師 岡田 幸与 先生
（日本折紙協会）
材料費 ６００円
定員
名（先着順）

相談

のハッシュタグで投稿された写真の一部を掲載しています。

▼高齢者の相談窓口

広報「川西」ではインスタグラムに「＃ちかい町かわにし」

投稿されたすべての写真を掲載するものではありませんので

ご了承ください。また、本事業は Instagram が支援、運営、

関与するものではありません。

川 西 町 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー は、
高齢者の皆さんの身近な相談窓口で
す。地域で暮らす皆さんがいつまで
も住み慣れた地域で生活できるよ
う、 介 護・ 福 祉・ 健 康・ 医 療 な ど、
さまざまな面から総合的に支援しま
す。
問 川西町地域包括支援センター
（ぬくもりの郷内）
１１８０
☎０７４５
（ ）

42

12

20

26
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量と測定
図形
数量関係
30

40

川西町

50

奈良県

60

70

全国

59

第70回人権週間

広告募集

20

44

▼広報「川西」に広告を
掲載してみませんか？

町では、自主財源の確保や地元事
業者などの育成と振興を図るととも
に、有益な生活情報を提供するため、
町の広報紙広報「川西」に広告を有
料で募集しています。
募集期間 広告の掲載を希望する広
報「 川 西 」 の 発 行 日（ 毎 月 １ 日 ）
の２ヵ月前の１日（その日が閉庁
日の場合はその日以降の最初の開
庁日）から 日（その日が閉庁日
の場合はその日前の開庁日）の期
間
料金 ５０００円（縦 ミリメート
ル×横 ミリメートル）※町外事
業者は７５００円
申 総合政策課
２２１３
☎０７４５
（ ）
くわしくは町公式ホームページで
ご確認ください）トップ→広報「川
西」→広報「川西」掲載広告の募
集
※下記、ＱＲコー
ドからつながり
ます。
87

訂正とお詫び

数と計算

44

月号の別綴『川西町「全国学力・
学習状況調査」の結果』の中で、一
部グラフの表示に誤りがありました
ので、正しいグラフを掲載させてい
ただきます。ご迷惑をおかけし申し
訳ありませんでした。記事の分析内
容への影響はありせん。
訂正箇所 別綴２ページ「各教科の

領域」中のグラフ（算数Ｂ）
。

問 教育委員会事務局
２６８４
☎０７４５
（ ）

11

算数B

12月４日～10日

『世界人権宣言』
が採択されて今年で70年目となります。国際連合では、
採択日の12月10日を
『人権デー
（Human
Rights Day）
』と定め、加盟国では人権擁護活動を推進するための行事が実施されるよう呼びかけています。
日本でも『人権デー』を最終日とする１週間を『人権週間』と定め、人権尊重思想の普及効用のための啓発
活動が実施されています。
▼川西町人権擁護委員による人権相談
差別、いやがらせなど、人権に関して悩みごとや

「人権擁護委員法」に基づいて、法務大臣から委嘱

困りごとがありましたら「人権相談」をご利用くだ

を受けた方で、無報酬で活動をされています。川西町

さい。国から委嘱された『人権擁護委員』が無料で

では、広く社会の実情に通じ、人権擁護に深い理解の

相談に応じます。秘密は厳守されますので、安心し

ある４人の方が、人権擁護委員として活動しています。

てご利用ください。
■特設人権相談所
日時 12月４日（火）

場所 川西町東人権文化センター（午前９時～12時）
川西町西人権文化センター（午後１時～４時）

■人権なんでも相談所（→27ページ）
申

問・

2018.12. １

【川西町の人権擁護委員】

・薦田 義治 さん（結崎団地）
・石田 貞子 さん（保田）
・池田 安希子 さん（出屋敷）
・椿井 勇司 さん（市場）

【人権擁護委員の主な活動】

①住民の皆さんから「人権相談」を受け、問題解決
のお手伝いをしています
②法務局職員と協力して人権侵害による被害者の救
済活動をしています

住民保険課
☎０７４５（４４）２６１１
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③住民の皆さんに人権について感心をもってもらえ
るような啓発活動をしています

川西町職員の給与などの状況をお知らせします。
■職員の給与の状況

■職員の任免及び職員数に関する状況

人件費（H29普通会計決算）

職員の採用状況

歳出額（A）

人件費（B）

人件費率（B/A）

一般行政職

教育

技能労務職

計

3,915,986千円

729,626千円

18.63％

4人

0人

0人

4人

職員給与費（H29一般会計決算）
職員数

給料等の合計

職員１人あたり

89人

505,343千円

5,678千円

※退職手当を除いた諸手当を含みます。職員数は平成29年４月１日
現在に一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する
休職者、派遣職員を含み、臨時又は非常勤職員を除いています。

※平成29年４月２日から平成30年４月１日までの状況

職員の退職状況
定年退職

勧奨退職

その他

計

4人

0人

3人

7人

※平成29年４月２日から平成30年４月１日までの状況

職員の平均年齢と平均給料月額 等
区分

平均年齢

一般行政職

43.3歳

305,800円

365,500円

教育職

34.1歳

270,000円

289,900円

技能労務職

49.8歳

276,800円

310,900円

企業職

37.9歳

278,000円

346,800円

職員数（役職別）

平均給料月額 平均給与月額
課長

課長
補佐

主任

主事

技能労
務職

教諭

計

15人

14人

26人

28人

8人

7人

98人

※平成29年４月２日から平成30年４月１日までの状況

※平成30年４月１日現在の状況です。平均給与月額は、給料月額と
毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当（期
末勤勉手当を除いた額）等の合計額での平均です。

職員数（部門別）
部門

区分

期末手当

職員１人あたり平均支給額

勤勉手当

1,453千円

支給割合（一般職）

2.60月

加算措置

1.80月

一般行政

期末勤勉手当（H29決算）

5/100～15/100

退職手当
区分

自己都合

勧奨・定年

勤続20年

20.4450月

25.55625月

勤続25年

29.1450月

34.5825月

勤続35年

41.3250月

49.5900月

最高限度額

49.5900月

49.5900月

その他加算措置

－

定年前早期退職特例措置
１年につき、２％加算

平均支給額

17,410千円

※平均支給額は、平成29年度中に退職した職員に支給された退職手
当の平均です。

時間外勤務手当（H29決算）
支給実績

職員１人あたり平均支給年額

8,890千円

153千円

特別
行政

区分

H29

H30

備考

議 会

1人

1人

総 務

23人

20人

(A)(B)(C)

税 務

7人

8人

(D)

農林水産

2人

2人

土 木

6人

7人

民 生

13人 (1)

13人 (1)

衛 生

12人

11人

(E)

教 育

25人 (2)

24人 (2)

(C)(F)

水 道

3人

3人

下水道

2人

2人

その他

8人

7人

合 計

102人 (3)

98人 (3)

(D)

(G)

※各年度４月１日現在の状況。職員数は、一般職に属する職員数であ
り、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員を含み、臨時又
は非常勤職員を除いています。
（
）内は再任用職員（フルタイム）
の職員数です。
（Ａ）部長制廃止による減員
（Ｂ）奈良県派遣の解除による減員
（Ｃ）事務担当兼任・併任による減員
（Ｄ）育児休業・疾病休職職員の配置
（Ｅ）保健師を保健センター所長としたことによる減員
（Ｆ）業務増による増員
（Ｇ）退職者補充として日々雇用職員で対応したことによる減員

2018.12. １

川西

28

役場からの公表

人事行政の運営状況

町の人事行政について、住民の皆さまにご理解をいただくため、次のとおり公表します。
※町ホームページにはさらにくわしい情報を記載しています（左記 QR コード）。
問 総務課

☎０７４５（４４）２２１１

■職員の福祉及び利益の保護

■職員の勤務時間その他の勤務条件
標準的な職場における勤務時間の割振

共済組合等
短期給付事業
共済組合

始業時刻

長期給付事業

終業時刻

午前8時30分 午後5時15分

福祉事業

休憩時間

週休日

正午～午後1時

土・日

1週間の勤務時間

川西町職員互助会
川西町安全衛生管理規程

38時間45分

年次有給休暇（H29実績）
1人あたりの平均取得日数

健康診断（H29実績）
区分

受診者数

定期健康診断

71人

共済組合

人間ドック

63人

脳ドック

―

8.8日

育児休業（H29実績）
男

女

計

0人

2人

2人

■職員の研修及び人事評価の状況

公務災害（H29実績）
区分

件数

公務災害補償

―

通勤災害補償

―

職員の研修（H29実績）
職場外研修

職場研修

12人

78人

参加者数

職場の人事評価

■公平委員会の報告事項

平成30年4月1日現在

実施

審査請求（H29実績）
区分

件数

勤務条件に関する措置の要求の審査

―

不利益処分に関する不服申立ての審査

―

■職員の分限処分及び懲戒処分の状況
分限処分 （H29実績）
処分事由

■職員の服務の状況
服務に関する基本原則
服務の根本基準
服務の宣誓

降任

免職

休職

勤務実績が良くない

－

－

－

心身に故障の場合

－

－

4件

職に必要な適格性を欠く場合

－

－

－

職制、定数の改廃、予算の減少
により廃職、過員を生じた場合

－

－

－

刑事事件に関し起訴された場合

－

－

－

地方公務員法第28条第４項
により失職したもの

－

－

－

法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
信用失墜行為の禁止
秘密を守る義務
職務に専念する義務
政治的行為の制限
争議行為等の禁止
営利企業等の従事制限
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懲戒処分 （H29実績）
処分事由
法令に違反した場合

戒告

減給

停職

免職

－

－

－

－

－

3件

－

－

－

－

－

－

職務上の義務に違反し
または職務を怠った場合
全体の奉仕者たるに
ふさわしくない非行の
あった場合

役場・関係機関の電話番号

12月の納期（税・各種保険料）
納期限 12月25日（火）
①固定資産税

第３期分

②国民健康保険税（普通徴収）

第６期分

③後期高齢者医療保険料（普通徴収）

第６期分

④介護保険料（普通徴収）

第６期分

町では、税金や各種料金のお支払いを、簡単・便利・確実な口座
振替（自動払込）による納付をしていただけるよう推奨しています。
申し込みに際しては、役場もしくは町内金融機関に設置している『川
西町税等口座振替納付依頼書・自動払込利用申込書』の記載事項を
ご覧ください。
上記以外の各種料金につきましても口座振替が可能な場合があり
ますので、各担当窓口にお問い合わせください。
▼利用できる金融機関 （支店は問いません）
・南都銀行
・奈良中央信用金庫
・奈良県農業協同組合
・ゆうちょ銀行（郵便局）
※納付月の５日までに、金融機関にお申し込みください。
（ゆうちょ銀行の場合は納付月の前月25日まで）
▼振替日 納付月の最終日（12月のみ25日）
（振替日が土・日・祝日の場合は、翌営業日となります）
問 ①税務課
☎０７４５（４４）２６４２
②③住民保険課 ☎０７４５（４４）２６１１
④長寿介護課
☎０７４５（４４）２６３５

役場の手続きにはマイナンバー（個人番号）が必要です
役場などの行政手続きの中にはマイナンバーが必要なものが多くあります。
役場等の窓口にお越しの際には、通知カードまたはマイナンバー

役場代表番号

0745-44-2211

総務課

0745-44-2211

総合政策課

0745-44-2213

税務課

0745-44-2642

債権管理課

0745-44-2621

住民保険課

0745-44-2611

環境整備事務所

0745-43-1766

健康福祉課

0745-44-2631

長寿介護課

0745-44-2635

保健センター

0745-43-1900

事業課

0745-44-2679

事業課（上下水道）

0745-43-0331

議会事務局

0745-44-2681

会計課

0745-44-2648

教育委員会事務局

0745-44-2684

文化会館

0745-44-2214

図書館

0745-44-2212

西人権文化センター 0745-44-2080
東人権文化センター 0743-64-0650
いぶき子どもセンター 0745-43-0550
すばる子どもセンター 0743-64-1989
子育て支援センター 0745-43-2575
中央体育館

0745-44-1616

役場ＦＡＸ １階

0745-44-4780

２階

0745-44-4734

教育委員会ＦＡＸ

0745-43-3245

川西町ホームページ

カードをお持ちください。くわしくは、各手続きの担当課窓口へお
問い合わせください。

▼マイナンバー（個人番号）カード：ご本人からの任意の申請によって、
顔写真や IC チップ等が組み込まれたプラスチック製のカードです。

川西町公式 Facebook

※マイナンバーカードは身分証明書として使用でき、将来マイナンバーカード
を使って様々なサービスを利用できるようになる予定です。

▼通知カード：平成27年12月ごろまで郵送等によって受け取られた
紙製のカードで、自身のマイナンバーを知っていただくためのカー
ドです。本人確認書類（運転免許証など）とあわせて提示してくだ

川西町インスタグラム

さい。

問 住民保険課 ☎０７４５（４４）２６１１
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タウンプロモーション用
ロゴマーク

12月の相談窓口

【秘密厳守・相談無料】※予約優先

▼行政なんでも相談所 12月19日（水）午前10時～12時

行政について苦情や意見・要望などは「行政相談」をご利用くだ

さい。毎月第３水曜日に実施しています。
場所 役場２階図書室
ロゴマークの上部は、手を繋ぎあう人々

や大和三山を、下部は川西町を流れる
４本の川をイメージ。

相談員 川西町行政相談委員（国から委嘱）

※上記日程以外の相談は『行政苦情110番』をご利用ください。
奈良行政評価事務所（総務省）に繋がります。

【行政苦情110番（全国共通番号）
】 ☎０５７０－０９０１１０
▼人権なんでも相談所 12月11日（火）午後１時～４時

人の動き 11月１日現在
区分

人口・世帯数

総人口

8,629人

前月人口

8,624人

人口増減

＋ 5人

（転入）

＋26人

（転出）

△12人

（出生）

＋ 2人

（死亡）

△ 8人

（その他減）

△ 3人

世帯数

3,633世帯

前月世帯数

3,627世帯

世帯増減

＋6世帯

差別、いやがらせなど、人権に関して悩みごとや困りごとがあり

ましたら「人権相談」をご利用ください。毎月第２火曜日に実施し
ています。
（関連記事27ページ）
場所 保健センター２階和室

相談員 人権擁護委員（国から委嘱）

▼消費生活相談窓口 毎週火曜日（祝日を除く） 午前10時～午後３時

消費生活（売買や賃貸借などの契約に関することなど）について、

相談に応じます。※１月１日（火）は閉設
場所 川西町役場２階図書室

相談員 消費生活相談員（国から認定）

※広域連携で、三宅町役場（☎0745（44）2001／毎週水曜日／午
前10時～午後３時）の相談窓口も利用できます。

（関連記事９ページ）

法律相談（中南和法律相談センター）や上記以外の相談日につい

ては、下記へお問い合わせください。

問 住民保険課 ☎０７４５（４４）２６１１

年齢別構成
年齢

人口

0～14歳

1,003人

比率
11.6％

15～64歳

4,722人

54.7％

65歳以上

2,904人

33.7％

12月の証明書等休日交付：12月15日（事前予約制）
平日の昼間は時間的に役場に来庁することが困難な方のために、

証明書等の休日交付を毎月第３土曜に行っています。
家庭ごみの排出量（10月分）
可燃ごみ
排出量

前月比

135.08t

113.3％

前年同月比
86.3％

不燃ごみ
排出量
8.78t

前月比
77.8％

前年同月比
128.2％

資源ごみ
排出量
7.37t

前月比
72.6％

前年同月比
95.8％

問 住民保険課 ☎0745（44）2611
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※休日開庁は、証明書等の交付のために行うので、印鑑登録や転出
入の受付等は行いません。

▼交付請求できる証明書等：住民保険課で発行する証明書
□住民票の写し □住民票除票 □住民票記載事項証明書
□印鑑証明書

▼事前予約が必要です ご希望の方は、当日来庁される時間を、12

月14日
（金）
の午後５時15分までにご連絡の上、予約してください。

※どなたからも予約が無い場合は開庁しません。

▼指定できる来庁時間 交付日当日の午前８時30分～午後５時15分
▼交付場所 役場１階 住民保険課窓口

問 住民保険課 ☎０７４５（４４）２６１１

広報「川西」 第587号
平成30年12月１日発行
■発行
奈良県川西町

子育て世代包括支援センターでは
皆さまの“子育て”を応援しています！
妊娠・出産・子育ての相談や
必要なサービスを紹介します。

■編集

川西町では保健センターと子育て支援センターに『子育て世代包括支援センター』を設置しています。

川西町役場総合政策課／奈良県磯城郡川西町大字結崎28―１ ☎0745（44）2213

ちょっとしたことでも、一緒に考えていきながら、応援していきたいと考えています。

２つのセンターが連携しながら子育てを支援させていただきます。
子育てをしていると、そのときどきに不安や困りごとが出てきます。

サポートの例
▼妊娠・出産の悩みごと
妊娠届や母子手帳などの手続きのサポート／妊婦健康診査・パパママ教室／妊婦訪問／妊娠中の
過ごし方のアドバイス／子育て広場／赤ちゃん訪問 など
▼子育てについての悩みごと
子育て広場／赤ちゃん訪問／乳幼児健診／電話・来所相談や訪問／子育て支援教室・講座／年齢
別コースや地域別の広場で子育て交流／子育てサークル／ファミリーサポート など

■印刷 橋本印刷株式会社

【相談窓口】●保 健 セ ン タ ー：〒636-0202 川西町結崎217 ‐ 1（役場南側）
☎０７４５（４３）１９００
●子育て支援センター：〒636 ‐ 0204 川西町唐院122（ふれあいセンター内）
☎０７４５（４３）２５７５

