Kawanishi town news

広報
特集：川西幼稚園

心も体も元気に育つ！

幼児期の「体づくり」は「自分の体を守る力を育てること」
といえます。川西幼稚園が取り組む「体育指導」について
特集しました。 （→ P2～3）
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来年４月から川西幼稚園に入園する園児を
募集しています。
（→ P4)
来年４月から採用する職員を募集しています。
職種は「一般行政職」と「幼稚園教諭（任期付）」
です。（→ P28）

心も体も元気に育つ！

「元気に健康に育ってくれること」は、保護者の皆さんが、子どもた
ちに対して願っていることです。川西町立「川西幼稚園」では、「生
きる力を養うこと」を大切なテーマとしています。
今回は川西幼稚園の「健康な心と体をつくる」取り組みについて特集
したいと思います。
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▼自分の体を守る力を育
てる

子どもの体力低下が問題
視されてから、かなりの年
月が経ちました。子どもた
ちを取り巻く環境も変化し
ています。昔は生活する中
で自然と身についてきたこ
とが、できにくい状況にな
っています。川西幼稚園で
は、そんな中でも子どもた
ちに体を動かすことの楽し
さや心地よさを知ってもら
おうと「体育指導」に取り
組んでいます。平成 年度
から、体育指導の専門家に
年 回「体幹づくり」や「マ
ット運動」
「プール遊び」
などを中心に指導をしても
らっています。
「 体 づ く り 」 は「 自 分 の
体を守る力を育てること」
といえます。体の使い方を
自分でコントロールできる
ようになることは、ケガの
予防にもつながります。
また、幼児期の身体活動
は、幼児期の健康に貢献し
ます。それだけでなく、大
人になってからの運動習慣
や健康状態にも影響がある
と考えられ、生涯にわたっ
ての効果が期待できます。
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▼先生たちも学ぶ機会に

専門家の指導は、園児た
ちへのメリットだけではあ
りません。幼稚園の先生た
ちは、専門家の指導を目の
当たりにすることによっ
て、その指導内容を日常の
教育・保育の現場に取り入
れています。このような取
り組みは、一過性ではなく
継続的に取り組んで行くこ
とが大事です。専門家の指
導は「幼児期に、どんな運
動をどのように取り入れた
ら良いか」ということを先
生たち自身も学ぶ機会にな
っています。

▼心の発達を促すねらい
も

「 体 づ く り 」 は、 単 な る
体力づくりだけではありま
せん。できなかったことが
できるようになる達成感や
満足感を知ることができま
す。また、ゲーム性がある
メニューを取り入れること
によって、協調性や競争心
を 育 て る こ と も で き ま す。
みんなで一緒に頑張ろうと
する姿、一人では育ちにく
い我慢強さや粘り強さな
ど、心の発達を促すねらい
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体幹遊び

第２回

マット・跳び箱・鉄棒遊
び

第３回

プール遊び

第４回

かけっこ・ボール遊び

第５回

マット・跳び箱、鉄棒遊び

第６回

マット・鉄棒・ボール遊
び

第７回

サーキット遊び

第８回

マット・跳び箱・鉄棒・
鬼遊び

第９回

サーキット遊び・ゲーム
遊び

第10回

綱引き・玉入れ・中当て遊び

ドバックできます。運動が
できる子どもはさらにでき
るように、苦手な子どもは
できることを一つひとつ増
やせるように指導できるよ
うになります。なにより外
部の専門家に子どもたちを
見てもらう時間は、より深
く子どもたちと楽しさを共
有できる時間にもなります。
先生が楽しいと子どもたち
も楽しく感じます。それが
「もっとやりたい」という意
欲にもつながっています。
福田園長は「体を動かす
ことを『特別なこと』にし
ない。子どもたちの日常や
遊びの一部にしたい。教育・
保育では、子どもたちを笑
顔にすることを一番の目的
として取り組んでいます」
と話していました。

川西幼稚園では、
「体育教育」の他に
も、
「食育」や「音楽教育」など様々
なメニューで子どもたちの心と体を
健全に育てる取り組みを行っていま
す。広報「川西」では、今後も幼稚
園の取り組みを紹介していきたいと
考えています。

もあります。
実際に、がんばっている
友達を応援する姿が見られ
たり、はげまし合いながら
運動に取り組んだりする姿
も見られます。また、ドッ
ジボールでは作戦をみんな
で考えたり、日々の遊びの
中に学んだことに取り組ん
だりするといった「工夫す
る」姿を見られることも印
象的です。

第１回

います。
「幼稚園で行っているの
は『土台づくり』なんです。
遊 び を 通 じ て『 体 づ く り 』
の土台ができれば」と福田
園長。
「 ま ず は、 身 体 を 動 か す
ことを好きになってもらい
たいです。苦手意識を持た
ず、楽しさを感じられるよ
うな環境にしてあげること
が大事だと思っています。
」
子どもたちはそれぞれ成
長 の 速 度 も 違 え ば、 得 意・
不 得 意 な こ と も 違 い ま す。
専門家に指導をお願いする
ことで、その時間、幼稚園
の先生たちは客観的に、個々
の子どもたちを見ることが
できます。より具体的に子
ど も た ち の 個 性 を 確 認 し、
日常の教育・保育へフィー

※年中クラス・年長クラスもそれぞれ専
門家による体育指導に取り組んでいま
す。

▼子どもを笑顔にするこ
とが一番の目的

去年、年少クラス（３歳児）では
こんなことをしました

「体育指導」といっても、
子どもたちの身体に負荷を
かけたり、我慢を強いたり
するなどといったトレーニ
ングではありません。子ど
もたちに体を動かすことの
楽しさを伝えたいと考えて
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心も体も元気に育つ！／川西幼稚園
特集

川西幼稚園
令和２年度 入園児募集
町立

令和２年春から川西幼稚園への入園を希望する幼児を募集します。
▼募集対象
【年少組（３歳児）
】
平成28年４月２日生から
平成29年４月１日生まで
【年中組（４歳児）
】
平成27年４月２日生から
平成28年４月１日生まで
【年長組（５歳児）
】
平成26年４月２日生から
平成27年４月１日生まで
※現 在通園している園児につい
ては申し込みの必要はありま
せん。
▼申込期間・時間
８月19日（月）～26日（月）
午前９時～午後５時
（休日も受付します。
）

▼受付場所
教育委員会事務局（文化会館内）
▼募集要領・申込用紙
８月１日から教育委員会事務
局でお渡しします。
（町ホームペ
ージにも掲載しています。
）
▼おねがい
入園を申し込んだ人には後日、
「認定申請」の手続きをお願いし
ます。
「認定申請」は、原則、住
所地の市町村に申請することと
なっています。現在、川西町に住
所のない人は、入園申込の際に必
ず申し出ください。
問 教育委員会事務局

川西幼稚園ってどんなところ？
「きらきら、わくわく、たくま
しく、心豊かな川西っ子」を目指
す子ども像として、教育・保育に
取り組んでいます。
住所 川西町結崎３０－５
（役場の北隣）
☎０７４５（４４）０３８０
通園方法 通園バスあり（別料金
必要）
保育時間
午前８時40分～午後2時
（月曜のみ午前11時30分）
給食提供 あり（別料金必要）
（水曜のみ弁当持参）
預かり保育 あり
（長期休業中も含め、午後４時

30分まで。別料金必要）

☎0745（44）2684
有料広告

令和２年度

川西こども園・園児募集

１号認定者（教育標準時間）
～幼稚園的利用希望の方（３歳児以上）～

令和２年度春から川西こども園への入園を希望され
る園児を募集します。
★対 象
３歳児クラス
平成28年4月2日～平成29年4月1日 生まれ
４歳児クラス
平成27年4月2日～平成28年4月1日 生まれ
５歳児クラス
平成26年4月2日～平成27年4月1日 生まれ
★申込方法 川西こども園まで入園願書を取りにき
てください。その後、下記の期間中に
入園願書を提出してください。
提出期間：８月19日（月）～８月23日（金）
午前９時～午後４時

※詳細につきましては、川西こども園までお問い合わせください。

川西こども園ってどんなところ？
「たくましく、しっかりした子」を目指す園児像と
して、教育・保育に取り組んでいます。
住所：磯城郡川西町結崎1201-1
電話：0745-44-1611
保育時間 ：午前8時30分～午後1時
給食提供 ：あり（別途料金必要）
預かり保育：あり（別途料金必要）
・早朝保育
午前7時00分～8時30分
・預かり保育 午後1時00分～4時30分
・延長保育
午後4時30分～7時00分
※保育無償化により今後変更になる
可能性があります。

くわしくはこちらから！

https://www.aiwakai-nara.or.jp/kawanishi/

社会福祉法人 愛和会
下段の枠内は私立の川西こども園の有料広告記事です。川西町立の川西幼稚園の募集記事はこのページの上段部分です。

川西町では自主財源の確保等を目的に、広報紙に有料広告を掲載しています。広告内容は、川西町が推奨するものではありません。
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まちの保育園・認定こども園

成和保育園は今年で開園
周年。仏教保育園として
様々な行事や日々の生活を
通して「数えきれない命に
支えられて生かされ生きて
いる命、すべての命を尊び、
誰も変わることのできない
たった一つの大切な命」と
いう命を敬う心を育んでい
ます。
また、乳幼児期の感覚の
敏感期に様々な体験をする
ことが「子供の最善の利益」
と考え、

昭和24年開園。親子３代でこの保育園出
身の家庭もあるほど地域に根付いた歴史あ
る保育園です。お寺が発祥なので、人を敬
い、思いやる心の育成を心がけています。

▼英語教室 外国人講師に
よるカードや歌を取り入れ
英語に親しむことで、コミ
ュニケーション能力を育て
る。

▼体操教室 専門の講師の
指導により、子どもたちに
身体を動かすことの楽しさ
や、挑戦する事で自信を持
ち、健やかな心身を育てる。
▼音楽教室 専門の講師に
よるリトミック・ピアニカ・
歌などを通して子どもたち
の感性を豊かに育み、心身
の発達を促す。
などの教室を実施していま
す。
日々の生活の中でも保育
士が言葉がけや教材に対す
る研究をし、子どもたちか
ら出てきたものにタイミン
グをはずさず、手を加えて
伸ばしてあげられるよう
「考える保育」を常に心が
けています。

川西こども園

平成29年開園。川西町初の認定こども園
です。
「わくわくできる場所」をテーマに、
みんなが楽しくふれあえる開放的な場を目
指しています。

人生の中でもっとも多く
のことを日々吸収し、いろ
んな成長を遂げる乳幼児期
の子どもたち。川西こども
園 で は、
『たくましく し
っ か り し た 子 』 を 目 指 し、
たくさんのお友達や先生た
ちと触れ合ったり、遊んだ
りしながら社会性の育成と
道徳性の芽生えを培える場
となるよう、色々な取り組
みを行っています。
この時期の体験は、この
先の好奇心へつながると考
え、園の教育保育方針の一
つ で あ る、
「知的発達の基
礎作りと十分な表現活動の
体得」として外部講師を招
き、２～５歳児を対象にイ
ングリッシュ・プレイ（英
語教室）を取り入れていま

す。子どもたちは、音楽や
リズムに合わせて日常で使
う身のまわりの簡単な単語
の発音を始め、体全体を動
かした遊びや、カードを使
ったゲーム遊び等、月ごと
に題材が変化する教室に楽
しく参加しています。また、
月１回ネイティブ講師とし
てカナダ出身の先生も来園
し、異文化にも触れながら、
体全身を使ったパワフルな
教室に子ども達も大興奮で
す。
教室を通して、自分の思
いを言葉で表現する楽しさ
を体験し、コミュニケーシ
ョンをとる楽しさへとつな
げ て い っ て も ら え る よ う、
生活の中に取り入れていま
す。
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成和保育園
70

川西町には、私立の保育園・こども園も充実！

川西町は人口約8,600人、面積5.93k㎡と、ちいさな町ですが保育園や認定こども園といった
子育て施設が充実しています。お子さんの成長や、保護者のライフスタイル、通園のしやすさ
など、様々な選択肢の中から子育て環境を選ぶことができます。※各施設には定員があります。
保育所の入所募集は、11月号でお知らせする予定です。

いい人。ちかい人。

川西町立

川西幼稚園
川西町唯一の公立の幼稚園。

先生たちは、園内の教育・保育の活動だけ
でなく、地域の清掃活動やイベントにも積
極的に参加してくれています。

が普段どんなことを意識して子どもたちと
接しているかを聞いてきました。

質問には「お寿司屋さんでよく見つかる」とのこと。大きい声で「先生！」って呼ばれ
るとちょっと恥ずかしいけど、声を掛けてもらえるのは嬉しいとのことです。

地域との距離感が「ちかい」幼稚園。そん
な川西幼稚園の日常の雰囲気や、先生たち

今回は、写真前列の鈴木先生、波夛先生、梶山先生にインタビューしています。

「休みの日にお店などで、園児や保護者の皆さまに見かけられたりしますか？」という

いろんなことが「近い」幼
稚園。先生にとっても恵ま
れた環境。
――先生たちにとって、「職
場」としての川西幼稚園は
どんなところ？
梶山 家族のような何でも
相 談 で き る 雰 囲 気 で す よ。
いろんな年齢の先生がいる
ので、いろんな意見交換が
できて、職場としても組織
としてもいいと思います。
波夛 公立としては町に１
つだけの幼稚園なので、教
育委員会とも「ちかい」距
離感です。よく現場を見に
来てくれたり、子どもたち
に声を掛けてくれたりし
て、連携が密に取れます。
鈴木 地域の人とも「ちか
い」です。園の菜園で栽培
する野菜の農作業を教えて
いただいています。地域の
方々や行政から手厚く見守
ってもらえています。
波夛 子ども一人一人にと
っても、手厚く接すること
ができる環境だと思いま
す。教材など、子どもが触
れるものの数や種類が充実
していて、いろんなことに
恵まれています。初めて来
たときにその豊富さに驚き
ました。これは先生にとっ

ても恵まれていることで
す。教える側の引き出しも
増えます。若い先生たちも
みんな勉強熱心ですね。

子どもの成長に接すること
が、この仕事の魅力。
――子どもと接するときに
心掛けていることは？
鈴木 家庭で育った子ども
にとって、初めての外の社
会が幼稚園です。３歳児に
は、お母さんのように愛情
をいっぱいかけて、安心し
て園で過ごせるように接し
ます。４歳児のクラスにな
ると、自分でできることを
増やして自信をもって生活
で き る よ う に し て い ま す。
５歳児のクラスでは、お友
達と一緒に何かを挑戦でき
る力を付けてあげたいと思
っています。
梶 山 幼稚園の３年間の成
長は著しいですね。運動会の
練習を見ていても、成長を感
じて泣きそうになります。
波 夛 子ども同士の社会の
中で影響し合って、成長す
ることも多いですね。ほめ
ら れ て い る 子 の マ ネ か ら、
いいことを覚えてくれます。
私たちが子どもから学ぶこ
ともいっぱいあります。

梶山 遊びの中でも、考え
て試したり、友達と力を合
わせて、たくさんのことを
経験していきます。
――子どもが家で見せる顔
と外で見せる顔って違うこ
ともあります。保護者とは
どのように情報共有してい
ますか？
梶山 保護者から「外では
自分でいろんなことを頑張
っているのに、家では甘え
ている」と聞くと、かわい
いなって思います。そうい
うところも含めて受け止め
てあげたいと思っていま
す。保護者の方も外での子
どもの様子が気になると思
うので、お互い聞きあって
います。
鈴木 バス通園だと保護者
の方と話す機会を持ちにく
いです。だからこそ、会っ
たときにしっかり話そうと
思いますし、お母さんと顔
を見て話す機会を大切にし
て、子どもの成長を共有し
たいですね。
梶山 成長といえば、小学
校・ 中 学 校 も ち か い の で、
卒園後も子どもたちの成長
を見ることができます。こ
れも川西幼稚園で働く魅力
だと思います。
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文化祭

第33回

参加者・出店者募集

川西文化祭

問

教育委員会事務局

☎0745（44）2214

11月3日（日）～11月4日（月）

一般参加者募集 こすもす演芸大会
開催日 11月３日（日）午前10時～午後４時

一般参加者募集 作品展
開催日 11月３日（日）午前９時30分～午後５時

【出場者募集要項】

11月４日（月）午前９時～午後４時30分

対象 町内在住・在勤者
部門

【作品展募集要項】※出展は１種目１点とします

芸能全般（持ち時間は原則５分以内。必要な

対象 町内在住・在勤者

ものは各自で用意してください。カラオケは２コ

申し込みがない場合は出展できません。

ーラスとします。）

申

出場参加料 １ステージ
 教育委員会事務局

５００円

点数

写真

1点

半切

絵画

1点

30号以内

書芸

1点

90×50cm 以内

生花

1点

60×80cm 以内

工芸

1点

自由

手芸

1点

自由

短歌

1首

短冊・色紙大

俳句

1句

短冊・色紙大

川柳

1句

短冊・色紙大

その他

1点

ご相談ください

８月23日（金）〆切り

部門

 教育委員会事務局に出場申込用紙があります。
出場料を添えて申し込んでください。なお、出場
者多数の場合は抽選をする場合があります。

出店者募集 川西文化祭模擬店
文化祭で模擬店を出店してみませんか？団体・グル
ープでの参加をお待ちしています。
対象 町内在住・在勤者

参加費 １団体１ブースにつき500円
（１日間・２日間とも）※申込時に徴収

申

（間口２ｍ、奥行４ｍ）

 教育委員会事務局
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500円

作品搬入日 11月２日（土）午前９時30分～午後１時
申

規格 １ブースのスペースはテントの1/2

出展参加料 1点

規定

 教育委員会事務局

８月23日（金）〆切り

 教育委員会事務局に出展申込用紙があります。

８月１日（木）～８月28日（水）

出展料を添えて申し込んでください。なお、出展

教育委員会事務局に所定の申込み用紙があります。

者多数の場合は抽選をする場合があります。
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まちのアルバム
社会を明るくする運動

川西町公式 Facebook

７月１日～

犯罪のない明るい地域を

７月は社会を明るくする運動の強調月間でした。運
動の初日の７月１日には、早朝から近鉄結崎駅前で街
頭啓発活動が行われ、磯城地区保護司会、更生保護女
性会、
主任児童委員の皆さまが、
竹村町長とともに「犯
罪のない明るい地域づくり」を呼びかけました。
街灯啓発活動の後、保護司会や保護女性会の皆さま
から町長へ、内閣総理大臣からのメッセージが伝達さ
れました。

公益財団法人日本公衆電話会

6月19日

「こども手帳」が寄贈されました

川西小学校の５年生の児童に、公益財団法人日本
公衆電話会から「こども手帳」が寄贈されました。
財団では、地域の安全・安心への取り組み、また、
小学児童への安全・安心への意識づけの取り組みを
行われています。今回、
「こども手帳（ぼくも、わた
しも社会の一員）
」は、
子どもたちが「自ら考え、
行動」
できるようにと、子どもの関心、意識を高める視点
で編集されています。
ありがとうございました。

式下中学校吹奏楽部

１年生部員

６月14日

デビューコンサート

今年度、式下中学校には新１年生８名が吹奏楽部
に入部しました。入部した１年生部員の演奏を保護
者の皆さんにお披露目するコンサートが開かれまし
た。１年生部員は緊張しながらも、
「ビギナーズ・
デビュー」を演奏し、日ごろの練習の成果を発揮し
ました。式下中学校の吹奏楽部の皆さまは、町内の
様々なイベントにも出演しています。９月７日には
「川西夏の音楽祭」にも出演予定。
（くわしくは16
ページへ）
カレーパーティ

６月25日・26日

みんなで作ったよ！

川西幼稚園では毎年、食育の一環で園児たちが自
分で育てた野菜を調理して、カレーパーティを開催
しています。
園児たちは、野菜を切ったり、ルーをかき混ぜた
りと慣れない作業にも一生懸命。おいしいカレーが
できるように心をこめて作りました。できあがった
カレーは、小学校の大塚校長先生たちを招待してみ
んなで楽しくいただきました。

2019. ８. １
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まちのアルバム
▼大和まほろば圏域ニュース
【第10回

川西町】

川西町公式 Facebook

結崎駅前七夕まつり

７月５日～７日

願いごとかなうかな？

結崎ネブカが焼酎に！
結崎ネブカは川西町特産のねぎです

昨年、川西町商工会と奈良市の酒造メーカー「八
木酒造」が川西町特産のねぎ「結崎ネブカ」を使っ
た本格焼酎を開発しました。すぐにテレビや新聞等
で取り上げられ、品薄状態が続いていました。
６月から令和元年度の出荷が始まり、現在は川西
町内の福西酒店、田原本町の道の駅「レスティ唐古・
鍵」などで購入することができます。
一天一束（いってんひとたば）
「室町時代、一天にわかにかき曇り、翁の能面と
一束のねぎが降ってきた」という地元の伝説にちな
み、
「一天一束」と名づけられました。川西町は観
世流能の発祥の地であり、古くからねぎの生産地で
あることを物語る伝説です。
独特の香りがインパクトあり
秋冬期にしか生産されない結崎ネブカを季節問わ
ずに楽しんでもらおうと、開発がスタート。約２年
間かけて完成しました。
「どうせ作るのなら、香り
も味もネギを感じられるものにしたかった」と言わ
れるとおり、ネギの強い風味が感じられる焼酎に仕
上がっています。

地域のボランティアの企画で、近鉄結崎駅前の公
園周辺に七夕飾りが取り付けられました。
６日にはイベントも行われ、子どもたちが七夕の
ねがいごとや飾り付けを取り付けました。子どもた
ちは好きな飾り付けを、ボランティアの皆さんに作
り方を教わりながら作っていました。飾りつけの後
は、みんなで『東京五輪音頭２０２０』を踊りなが
ら、七夕の夕べを楽しみました。

インスタグラム「＃ちかい町かわにし」で投稿しよう

問 川西町商工会 ☎０７４５（４４）０４８０

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。
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川西町公式
インスタグラム

くらし

プレミアム付商品券・熱中症予防など

川西町プレミアム付商品券を発行します

問 健康福祉課
☎０７４５（４４）２６３１

消費税・地方消費税率の10％に引き上げが予定されています。
川西町では、①低所得者や②子育て世帯（０～２歳児）の消費に与える影響を緩和し、地域での消費を喚起・下
支えすることを目的として、プレミアム付商品券を発行することになりました。
制度の概要 対象となる人に、プレミアム付商品券を販売します。
購入場所 川西町商工会館、町内金融機関（予定）
購入期間 9月28日（土）～翌年2月20日（木）
【※購入引換券とは？】
購入方法 購入引換券※を提示し、必要料金を支払い
購入引換券とは、プレミアム付商品
購入単位 ４千円（プレミアム付商品券額面５千円）
券を購入できる人であることを役場
購入回数 最大５回（４千円×５回＝２万円（商品券額面２万５千円）
） が証明する書類です。商品券を購入
使用期間 10月1日（火）～翌年2月29日（土）
するために提示が必要になります。
①低所得者への交付
２万５千円分の商品券⇒２万円で購入できます
対象 令和元年度住民税非課税者※
（平成30年1月1日から平成30年12月31日までの収入
に基づいた住民税算定額が0円の方）
※住民税課税者に扶養されている人や、生活保護受給
者等は対象外となります。

②子育て世帯への交付
２万５千円分の商品券（該当する子ども１人あたり）
⇒２万円で購入できます
対象 平成28年４月２日から令和元年９月30日まで
に生まれた子が属する世帯の世帯主
９月ごろ（予定）から、購入引換券を直接郵送します。

８月中旬から対象になると思われる人に「購入引換券
交付申請書」を送付します。
８月26日（月）から申請を受け付けます。役場で申
請の内容を確認し、要件に合致すると確認でき次第、
購入引換券を郵送します。

熱中症にご注意を
今年も猛暑の季節がやってきました。熱中症は、屋外
やスポーツ中だけに起こるわけではありません。屋内
でも温度や湿度が高いと、発症することがあります。
特に小さなお子さんや高齢の方は熱中症にかかりやす
い傾向があります。
・睡眠不足や風邪気味など、体調が優れないときは日
中の外出や運動は控えましょう！
・通気性のいい服を着用し、外出時は帽子や日傘など
を使用しましょう！
・「のどが渇いた」と感じるときは、水分不足のサイ
ンです。こまめに水分補給しましょう！

環境省
熱中症予防情報サイト

問 保健センター ☎０７４５（４３）１９００
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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。

●保健センター

☎０７４５（４３）１９００

●子育て支援センター

☎０７４５（４３）２５７５

（相談専用） ☎０７４５（４３）２７７４

こどもの健康

妊娠・出産

●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）

●保健センター（事前申込必要）

４・５ヵ月児健康診査

10ヵ月児健康相談

妊娠判定受診料を補助

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

離乳食のお話、歯みがきのお話、
身体計測、発達・生活・栄養・歯
科相談
対象 生後９～10ヵ月児

日時 ８月２日（金）
受付 午後１時～１時20分

日時 ８月８日（木）
受付 午前９時～９時15分

平成31年2月6日～4月5日生

平成30年8月11日～11月10日生

●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）

１歳６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、歯科
検診、生活・栄養・歯科・発達
相談
対象 １歳６～８ヵ月児

問診、身体計測、視力・聴力検査、
内科診察、歯科検診、生活・栄養・
歯科・発達相談
対象 ３歳６～８ヵ月児

日時 ８月９日（金）
受付 午後１時30分～２時30分

日時 ９月６日（金）
受付 午後１時30分～２時30分

平成29年11月12日～平成30年2月11日生

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
の補助を行っています。
対象 町民税非課税世帯の方
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）

平成27年12月11日～平成28年3月8日生

こどもの発達
いずれも事前に臨床心理士と面
談のうえ、利用してもらいます。
くわしくは保健センターへ。
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●保健センター

●保健センター

療育教室／集団療育（うさぎ組）

療育教室／個別療育

成長・発達等で気がかりなお子
さんを対象に、集団あそびを通
して、健やかな成長・発達をの
ばしていくための教室です。
対象 おおむね１歳６ヵ月以上
のお子さんと、そのお子さんの
成長・発達や育児について気が
かりや心配をお持ちの保護者

早期から個別に訓練をおこない、
家庭でも療育をおこなっていける
ための指導・助言をします。
対象 発達障害（疑い含む）のあ
るお子さん、または成長・発達等
で気がかりなお子さん

まちの子育て情報

子育て・交流
●子育て支援センター

お楽しみデー
ボールプールであそぼう！！
日時 ８月30日（金）

子育て支援センター

行事予定表
時間はいずれも午前10時～11時30分

▼８月
日

※印のみ、午前9時30分～

内

8日（木） ２歳児親子広場

容

場

所

子育て支援センター

21日（水） プール閉い※

子育て支援センター

22日（木） ０歳児親子広場

子育て支援センター

29日（木） １歳児親子広場

子育て支援センター

30日（金） ★お楽しみデー

子育て支援センター

▼９月前半
日

●子育て支援センター

プール遊び
楽しいプール遊びになるように
皆さまの協力をお願します。
期間 ８月21日（水）まで
プールに入れる日
毎週水・金・土
午前9時30分～11時30分
※雨 天や当日の天候、支援セン
ターの行事等で中止になるこ
とがあります。
※お 子さんのプール遊びは、保
護者の責任の下でお願いしま
す。また、遊んだ後のプール
用遊具をお子さんと一緒に片
付けてください。
※オ ムツの取れていないお子さ
んには、必ずプール用おむつ
を着用させてください。
●保健センター（申込必要）

場

所

けやきホール

5日（木） ２歳児親子広場

子育て支援センター

6日（金） 移動広場

川西文化会館しきの間

10日（火） わくわくリズム（親子で演奏会） けやきホール
12日（木） ０歳児親子広場

子育て支援センター

●保健センター（申込必要）

●保健センター（申込必要）

親子クッキング（３歳児）

親子クッキング（４・５歳児）

親子で一緒に料理を作って食べる
楽しいクッキング教室です。自分
で作って食べる楽しみを感じても
らうとともに、お子さんの食生活
を振り返ってみましょう。
日時 ８月６日（火）
※午後１時30分ごろ終了予定
受付 午前９時30分～9時40分
定員 12組
参加費 親子1組500円、
同伴児（1歳以上）1人200円
持ち物 エプロン、三角巾、ふ
きん、お茶、上靴（サンダル類
不可）、母子健康手帳
８月２日（金）まで

親子で一緒に料理を作って食べる
楽しいクッキング教室です。自分
で作って食べる楽しみを感じても
らうとともに、お子さんの食生活
を振り返ってみましょう。
日時 ８月20日（火）
受付 午前９時30分～９時40分
※午後１時30分ごろ終了予定
定員 15組
参加費 親子1組500円
同伴児（1歳以上）1人200円
持ち物 エプロン、三角巾、ふ
きん、お茶、上靴（サンダル類
不可）、母子健康手帳
８月16日（金）まで
申

お子さんのおやつや子育ての情
報交換の場です。
対象 １歳～２歳くらいまでの
お子さんと保護者
日時 9月4日（水）
午前10時～11時ごろ
受付 午前９時45分～10時
持ち物 母子健康手帳、おやつ
の材料費（100円）、オムツ等お
子さんに必要なもの

容

3日（火） わくわくリズム（親子リズム）

申

すくすくサロン

内

【母親サークルをつくりませんか？】

子育て支援センターでは、子育て支援の
一環として母親サークル支援を行ってい
ます。
サークルを作ろうと思っている人は、ぜ
ひ子育て支援センターにご相談ください。

2019. ８. １
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まちの子育て情報

教室・講座

子育て相談

●保健センター（申込必要）

●保健センター（申込必要）

●子育て支援センター

離乳食教室①

赤ちゃん体操教室

子育て相談

離乳食開始から2回食までの「離
乳食のすすめ方」の話。調理のデ
モンストレーション・試食。
対象 生後６ヵ月ごろまで
日時 ８月22日（木）
午後１時30分～２時30分
受付 午後1時15分～1時25分
●保健センター（申込必要）

離乳食教室②
２回食から離乳食完了までの「離
乳食のすすめ方」の話。調理のデ
モンストレーション・試食。
対象 生後７～12ヵ月ごろ
日時 ８月22日（木）
午後２時45分～３時45分
受付 午後2時30分～2時40分

幼稚園・保育所

子育てでの不安や悩みのご相談は
ありませんか？ひとりで悩まない
でご相談ください。
相談無料・秘密厳守
対象 0歳～就学前の子どもの保
護者
相談方法
電話相談 ☎0745（43）2774
来所相談
訪問相談（希望する場合は、相談
員が伺います）
相談日時 火・水・木・金・土
午前９時～午後５時
相談のお相手 臨床心理士・保健
師・保育士

（※幼稚園の入園児募集は４ページに掲載）

●川西幼稚園

●成和保育園

●川西こども園

ボディペインティング遊び

七夕まつり

バスに乗ってトマト狩り♪

体専用の絵の具を使って、ボディペ
インティング遊びをしました。
「自分
の体にお絵かきするなんて、はじめ
て！」とちょっぴりドキドキしてい
た子どもたち。絵の具の色の鮮やか
さや色が混じり合うおもしろさ、体
に塗って遊ぶ開放感を監事、存分に
楽しむ姿が見られました。

13

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
とその保護者
日時 ８月５日（月）
９月９日（月）
午前10時～11時30分ごろ
受付 午前９時45分～10時
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

2019. ８. １

川西

七夕まつりでは、七夕飾りなどの由
来についてのお話を聞いたり、パネ
ルシアターで織姫と彦星の物語をみ
たりしました。
みんなで、たなばたさまのうたをう
たいました。大きな笹には一生懸命
つくった七夕飾りや願いごとを飾り
付けました。色とりどりのかわいい
作品が風に揺れて子どもたちも嬉し
そうでした。

ハウスの中は、赤や黄色のミニトマ
トがたくさん実っており、
「すごー
い！いっぱいあるー！！」とお友達
もびっくり！採り方を教えてもら
い、ボウルに満タンになるまでたく
さん収穫しましたよ。採ったミニト
マトは、すぐに氷水で冷たく冷やし
て頂きました。採れたて新鮮のおい
しさに手が止まらなくなっていたお
友達でした。

くらし

児童扶養手当・特別自動扶養手当・障害者のための相談窓口

児童扶養手当

特別児童扶養手当

父または母と生計を同じくしていない児童が育成さ
れる家庭の生活の安全と自立を助け、児童の健全育
成を図ることを目的として支給される手当です。
受給対象者 上記の児童を監護している母、または
監護し、かつ生計を同じくする父、あるいは母また
は父に代わってその児童を養育している人

心身に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を監
護している父もしくは母、または父母に代わってそ
の児童を養育している方に支給されます。
※ただし、前年の所得が一定額以上ある場合、または児童が

障害による公的年金を受けることができる場合は支給され
ません。

※児童とは、18歳に達する日以降、最初の3月31日までの人
をいいます。

▼児童扶養手当を受けるには
「認定請求書」を提出し、認定を受けなければ受給で
きません。支給開始は申請した月の翌月分からです。
※請求者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合は

▼特別児童扶養手当を受けるには
「認定請求書」を提出し、認定を受けなければ受給で
きません。支給開始は申請した月の翌月分からとな
ります。

支給されません。

※受給認定を受けると、毎年８月12日から９月11日までの間

に、所得状況届を提出する必要があります。また障害の程

※受給認定を受けると、毎年８月１日から８月31日までの間
に、現況届を提出する必要があります。

度についても定期的に診断書等を提出し、再認定を受ける
必要があります。

くわしくは下記まで

くわしくは下記まで

問 住民保険課 ☎０７４５（４４）２６１１

問 住民保険課 ☎０７４５（４４）２６１１

障害者のための相談窓口

～障害者相談支援事業（相談無料・秘密厳守）～

川西町から委託を受けた事業所の専門相談員が、障害
者（障害児）やその家族などの相談に応じます。
相談員は、必要な情報提供やアドバイスを行い、町や
サービス事業者との連絡調整を行うなど、福祉サービ
スの利用から日常生活までの幅広い相談に応じ、障害
者の自立を支援します。
また、相談から得られた町民の皆さまの意見や要望を
集約し、障害者総合支援法に定められた自立支援協議
会の運営を通して、町の障害者施策への反映につなげ
ていきます。

相談日時 毎週月～金（祝祭日・年末年始除く）
午前9時～午後5時
相談方法 電話・面談・訪問 など。
直接下記へご連絡ください。
対象 川西町内にお住まいの障害者やその家族
費用 無料
問 健康福祉課 ☎０７４５（４４）２６３１
FAX ０７４５（４４）４７８０

事業所

川西町社会福祉協議会

生活支援センターいろは

対 象

身体障害者・知的障害者

精神障害者

川西町吐田94（ぬくもりの郷内）

田原本町保津5-5

☎0745-43-3939／ FAX0745-43-3938

☎0744-32-7753／ FAX0744-32-7746

場 所
連絡先
相談員
から

ひとりで悩まずに、まずはお電話ください。
まずはお気軽にお電話ください。一緒に考え、
（ご家族のみの相談にも応じます。
）秘密は守
解決に向けてお手伝いさせていただきます。
られますので、安心してご相談ください。

※相談員がすぐに電話対応出来ないことがありますが、連絡先を残していただくと折り返します。

2019. ８. １

川西

14

就職・採用
▼川西町職員採 用 試 験
町職員の採用情報を ページ（裏
表紙）に掲載しています。

▼自衛官等募集

15

30

主催者

午後２時

無料

川西夏の音楽祭実行委員会

コスモスホール

午後２時

欄外参照

川西町 / 川西町教育委員会
（一財）自治総合センター

朝倉さや feat. 中孝介ジョイントコンサートのチケットは川西文化会館コスモスホール、イープラス（https://eplus.jp）にて販売中。
一般2,000円（当日2,500円）
、高校生以下1,000円（当日1,500円）

☎０７４４
（ ）
９０６０
http://www.mod.go.jp/pco/nara

たが、最近では、洋服や小物に合わ
せる新鮮なデザインのつまみ細工が
作られています。今回は、初めての
方でも参加できるブローチ作りで
す。いろんな用途に使用できる和風
アクセサリーを作ってみませんか。
日時 ８月 日（火）
午後１時 分～３時 分
場所 西人権文化センター
講師 板持 悟子 先生（つまみ細工
「みほつ姫」
）
材料費 １０００円
定員
人（先着順）
持ち物 はさみ・ピンセット
申・問 ８月１日（木）～８日（木）
西人権文化センター
☎０７４５
（ ）
２０８０
30 20

44

▼令和元年度奈良県広域消防組
合消防職員採用募集案内
【後期】
令和２年４月１日
採用予定の消防職員
を募集します。くわ
しくはホームページ
で確認してください
（ http://www.naraksk119.jp
）
。
募集区分 短大、高校区分
問 奈良県広域消防組合消防本部人
事企画課人事係
☎０７４４
（ ）
１１１９

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

コスモスホール

9月8日（日）



いきいき広輪では、おおむね 歳
以上の方を対象に様々な催しを行っ
ています。１日講座はその一環とし
て、世代間の交流を行い、生活範囲
を広げ、有意義に過ごすことを目的
としています。どなたでも参加でき
ます。

夏祭り実行委員会

9月7日（土）

▼いきいき広輪 １日講座
《つまみ細工》
カラフルな布を小さく折り畳みな
がら作り上げるつまみ細工は、江戸
時代から続く伝統工芸です。着物生
地やちりめんなどを使い、着物に合
わせる髪飾りとして作られていまし

川西

2019. ８. １

15

無料

ジョイントコンサート

午後3時

朝倉さや feat. 中孝介

中央体育館駐車場

8月3日（土）

川西夏の音楽祭

入場方法

（小雨決行）

開演

かわにし夏フェスタ

場所

イベント名

日

月

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。

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、航空学生を募集
しています。応募資格
や試験日についてはホ
ームページで確認してください。
自衛官候補生（陸・海・空自衛隊）
年間を通じて受付
一般曹候補生（陸・海・空自衛隊）
９月６日（金）まで
航空学生（海・空自衛隊）
９月６日（金）まで
問 自衛隊橿原地域事務所

65

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

24

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。

28

29

20

44

情報ひろば

借用した「ヒロシマ・ナガサキ原爆写
真ポスター」
（ＮＯ ）を展示します。
日時 ８月２日（木）～ 日（水）
午前９時～午後５時 ※祝日は休
館
場所 文化会館１階 正面エントラ
ンス
問・主催 川西町人権教育推進協議
会（教育委員会事務局内）
☎０７４５
（ ）
２２１４
19

14

▼毎月 日は「人権を確かめあ
う日」設定 周年県民のつどい・
第 回シンポジウム

44

日時 ８月９日（金） 午後１時～
場所 かしはら万葉ホール（橿原市
小房町）／公共交通機関を利用し
てください。
内容 シンポジウム／参加無料・申
込不要／手話通訳あり
問 市町村人権・同和問題「啓発連
協」事務局
９６１１
☎０７４２
（ ）

これでいいのか 私たちのくらしの
中の人権 ～人権侵害の今を斬る～
!!

11

▼第 回 ＣＤ ク ラ シ ッ ク ・ サ
ロンコンサート ／ ヴ ィ ヴ ァ ル デ
ィとアルビノー ニ の 音 楽 を 特 集
イタリアバロック音楽の代表的作
曲家ヴィヴァルディとアルビノーニ
の音楽を聴いていただきます。夏の
暑いひととき、晴れわたった美しい
イタリアの青空のような２人の作品
を聴いてください。
日時 ８月 日（月・振休）
午後１時 分～３時ごろ
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

▼第３回人権教 育 研 修 講 座
日時 ８月９日（金）
午後１時 分～３時
場所 文化会館サークル室ＡＢＣ
内容 「夢と出会いとやさしさと～音
楽を通して人権問題を学ぼう～」
講師 丸岡 新作さん（かぎろひ夢
バンド代表）
問・主催 川西町人権教育推進協議
会（教育委員会事務局内）
２２１４
☎０７４５
（ ）

広島平和記念資料館 啓発課 から

▼かわにしココロカフェ
「ココロカフェの夏祭り」
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。
８月は
「ココロカフェの夏祭り」
です。

▼第７回 川西夏の音楽祭

コスモスホールで吹奏楽と大合唱♪
日時 ９月７日（土）午後２時～

出演団体 川西町少年少女合唱団／うた声さくら草／

コーラスさくらんぼ／式下中学校吹奏楽部／吹奏楽

団ウインズ悠々／ＪＡハンドベルサークル

主催 川西夏の音楽祭実行委員会
昨年大好評だった盆踊りを今年もみ
んなで踊って、ゆく夏を惜しみまし
ょう。
日時 ８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
参加費 １００円（飲み物・茶菓子
付き）
※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。

（開場 午後１時30分）

30

子どもも大人も楽しめる音楽祭です（入場無料）
30 15

44

44

30

22

30 12

30

16

22

▼反戦・平和展 ２ ０ １ ９
「 ヒ ロ シ マ・ ナ ガ サ キ 原 爆 写 真
ポスター展」

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

情報ひろば

問・共催

教育委員会事務局 ☎０７４５（４４）２２１４

問 川 西 町 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー
（ぬくもりの郷内）
☎０７４５
（ ）
１１８０

42

16

川西

2019. ８. １

対象 小学生

主催 かわにしＷＡＫＵ・ＷＡＫＵ＋１

45

▼応急手当講習会（応急手当普
及員再講習）

日時 ８月 日
（日）午前９時～正午
場所 磯城消防署
対象 奈良県広域消防組合の消防署で
応急手当普及員の資格を取得してか
ら３年未満の人。受講すると新しい
応急手当普及員認定証が交付され、
有効期限が３年間延長されます。
定員・受講料
名・無料
申 ８月１日（木）～ 日（火）
磯城消防署救急課
☎０７４４
（ ）
２４６１

25

20

33

20

▼第 回磯城郡平和のつどい



問 磯城郡平和のつどい実行委員会
代表 森 行雄
☎０７４４
（ ）
６４１６

絵本作家の長谷川義史さんによる
絵｢本ライブ が
｣ 行われます。
日時 ９月８日（日） 午後２時～
場所 田原本町青垣生涯学習センタ
ー 弥生の里ホール

25

▼すこやか生き活き講座サポー
ター募集
「すこやか生き活き講座」の運営を
手伝い、学習者の参加をサポートする
ボランティアを募集しています。教室
に来る学習者が、読み・書き・計算の
ドリルやすうじ盤に取り組む際に声
かけや丸つけを行います。どなたでも
お気軽にお問い合わせください。日時
と場所は講座開催と同じですが、都合
の良い日に参加できます。サポーター
自身の心身の活性化にも効果的です。
申・問 川西町地域包括支援センタ
ー（ぬくもりの郷内）
☎０７４５
（ ）
１１８０

対象 小学１～６年生＋保護者
日時 ９月１日（日）
午前９時～午後１時 分
場所 橿原市総合プール及び橿原運
動公園（橿原市雲梯町付近）

▼橿原キッズチャレンジ
アクアスロン

42

28

くもりの郷内）
１１８０
☎０７４５
（ ）

科学実験と作品づくりをお手伝いします。

▼すこやか生き 活 き 講 座

65

30

くもんの脳の健康教室
（読み・書き・

教育委員会事務局
申

40



県内の４つの浄化センターで下水
道施設の見学会が開催されます。参
加は無料で、お子さま向けイベント
も行われます。団体でのご参加の場
合は、前日までに会場へ連絡してく
ださい。

▼下水道施設見学会
～下水道ってなあに～

32



定員 参加者１８０人＋親子チャレ
ンジ 組
参加料 ２０００円程度
主催・ 申 （一社）橿原青年会議所
☎０７４４
（ ）
４８００
８月９日（金）必着
電話もしくは、主催者ホームペー
ジ（ http://kashihara-jc.jp
）で確
認してください。

川西

2019. ８. １

17

川西町教育委員会

問・

計算）と転倒予防教室（運動）
、心の
健康を保つコミュニティの３つを盛
り込んだ講座です。
期間 ９月６日～２月７日の毎週金
曜日、午後１時 分～３時
場所 文化会館サークル室ＡＢ
対象 町内在住の 歳以上の人
定員
名（申込多数の場合は抽選。
ただし初めて申し込まれた人を優
先）
参加費 毎月初回の教室日に、その
月の教材費２千円を支払い
申 ８月 日（金）まで
川西町地域包括支援センター（ぬ

自由研究 木工工作 習字 絵



▼ 2019 夏休みの宿題におなやみのあなたへ．
．
．

20

16

つくってみ
やってみ

42

日時 ８月19日（月）午前９時～午後４時

場所 文化会館

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

情報ひろば

☎０７４５（４４）２２１４

※くわしくは町ホームページから確認してください。

日時 ９月７日（土）～８日（日）
午前 時～午後４時（受付は午後
３時まで）／受付は現地にて
※第２
 浄化センター８日（日）のみ、
宇陀川浄化センター、吉野川浄化
センターは７日（土）のみの開催
となります。
会場・問 
浄化センター（大和郡山市）
☎０７４３
（ ）
２８３０
第二浄化センター（広陵町）
☎０７４５
（ ）
３４００
宇陀川浄化センター（宇陀市）
☎０７４５
（ ）
５７２５
吉野川浄化センター（五條市）
☎０７４７
（ ）
８６３１

安心・安全
▼ 第２回Ｊアラート情報伝達試験

11

「これは、Ｊアラートのテストです。
」
※この放送は、あくまでも訓練放送
ですので、間違いのないようご注
意ください。
問 総務課

☎０７４５
（ ）
２２１１

▼洪水情報が緊急速報メールで
配信されます

44

国が管理する大和川で、川が氾濫
する可能性が高まった時に、その周
辺にいる人に氾濫の危険をお知らせ
する防災気象情報が自動配信されま
す。緊急速報メールが届いたら、市
町村からの避難情報を確認するとと
もに、各自安全確保を図るなど、適
切な防災行動をとってください。
問 国土交通省大和川河川事務所調
査課
☎０７２
（９７１）
１３８１

▼パソコンや携帯から防災気象
情報やリアルタイム河川情報等
を調べることができます
今年６月から、水害・土砂災害情
報統合ポータルサイトが開設されま
した。いよいよ梅雨・台風期を迎え
ますので、風水害等の有
事の備えとしてお役立て
ください。
水害・土砂災害情報統合
ポータルサイト
https://www.river.go.jp/portal/
問 国土交通省大和川河川事務所調
査課
☎０７２
（９７１）
１３８１

▼１１９番通報時の注意事項
奈良県下（奈良市、生駒市を除く）
の市町村からの１１９番通報は、橿
原市内にある通信指令センターにつ
ながります。
通信指令センターでは消防車や救
急車などを確実に現場へ向かわせる
ため、発生している場所を正しく確
定するため指令員は次のようなこと
を尋ねます。
①現場
 の住所が番地までわかる場合、
建物の名前や隣近所の建物の名前
②番地
 などくわしいことがわからない
場合近くにある目標物（ビル、店舗、
学校、寺院、交差点、電柱等）の名前
③周りに目標物となるものがない場

合、現場までの道順、付近の景色
など
近年、携帯電話からの通報が増加

していますが、現場の特定に苦慮す
る場合があります。可能であれば固
定電話からの通報をお願いします。
住所番地の数字が少しでも違う
と、全く違う場所が現場となる場合
があります。
１１９番通報をする時は、落ち着
いて正しい住所を伝えてください。
問 磯城消防署総務課

☎０７４４
（ ）
２４６１

相談

▼人工肛門・人工膀胱（オスト
イメイト）の人に第 回個別相
談会

33

56

56

82

22

28

人工肛門、人工膀胱をもって、い
ろいろな悩み、苦労があると思いま
す。これらを一人で閉じこもらない
で、専門家に、また同憂の先輩と相
談して元気になりませんか。
日時・場所
①８月 日（火）午前９時～正午
奈良県文化会館
②８月 日（土）午前９時～正午
奈良県社会福祉総合センター
相談対応者 専門看護師、支部役員
（ピアサポーター）
、ストーマ装具
業者（製品を展示）

71

10

全国瞬時警報システム（Ｊアラー
ト）の情報伝達試験は、大地震や武
力攻撃などの緊急時における迅速か
つ確実な情報伝達を想定し、全国一
斉に様々な方法で行われるもので
す。川西町では、防災行政無線によ
る情報伝達試験を行います。
日時 ８月 日（水）午前 時ごろ
訓練で行う放送内容 各家庭の防
災行政無線から、一斉に、次のよ
うに放送されます。
「こちらは、ぼうさいかわにしです。
」

20

24
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▼８月の相談窓口
相談窓口

人権なんでも
相談所

行政なんでも
相談所

日

時

場

８月13日（火）
午後1時～4時

８月21日（水）
午前10時～12時

所

高齢者の
相談窓口

問・申

保健センター

役場２階
図書室

行 政 に つ い て 苦 情 や 意 見・
要望など／毎月第３水曜日
住民保険課
相談員：行政相談員（国から ☎0745（44）2611
委嘱）

消費生活
相談窓口
（三宅町との
8月13日・27日（火）
三宅町役場3階
広域連携事業） 午前10時～
第2会議室
午後3時

こころの
健康相談

容

差別、いやがらせなど、人
権に関して悩みごとや困り
ごとなど／毎月第２火曜日
相談員：人権擁護委員（国か
ら委嘱）

8月6日・20日（火）
役場２階
午前10時～
図書室
午後3時

健康相談

内

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／毎週火曜日
相談員：消費生活相談員（国
から認定）※川西町と三宅町共
に同じ相談員が対応します。

住民保険課
☎0745（44）2611

住民保険課
☎0745（44）2611
三宅町役場総務課
☎0745（44）2001

8月26日（月）
9月２日（月）
午前９時～11時30
分
※時間予約制

保健センター

随時
※時間予約制

お問い合わせ
ください

随時

地域で暮らす皆さんがいつ
来 所・ 訪 問・ までも住み慣れた地域で生 川西町地域包括
電話にて相談 活できるよう、介護・福祉・ 支援センター
に応じます
健康・医療など、さまざまな ☎0745（42）1180
面から支援します。

健康診査結果の説明、生活習
慣病・日常生活に関すること
など
※健康診査や血液検査の結果など

保健センター
☎0745（43）1900

あれば持参してください。

本人・家族の心の悩みなど
保健センター
相 談 員： 精 神 保 健 福 祉 士・
☎0745（43）1900
保健師など

※障害者のための相談窓口は14ページに掲載しています。

対象者 県内にお住まいのオストメ
イトの人
問 公益社団法人日本オストミー協
会 奈良県支部
☎０９０
（４９０８）
７６１９

▼ 全国一斉「子どもの人権１１０番」
☎０１２０（００７）１１０

川西

（フリーダイヤル）※携帯電話・Ｐ

2019. ８. １

10

29

ＨＳ使用可能、一部のＩＰ電話は使
用不可
いじめ・体罰・不登校・児童虐待

19

など子どもの人権に関わる問題の解
決 を 図 る た め 相 談 を お 受 け し ま す。
人権擁護委員及び法務局職員が相談
に応じます。相談は無料・秘密厳守
ですので安心して電話してください。
日時 ８月 日（木）～９月４日（水）
／午前８時 分～午後７時
※土日は午前 時～午後５時
対象 奈良県にお住まいの児童・生
徒、またはその保護者

相談員 人権擁護委員・法務局職員
問 奈良地方法務局人権擁護課
☎０７４２
（ ）
５４５７

23

30

情報ひろば

▼クリーンアップならキャンペーン参加者募集

の多くはがん治療
で使用されていま
す。
奈良県では毎日
約１００人に輸血
を行っています
が、使用される血
液は未だに人工的に造ることができ
ず、長期保存もできません。皆さま
の献血への継続的な協力をお願いし
ます。
日時 ８月２日（金）
午前９時 分～正午
場所 役場玄関前
問 保健センター

☎０７４５
（ ）
１９００

地域の行事など

18

▼井戸夏祭り

地元のお祭りです。井戸以外の皆
さまも参加できます。様々なイベン
トに出展している出店は、本格的な
味わいを楽しめます。
日時 ８月 日（日）
午後５時～８時ごろ
場所 井戸公民館
内容 出店・ステージイベントなど
主催 井戸自治会
問 総
 合政策課
☎０７４５
（ ）
２２１３

44

募集・協力のお願い

43

▼スクエアステ ッ プ 指 導 員 募 集

保健センターでは、スクエアステ
ップを利用した健康づくりの教室を
行うために、その指導員を募集して
います。
スクエアステップ協会認定の指導
員資格をお持ちで、教室の講師をし
てもらえる人がいましたら、保健セ
ンターへご連絡ください。
問 保健センター

☎０７４５
（ ）
１９００

▼献血に協力を お 願 い し ま す

献血で集められた血液の ％以上
は、病気の治療に使われており、そ
80
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30

43

問 住民保険課 ☎０７４５（44）２６１１

地域の美化活動に参加しませんか？
毎年９月の第１日曜日に奈良県主催の「クリーンア
ップならキャンペーン」が県内で行われます。多くの
住民の皆さまのご参加をお願いします。
日時 ９月１日（日）午前８時30分～
（１時間半～２時間程度を予定）

集合場所 役場駐車場（正面玄関前）

※雨天決行。注意報・警報が発令された場合は、当日
７時30分に中止を防災無線で放送します。
活動内容 役場駐車場から近鉄結崎駅周辺の美化活動
（吸い殻・空き缶等のごみ拾いとなります。
）
※清掃場所は、当日の参加人数によって変更される場
合があります。
注意点 一部、交通量の多い箇所があります。特にお
子さま連れでご参加する場合、車等には十分注意し
てください。

用意するもの 清掃活動ができる服装で参加してくだ
さい。当日は、まだまだ暑さの厳しい時期となります。
熱中症を予防するため、帽子等を着装してください。
また、各自飲み物を持参し、こまめに水分補給してく
ださい。
軍手や金ばさみ等、清掃に必要なものは各自で準備
をお願いします。各自で軍手等が準備できない場合、
役場が用意したものを使ってもらえますが、数が少な
いため、各自ご持参のご協力をお願いいたします。
ごみ袋は、役場で用意します。

2019. ８. １

川西

20

第２期分
③後期高齢者医療保険料（普通徴収）

第２期分
④介護保険料（普通徴収）

第２期分

②③住民保険課 ☎０７４５（４４）２６１１

▼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

うになる予定です。

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

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

行政情報

30

30

70

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

43

▼通知カード

▼２０
 ２０年版奈良県民手帳の
予約を受付開始

10

44

午前８時 分～午後４時
場所 保健センター
料金 ５００円（ 歳以上は無料）
申 保健センター
☎０７４５
（ ）
１９００
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。

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

持ち物 予診票、体温計、母子健康
手帳
問 保健センター

☎０７４５
（ ）
１９００

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。

27

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



※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

▼大腸がん検診（個別）

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、

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
られることをお勧めします。
対象者
歳以上の方で、今年度ま
だ大腸がん検診を受けていない人
日時 ９月 日（木）
、 日（金）

み込まれたプラスチック製のカードです。

43

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

45

②国民健康保険税（普通徴収）

30

第２期分

27

①町・県民税（普通徴収）

40

健康づくり

８月の納期限 ９月２日（月）

26

▼役場での手続きにはマイナンバーが必要です

▼ 二種混合予防接種（予備日）

▼税・保険料の納期

乳幼児期に受けた三種混合（四種
混合）の２期として、ジフテリア・
破傷風の接種をします。
※当日は接種後の体調の変化に対応
できるよう、必ず保護者同伴で受
けてください。
対象 小学６年生（対象者には通知）
日時 ８月 日（火）
受付 午後１時 分～１時 分
場所 保健センター

県内の官公庁や救急医療施設の住
所一覧、県民相談窓口に加え、人口
や産業など、全国と県、市町村の主
要統計データ、県内の郵便番号、大
和の主な年中行事などの情報を掲載
しています。日記のページには、過
去５年の天気マークも付いていま
す。
表紙は県章の色である「すほう色
（あずき色）
」と黒色の２種類から選
べます。
価格 一冊５００円（税込み）
発売予定日
月から
申 予約受付は８月 日（金）まで
事業課
２６７９
☎０７４５
（ ）

川西

2019. ８. １

21

☎０７４５（４４）２６３５
④長寿介護課

☎０７４５（４４）２６４２
問 ①税務課
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奈良

日

検索

4

図書館の本を読んでクイズに答えよう！
３つ以上正解した人には、いいことが…？
たとえば ･･･
Ｑ．パリの古いやしきに、何人の女の子
がくらしていたでしょうか？
Ａ．① ６人  ② 12人 ③ 50人
こたえは、この本に！ →
「げんきなマドレーヌ」

夏休み“お楽しみ袋”
図書館員が選んだテーマに沿ったお勧め本を、
“お楽しみ

7

木

金

土

１

2

3

8

9 10

25 26 27 28 29 30 31

＊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。

※
※

アラフォー・クライシス 「不遇の世代」に迫る危機 ＮＨＫ取材班
いつも心に樹木希林

ひとりの役者の咲きざま、死にざま

キネマ旬報社／編

イレナの子供たち

ティラー Ｊ．マッツェオ

歌う尼さんのほっこり法話

やなせなな

ウルトラマラソン必勝バイブル

砂田貴裕／監修

親を棄てる子どもたち

大山 眞人

新しい「姨捨山」のかたちを求めて

奇説無惨絵条々

谷津 矢車

愚直

荒井 太郎

平成最後の日本人横綱稀勢の里の魅力とはなんだったのか

グレイヘアのおしゃれ着こなし入門

朝日新聞出版／編

ここから世界が始まる

トルーマン・カポーティ

子育ての知恵

夏の恒例！

6

水

18 19 20 21 22 23 24

今月のおはなし会

夏休み“図書館クイズ”にトライ !!

5

火

11 12 13 14 15 16 17

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。

８月は
‘こわ～いおはなし’
をします。お楽しみに！
◆えほんのへや（２･３さい） ◎小さい人（４歳～１年生）
18日（日）10：10〜10：30
18日（日）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 18日（日）11：00〜11：30

月

（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）

８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

トルーマン・カポーティ初期短篇集

幼児のための心理学

子連れ防災ＢＯＯＫ

全災害対応！

人生がときめく老い支度実践！

高橋 惠子
ママプラグ
岡田 信子

政治と経済のしくみがわかるおとな事典 池上彰／監修
世界とびある記

兼高かおる

説話と奇談でめぐる奈良

福井 栄一

拓本入門

藪田 夏秋

採拓の基礎から裏打まで

袋”に入れて、中身が見えないまま貸し出します。

ちゃんと歩ける東海道五十三次 西

八木 牧夫

どんな本が入っているかは、借りてからのお楽しみ！

筒井順慶

金松 誠

普段は選ばないような本に、意外な発見があるかも。

Dear GIRLS

この機会に新しい本と出会ってみませんか？
と

き

７月27日（土）～８月６日（火）
※なくなり次第終了します。

ところ

図書館１階正面入口すぐ・２階カウンター前

内

１ つの袋には、図書館の本が３冊入っています。

容

お楽しみ袋は児童向け30袋・大人向け15袋をご用
意。期間限定ですので、お早めにどうぞ！なお、
お楽しみ袋の貸し出しは、期間中１人１袋までと
なります。
ご注意 お 楽しみ袋は貸出用ですので、必ずカウンターで
貸出手続きをしてください。中の本は、利用後に
ご返却をお願いします。
※お楽しみ袋の本の貸出は、貸出上限８冊のうちに
含まれます。

自分らしく生きていくための28の言葉

なぜ必敗の戦争を始めたのか

陸軍エリート将校反省会議

朝日新聞「取材班」
半藤一利／編

日本史に学ぶ一流の気くばり

加来 耕三

日本の名作住宅の間取り図鑑

住まいの歴史がマルわかり

大井 隆弘

一読、十笑、百吸、千字、万歩

石川 恭三

百歳を生きる処方箋

復興から自立への「ものづくり」

飛田恵美子

ブラック・クランズマン

ロン・ストールワース

森の生活図集

スズキサトル

スズキサトルのブッシュクラフトスキルワークブック

モンテッソーリ子育てグッズ

藤原 愉美

薬剤師の本音

宇多川久美子

65歳を過ぎたら飲んではいけない薬

40代からのライフシフト実践ハンドブック 徳岡晃一郎

小学生以下の「かしだしカード」発行について

安全管理の観点から、原則として、保護者の方が
お子さまの証明書を持参してお手続きいただけます
よう、お願いいたします。詳しくは図書館のホーム
ページ＜図書館の概要と利用案内＞をご覧ください。

2019. ８. １
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（教育委員会事務局内）

☎０７４５（４４）２２１４

人権コーナー
川西町人権教育推進協議会事務局
問

毎月 日は人権を確かめ合う日
11

と言っても過言ではありま
せん。
そして、採用後も、すこ
し厳しく指導したら、すぐ
に「 自 分 に 合 わ な い の で 」
とやめてしまう、あるいは
何の連絡もしないまま、出
社しなくなる、時には「パ
ワ ハ ラ さ れ た 」 と 訴 え る、
といったことも起こってい
ます。
もちろん、過労死や過労
自殺、パワハラといった問
題がおこり、それに対応す
る措置として、様々な法改
正が行われているわけです
が、企業経営者には、これ
までにも増して、高いレベ
ルでの人権感覚が求められ

るようになっている、と言
えます。
女性、障害者、高齢者に
加え、外国人労働者への対
応や、ハラスメント、セク
シャアルマイノリティ
等 々、「 働 く 」 と い う こ と
に関する「人権問題」にど
う対応していくのか。それ
なしには、経営は成り立た
ない時代です。
また、時代の変化もあり、
客観的には、企業の側が「被
差別部落出身」を理由に就
職を排除するという状況は
なくなっているのではない
かと思います。別の課題と
し て、「 ひ き こ も り 」 や 支
援を必要とする若者たちも

けっこう多いのではない
か、という気もします。運
動としてもこの部分の取組
が求められるのではないか
と、思っています。
（社会保険労務士 北場好
美さんの「いのち・愛・人
権随想」抜粋）

５月３日の日経新聞では、
「ひきこもり」の問題で成果
を取り上げるとともに、最
後に次のように結ばれてい
ました。私も、同感です。

「明るい場所にいる者は、
暗い所にいる者を見ること
はできない」
。明治維新の立

役者、西郷隆盛はこんな内
容 の 教 訓 を 残 し て い ま す。
ひきこもりに限らず、平成
は貧困や格差が広がった
年間でもありました。社会
の 隅 々 に ま で 光 が あ た る、
そんな新しい時代にしてい
きたい。
（５月３日付 日経
新聞「春秋」より）

30

時代の節目に・・・
時代の節目を迎えていま
すが、それとともに「働き
方改革」が話題になってい
ます。直接的には、昨年成
立した一連の働き方改革関
連法の影響ですが、その根
底には、
少子高齢化の中で、
今後の社会をどう維持する
のか、という問題意識があ
ります。
近年、
多くの企業が「人」
の問題で悩んでいます。な
か で も、
「 人 材 確 保、 育 成
ができない」という問題は
深刻です。若者がどんどん
減 っ て い く わ け で す か ら、
会社の戦力になってくれる
「若くていい人材」の争奪
戦 が く り 広 げ ら れ て い る、

川西
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毎月11日は「人権を確かめ合う日」

人権コラム

健康づくり
問 国保中央病院
☎０７４４（３２）８８００

高齢者になるほど持病を
持つ人が増え、複数の医療
機関を受診することで、服
用する薬の数も増えていき
ます。２０１８年厚生労働
省の調査では、 歳以上の
人で、同一の保険薬局で調
剤された薬の種類が７種類
以 上 の 人 が ２ ４．８ ％ と 約
４人に１人が７種類以上の
薬を服用しているとの報告
が あ り ま す。
（高齢者の医
薬品適正使用の指針より）
薬の数が増えると、それ
だけ副作用の発現リスクが
高くなります。しかし処方
された薬は飲まないわけに
はいきません。そこで、薬
とうまく付き合っていくた

めに、以下のことを心がけ
ましょう。
まず、かかりつけ薬局を
決め、お薬手帳を活用しま
しょう。複数の医療施設に
かかり、たとえ複数の処方
薬をもらったとしても、お
薬手帳は 冊にまとめてく
ださい。旅行など長期外出
する場合でもお薬手帳は携
帯 す る よ う に し ま し ょ う。
予期せぬ事態（体調不良や
事故）に医療機関を緊急に
受診するときなど、有効に
活用できます。
そして、現在服用中の薬
（他施設からの処方薬やサ
プリメント）は、全て医師、
薬剤師に伝えましょう。処
方 さ れ て い る 薬 は、 医 師、
薬 剤 師 の 指 示 が な い 限 り、
自己の判断で中止したり増
やしたりしてはいけませ
ん。 病 院 で 処 方 す る 薬 は、
現在の症状や病気の状態に
合わせ、個人用に考えられ
ています。たくさん余って
いても家族や知人には絶対
にあげてはいけません。同
じ薬を間違って服用した場
合や、子供が誤って飲んで
しまうと大変危険です。
また、薬にも使用期限が

あ り ま す。 外 用 薬（ 湿 布、
目薬、塗り薬など）のほと
んどは、使用期限が記載さ
れていますが、いずれも開
封されていない状態での期
限です。余っている薬につ
いては医師、薬剤師に伝え
ましょう。内服薬も含め特
に指示がない限り、湿気を
避け日の当たらない涼しい
ところに保管してください。
それから、むやみに処方
薬を欲しがってはいけませ
ん。医療機関は、あなたの
病気や健康を診るところで
あり、薬をもらうところで
はありません。
必要以上の薬は使用しな
い。これに越したことはあ
りません。

②豚肉は食べやすい大きさに切る。

ごま油（大さじ１）

③フ ライパンに弱火でごま油を熱

しょうが（10g）

④◆を混ぜ合わせて加え、煮込む。

水溶き片栗粉（〇）でとろみを

つける。

水○（小さじ１）

し、しょうがを加える。

める。①も加えて炒める。

水 （120cc）

しょうがはすりおろしておく。

豚肉（150g）

中華スープの素◆（小さじ２）

◆

人参は短冊に切る。

人参（１/ ３本）

８等分する。玉ねぎはくし形、

玉ねぎ（１/ ２玉）

①な すは長さを半分に切り、縦に

なす（中３本）

作り方

材料（４人分）

香 りがたってきたら、豚肉を炒

しょうゆ （大さじ１）

片栗粉○（小さじ１）

問 保健センター
☎０７４５（４３）１９００

があります。

プラス
１皿

◆

（１人分）エネルギー（132kcal）／塩分（1.3g）

ノール成分は、抗酸化成分として細胞の老化を防いでくれる効果

なすと豚肉の中華炒め

薬剤部長 小南 清司
75

薬とうまく付き合うには？

1

リウム、食物繊維が含まれています。また、なすの鮮やかな紫色

健康かわにし21 おいしくごはんを食べよう

なすに含まれる成分のほとんどは水分ですが、ビタミン K やカ

野菜をもっと食べよう

の皮に含まれるナスニン（アントシアニン）と呼ばれるポリフェ

24

川西

2019. ８. １

ニュース＆コラム

ったといった場合には、独
立行政法人情報処理推進機
構（ Ｉ Ｐ Ａ ）「 情 報 セ キ ュ
リティ安心相談窓口」やパ
ソコンメーカー、契約して
いるプロバイダにプログラ
ム削除の方法を確認してく
ださい。

こうしたトラブルはでき
るだけ早い対応が効果的で
す。ためらわずご相談くだ
さい。川西町の相談窓口は
ページに掲載。
※平成 年４月から、消費
生活相談の窓口開設を川
西町と三宅町での隔週開
設に変わりました。川西
町は第１・３週の火曜日、
三 宅 町 は 第 ２・４ 週 の 火
曜日（第五週の火曜日は
交互に開設）となります。

奈良県警察ホームページ

生活安全ニュース

「パソコン画面に警告表示
を出して、利用者を不安に
させ、ウィルスソフト等を
契約させる手口」の相談が
依然減りません。こうした
画面に表示される内容は偽
の表示です。単なるだまし
に過ぎません。契約の必要
はありません。相手には決
して電話をかけないでくだ
さい。
こうした事業者は海外の
事 業 者 で あ る こ と も 多 く、
解約を申し出てもスムーズ
に応じてもらえるとは限り
ません。契約時には日本語
で 電 話 対 応 し て く れ て も、
解約時は英語でメールでし
か受け付けていないケース
もあります。またこうした
相談では、消費者側があわ
てて契約しているため、相
手の連絡先や事業社名がわ
からないというケースも多
いのですが、事業者から送
られてきた注文確定メール
等で会社名・連絡先等が判
明する場合も多いので、削
除せずに残しておいてくだ
さい。
画面が固まって表示が消
えない、遠隔操作等でソフ
トをダウンロードしてしま

19

31

ください。

問 奈良県警察本部運転免許課 ☎0744（22）5541

問 天理警察署地域課

☎0743（62）0110

で協力企業から様々な特典を受けることができます。

消費生活相談

問 住民保険課
☎０７４５（４４）２６１１

▼事例
パソコンを使用していた
ら、画面に突然「ウィルス
感染している」と言う表示
があらわれ消えなくなっ
た。ここに電話をかけるよ
うにと電話番号も表示され
ていたので連絡すると、片
言の日本語を話す人が出て
きて「ウィルス感染してい
る。 サ ポ ー ト 契 約 が 必 要 」
と言われたので１年間２万
円のコースを契約。遠隔操
作で何か作業されたが、あ
とからサギだったのではな
いかと気づいた。

警告表示にご注意

かねてから横行している

川西
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県警察ホームページ（くらしの安全）から確認して

公的な身分証明書として利用でき、提示すること

登山届の提出方法や山岳遭難に関する情報は、奈良

○「運転経歴証明書」とは

④通信手段の確保

数料が必要です。

③十分な装備（服装）と食料品（非常食）の携行

・申請が可能な期間は、返納後５年以内で、交付手

②適正な登山計画（体力、技能に見合った登山計画）

付を受けることができます。

験者と同行）

・返 納された方は、
「運転経歴証明書」の申請・交

①複数人での登山の励行（初めての登山コースは経

許証を返納することができます。

て楽しい登山になるように心がけてください。

う方は、運転免許書センターや各警察署で運転免

配されています。登山の際には、次の４点に注意し

・自動車等を運転しないので免許証を返したいとい

全国的な登山ブームの一方で山岳遭難の増加が心

○運転免許証の自主返納について

８月11日は「山の日」

これから本格的な登山シーズンを迎えます。

シニアドライバー・ご家族の皆さまへ

パソコンの画面に出てくる

人の動き ６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

8,628人

0～14歳

1,000人

11.6％

前月人口

8,627人

15～64歳

4,706人

54.5％

人口増減

＋ 1人

65歳以上

2,922人

33.9％

（転入）

＋27人

（転出）

△22人

（出生）

＋ 4人

世帯数

3,668世帯

（死亡）

△ 7人

前月世帯数

3,652世帯

（その他増減）

＋ 1人

世帯増減

（人）
10,000

15年前

世帯数

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

＋16世帯

様子を掲載しています。

●川西町公式インスタグラム
10年前

9,000

5年前

0～14歳

https://www.instagram.com/kawanishi_
official/

町の魅力を町外の人に知って

8,000

もらえるような写真を掲載し
ています。

15～64歳

●川西町公式 You Tube

5,000

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

65歳以上

H16

H21

H26

H29

H16～30は各年の４月の人口

証明書等の休日交付

H30

ています。

現在

問 住民保険課 ☎0745
（44）
2611

▼コミュニティバス
「川西こすもす号」車両広告
価格 １月あたり３千円～７千円
（設置個所により異なります）
。
※ラッピングシートは広告主で作成
してください。
▼広報「川西」紙面広告
広告の規格
１号広告（縦59㎜×横87㎜）
２号広告（縦59㎜×横179㎜）
価格 ５千円～
くわしくは町ホームページで確認し
てください。
問・  総合政策課
☎０７４５（４４）２２１３
申

【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。
▼８月の実施日 ８月17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８月16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

広告募集

2019. ８. １
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役場・関係機関の
電話番号

家庭ごみの排出量
（６月分）

排出量

可燃ごみ

117.52 t

78.9％

94.8％

不燃ごみ

12.28 t

109.4％

117.7％

資源ごみ

9.54 t

114.1％

110.5％

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

100

事業課

0745-44-2679

事業課（上下水道）

0745-43-0331

80

議会事務局

0745-44-2681

会計課

0745-44-2648

40

教育委員会事務局

0745-44-2684

文化会館

0745-44-2214

20

図書館

0745-44-2212

西人権文化センター 0745-44-2080

問 住民保険課 ☎0745
（44）
2611

（ｔ）160

前月比

可燃ごみ

140
120

60

0

H28 H29 H30 H30 H30 H30 H30 H30 H30 H31 H31 H31 H31 R01 R01
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広報「川西」 第595号
令和元年８月１日発行
■発行
奈良県川西町
■編集
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

令 和
元年度

川西町職員募集

川西町の職員を募集します。
「川西町をより良いまちにしたい」
「町民のためにがんばりたい」そんな熱意
ある皆さんの応募をお待ちします。
▼共通事項
・採用予定日 令和２年４月１日
・試験日
・試験会場

▼一般行政職（採用予定人員：２名程度）
・受験資格

昭和60年４月２日から平成12年４月１日
までの間に生まれた人で、かつ、採用時に
学校教育法による高等学校卒業以上の学歴
を有する人
教養試験、性格検査、適性検査、
・第１次試験
第１次試験 川西文化会館
論

文試験（採点は第２次試験で行います。論文試験
第２次試験 川西町役場（一般行政職）
を受験しなかった場合は棄権とみなします。
）
川西文化会館
・第２次試験 面接、集団討論
及び川西幼稚園（幼稚園教諭）

第１次試験 ９月22日（日）
第２次試験 10月20日（日）

※都合により変更になる場合があります。

・受験申込
原則としてインターネットを使って、申し込んでく
ださい。
（経費節減、省力化にもつながります。）

※インターネットを使用する環境にない場合は、郵送による申し込
みを利用してください。持参による申し込みはできません。

■印刷 橋本印刷株式会社

インターネットでの受付期間
８月８日（木）～８月19日（月）午後５時
郵送受付期間
８月８日（木）～８月19日（月）( 消印有効 )
くわしくは、川西町ホームページの職員採用のページ
から確認してください。
https://www.town.nara-kawanishi.lg.jp/

問 川西町職員任用試験委員会（役場総務課内）
☎０７４５（４４）２２１１

▼幼稚園教諭（任期付）
（採用予定人員：１名程度）
期
・任
・受験資格

令和５年３月31日まで
平成２年４月２日以降に生まれた人で、か
つ、幼稚園教諭の免許及び保育士の資格の
両方を有する人または令和２年３月に幼稚
園教諭の免許及び保育士の資格の両方を取
得する見込みの人
・第１次試験 専門試験、性格検査、適性検査
・第２次試験 実技試験（ピアノ演奏・歌唱・絵画制作・
本の読み聞かせ等）
、面接

問 川西町職員任用試験委員会（教育委員会事務局内）
☎０７４５（４４）２６８４

