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近鉄結崎駅はまさに町の玄関。結崎駅を長年、
花と緑が潤うよう環境整備してくれているボ
ランティアの皆さまを紹介します。
（→ P2～5）

近鉄結崎駅周辺の環境美化活動

居心地のいい玄関
え き ま え

川西 6
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選挙

4月21日に選挙が行われ、新しい町議会議
員が決まりました。
（→ P8～9）

まち
づくり

住民提案型まちづくり事業の補助金交付事
業を紹介します。
（→ P10）
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近鉄結崎駅周辺の環境美化活動
特集

え き ま え

居心地のいい玄関

家庭にとって玄関は、単
に自宅への出入口という機
能だけでなく、その家を象
徴するものであったり、外
部との接点であったりもし
ます。家を「町」に置き換
えると、多くの人にとって、
川西町の玄関は、近鉄結崎
駅といえるのではないでし
ょうか。そんな駅周辺の環
境を、居心地のいい空間に
しようと長年活動している
ボランティア団体の取り組
みを紹介します。

▼花がある空間
結崎駅北西側ロータリー
は、住民の皆さんが電車で
町外へ出かける際の出入口
だけでなく、町内企業に勤
める人が送迎用のバスを待
つ空間でもあります。そん
な空間で足元に目を向けて
みると、道路と敷地の間の
スペースに色とりどりの花
が植えられています。現在
は、大きなお花畑はありま
せんが、小さな花壇がさり
げなくロータリーに添えら
れています。
「 娘 の 嫁 ぎ 先、 神 奈 川 県 の
久里浜（横須賀市）という
町を訪れたことがきっかけ
でした。久里浜では『花の

国』という緑地が整備され
ています。町のいたるとこ
ろにもきれいに手入れされ
た花壇があり、道の端々に
もたくさんの花々が植えら
れていて、とても心地よい
気分を味わえました。
」
この時の感動を、川西町
を訪れる人にも感じてほし
い と 思 い、
「サークルお花
畑」の活動を始めた松波芳
子さん。そのころの結崎駅
周辺は、空き地が目立つ殺
風景な空間でした。さっそ
く ま わ り の 人 た ち に、
「私
たちも花を植えてみな
い？」と呼びかけたところ、
３人がそれに応えてくれま
した。道路横のほんのすこ
しの空きスペースの雑草を
抜き、花の苗を植え始めま
した。平成 年５月のこと
でした。その活動は、やが
て地域の人たちだけでな
く、企業や町などが協力の
輪に加わり、花壇や水道施
設、 道 具 を 保 管 す る 小 屋、
時計、みんなが集まれるベ
ンチが整備されていきまし
た。
活動が始まって、 年以
上が経過した今でも、毎週
土曜日にメンバーが集ま
り、花壇の整備や周辺のご
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み拾いなどの活動を行って
います。居心地のいい空間
は、一過性の活動ではなく、
地道に継続していかなけれ
ば維持できません。
「ここまで長く続けてこら
れたのは、無理して活動を
していないから。作業がき
ついと感じることもあるけ
ど、基本的には好きでやっ
ています」
と松波さん。
自宅の玄関先にお花を植
えて居心地のいい空間を作
ろうという感覚で、町の玄
関である結崎駅周辺の空間
を作ってくれています。

▼環境を整える
サークルお花畑と協働で
作業をしている結崎駅前公
園美化サークルの皆さん。
「自分も結崎駅から電車を
利用して勤めに出ていまし
た。その時から結崎駅周辺
の環境が気になっていまし
た。定年後、個人的にロー
タリーに隣接している公園
の草刈りや清掃などを始め
ました。今では、花壇や休
憩スペースなども手作りで
整備しています。
」
中西正信さんは、かつて
は職場への移動手段とし

て、結崎駅を利用していま
した。だからこそ、居心地
のいい空間であってほしい
という思いがありました。
「この花壇の枠に使ってい
る木は、実は古民家の梁だ
ったものなんですよ」と中
西さん。調達する資材のほ
とんどが、活動を理解して
くれるかつての仕事仲間や
知人からの提供。個人のネ
ットワークで様々な資材を
分けてもらい、花壇の枠や
休憩スペースを手作りで整
備しています。
個々の団体が互いの得意
分野を活かしながら、協働
で空間づくりを行っている
のも結崎駅周辺の空間づく
り 活 動 の 特 徴 と い え ま す。
毎週土曜日の協働活動の後
には、自作のベンチでお茶
を飲みながら、語り合うの
も楽しみのひとつとのこと
です。
このように環境を整える
ことは、汚そうとする人を
減らすことにつながりま
す。実際、ポイ捨てされる
ごみが減り、放置自転車も
減っています。また、人が
集まる空間になることによ
って、地域の防犯効果も高
まっているといえます。
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サ－クルお花畑
平 成10年 ５ 月 に 有 志 に よ っ て 結
成。花とみどりのまちづくり運動
を実践し、環境美化活動だけでな
く、地域の交流事業にも積極的に
参画。奈良県親切・美化県民運動「大
和路花いっぱいコンクール」最優
秀賞、環境大臣賞、文部科学大臣
賞など多数受賞。

結崎駅前公園美化サ－クル
平成19年から個人的に公園の草引
きを行っていたが、平成26年にサ
－クルを結成、同志を募り草刈機
による公園整備を開始し、現在に
至る。

②
結崎駅前イルミネーション実行委員会
平成25年12月に団地の明るく楽し
い街づくりと活性化を目的に結崎
団地住民の有志によってイルミネ
ーションを開始。平成27年に結崎
駅前イルミネ－ション実行委員会
を設立。６年を経てイルミネーシ
ョンが見える結崎駅として定着す
るに至る。

③
④

居心地のいい玄関
特集

▼町の顔として
玄関がその家の顔である
ように、駅はその地域の顔と
いえます。町外の人から持た
れる「どんな町か」という印
象に、町の顔である結崎駅周
辺のイメージは大きく影響
します。これまで紹介したよ
うに、花を植え、環境を整え
るといった環境美化活動は、
町のイメージアップ活動で
もあります。初めて川西町を
電車で訪れた人は、結崎駅周
辺のイメージが町の第一印
象になります。第一印象は二
度とありません。だからこ
そ、 久里浜の『花の国』の
イメージに感銘をうけた松
波さんや、普段から駅を利用
してきた中西さんは、駅周辺
を居心地のいい空間にする
大切さを実感していたのか
もしれません。
もうひとつ、駅前のイメ
ージアップ活動に忘れては
ならないのが、冬の風物詩
である『駅前イルミネーシ
ョン』
。結崎駅のホームや
通過する電車から見えるイ
ルミネーションは、明るく
活気がある町であるという
イメージを発信してくれて
います。この活動は『結崎
駅前イルミネーション実行

委員会（代表 高橋美喜郎
さん）
』が中心となって行
っています。ここにもサー
クルお花畑が協賛し、点灯
式で豚汁をふるまっていま
す。豚汁のふるまいは、災
害発生時の炊き出しの訓練
にもなっています。

▼駅の形は変わっても
かつて鉄道の駅は、住宅
が集まっている場所を避け
て作られていました。戦後、
人々の生活や働き方が変化
していく中で、駅を中心に
人が集まってくるようにな
りました。川西町でも昭和
年代に結崎団地が開発さ
れ、駅周辺の環境も変わり
ました。さらに工業団地が
できたことによって、多く
の人が電車を使って働きに
やって来るようにもなりま
した。
今でも、結崎駅から町外
に出かける人が多くいるこ
とには変わりありません
が、定年を迎え電車で町外
に出かけることが減った人
もたくさんいます。人口は
減少しつつも、働き方や地
域生活が多様化していく
中、駅に求められる役割や
周辺の環境も常に変化して
40

⑥

⑤

⑧

⑦

【写真】
2ページ
①定期的に手入れされているから
こそ、花やみどりが身近に感じら
れ、居心地のいい空間が保たれて
います。手前の花壇は中西さんが
古民家の梁だった材木をゆずりう
けて作ったもの。
3ページ
②放っておいたら雑然となりがち
なスペースも花を植えることによ
って潤いのある空間になります。
／③・④花壇や公園の手入れも毎
週行われています。
4ページ
⑤敷地と道路の間のわずかなスペ
ースにさりげなく花壇が添えられ
ています。／⑥歩道に散った砂利
も私たちが歩きやすいように履い
てくれています。／⑦日々の整備
によって、街中にいながらみどり
が感じられる空間になっています。
／⑧毎回の活動後のお茶会も楽し
みのひとつ。

います。
そんな町の玄関である結
崎駅はいま新しく生まれ変
わろうとしています。住民
の皆さまが住みやすいと感
じるように、駅が持つ『町
の出入口』という機能を高
めるためのものです。同時
に、今回紹介した団体の皆
さまが大切にしてきた『町
の顔となる場所』であった
り『地域の人が集まる場所』
であったりすることも忘れ
てはなりません。駅周辺の
整備が順調に進むよう、皆
さまのご理解とご協力をお
願いします。

▼花がある町
駅前に限らず、公共施設
や学校・公園など、様々な
場所で花が植えられていま
す。いつでも、きれいに花
が咲いているのが、すっか
り当たり前のように感じて
しまいがちですが、それぞ
れボランティアの皆さまが
丁寧に作業をしてくれてい
ます。
広報「川西」では、今後
も地域が居心地のいい環境
になるように活動してくれ
ている人たちを紹介してい
きたいと考えています。
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いい人。ちかい人。

花とみどりのまちづくり

川西町・サークルお花畑
駅前に花と潤いを

平成10年５月から近鉄結崎駅前で環境美化活動に取り組ん
でいる
「サークルお花畑」
の皆さん。その活動はロータリー周辺

の花壇整備や居心地のいい環境づくりだけにとどまりません。
地域の祭りや行事への参画など、様々な場面でまちづくりに関

わっています。これまでたくさんの花を咲かせてきた「サーク

ルお花畑」の発起人である松波芳子さんにお話を聞きました。

供してもらったこともあり
ます。コンクリート工場か
らは、花壇の枠になるテス
トピースを提供してもらい
ました。
――まさに地域を巻き込ん
だ活動ですね。
松波さん ありがたいこと
に、多くの人に支援しても
らいながら続けてこられま
した。地域の祭りや行事に
も参加しながら、花苗を配
ったり炊き出しをしたり地
域に還元させてもらってい
ま す。 最 近 で は、「 結 崎 駅
前美化サークル」や「イル
ミネーション実行委員会」
の皆さんとお互いの長所を
活かしながら、駅前での活
動をしています。

しいと思っています。ただ、
高齢化といいつつも、みん
な元気過ぎてなかなか若い
人が近づいてこないのかも
しれませんね（笑）
――日々の活動が生活のハ
リになっているのかもしれ
ませんね。
松波さん そうですね。結
局は好きなことを楽しく無
理なくできているのがハリ
につながっているのかもし
れません。もちろん、身体
的や家庭の事情により日々
の作業の継続が難しくなる
こともあります。でも、お
互いに励まし合って根気よ
くあきらめないで活動して
いきたいと思っています。
――駅周辺を中心に、 年
以上活動されています。人
の生活も駅の形も変わって
いこうとしています。
松波さん 駅が便利にきれ
いに変わっていくことはい
いことだと思います。それ
でも花とみどりがある環境
は 残 し て い き た い で す ね。
駅は、日々忙しく人が行き
かう場所です。だからこそ、
ふとした時に足を止めても
らえる「ゆったりさ」や「季
節の移ろい」が感じられる
場所であってほしいです。
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これからの駅と活動

――平成 年に４人で始ま
った活動も、入れ替わりは
あるものの現在は 人とな
りました。
松波さん
代の人もいま
すが、ほとんどが自称 代
の集まりということにして
おいてください（笑）まだ
まだ、参加してくれる人を
募集していますよ。メンバ
ーも高齢化してきているの
で、若い人にも参加してほ

60
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地域を巻き込んだ活動
――普段はどんな活動をし
ているのですか？
松波さん 毎週土曜日の午
前中に集まって、土づくり
や花壇の整備、駅周辺の清
掃活動などを行っていま
す。毎回、作業が終わった
ら、公園のベンチでお茶会
をしています。これも楽し
みのひとつですね。
――平成 年から活動を始
め ら れ た と の こ と で す が、
長く続かせるのは大変じゃ
なかったのですか？
松波さん 好きなことをや
っていますし、基本的に無
理しないという方針でやっ
ています。用事があれば自
由に休んでも大丈夫なんで
す。出欠もとっていません。
――何もないところからの
スタートでした。
松波さん 地域の人や企業
が支援や協力してくれまし
た。もちろん町も。始めた
当初は、企業さんが空き地
を提供してくれたり、建設
業者が整地をしてくれた
り、農家の人が耕すのを手
伝 っ て く れ た り し ま し た。
貝ボタンの工場に、土壌改
良のために使う貝の粉を提
10

まちのアルバム
かわにし健康ウォーキング

川西町公式 Facebook

4月23日

新川西町消防団長の辞令交付

4月4日

健康に歩こう

町の安全を支える

川西町では住民の健康づくりを住民の皆さまととも
に考え、具体的に実践できる計画として「健康かわに
し21」を策定し、取り組みを行っています。今回、
その一環として健康ウォーキングを実施しました。
当日は35人が参加者し、馬見丘陵公園内（約7.5km）
をしっかりと歩きました。
園内はチューリップやネモフィラなどの花が満開で
色鮮やかでした。
次回の健康ウォーキングは、秋ごろに企画していま
す。広報「川西」などでお知らせしますので、皆さま
の参加をお待ちしています。

新川西町消防団長に副団長であった小澤邦男さん
が就任しました。町長から団長の辞令を交付された
小澤さんは「重責に身の引き締まる思い。２つの分
団が一致団結し、川西町の安心・安全な生活の支え
になるよう努めたい。近年は異常気象。予防活動に
取り組むほか、災害時の被害を最小限に食い止める
ために団員とともに精いっぱい活動したい」と決意
を語りました。
小澤さんは、昭和61年に団員となり、平成27年
から副団長。今後は、団員計40人を指揮します。
川西町消防団は今春から初めての学生団員も誕生
し、今後もますますの活躍が期待されます。

楽しいこと見つけ隊2019

災害時の協定締結

4月27日

4月10日

みんなで楽しみました

災害に備えて

障害のある人もない人も、みんなで一緒になって
いろんなことを体験できる機会として、磯城郡地域
自立支援協議会のイベントが開催されました。当日
は、スポーツ体験や和太鼓演奏、福祉作業所による
授産品の販売などが行われ、多くの来場者でにぎわ
いました。
磯城郡地域自立支援協議会とは：磯城郡３町内の福
祉事業所や行政機関、当事者団体などが参画する協
議会。障害者が地域で自立した生活をおくることが
できるよう様々な協議が行われる場として設置され
ています。

大阪ガス株式会社と「災害時における後方支援活
動拠点の使用に関する協定書」と「災害時における
情報提供に関する協定書」を締結しました。前者は
川西町内で地震や風水害などの災害が発生した場合、
同社の申請に基づき、町が災害時の復旧の拠点とな
る場所を提供します。後者は、災害時に都市ガス供
給が停止した住民へ、町のホームページから復旧の
円滑な情報提供が行われます。
この協定によって、迅速なライフラインの復旧が
行われるように努めます。
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川西町公式 Facebook

▼大和まほろば圏域ニュース
【第９回

成和保育園

５月８日

ぬくもりの郷を訪問しました

三宅町】

聖徳太子を募集！
11月22日は「太子道の集い」

三宅町では、毎年11月22日に「太子道の集い」
を行っています※１。この催しは、聖徳太子が斑鳩
宮（現在の斑鳩町）から小墾田宮（現在の明日香村）
へ通われた際に、道のりのほぼ中央である三宅町で
休息された時、地元の人々がおもてなしをしたとい
う故事にちなみ、法隆寺主催のウォーキングラリー
ご一行を赤米の粥や湯茶接待などのおもてなしでお
迎えするものです。
当日は、馬に乗った聖徳太子役の方や、古代の衣
装を着た従者の方たちが太子道を練り歩きます。

成和保育園の園児たちがぬくもりの郷を訪問しま
した。利用者と花まつりをしたり、遊びうたを歌っ
て楽しんだり、一緒にお話をしたりしてふれあい、
楽しい時間を過ごしました。
そして「かわいくできた！」といいながら、みん
なで楽しく作ったフラワーアレンジメントをわたし
て、
「きれいだね」と喜んでもらえました。
お礼に折り紙のプレゼントをもらい、園児たちは
「かっこいい」
「すごい」ととても嬉しそうにしてい
ました。

インスタグラム「＃ちかい町かわにし」で投稿しよう

この「太子道の集い」において聖徳太子役になる
方を募集します！古代の衣装を着て式典に出演や乗
馬など。ぜひ三宅町の歴史を体感してください。
くわしくは三宅町ホームページをご覧ください。
申

日程 11月22日（金）
三宅町 HP から
問 太子道の集い実行委員会事務局
（三宅町政策推進課内）
☎０７４５（４４）３０７０
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）広報紙の偶数月号に「大
和まほろば圏域ニュース」を掲載しています。
※１ 同日、
川西町の油掛地蔵周辺でも、
油掛地蔵保存会（北
吐田）の皆さまが、法隆寺からのウォークギャラリー一行
をおもてなししています。
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川西町公式
インスタグラム

川西町議会議員選挙

開票結果

４月21日に任期満了に伴う川西町議会議員選挙が行われました。開票
の結果は次のとおりです（立候補13名／定数12）
。
▼川西町議会議員選挙開票結果

堀

格

7,176人

投票総数

4,572票

投票者数

4,572人

有効投票数

4,521票

投票率

63.71％

無効投票数

51票

▼候補者別得票数（得票順・敬称略）

①ホリ タダシ／②75歳／③結崎
／④無所属／⑤２期

松井

当日有権者数

宏至

①マツイ ヒロシ／②56歳／③保
田／④無所属／⑤１期

候補者氏名

届出政党

得票数

当選

福西 広理

無所属

540

当選

伊藤 彰夫

無所属

490

当選

寺澤 秀和

無所属

463

当選

堀

格

無所属

425

当選

弓仲 利博

無所属

414

当選

松井 宏至

無所属

388

当選

安井 知子

無所属

373

当選

中嶋 正澄

無所属

340

当選

福山 臣尾

当選

芝

当選
当選

無所属

292

日本共産党

269

松村 定則

無所属

247

石田 三郎

無所属

242

島瀬

無所属

38

和也

勝

▼新 町議会議員の紹介
新しい町議会議員が決定し、４月22日に当選証書が付与されました。
写真は届け出順に右上から記載。
（令和元年５月１日現在）
①氏名の読み方／②年齢／③住所／④党派／⑤期数

令和元年 第２回 定例会（６月議会）

松村

定則

①マツムラ サダノリ／②64歳／
③結崎／④無所属／⑤２期

日程（予定） 議会開会 ６月10日（月） 午前10時～
議会再開 ６月12日（水） 午前10時～
（一般・総括質問日）
議会再開 ６月21日（金） 午後２時～
傍聴を希望する人は、日程等が変更になる場合があるので、お確かめ
の上、来場してください。
問 議会事務局 ☎０７４５（４４）２６８１
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新しい町議会議員が決まりました

伊藤

彰夫

秀和

石田

三郎

①イトウ アキオ／②68歳／③結
崎／④無所属／⑤３期

①テラザワ ヒデカズ／②55歳／
③梅戸／④無所属／⑤６期

①イシダ サブロウ／②71歳／③下
永／④無所属／⑤３期

弓仲

福西

芝

利博

広理

和也

①ユミナカ トシヒロ／②62歳／
③結崎／④無所属／⑤１期

①フクニシ ヒロミチ／②42歳／
③唐院／④無所属／⑤２期

①シバ カズヤ／②56歳／③結崎
／④日本共産党／⑤８期

安井

福山

中嶋

知子

①ヤスイ トモコ／②73歳／③下
永／④無所属／⑤２期
9
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臣尾

①フクヤマ トミオ／②60歳／③
唐院／④無所属／⑤１期

正澄

①ナカジマ マサズミ／②74歳／
③結崎／④無所属／⑤６期

まちづくり

住民提案型まちづくり補助金

住民提案の魅力ある地域づくり
令和元年度（平成31年度） 住民提案型まちづくり事業

補助金交付事業決定

川西町では、
「住民参加で開かれたまちづくり」を
進めています。
「住民提案型まちづくり事業補助金」
の制度を設け、自分たちの力で地域の課題を解決し、
地域の活力を生み出そうとするグループや団体を応
援しています。
各団体からのプレゼンテーションによる審査会を経

て、今年度の補助金交付が決定された４団体の事業
を紹介します。
▼「住民提案型まちづくり事業補助金」とは
地域資源の活用や地域課題の解決を目的として、グ
ループや団体が自主的に取り組むまちづくり活動
（町内で実施）を補助します。

桜まつり

花いっぱい公園

桜祭り実行委員会

結崎公園美化の会

４月６日（土）午後３～９時

「公園に花いっぱい」のテーマに賛同する有志で、毎

結崎面塚公園で桜祭りを開催しました。桜まつりで

週水曜日の午前中に雑草等の除去および耕起、植込

は、演奏・演技等の舞台パフォーマンスと住民団体

み、剪定、桜の害虫駆除等を行っています。

の出店等による飲食物販売を行いました。
KAWANISHI サマーフェスタ2019
結崎駅前イルミネーション

かわにし夏祭り実行委員会／８月３日
（土）
午後３時～

結崎駅前イルミネーション実行委員会

川西町中央体育館駐車場で「KAWANISHI サマー

12月第１日曜日～12月25日 午後５～10時

フェスタ2019」を行います。昨年に10周年を迎えま

12月31日～翌年１月３日 午後５～10時

した。今年も各種イベント、和太鼓演奏、貝ボタン

結崎駅前の公園でイルミネーションを実施します。

積み上げ大会、お楽しみ抽選会を実施し、各種団体

点灯日初日には、
「ふるまい豚汁」や「輪なげやさん」

等から模擬店も出展します。
「川西町最大の夏イベン

ゲーム等を行います。

ト」として定着させていきます。
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まちの子育て情報
小学校に行くまでのお子さんの子育て情報をまとめました
お子さんの健診、予防接種、教室で保健センターへ来所する際には、
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持っていない人は、保健センターまで
ご連絡ください。

こどもの健康

●保健センター

☎０７４５（４３）１９００

●子育て支援センター

☎０７４５（４３）２５７５

●保健センター（対象者には個別に通知）

●保健センター（対象者には個別に通知）

４・５ヵ月児健康診査

３歳６ヵ月児健康診査

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
対象 生後４ヵ月～５ヵ月児

問診、身体計測、尿検査、内科診察、
歯科検診、視覚・聴覚検査、生活・
栄養・歯科・発達相談
対象 ３歳６ヵ月～８ヵ月児

生

日時 ６月14日（金）
受付 午後１時30分～２時30分

平成30年12月６日～平成31年２月５日

日時 ６月７日（金）
受付 午後１時～１時20分

子育て・交流
●子育て支援センター

めばえ広場
近所同士の交流と親睦を深める
広場です。対象児には支援セン
ター職員が案内状を持って訪問
します。
日時 ６月７日（金）
対象の地域 唐院・吐田・保田・
梅戸
●子育て支援センター

お楽しみデー
・「 お砂遊び」
（ちょっと泥んこ
に挑戦）
・６月生まれのお誕生日会
日時 ６月14日（金）
●子育て支援センター（申し込み不要）

きずなサロン
新生児から１歳を迎えるまでの
乳児・ママを対象とした親子サ
ロンです。
日時 ６月28日（金）

11

2019. ６. １

川西

子育て支援センター

平成27年９月９日～12月10日生

行事予定表

■６月
日

時間はいずれも午前10時～11時30分

内容

場所

1日（土） パパセミナー

子育て支援センター

4日（火） わくわくリズム（親子リズム）

けやきホール

6日（木） 2歳児親子広場

子育て支援センター

7日（金） ★めばえ広場

子育て支援センター

11日（火） わくわくリズム（親子で演奏会） けやきホール
12日（水） ★ベビーマッサージ

子育て支援センター

14日（金） ★お楽しみデー

子育て支援センター

15日（土） パパセミナー

子育て支援センター

18日（火） わくわくリズム（３B 体操）

けやきホール

20日（木） 1歳児親子広場

子育て支援センター

25日（火） わくわくリズム（キッズダンス） けやきホール
27日（木） ★子育て講座・0歳児親子広場

子育て支援センター

28日（金） ★きずなサロン

保健センター

29日（土） パパセミナー

子育て支援センター

■７月前半
日

時間はいずれも午前10時～11時30分

内容

場所

2日（火） わくわくリズム（親子リズム）

けやきホール

4日（木） お楽しみデー

子育て支援センター

5日（金） 移動広場

子育て支援センター

子育て情報

教室・講座

●子育て支援センター（申込必要）

●保健センター（申込必要）

●保健センター（申込必要）

赤ちゃん体操教室

離乳食教室
お離乳食の調理方法のデモンスト
レーションと試食をします。
日時 ６月13日（木）
持ち物 母子健康手帳、赤ちゃん
が使っているスプーン、オムツ等
お子さんに必要なもの
①生後６ヵ月ごろまでのお子さん
受付 午後１時15分～１時25分
内容 離乳食開始から２回食まで
②生後７～12ヵ月ごろのお子さん
受付 午後２時30分～２時40分
内容 ２回食から離乳食完了まで

【赤ちゃん用品のリサイクル】
ベビーベッド、
ベビーラック、
バウンサー
など様々なリサイクル品があります。利
用希望の人は、子育て支援センターまで
連絡してください。

ベビーマッサージは赤ちゃんの脳
や身体機能の発達を促し、親子の
絆を深め赤ちゃんの心を育むとい
われています。
日時 6月12日（水）午前10時～
11時30分
対象 ０ヶ月～８ヶ月までの乳児
とその保護者
６月１日
（土）～６月11日
（火）
に子育て支援センターへ
申

申

お母さんやお父さんと楽しくふれ
合いながら、赤ちゃんのからだの
緊張をほぐしてあげましょう！
対象 歩きはじめる前の赤ちゃん
と保護者
日時 ６月10日
（月）
、
７月８日
（月）
受付 午前９時45分～10時
前日まで保健センターへ
持ち物 母子健康手帳、バスタオ
ル、オムツ等お子さんに必要なも
の

ベビーマッサージ

●子育て支援センター

子育て講座
「絵本は親子のたからもの」
子育ての落とし穴にはまらない
で！！
講師 安岡 加代子さん（空と大
地文庫主宰）
日時 6月27日（木）午前10時～
11時30分

幼稚園・保育園
●川西幼稚園

●成和保育園

●川西こども園

こいのぼりを作ったよ！

花まつりをしました

おおきく育ってね♪

お友達と力を合わせて、大き
なこいのぼりを作ったよ！
うろこは一人一人好きな色に
染めました。カラフルな手づく
りこいのぼりは、幼稚園で気持
ちよさそうに泳いでいました。
ぼくたち、わたしたちのこと
を見守っていてね。
（写真は年長組）

お釈迦さまの誕生をお祝いする
花まつりを行いました。
ご家庭からいただいたお花で子
どもたちと一緒に御堂を飾りつけ
していき、とてもきれいな花御堂
ができあがりました。
花御堂の中の赤ちゃんのお釈迦
さま像に「お風呂のシャワーみた
いや！」と言いながら、みんなで
楽しそうに甘茶をかけていました。

つきぐみ（４歳児）とにじぐみ
（５歳児）のお友達が、ピーマン
と ト マ ト の 苗 植 え を し ま し た。
「おいしくなぁれ♪」と願いを込
めながら２クラスで協力し合い、
ひとつずつ大事に植えていきま
した。その後も、少しずつ大き
く な っ て く る 苗 を 観 察 し た り、
毎日の水やりをしたり、たくさ
んの実ができるのを心待ちにし
ているお友達です！
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く ら し

児童手当・健康づくり

児童手当を受給中のみなさまへ

問 住民保険課 ☎０７４５（４４）２６１１

「児童手当現況届」の提出は６月中に

▼「現況届」の提出について
児童手当を受けている人は、毎年６月中に現況届と関
係書類の提出が必要です。届出によって、受給者の養
育状況等を把握し、受給資格の継続を確認します。
対象者には「現況届」と案内書などを送付しています。
必ず６月３日（月）から６月28日（金）までの間に
届出してください。
（土・日は除く）
届出がないと、受給資格があっても６月分以降の手当
を受給することができません。
公務員の人は、勤務先で手続きをお願いします。
【現況届提出に必要な書類】
・役場から送付された『現況届』
（受給者氏名欄に必
ず押印してください）
・受給者の『健康保険被保険者証の写し』
（国民健康
保険の場合は不要です）
・受給者と児童が別居している人は、別途『別居監護
申立書』の提出が必要です。
※上記以外にも、必要に応じて書類提出をお願いする
ことがあります。

13

児童の年齢等

支給額（月額）

３歳未満
３歳以上
小学校修了前
中学生

１万５千円
第１子、第２子

※２

第３子以降

※２

１万円
１万５千円
１万円

※１ 児童を養育している人の所得が限度額以上の場合、当分

の間、特例給付として児童１人につき５千円（月額）を

支給します。
※２ 第
 ○子とは、18歳到達後最初の３月31日までの間にあ

る人（一般に高校卒業まで）を年齢順に数えていいます。

▼支給時期
支給開始は、原則、申請した月の翌月分からとなりま
す。原則として、６月・10月・２月の各７日に、前
月までの４か月分を支給します。
（７日が休日等の場
合はその前営業日）

申

健康づくり

▼児童手当について
目的 家庭生活の安定を助け、児童の健やかな成長に
役立てます。
内容 児童を養育している人に手当を支給します。
▼支給対象（受給者）
出生から中学校修了前の児童（15歳到達後最初の3月
31日までの間にある児童）を養育している人。
児童手当の受給には「認定請求書」を提出し、認定を
受ける必要があります。
※所得制限が有ります※１。くわしくは住民保険課まで
お問い合わせください。
▼支給額

保健センター ☎０７４５（４３）１９００

▼大腸がん検診（個別）
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、年に１回は検診を受けることをお勧めします。
対象者 40歳以上の人
日時 ７月16日（火）
、17日（水）
午前８時30分～午後４時
場所 保健センター
料金 ５００円（70歳以上は無料）

▼前立腺がん検診の費用助成
前立腺がんは年齢とともに増加し、特に65歳以上の人
に多く発症するといわれています。進行は比較的ゆっ
くりで、早期には特徴的な症状はありませんが、前立
腺肥大による症状（尿が出にくい、排尿の回数が多い
等）や下腹部の不快感などがあります。早期に発見す
れば、手術や放射線治療で治癒することが可能です。
対象者 町内在住の55歳以上の男性

実施日の２週間前までに申し込んでください。検便の
容器と問診票を送付します。

受診回数 年に１回
自己負担 １５００円
検診機関 町内医療機関及び国保中央病院
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※ただし、すでに医療機関で経過観察を受けている人や１年以
内に同様の検査を受ける機会のある人は除きます。

簡単な検査を行います。普
段の排尿状態を知り、個々
の詳細な病態の評価のため
に排尿日誌という一回排尿
量や排尿時刻、症状などの
測量・記載をしてもらうこ
ともあります。
治療は食事や飲水習慣お
よ び 運 動 な ど の 生 活 指 導、
膀 胱 訓 練 な ど の 行 動 療 法、
骨盤底筋体操などの理学療
法、薬剤による治療などが
あります。
排尿に関した症状で日常
生活にお困りでしたら、不
安がらずに一度泌尿器科外
来を受診ください。

問 保健センター
☎０７４５（４３）１９００

データ（1人分）
エネルギー………118kcal
塩分………………… 0.6g

●作り方
① ス ナップえんどうは筋を
とり、熱湯でさっとゆで
ておく。
② ベ ーコンは１ｃｍ幅に切
っておく。
③ フ ライパンにバターを熱
し、ベーコンを入れて炒
める。①も加えて炒め、塩、
こしょうで味付けをする。
④ 卵 を割りほぐし、③に加
えてさっと炒める。

200g
２枚
２個
10ｇ
少々

材料（４人分）
スナップえんどう…
ベーコン……………
卵……………………
バター………………
塩、こしょう………

健康づくり
の伝達が正常に働かなくな
ることで、膀胱に尿が少し
しかたまってなくても尿を
だそうとします。
また、過活動膀胱には脳
と膀胱を結ぶ神経のトラブ
ルで起こる「神経因性」と
そ れ 以 外 の「 非 神 経 因 性 」
が あ り ま す。「 神 経 因 性 」
としては脳卒中などの脳血
管障害や糖尿病などの末梢
神 経 障 害、 認 知 機 能 低 下、
脊 髄 疾 患 な ど が あ り、「 非
神経因性」としては男性の
前立腺肥大症や、女性では
加齢や出産によって膀胱・
子宮・尿道などを支えてい
る骨盤底筋が弱くなったり
痛んだりすることが原因の
ものがあります。膀胱炎な
どの尿路感染症や、膀胱結
石や膀胱癌などの悪性疾
患、心因性頻尿でも過活動
膀胱症状を起こすこともあ
ります。
診断には、まず過活動膀
胱の症状を調べるための問
診票（ OABSS
）や、尿検査、
超音波検査での残尿測定や
膀胱形態の評価など比較的

スナップえんどうの卵炒め

望月 裕司
泌尿器科部長

過活動膀胱は「急に我慢
できないような尿意が起こ
る 」 ＝ 尿 意 切 迫 感、
「トイ
レ が 近 い 」 ＝ 頻 尿、
「急に
トイレに行きたくなり、我
慢できず尿が漏れてしまう
ことがある」＝切迫性尿失
禁などの症状を示す病態
で、最近の調査では 歳以
上の男女の８人に１人が過
活動膀胱の症状をもってい
るとわかりました。徐々に
膀 胱 に 尿 が た ま っ て き て、
膀胱がいっぱいになると
（蓄尿）
、
「もう尿がしたい」
と 尿 意 が 強 く な り、
「もう
尿を出そう」
（排尿）とい
う蓄尿と排尿の信号、指令

野菜をもっと食べよう
プラス１皿

問 国保中央病院
☎０７４４（３２）８８００
40

「スナップえんどう」は、β - カロテン、ビタミン C、カリ
ウム、カルシウムなどを含み、さやごと食べるので食物繊維
もしっかり摂ることができます。肉厚で、
甘味と風味が強く、
おつまみ感覚で食べられるからかスナックえんどうとも呼
ばれています。
健康かわにし21 おいしくごはんを食べよう

過活動膀胱について
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ニュース＆コラム

消費生活相談窓口
いるか確認しましょう。電
話番号がなくフリーのメー
ルアドレスしか連絡先がな
い場合はさけましょう。
②複数
 の支払い方法がある
お店を選ぶ
カード払いや代金引換な
どいろいろな支払い方法が
用意されているお店を選び
ましょう。個人名口座への
銀行振り込みの前払いはト
ラブルが多いので慎重に。
また、クレジットカード払
いの場合でも、通信が暗号
化（ SSL
）されているなど、
情報の取扱いが適切なショ
ップを利用しましょう。
③キャ ン セ ル・ 返 品 条 件、
利用規約を確認
通信販売にはクーリン

売価格より安い、または他
サイトでは売り切れなのに
取扱いがある場合は、模倣
品でないか慎重に判断しま
しょう。
相談では「後から詐欺的
な サ イ ト だ と 知 っ た。」 と
いった声が多く聞かれま
す。購入手続き前に口コミ
等の情報も確認してみるこ
とで、信頼できるサイト・
お店なのかどうかを判断す
る材料になるでしょう。不
安なときは相談してくださ
い。
（相談窓口は ページ）

川西

2019. ６. １
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問 住民保険課
☎０７４５（４４）２６１１

通信販売、特にスマホや
パソコンからのインターネ
ット通販の利用者は年々増
加 し て い ま す が、
「商品が
届かない」
「届いた商品が
ニセモノのようだ」といっ
た 相 談 も 増 加 し て い ま す。
通信販売は顔の見えない相
手とのやりとりです。信用
できるお店を見極めてトラ
ブルをさけましょう。

グ・オフがありません。お
店が決めた返品の条件に従
うことになります。返品に
応じてくれるのか、またど
ういった条件なら返品が可
能なのか確認しておきまし
ょう。
④流通
 している価格より安
い場合は慎重に
他のサイトやお店での販

【ドライバーの皆さんへ】
・雨の降り始めは、特に路面
が滑りやすくなります。速
度を落とし、早めのブレー
キ、車間距離の確保に努め
ましょう。
・雨の日は、周りを慎重に確
認しながら運転しましょ
う。車のヘッドライトが乱
反射して、道路状況が見えにくくなります。
「濡れ
たくない」という気持ちから、歩行者が安全確認を
せずに道路に飛び出してくることがあります。歩行
者の動きに注意しましょう。

【歩行者 · 自転車の皆さんへ】
・雨の日は、車から歩行者や自転車が見にくくなりま
す。反射材やライトを使い、車等から目立つように
しましょう。
・傘を差して自転車を運転することは禁止されていま
す。また、バランスや視界が悪くなり危険です。合
羽を着て運転しましょう。
・歩行中、傘を前に倒すと視界を遮ることになり、思
わぬ事故につながります。前方の視界をしっかりと
確保出来るように傘を持って通行しましょう。
・雨の日には急ぎ足になり、無理な横断や信号無視な
どが目立ちます。雨の日は事故の危険性が高くなる
ことをしっかりと認識して、いつも以上に慎重に行
動しましょう。

梅雨時期の交通事故防止

問 天理警察署 ☎０７４３（６２）０１１０

生活安全ニュース

お買い物するときは

▼イン
 ターネット通販を利
用するときの注意点
①ショ
 ップの代表社名、住
所、電話番号を確認
実際に存在する住所であ
るか、番地まで記載されて

22

インターネット通販で

毎月11日は「人権を確かめ合う日」

人権コラム

11

の問題に気づいたり、共通
する点を考えたりすること
ができます。
しかし、どんな人権問題
であっても、学習を進める
上で大切にしたいのは、差
別される側の視点でその問
題を捉えるという基本理念
です。日常生活の中にある
様々な人権問題の解決に主
体的に関わろうとする実践
的態度を養うことが大切に
なります。
個別的な視点からのアプ
ロ ー チ に 加 え、「 人 権 に 関
す る 国 内 外 の 宣 言・ 規 約 」
や「 人 権 の 歴 史 」「 権 利 と
責任」
「命の尊厳」や「死」、
さらに「寛容」や「多様性」

毎月 日は人権を確かめ合う日

☎0745（44）2214

人権コーナー

教育委員会事務局
問

同和問題は、部落問題の
解決という「個別的な視点
からアプローチしてあらゆ
る差別の解消につなげてい
く手法」により取組が始め
られました。そして、確か
な人権感覚を持ち「差別の
現実に深く学ぶ」実践を進
め る 中 で、
「障害者差別解
消法」
「ヘイトスピーチ対
策法」
「部落差別解消推進
法」
「義務教育機会確保法」
の成立・施行につながりま
した。
個別的な視点から人権課
題を学習することは、様々
な具体的な事実を知り、考
えることができます。
また、
様々な課題の学習で、独自

子どもの自尊感情を
高めるために

といった普遍的な視点から
のアプローチによる学習も
必要です。
中 で も、「 子 ど も の 権 利
条約」は幅広い国際支持を
受けている人権条約の一つ
です。日本でも１９９４年
に批准され、憲法に次ぐ位
置づけが認められていま
す。この条約によって、子
どもたちの権利が周知され
始め、学習が進んできまし
た。しかし、現在の日本社
会は条約の内容が十分に踏
まえられている社会だと
は、 ま だ ま だ い え ま せ ん。
子どもたちが、自分たちの
権利を自覚し、自分たちで
権利を行使していけるよ

う、学習を進めましょう。

そこで、川西町では人権ポ
スターを小学校で募ってい
ます。

同和問題、女性、子ども、
高齢者、障がい者、外国人
など、あらゆる人権問題の
解決への取組や人権意識の
確立の重要性、人権感覚の
広がり（雰囲気・空気・笑
顔・ふれあい・協働の様子
の瞬間を切り取ったものな
ど）を訴え、その高揚を図
る目的で人権ポスターを募
集しています。この人権ポ
スター募集の取組は、子ど
もたちの自尊感情を高める

ことにつながる大切な活動
で す。 応 募 さ れ た 作 品 は、
７月の「差別をなくす強調
月間」に川西文化会館正面
エントランスで一斉展示を
する予定です。
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奈良

検索

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。

今月のおはなし会
◆えほんのへや（２･ ３さい） ◎小さい人（４歳～１年生）
15日（土）10：10〜10：30
15日（土）10：30〜11：00
＊保護者の方もご一緒にどうぞ
◎大きい人（２年生～中学生）
すべて２階 おはなしのへやで
15日（土）11：00〜11：30

◆特別整理期間と長期貸出のお知らせ◆
蔵書点検等の作業のため、下記の期間は
特別整理休館させていただきます。

６月19日
（水）～ ７月２日（火）
そのため、下記の期間はお一人18点（ＣＤ ･ カセットは８
点、ビデオは一本）まで、約４週間（ビデオは6/12から約
３週間）借りていただけます。 ※この期間の貸出は延長不可

長期貸出期間
6月５日
（水）
～6月18日（火）
詳細は図書館のホームページ、またはカウンターで配
布するチラシをご覧ください。
皆様には長期にわたりご不便をおかけしますが、ご理
解の上ご協力いただけますよう､ お願い申し上げます。

特別整理休館には、どんなことをしているの？
主に、蔵書点検作業を行っています。
蔵書点検とは、図書館で所蔵している資料が
正しい場所に並んでいるか、所在不明になっている資料
がないかを点検する作業のことです。貸出中以外の蔵書
を書庫の資料も含めてすべて点検しますので、作業期間
中は書架の資料が移動しないようにしておく必要があ
り、貸出や返却等、通常のサービ
スを行うことができません。
点検作業は、資料に貼ってある
バーコードを専用の携帯端末で１
冊ずつ読み取っていきます→。例
年､ 約14万件の資料をバーコード
スキャンしています。
図書館を快適に使っていただくためには欠かせない作
業です。皆様のご理解とご協力をお願い致します。
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日

月

火

水

木

金

2

3

4

5

6

7

土
１
8

9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 ※6/19～7/2は特別整理休館

（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）

６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

＊こんな本 どうぞ＊
赤ちゃんが元気に育つ時期別妊娠中のおいしい食事280品 最新版 川名有紀子
うつくしい博物画の記録 しぜんをしるためのえほん ウェルカム・
コレクション/編
科学史ひらめき図鑑 世界を変えた科学者70人のブレイクスルー スペースタイム
火山のしくみパーフェクトガイド
高橋 正樹
学校に行きたくない君へ 大先輩たちが語る生き方のヒント。 全国不登校新聞社／編
かわいいミラー刺繍
宮内 愛姫
心の病を治す食事・運動・睡眠の整え方
功刀
浩
子どもがダイエットに一生悩まなくなる食事法 牧野 直子
この先をどう生きるか 暴走老人から幸福老人へ 藤原 智美
小林一三 日本が生んだ偉大なる経営イノベーター 鹿島
茂
コミュ力ゼロからの「新社会人」入門 渡瀬
謙
昆虫は美味い！
内山 昭一
事典和菓子の世界 増補改訂版
中山 圭子
死ぬこと以外かすり傷
箕輪 厚介
死ぬときに後悔しない生き方
内藤いづみ
星夜航行 上 ･ 下
飯嶋 和一
世界で一番美しい分子図鑑
セオドア・グレイ
パイインター
世界のキレイでこわいいきもの
ナショナル／編
祖父母学 ５つの心得と32の視点で考える孫とのかかわり 大森
弘
定年前 50歳から始める「定活」
大江 英樹
跳ぶ男
青山 文平
夏井いつきの俳句ことはじめ
夏井いつき
はかりきれない世界の単位
米澤
敬
基礎からトレンドまで
はじめて学ぶＬＧＢＴ
石田
仁
ひとりの覚悟
山折 哲雄
風土記と古代の神々 もうひとつの日本神話 滝音 能之
フリーア美術館 アメリカが出会った日本美術の至宝 平凡社／編
火影に咲く
木内
昇
負けたくなかった 具志堅用高、波瀾の半生を語る 具志堅用高
身近なアレを数学で説明してみる
佐々木 淳
心が整う禅の庭づくり
ミニ枯山水の世界
枡野 俊明
森見登美彦 総特集 作家は机上で冒険する！ 河出書房新社／編
47都道府県・遺跡百科
石神 裕之
和の薬膳食材手帖 決定版
武
鈴子

▼児童書のおすすめ新着図書▼
イチからつくるポテトチップス
岩井菊之
英語でおりがみ 伝統あそびで国際交流！ かわまりこ
自然から学ぶすごい技をもつ生き物図鑑 石田秀輝 / 監修
日本なんでもランキング図鑑 池野範男 / 監修
ノロウェイの黒牛 イギリス・スコットランドのむかしばなし さとうゆうすけ

▼自衛官等募集

採 用

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、直近の
年の月日を示しています。

防衛省では、令
和元年度採用の自
衛官候補生、一般
曹候補生、航空学
生、看護学生、防
衛大学校学生及び防衛医科大学校学
生を募集しています。試験期日や資
格についてはホームページをご覧く
ださい。
【自衛官候補生（陸・海・空自衛隊）
】
年間 を 通 じ て 受 付 を 行 っ て い ま
す。
【一般曹候補生（陸・海・空自衛隊）
】
受付 ７月１日（月）～９月６日（金）
【航空学生（海・空自衛隊）
】
受付：７月１日
（月）～９月６日
（金）
問 自衛隊奈良地方協力本部 橿原

地域事務所
☎０７４４
（ ）
９０６０
http://www.mod.go.jp/pco/nara

催し・講座

午後１時 分～３時 分頃
場所 西人権文化センター
講師 山尾 百合子 先生
材料費 ５００円
定員
人（先着順）
持ち物 裁 縫 セ ッ ト・ 裁 ち ば さ み・
ものさし（ ㎝程度）
・手縫糸（白
か黒）
申 ６月３日（月）～６月 日（木）
に左記へ
西人権文化センター
30

13

☎０７４５
（ ）
２０８０
いきいき広輪では、おおむね 歳
以上の人を対象に、皆さまの交流を
目的として様々な催しを行っていま
す。



ート／マンドリンの音楽を特集

第 回目となる今回は、マンドリ
ンの音楽をお聞きください。マンド
リンは繊細で美しく、ときに力強い
音楽も表現可能です。日本の叙情的
な曲からマンドリンならではの素晴
らしいオリジナル曲、ヴィヴァルデ
ィやベートーヴェンの音楽までお楽
しみください。
日時 ６月 日（月）午後１時 分
～午後３時ごろまで
場所 西人権文化センター
企画 ＭＯＺアート・サロン
問 西人権文化センター
☎０７４５
（ ）
２０８０

▼ ＣＤクラシック・サロンコンサ

44

▼いきいき広輪６月
《ヨーヨーキルトの眼鏡ケース》
ヨーヨーキルトとは、丸く切った
小さな布の端を縫ってギャザーを寄
せ、小籠包のような形にしたものを
繋げて作るキルトのこと。たくさん
繋げて大作を作ったり、ひとつだけ
作ってワンポイントにしたりとアイ
デアが膨らみます。今回は、眼鏡ケ
ースを作り飾り付けをします。ペン
ケースとしても使用できます。
ヨーヨーキルトは、余った布で簡
単に作る事ができ、裁縫が苦手な人
でも問題なくチャレンジできます。

日時 ６月 日（水）

川西こすもす号を臨時運行します（無料／ルート・ダイヤは通常どおり）

※コミュニティバス

主催者

文化会館

午後0時30分

無料

奈良県 JET 青年連絡
協議会

アート フェスティバル

入場方法

インターナショナル

開演

６月２日（日）

65
30

場所

イベント名

日

月

30

30

10

44

問 教育委員会事務局 ☎ ０７４５（４４）２２１４

イベントインフォメーション

▼文化会館等

15

21

29

26

情報ひろば

※
６月29日（土）

高齢者演芸大会

コスモスホール

午前9時30分

無料

老人クラブ連合会

７月13日（土）

差別を無くす町民集会

コスモスホール

午後1時30分

無料

川西町 ･ 川西町教育
委員会

18
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▼かわにしココ ロ カ フ ェ

▼中央体育館アリーナ開放日
６月の開放日 ６月 日（土）
対象 町内在住・在勤者
問 中央体育館
☎０７４５
（ ）
１６１６

住まい
▼空き家セミナー・個別相談会
空き家の売買・賃貸・管理・解体
等についての個別相談会を開催しま
す。当日は、空き家の維持・管理に
ついてのセミナーも開催します。
対象 町内在住の人、町内に空き家
をお持ちの人、
日時 ６月８日（土）
場所 文化会館サークル室ＡＢＣ
第１部 空き家セミナー
午後１時～２時
空き家問題の実例紹介など、空き
家の維持管理方法や活用方法をわ
かりやすく解説。
空き家個別相談会（要予約）
第２部

午後２時 分～４時 分
空き
 家解体・建築相談、空き家利活
用相談、空き家維持管理の相談など
参加費 無料
申・ 問 事 業 課 ☎ ０ ７ ４５
（ ）
２６７９／ＮＰＯ法人空き家コン
シ ェ ル ジ ュ ☎ ０ ７ ４４
（ ）
６２１１

・河原等でキャンプやバーベキューを行う際は、降

・日 ごろから付近の地形環境を知り、危険箇所 · 避

流されるおそれがあります

・付近住民との協力

・河川・田畑等の水位の確認は、急な増水等により

・テレビ · ラジオの気象情報に注意

22

15

をします。基礎から始めるので、だ
れでも気軽に参加できます。
対象
歳以上の人
、
７月４日（木）
日時 ６月６日（木）
時～ 時 分ごろ
場所 保健センター
講師 岸下利栄さん（スクエアステ
ップ指導員）
問 保健センター
☎０７４５
（ ）
１９００

11 15

16

は大変危険

・雨戸や窓を補強し、ベランダの小物を取り込む

▼手話奉仕員養成講座
入門編・基礎編（田原本町教室）

23

44

15

30

43

34

６月のココロカフェでは「健康貯蓄
体操」を行います。イスに座ってでき
る体操なので安心して参加できます。
日時 ６月 日（木） 午後１時 分
～３時 分
場所 文化会館サークル室ＢＣ
対象 町内在住で高齢者に関する相
談事がある人、介護や認知症に関
心がある人ならだれでも。
参加費 １００円（飲み物・茶菓子
付き）
【お願い】カフェの送り迎えのボラン
ティアこことも（心の友）と、カフェ
運営ボランティアを随時募集してい
ます。高齢者とのふれあいなどに興味
がある人はお問い合わせください。
【ココロカフェとは？】心身の健康に
不安をお持ちの高齢者や家族、地域
の人が集って日ごろ感じていること
を話し、介護や認知症の相談ができ
る場所です。
問 川 西 町 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー
（ぬくもりの郷内）
☎０７４５
（ ）
１１８０

▼ここ か ら（ こ こ ろ と か ら だ ）
元気講座

30

32

19 55

20

28

雨に注意し、早めに避難を

難所を把握

30

20

11

手話を学ぼう。手話で話そう。
手話学習と講義を２年かけて学びま
す。※申込人数が少ない場合は、中
止となります。
日程 毎週木曜日 午後７時 分～
８時 分／【入門編】７月 日～
月 日（ 全 回 ） ／【 基 礎 編 】
令和２年５月～（全 回を予定）
場所 田原本町青垣生涯学習センタ
ーまたは町民ホール
定員
人
対象者 磯城郡在住・在勤で 歳以
上の人（入門編未受講または未修
了者）
費用 受講料無料・テキスト代（Ｄ
ＶＤ付）３千円＋消費税
申 ６月 日（金）までに左記へ
田原本町健康福祉課障害福祉係
☎０７４４
（ ）
２０９０
２９７７
ＦＡＸ ０７４４
（ ）



10

12

問 天理警察署 ☎０７４３（６２）０１１０

集中豪雨 · 台風に備えて

生活安全ニュース

42

20

30

健康づくり、介護予防を目的とし
た講座です。生活習慣病予防などに
効果のあるといわれている『スクエ
アステップ』を用いたエクササイズ

川西

2019. ６. １

19

44
35

川西町公式ホームページ https://www.town.nara-kawanishi.lg.jp
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▼気象情報を聞き、早め早めの対応を！

▼危険です！その行動

・避難に備えて非常持出品の点検

・瓦・アンテナの補強など、豪雨・強風下での作業

助成額 １棟あたり、耐震改修工事
に要した費用に ％を乗じた金額
（千円未満の端数は切り捨て）
。た
だし、その額が 万円を超える場
合は 万円を限度額とします。
募集戸数 ２戸（多数の場合は抽選）
募集期間 ６月３日（月）～ 日（金）
留意事項 木造以外の構造が混在し
ている住宅や昭和 年以降に増築
された住宅、特殊な工法の住宅は
対象外になることがあります。ま
た耐震工事の契約締結前に必ず補
助金の公費決定を受ける必要があ
るなど各種要件や必要書類があり
ます。くわしくはお問い合わせく
ださい。
問 事業課
☎０７４５
（ ）
２６７９
23

50

56

集

犬の飼い主は、飼っている犬を市町村に登
せる義務があります。

川西町では、予防注射を受ける機会として

▼短歌コンテスト

募

狂犬病の予防注射

毎年５月ごろに集合注射を実施しています。

今年も５月９日に、町内３箇所で集合注射を

行いました。
15 30

あなたの思いを三十一文字（みそ
ひともじ）に託してみませんか？
優秀な作品には表彰があります。
応募及び参加は無料です。学生も歓
迎です。
事前に応募された短歌を講師に歌
評、添削してもらいます。
日時 ８月 日（土）／午後１時
分～４時／受付時間 午後１時
分～）
場所 文化会館サークルＤ
応募方法 ハガキに自作未発表作品
一首を楷書で記入して応募してく

13

まだ予防注射を受けさせていない飼い主

は、動物病院等に相談の上、必ず受けるよう

☎0745（44）2631

ださい。ハガキには、
住所、
氏名
（ふ
りがなをつけて下さい）
、年齢、性
別、電話番号を記入してください。
応募作品 原則５・７・５・７・７の
文字です。題材は自由です。作品
に は ふ り が な を 付 け て く だ さ い。
また、新かな、旧かなの区別を記
入してください。
講師 高 蘭子 先生（大和歌人協会
代表、読売新聞大和よみうり文芸
短歌選者）
北村 愛子 先生（大和歌人協会理事）
申 ７月 日（土）までに左記へ
川西短歌会 代表 宮本新一（〒
６３６‐０２０４ 川西町唐院
４０９番地の１
【会員募集】短歌に興味を持っている
方、ともに活動をしてみませんか？

20
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▼耐震診断支援

28

対象住宅 次の①～④すべてに該当
すること
①町内にある住宅
②階数が２階以下
③昭和 年５月 日以前に着工され
たもの
④延床面積がおおむね２５０㎡以下
のもの
助成額 １つの対象住宅につき、そ
の診断費用を助成
募集戸数 ５戸（多数の場合は抽選）
募集期間 ６月３日（月）～ 日（金）
留意事 項 右 記 以 外 に も 各 種 要 件、
必要書類等があります。くわしく
はお問い合わせください。
問 事業課
☎０７４５
（ ）
２６７９
31

44

▼耐震工事支援

56

対象住宅 本町の耐震診断制度の対
象住宅で、町が実施する木造住宅
の耐震診断またはそれと同等以上
の効力を有すると認められる耐震
診断で診断結果が１．
０未満と診断
された住宅。
０未満と診
条件 耐震診断結果が１．
断された住宅を１．
０以上とする耐
震工事、または０．
７未満と診断さ
れた住宅を０．
７以上とする耐震工
事であり、令和２年３月２日まで
に工事が完了するもの。

にしてください。

問 健康福祉課

31

録し、狂犬病の予防注射を１年に１回受けさ
24

川西町公式ホームページ https://www.town.nara-kawanishi.lg.jp
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50

44
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▼奈良県高齢者 美 術 展

日時 ８月 日（金）～９月４日（水）
※９月２日は休館日／午前９時～午
後５時
場所 奈良県文化会館展示室（奈良
市登大路町）
出品資格 県内在住で昭和 年４月
１日以前に生まれたアマチュアの
人
洋画、
書、
工芸（彫
出品部門 日本画、

塑）
、手芸、写真（作品は、出品者
によって創作されたもので、１部
門につき１人２点まで。未発表の
ものに限る）
出品手数料 １点 １０００円（指
定口座への振り込み）
申 ７月 日（金）まで
長寿介護課で開催要項・出品申込
書等を配布しています。
36

で使用している教科用図書／②検
定に合格して採択の対象となっ
た、小学校教科用図書の見本
期間 ６月 日（金）～７月 日（金）
場所 文化会館内教育委員会事務局
委員会室
問 教育委員会事務局
☎０７４５
（ ）
２６８４

事業所

10

▼労働保険（労災保険・雇用保険）
年度更新の手続きはお早めに

年度更新申告書は、５月末ごろに
事業所へ送付しています。
期日までに申告書の提出がない場
合 は、 政 府 が 保 険 料 の 額 を 決 定 し、
さらに追徴金が課せられることがあ
ります。
期間 ６月３日（月）～７月 日（水）
問 奈良労働局労働保険徴収室
☎０７４２
（ ）
０２０３

32

問 （ 福 ） 奈 良 県 社 会 福 祉 協 議 会
すこやか長寿センター
０１２０
☎０７４４
（ ）

展示

▼奈良県教科用図書第 採択地
区協議会教科 書 展 示 会

教科書への理解を深めてもらう機
会として、教科書の展示会を開催し
ます。
展示する教科書 ①現在、小中学校

11

29

12

44

14

12

【募集】定住自立圏共生ビジョン懇談会委員
天理市と山添村、川西町、三宅町及び田原本町は、
協定によって「大和まほろば広域定住自立圏」を形
成しています。定住自立圏では、
「共生ビジョン」
を策定して、共通する課題の解決と圏域を一体的に
発展させるための取り組みを行っています。

応募資格 まちづくりに関心があり、川西町に居住、
もしくは通学・通勤している人。

募集人数 １人

応募方法 申込書に必要事項を記入して提出
６月10日（月）から28日（金）
（午後５時15分必着）

「共生ビジョン」の改定や連携事業の進捗評価等

までに、直接持参、郵送、FAX またはメールで応

は、住民の皆さまの意見を幅広く反映する必要があ

募してください。募集要項・申込書は、総合政策

ります。その評価の場として「大和まほろば広域定

課に設置します。また、川西町・天理市のホーム

住自立圏共生ビジョン懇談会」を設置しています。

ページにも掲載します。

今回、任期の満了に伴い、懇談会委員を募集します。

郵送での募集要項・申込書の請求も可能です。
▼選考方法・結果の通知

▼懇談会の概要
懇談会の組織は、今回募集する公募委員のほか、
会議は、年間１～３回程度の開催を予定し、原則と

員に書面で通知します。
申

関係者25人以内で構成します。委員の任期は２年。

応募用紙の内容をもとに選考し、結果は応募者全

・問 天理市役所総合政策課

して平日（日中）に開催します。また、会議の都度、

☎０７４３（６３）１１０１

委員謝金が支払われます。

川西町役場総合政策課
☎０７４５（４４）２２１３

21
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川西

内線４６６

とにちなんで定められました。人権擁護委員とは「人

権擁護委員法」に基づいて、法務大臣から委嘱を受
けた委員で、無報酬で活動をしています。川西町で

は、広く社会の実情に通じ、人権擁護に深い理解の
ある４人の人権擁護委員が活動しています。
【川西町の人権擁護委員】

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

【法務局の常設相談所】 ☎０５７０- ００３- １１０

での隔週
の開設に変わりました。
【６月の開設日】※いずれも火曜日
４日 川西町役場２階図書室
日 三宅町役場３階第２会議室
日 川西町役場２階図書室
日 三宅町役場３階第２会議室
開設時間 午前 時～午後３時
相談員 消費生活相談員（国から認
定）※両会場同じ相談員が対応し
ます。
問 各開設日の会場の役場へ
川西町 住民保険課
☎０７４５
（ ）
２６１１
三宅町 総務課
☎０７４５
（ ）
２００１

す。※時間予約制
対象 心の悩みなどがある人やその
家族
日時 随時
場所 お問い合わせください
問 保健センター
☎０７４５
（ ）
１９００

▼高齢者の相談窓口

川 西 町 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー は、
高齢者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
面から支援します。
問 川西町地域包括支援センター
☎０７４５
（ ）
１１８０

▼たばこ（禁煙）相談

22

▼健康相談

現在たばこを吸っている人、禁煙

30

15

22

21

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。
健康診査や血液検査の結果などあれ
ば持参してください。※時間予約制
対象 生活習慣病について心配な人
／健康診査結果について聞きたい人
日時 ６月３日（月）
、
７月１日（月）
／午前９時～ 時 分
場所 保健センター
問 保健センター
☎０７４５
（ ）
１９００

したいけどきっかけがない人など ･･･
た ば こ に 関 す る 相 談 を 実 施 し ま す。
『一酸化炭素濃度』の測定もします。
対象者 喫煙・禁煙に関して相談の
ある人や家族の人（１人約 分程度）
日時 ６ 月 日
（水）
～ 日
（土）
／午
前９時～ 時 分、午後１時 分
～午後３時
（午後は 日・ 日のみ）
場所 けやきホール内ロビー
申 不要（日時の希望があれば、事
前ご連絡ください）
問 保健センター
☎０７４５
（ ）
１９００

30

31

済活動をしています

43

42

11 19

43

22
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▼行政なんでも相談所

②法務局職員と協力して人権侵害による被害者の救

10

心の悩みなどについて、精神保健
福祉士や保健師等が相談に応じま



19

のお手伝いをしています

25 18 11

▼こころの健康相談

30

10

①住民の皆さんから「人権相談」を受け、問題解決

44

行政について苦情や意見・要望な

高子 さん（井戸）

44

11

43

44

24年６月１日に、人権擁護委員法が施行されたこ

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。
日時 ６月 日（水）
午前 時～正午
場所 役場２階図書室
相談員 行政相談委員（国から委嘱）

池田安希子さん（出屋敷） 井村

相談窓口

毎年６月１日は『人権擁護委員の日』です。昭和

11

▼人権なんでも 相 談 所

人権擁護委員制度をご存知ですか？

▼消費生活相談窓口（川西町と
三宅町で広域連携）

勇司 さん（市場）
【人権擁護委員の主な活動】

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れば
「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。
日時 ６月 日（火）
午後１時～４時
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）
問 住民保険課
☎０７４５
（ ）
２６１１

薦田 義治さん（結崎団地） 椿井

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。平成 年４月から、消
費生活相談の窓口が川西町と三宅町

☎０７４５（４４）２６１１
住民保険課
問

川西町公式ホームページ https://www.town.nara-kawanishi.lg.jp

情報ひろば

行政情報

出前講座・改元に伴う書類の取り扱い

町政に関する出前講座
住民の皆さまが町政に対しての理解や親近感を深め

▼開催までの流れ

るには、町政情報の「見える化」を進める必要があ

①希望講座名、開催希望日時、開催予定場所、参加

ります。この事業では、町職員等が地域に出向き、

予定者等を記入し、希望日の１か月前までに持参、

町の施策や制度、事業等についてお話します。聞き

郵送またはＦＡＸで総合政策課へ申し込み。

たいテーマを選んで申し込んでください。

②希望講座を実施する担当課から日程調整、当日の
内容確認等を代表者に連絡します。利用申込書は総
合政策課にあります。また、町ホームページからも
ダウンロードできます。
▼テーマ 全18講座

期間 ６月１日～３月31日※祝日・年末年始を除く
時間帯

午前10時～12時、午後１時～９時（土日は

01

防犯について

（総務課）

02

川西町の財政状況について

（総務課）

03

住民提案型まちづくり事業補助金（総合政策課）

04

聞いてみませんか？町税の概要

05

川西町の債権管理について

（債券管理課）

06

ごみ収集・分別収集について

（住民保険課）

07

川西町版ネウボラについて

（健康福祉課）

08

健康生活を目指して～生活習慣病を予防しよう～

午後５時まで）の間の時間帯で２時間以内（質疑等の時
間を含む）。

対象

町内に在住、在勤・在学する人で実施日に10

人以上の参加が見込まれる団体またはグループ

会場 公の施設、地区集会所その他の施設（町内）
費用

原則として不要。施設使用料（備品を含む）

（保健センター）
09

減塩について

10

やさしい介護保険について

11

結崎ネブカについて

（事業課）

12

上下水道事業について

（事業課）

（保健センター）
（長寿介護課）

13 小学校・幼稚園に入学される方への支援について

や資料が有料の場合は、実施対象となる団体等が負
担。

（税務課）

（教育委員会事務局）
14  幼稚園の入園手続きについて（教育委員会事務局）
15

生涯学習について

（教育委員会事務局）

出前講座は、要望や苦情を聞いたり、交渉したりす

16

文化事業について

（教育委員会事務局）

る場ではありません。趣旨を理解した上で、申し込

17

文化財について

（教育委員会事務局）

みをしてください。また、政治・宗教、営利を目的

18

図書館について

（教育委員会事務局）

とする場合、その他出前講座の趣旨に適さない場合
は利用できません。

問 総合政策課

☎０７４５（４４）２２１３

新元号『令和』への改元による役場からの書類の取り扱い

23

５月１日から元号が「平成」から「令和」に変わり

お手元の書類や証書などは、有効期限になるまでそ

ました。役場から発行している書類や証書の中には、

のまま使うことができます。くわしくは担当課へ。

平成31年５月以降の記載があるものがあります。

・平成31年□月

→（読み替え）→

令和元年□月

これらについては、それぞれ新元号の日付に読み替

・平成32年□月

→（読み替え）→

令和２年□月

えて取り扱うことになります。

・平成33年□月

→（読み替え）→

令和３年□月

2019. ６. １

川西

税金

６月の出張徴収日

６月

自治会

問 税務課 ☎0745（44）2642
場所

時間

24日 唐院
（月） 中村・美ノ城

唐院公民館

午前10時～11時

中村公民館

午後2時～3時

25日 保田
（火） 出屋敷・美幸

保田公民館

午前10時～11時

出屋敷公民館

午後2時～3時

結 崎 団 地・ 結 崎 南 団
26日 地・ハッピータウン 結崎公民館
（水）
北吐田
北吐田公民館
東城・スカイタウン

27日
西城
（木）
東方

上吐田
28日
（金） 南吐田
梅戸

午前10時～11時

町のウェブ・コンテンツ
●川西町ホームページ

https://www.town.nara-kawanishi.lg.jp/

町が発信するあらゆる情報を
掲載しています。

●川西町公式 Facebook

https://www.facebook.com/kawanishi.nara

町 の ニ ュ ー ス、 イ ベ ン ト の

午後2時～3時

様子を掲載しています。

下永公民館

午前10時～11時

西城公民館

午前10時～11時

東人権文化センター

午後2時～3時

●川西町公式インスタグラム

旧上吐田公民館
（金福寺内）

午前10時～11時

official/

南吐田公民館

午前10時～11時

西人権文化センター

午後2時～3時

６月は、町民税第１期分（全期前納分）の徴収月です。
役場職員が上記の日程で出張します。
期限内に納付がない場合は延滞金がかかります。ご注意ください。
８月納期分以降の出張徴収は行いません。納税は取扱金融機関や役
場会計課の窓口で納めるか、口座振替で納めてください。コンビニ
で納付することもできます。
町県民税の納付書は６月10日（月）に発送予定です。

https://www.instagram.com/kawanishi_

町の魅力を町外の人に知って
もらえるような写真を掲載し
ています。

●川西町公式 You Tube

https://www.youtube.com/channel/
UC8enD9Eo_0fkCixEzQ6r8ng

町の魅力を町外の人に知って
もらえるような動画を掲載し
ています。

役場での手続きにはマイナンバー（個人番号）が必要です

６月の相談窓口（→22ページ）

役場などの行政手続きの中にはマイナンバー（個人
番号）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
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
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。
※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）とあせて提示してください。
問 住民保険課 ☎０７４５（４４）２６１１

▼人権なんでも相談所
６月11日（火）
毎月第２火曜日
▼行政なんでも相談所
６月19日（水）
毎月第３水曜日
▼消費生活相談窓口
６月４日（火）・11日（火）・18日
（火）
・25日（火）
毎週火曜日
▼健康相談
６月３日（月）
、７月１日（月）
▼こころの健康相談
随時
▼高齢者の相談窓口
随時

2019. ６. １
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役場・関係機関の
電話番号

人の動き ５月１日現在
区分

問 住民保険課 ☎0745（44）2611

人口

年齢

人口

比率

総人口

8,626人

0～14歳

1,005人

11.6％

前月人口

8,617人

15～64歳 4,697人

54.5％

人口増減

＋ 9人

65歳以上

33.9％

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

（転入）

＋36人

債権管理課

0745-44-2621

（転出）

△19人

住民保険課

0745-44-2611

（出生）

＋ 2人

世帯数

3,647世帯

環境整備事務所

0745-43-1766

（死亡）

△ 9人

前月世帯数

3,635世帯

健康福祉課

0745-44-2631

（その他減）

△ 1人

世帯増減

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

家庭ごみの排出量
（４月分）

2,924人

世帯数

＋12世帯

問 住民保険課 ☎0745（44）2611

排出量

前月比

可燃ごみ

139.13 t

117.2％

107.2％

不燃ごみ

9.25 t

98.9％

96.6％

資源ごみ

7.73 t

106.5％

90.2％

証明書等の休日交付

前年同月比

問 住民保険課 ☎0745（44）2611

【事前予約制】平日の昼間は役場に来庁することが困難な人のために、証
明書等の休日交付を毎月第３土曜に行っています。※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っていま
せん。
▼６月の実施日 ６月15日（土）
▼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
当日来庁する時間を６月14日（金）の午後５時15分までに連絡の上、
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

タウンプロモーション用ロゴマーク

CONTENTS ‒ 主な内容 ‒
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特集

06

まちのアルバム

05
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４本の川をイメージ。

25
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