Kawanishi town news

広報

川西 10
2019

瀬戸焼のルーツ？

瀬戸焼のルーツをたどると、川西町に
行き着く？川西町と瀬戸焼の意外な関
係を特集してみました。

創業
支援

創業・起業を支援する窓口が川西町商
工会に開設されました。
（→ P12)

郷土史家の福山清市さんのインタビュ
ーも掲載。
（→ P2)

川西
文化祭

11月３日・４日に川西文化祭が開催さ
れます。日ごろの文化活動の発表だけ
でなく、アトラクションや美味しいグ
ルメも楽しめます。
（→ P28 ）

瀬戸焼のルーツ？

陶祖・藤四郎のふるさとから見た『瀬戸』

加藤景正の出身については諸説あります

信楽焼、備前焼、常滑焼、
日本各地に「やきもの」の
産 地 が あ り ま す。 中 で も、
やきもの全般を「せともの」
と呼ぶように、愛知県瀬戸
市の「瀬戸焼」は、やきも
のの代表格。そんな瀬戸焼
と川西町の意外な関係を知
っていますか？

実は、瀬戸焼の始祖・加
藤四郎左衛門景正が川西町
唐院の出身ではないかとい
われているのです。郷土史
家の福山清市（唐院）さん
は、そのことを独自に調査・
研 究 し て き ま し た。 今 回、
福山さんのレポートをもと
に瀬戸焼と川西町の関係に
つ い て 特 集 し て み ま し た。
また、現地を巡るモデルコ
ースや瀬戸焼の魅力もあわ
せて紹介します。

▼陶祖・藤四郎

加藤四郎左衛門景正（号：
春慶）は、鎌倉時代前期の
陶工。瀬戸の陶工の本家と
して語り継がれている伝説
的な人物です。現地の人の
話を聞いていると、皆さん
が親しみを込めて「藤四郎
さん」
「陶祖」と呼んでい
ることから、今回の記事で

も「藤四郎」で表記してい
ます。
その藤四郎の足跡を伝え
るものが瀬戸市にありま
す。六角陶碑という高さ約
４ｍ、総重量約２トンとい
う日本最大の陶製の碑で
す。江戸時代に藤四郎の業
績をたたえるために建設さ
れました。
碑文によると、藤四郎は
大和国諸輪荘道陰村の出
身。幼いころから土いじり
が好きで、やきものを作っ
ていました。
やきものの技法を学ぶた
め、道元（永平寺を開山し、
曹洞宗の開祖となった僧）
とともに中国
（南宋）へ渡り
ました。留学して約６年後、
歳で帰国。陶器づくりに
適した土を探して全国を巡
ります。瀬戸の祖母懐（そ
ぼかい）に良い土を発見し、
この地で窯（かま）を開く
ことになりました。
この言い伝えが、瀬戸焼
の始まりとされることか
ら、藤四郎が「陶祖」と呼
ばれるようになりました。

碑文の中の「大和国諸輪
荘道陰村」に郷土史家・福

▼唐院＝道陰？
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①～③瀬戸蔵・瀬戸蔵ミュージアム。瀬戸電で実際に使われていた車両や昭和の駅舎の復元が
展示されています。鉄道ファンの来場も多いとか。／④～⑥深川神社と陶彦社。願掛けで人気
の「お願い狛犬」は一対1,000円で、片方を神社に奉納して片方を持ち帰ります。２ページ掲
載の写真は持ち帰ったものです。
⑦唐院の箕輪寺跡。比売久波神社の西側。本堂
は倒壊しているので、所蔵品のほとんどが近隣
の浄徳寺に保管されています。

④

①

⑤

②

⑥

③
⑦

山清市さんが注目しまし
た。唐院にはかつて箕輪寺
という寺がありました。箕
輪寺に残されていた記録に
よると、「唐院」は昔「道陰」
と表記されていたようです。
また、唐院には『唐院音
頭』という盆踊りの歌があ
ります。唐院音頭は 番ま
での構成で、その 番に次
のような歌詞があります。

17

とんと唐院
それよいところ
素焼かまどに火が燃える
加藤藤四郎 今いずこ
やれこれどっこい
箕輪陶器の 箕輪陶器の
創め所
さてもよいよい
よいとさとさ
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昔、加藤藤四郎という人
がいて箕輪陶器という焼き
物を作っていたことが歌わ
れています。唐院には窯が
あり箕輪焼という陶器がつ
くられていたという伝説も
残っています。
若き日の藤四郎がこの付
近で陶器を焼いていたのか
もしれません。

▼陶祖・ 藤 四 郎 ゆ か り
の地を巡る

藤四郎の生涯は、未だに
解明されていませんが、
「陶
祖」として瀬戸市民の精神
的なシンボルになっていま
す。藤四郎を神様として祀
っている神社や、藤四郎の
お祭りまで行われていま
す。かつては、学校のクラ
スに７・８人は「加藤さん」
がいたというくらい加藤姓
が多かったそうです。
瀬戸市内にはそんな藤四
郎ゆかりのスポットがたく
さんあります。

■瀬戸焼を知る
【瀬戸蔵ミュージアム】
まずは、駅から徒歩５分
に あ る「 瀬 戸 蔵 」
。瀬戸焼
の直売所やレストランがあ
ります。２階には、瀬戸焼
のすべてを伝える「瀬戸蔵
ミュージアム」
。藤四郎以
前から現在に至るまで、千
年間の歴史が展示されてい
ます。
（入館料必要）

■藤四郎がお告げを受けた
神社
【深川神社】
藤四郎が土探しで立ち寄
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川西町から瀬戸市へは、
車で約3時間・電車で約3時間。

った際に「祖母懐に良い土
がある」とお告げをうけた
神社。良い土に巡り合えた
藤四郎は、瀬戸に窯を築き、
釉薬の開発に貢献するなど、
瀬戸焼の始祖になりました。
神社に安置されている陶
製狛犬（重要文化財・拝観
料有料）は、神様のお告げ
に感謝して藤四郎が奉納し
たと伝わっています。
■藤四郎をお祀りする神社
【陶彦社】
陶彦社は文政７（１８２
４）年、藤四郎の偉業をた
たえて創建されました。毎
年４月に行われる「せと陶
祖まつり」は瀬戸市を代表
するお祭り。
川西町出身の人物が、瀬戸
市で神様として祀られ、盛大
なお祭りまで行われている
ことは、意外と知られていな
いのではないでしょうか。
■藤四郎の出自を知る
【陶祖公園】
藤四郎の業績を伝える
「六角陶碑」が建てられて
います。六角陶碑は高さ４
ｍもありますが、周りには
らせん状に階段が付けられ
ているので、上部まで間近

で見ることができます。碑
文の現代語訳も全文つけら
れているので、藤四郎の功
績や川西町との関わりを確
認するためにも行ってもら
いたいスポット。
公園は高台にあり瀬戸の
中心部を一望できます。柵
や階段など、いたるところ
にやきもののデザインが使
われ、瀬戸焼の魅力を身近
に感じることができます。
■瀬戸には魅力がいっぱい
瀬戸は、瀬戸焼を買うこ
とができるお店や、作家の
ギャラリー、美術館、陶芸
体験など、いろんな面で楽
しむことができる場所です。
「瀬戸焼そば」といった
ご当地グルメや、かつて陶
工のスタミナ源であったウ
ナ ギ 店 な ど、
「食」の楽し
みもあり、多くのお店が瀬
戸焼の器を使って料理を提
供してくれます。
他にも、やきもののデザ
イ ン を 取 り 入 れ た 街 並 み、
「窯垣の小径」といったＳ
ＮＳ映えするような風景も
楽しむことができます。
川西町にゆかりがあると
わかれば、瀬戸市にも行っ
てみたくなりませんか？

⑮

⑭

⑪
⑬

⑧
⑩
⑫

瀬戸焼のルーツ？
特集

⑨

⑧～⑩陶祖公園。服部さんイチオシのスポット。⑪～⑬・⑯窯垣の小径。資料館は明治の窯元
の邸宅を改修したもの。⑭商店街には昔ながらのお店からリノベーションされた今どきのお店
まで見どころ満載。⑮瀬戸焼そばは、豚肉を醤油で甘辛く煮たタレで味付け。かつて塩分を求
めるやきもの職人たちに人気だったとか。（写真は「ぱんだ家」の瀬戸焼そば）。⑰市内で買え
るやきもの。⑱藤四郎作とされる陶製狛犬（重要文化財）
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陶祖ゆかりの地を巡るモデルコース
□名鉄・尾張瀬戸駅（観光案内所）
↓ 350ｍ
■瀬戸蔵
↓ 350m
■深川神社・陶彦神社
↓ 600m
□陶祖春慶翁宅跡碑
↓ 350m
□宝泉寺
↓ 300ｍ
■陶祖公園

⑯

▼ 瀬戸焼ってどんなもの？

います。また、橋や道路の
手すりや支柱にも瀬戸焼の
模様のデザインが取り入れ
られています。

▼現在 も 生 産 さ れ 続 け
ている瀬戸焼

やきものというと、ろく
ろで作る伝統工芸品といっ
たイメージです。市内でも
良質の土を求めて、多くの
作 家 が 活 動 を し て い ま す。
やきものには芸術品や工芸
品としての側面もありま
す。一方で、今でも「産業」
として瀬戸焼づくりが続い
ています。それは、やきも
のの本質は「道具」である
か ら で は な い で し ょ う か。
現在、一般的に流通してい
る瀬戸焼のほとんどは、機
械で生産されています。先
人のノウハウを継承しつつ
も、技術革新を繰り返して
今に至っています。
明治時代になると、海外
への輸出用として需要が急
増し、機械化が進みました。
燃料も薪から石炭に変わり
ました。製品や燃料を運ぶ
ために、地元の実業家が鉄
道を敷いたほど瀬戸の町は
活 気 づ き ま し た（ 瀬 戸 電・
現在の名鉄瀬戸線）
。

現在では、さらに生産技
術が向上。燃料も電気やガ
スが主流になり、温度管理
も機械化されています。良
質なやきものが効率よく生
産されるようになりました。
作り手の環境が変わった
のと同じように、使い手の
ライフスタイルも変わりま
した。家庭では昔ほど、皿
や茶わんの数・種類を必要
としなくなりました。やき
ものの需要は少しずつ減っ
ています。海外から安価な
輸入品も増えています。
しかし、数や種類を必要
としなくなった今だからこ
そ、普段使うものにこだわ
ってみるのもいいのではな
いでしょうか？日常の食器
や花瓶に「瀬戸焼」を取り
入れてみるのも川西町民ら
しい選択かもしれません。

▼取材協力
・瀬戸市役所の皆さん
・福山清市さん（唐院）

⑱

⑰

瀬戸市文化課の服部さん
に瀬戸焼の特徴について聞
いてみると、
「瀬戸焼には特徴という特
徴はないです」との答え。
「瀬戸は陶器も磁器も作ら
れている産地です。言い方
を変えれば、何でもできて
しまう。だから特徴があげ
にくいのです」
（服部さん）
陶器は土を原材料として
いるのに対して、磁器は石
を使ったやきもの。瀬戸で
は 江戸時代の後期に磁器生
産が始まり、急速に発展し
ました。国内の主な産地で
ある「日本六古窯」の中で
唯一、陶器も磁器も両方扱
っているのが瀬戸なのです。
「瀬戸の土は鉄分が少ない
から、焼いたときに白く焼
きあがります。だから、色
や模様をキレイに付けるこ
とができます。あえてあげ
るなら、それが特徴かもし
れませんね」
服 部 さ ん の 言 葉 ど お り、
まちには色とりどりの瀬戸
焼が並んでいます。専門の
販売店や飲食店だけでな
く、なぜか文具屋さんや衣
料品店の軒下でも売られて
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所要時間：２～３時間
※窯垣の小径へは宝泉寺から徒歩１分

瀬戸市のくわしい情報はこちらから！

瀬戸市観光情報公式サイト せと・まるっとミュージアム
http://www.seto-marutto.info/
瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会

瀬戸の魅力・見どころは、まだまだあります！
瀬戸市の「体験」「観る」「食べる」「買う」「泊まる」の情報が掲載。

いい人。ちかい人。

郷土史家（唐院）

20

れるかもしれないし、新し
い発見があるかもしれな
い。私も現地に行ってみて、
唐院の人を神様とする神社
（ 陶 彦 社 ） が あ り、 そ の お
祭り（せと陶祖まつり）が
あるのを知りました。

実際に歩いてみよう

――今ではインターネット
で情報を簡単に検索できま
す。当時は、実際に現地に
行ってみないとわからない
発見もあったと思います。
福山さん 簡単に答えにた
どりつくのではなく、実際
に現地を歩いてみると「気
になること」が新しく見つ
かります。それが求めてい
た答えと結びついたり、新
しい興味につながったりし
ます。移動にしても、車な
どで便利になっています
が、たまには歩いてみると
いいですよ。発見があって
おもしろいはずです。
――何より健康にもつなが
っていますよね。福山さん
は 歳を過ぎてもお元気で
す。瀬戸だけでなく、いろ
んなところに行っています
ね。
90

独自に川西町の郷土史を調
査・研究
――地域に埋もれている歴
史や文化、史跡について独
自に調査され、現在の観光
パンフレットを作成すると
きもアドバイスしていただ
きました。 月号の特集「瀬
戸焼」と川西町の関わりに
ついても、福山さんに教え
てもらいました。
福山さん 調査・研究とい
うよりかは趣味ですよ
（笑）
。
最近はそうした活動はして
い ま せ ん が、 数 年 前 ま で、
地元の文献を調べたり、調
べたことを書き残したりし
ていました。中でも唐院が
昔は「道陰」と表記し、そ
れが瀬戸焼の陶祖である加
藤景正（藤四郎）の出身地
であることと結び付いたと
きは驚きました。約 年前
のことですね。
――瀬戸市とも交流があっ
たそうですね。
福山さん 実際に瀬戸市を
訪問したり、瀬戸市の人が
こちらに来てくれたりもし
ました。文献などを調べる
だけでなく、実際に現地を
歩いてみることに意義があ
ると思います。交流が生ま
10

さん

福山 清市

歩いて地域の歴史を発見

ライフワークとして、地域の歴史や文化を独自に研究し、気に

なることや面白そうなところには、直接足を運んで調査してき
た郷土史家。

長年、川西町選挙管理委員会委員長として活躍し、内閣総理大
臣表彰（平成27年）
、旭日双光章（平成29年）などを受賞。
唐院在住、93歳

福山さん かつては「歩い
て み よ う 会 」 を 企 画 し て、
仲間たちと一緒にいろんな
ところに出かけました。近
場が多かったのですが、近
所でも知らないことが多く
て、いろんな発見がありま
した。
――地域の歴史や文化に興
味を持ち始めたきっかけは
あるのですか？
福山さん 関西電力に勤め
ていたときに、発掘現場の
電力供給に関わっていまし
た。もともと興味があった
こともあって、現地の調査
員にいろんなことを聞い
て、それを書き残していま
した。わかったことや発見
したことは残していくこと
が大事です。
――書斎には独自に集めた
資料や書き残したレポート
がいっぱいですね。活動の
原動力はどんなものだった
んでしょうか。
福 山 さ ん や は り「 好 き 」
だからでしょうね。歴史や
文化、史跡を調べるのも好
き で す し、 な に よ り、「 地
元が好き」という気持ちが
大きな原動力です。住んで
いるところのことを知るこ
とは楽しいですよ。
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まちのアルバム
夏休み子ども能楽教室

川西町公式 Facebook

７月・８月

8月11日

能のお稽古

能楽コンクールに出場

能楽を授業で学んだ小学校高学年を対象に、能楽教
室を開講しました（教育委員会）
。教室には10名の児
童が参加し、能楽師の先生の指導の下、お稽古を重ね
ました。能に触れることは、美しい立ち振る舞いや、
相手に届く発声など、今後の日常生活にとってもよい
影響あるようです。観世能発祥の地である川西町では、
様々な機会で能に触れることができます。まだ能を体
験したことがない人は、ぜひ能に触れてみてください。

大阪の生國魂（いくたま）神社で能楽のコンクー
ル「ヤング NOH 能」が開催されました。川西町か
らは「夏休み子ども能楽教室」を受講した児童らが
参加しました。
結果は、表彰には届きませんでしたが、友達と呼
吸をあわせ、ともに稽古に励む姿勢は素晴らしかっ
たです。
これからも、お能に親しんでいってくださいね。

寄付金感謝状

中南和観光連携協議会

８月20日

福祉環境の充実へ寄付

～平成 年 月 日）

11
30

久保田正 さん

川西町民生児童委員として活躍
（平成 年 月１日

12

16

結崎在住の久保田 正 さんから、福祉環境の充実を
目的に50万円の寄付金をいただきました。これを受
け、この日、町長から久保田さんへ感謝状をお贈り
しました。
久保田さんの意思を受け、より一層の福祉環境の
充実を進めていきます。
久保田さん、ありがとうございました。

2019.10. １
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8月24日

四日市で川西をＰＲ

10
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ヤングＮＯＨ 能

近鉄百貨店四日市店で、中和南地域の観光プロモ
ーションイベントが行われました。川西町からはネ
ッピーが参加し、県内のゆるキャラや橿原市観光親
善大使さらら姫と地域をＰＲしてきました。四日市
の人にとっては、ネッピーや結崎ネブカは初めて見
るものらしく、興味深く説明を聞いてくれました。
中には「買いに行きたい」と言ってくれる人もいて、
ネッピーの公式 Twitter への反応も通常の５倍以上
となりました。

まちのアルバム
行政相談委員地区別会議

川西町公式 Facebook

８月29日

インターンシップ実習

8月16日～28日

行政相談員活動の充実にむけて

大学生が役場の仕事を体験

毎年、総務省が実施している行政相談員地区別会議
（第２・第４地区）が、川西町で開催され、16市町村
から相談委員と市町村担当など約50名が参加しまし
た。
令和最初の開催地として、竹村町長も来賓として出
席し、本町の行政相談委員である井村委員とともにあ
いさつしました。その後、参加者の皆さんは今後の活
動に備え、事務研修を受講されました。

役場では毎年この時期に、大学生のインターンシ
ップ実習生を迎えています。事務作業だけでなく、
実際に現場に出て、住民の皆さんと直接関わる機会
も設けています。
様々な業務を経験し、今後の就職活動や将来設計
に役立ててもらえればと思います。今回参加した大
学生のインタビューは、10ページに掲載していま
す。

インスタグラム「＃ちかい町かわにし」で投稿しよう

短歌コンテスト（川西短歌会）

8月24日

三十一文字に託す思い

川西町公式
インスタグラム

短歌は「やったことがない」
「難しい」
「恥ずかしい」
などの意見もありましたが、20名の応募がありまし
た。当日は、一人ずつ自作の歌を詠み、その後、講
師（高蘭子先生、北村愛子先生）から歌評、添削な
どの丁寧な指導をしてもらいました。講師からは「短
歌は難しくないですよ。思いついたらメモをしてお
いてください。
」とアドバイスがあり、和やかな雰囲
気の中、楽しいコンテストになりました。

2019.10. １
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まちのアルバム

川西町公式 Facebook

地域の清掃活動（東方）

９月１日

クリーンアップならキャンペーン

９月１日

大和川周辺をきれいに

きれいな町って気持ちいい

東方自治会の皆さまが、自治会活動の一環で、大
和川周辺の清掃活動を行いました。当日、地域から
54名の参加があり多くのごみが回収されました。
クリーンアップならキャンペーンの日程に合わせ
て行われ、町全体で美化意識が高まった日になりま
した。

県全域で行われている親切・美化奈良県民運動。
川西町も昨年から正式コースとなりました。運動の
推進協議会や川西町商工会からの周知によって、住
民や企業から約100人の参加者が集まりました。役
場・駅周辺、主要道路沿いや寺川沿いなどの清掃活
動を行い、多くのごみを回収しました。
きれいな環境を維持するためにも、ごみは決めら
れた場所と方法で処分するようにしましょう。

▼大和まほろば圏域ニュース

【第11回

天理市】

ワールドフェスティバル天理2019
天理駅前「コフフン」で開催のフェスティバル。
世界のグルメ、雑貨や音楽のほか、お笑いステージや大道芸も。
今年は、南団体待合所で英語など各種のワークショップも開催。
本通り商店街とコラボして天理の特産品や世界のビールが抽選
で当たるスタンプラリーのほか、本通り商店街では e スポーツ
やダンスの練り歩きなども実施。
19日はムーディーな前夜祭。両
日とも、ぜひお越しください！

10月19日（土）

前夜祭

10月20日（日）

本番

午後５時～８時（前夜祭）※飲食ブースは４時～
天理駅前広場コフフン

午前10時～午後４時
天理駅前広場コフフン・南団体 待合所・天理本通り商店街
（雨天時は天理本通り商店街で開催）

問 ワールドフェスティバル天理実行委員会事務局（天理市総合政策課）☎０７４３（６３）１００１
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大学生のインターンシップ実習

インターンシップ実習を終えて
８月16日から28日までの約２週間、大学生４人がインターンシップ実習生として、
川西町で役場の仕事を手伝ってくれました。実習では様々な業務を体験し、その
中で学んだこと、感じたことをこのページでまとめています。

Ｑｕｅｓｔｉｏｎｓ
Ｑ１

実 習で印象に残ったこ
とはありますか？

Ｑ２

公 務員の仕事の印象に
変化はありましたか？

Ｑ３

川 西町の印象に変化は
ありましたか？

岩谷 彩可さん

石田 航大さん

関西大学社会学部

佛教大学社会学部

Ａ１ 各課の業務で住民の
方と関わる機会が多かった
ことです。町の政策には住
民の意見が非常に重要であ
ると強く感じました。
Ａ２ 実習に参加する前は
公務員は与えられた仕事を淡々とこなすというイメー
ジでした。しかし、実習を終えて行政の基本的な業務、
町づくりに関する業務だけでも多岐にわたり、自発的
に取り組む仕事も多いという印象をもちました。
Ａ３ 小さい町だけれど逆にそのことを活かして住民
の方と密につながりをもつことができる、特に福祉関
係の政策や施設が充実しているという印象を抱きまし
た。また、町内の文化財の多さと各地の距離の近さは
実習で実際に文化財を訪問する中で印象に残りまし
た。

Ａ１ バスの利用者アンケ
ートを取らせて頂いたこと
が印象に残っています。住
民の方の意見が聞ける貴重
な経験になりました。
Ａ２ 公務員の仕事は事務
作業が多く住民との距離も少しある印象を持っていま
した。しかし、デイサービスセンターや教育委員会等
での業務で直接住民の方とのコミュニケーションを取
り、町や住民に対して熱心な印象へと変わりました。
Ａ３ 私は、実習期間外ではありますが、サマーフェ
スタ2019にボランティアスタッフとして参加しまし
た。そこで、熱心なスタッフや積極的に参加する住民
の方との様々な出会いをしました。そして、川西町は
住民との距離が近いことを大切にしている地域だと感
じました。

中川 優太さん

奥中 梨紗さん

大阪産業大学デザイン工学部

京都女子大学法学部

Ａ１ 印象に残ったのは、
教育委員会の業務で小学生
の夏休みの宿題の手伝いで
木工工作に使う材料をのこ
ぎりで切ったことです。
Ａ２ 公務員は、事務作業
ばかりしている印象でしたが今回の実習の事業課では
水門の故障を見に行き自治会の人と職員の方が相談し
対応する姿や教育委員会では職員さんが汗をかき木を
切るなど体を動かす作業もあり印象が変わりました。
Ａ３ 最初の印象としては、駅近くの建物や小学校が
きれいで栄えた町なのかと思いましたが役場の方の話
で田舎町だと知りました。しかし、現在役場の方々の
話を聞き総合政策課では駅開発や工業団地の拡張など
町を盛んにする取り組みを行っていると知りました。

Ａ１ 色々な部署を経験し
た中で、どの部署の方も、
何よりも住民の方を想いお
仕事されているのが印象的
でした。
Ａ２ 公務員という仕事に
対し、事務作業がメインのイメージを抱いていたので
すが、色々な経験をする中で、住民の方が安心・安全
に生活する為に必要不可欠な基盤を作る大切な役割を
担っている仕事だと感じました。
Ａ３ 住民の方と関わる機会も何度かありました。そ
の中で、川西町は人と人との距離がとても近いという
印象を持ちました。人とのつながりが段々減っている
今の世の中で、子どもは「町で育てる」という意識と
支え合いの心を持った方々がたくさんおられる町だと
感じました。

2019.10. １
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秋の祭り

糸井神社・旧和福寺の薬師堂

糸井神社秋祭り

宵宮
本祭

10月26日（土）
10月27日（日）

糸井神社の祭りでは、結崎の「市場」
「中村」
「井戸」
「辻」
「出屋敷」から頭屋（とうや）を選び、神事が行われます。
宵宮と本祭では、頭屋からの「お渡り」があり、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。
夜店でにぎやかな雰囲気の宵宮と、厳かな雰囲気で神事
が進められる本祭の対比も見どころです。

糸井神社

10月26日（土）
・27日（日）
糸井神社と道を挟んでの東隣りにある薬師堂。糸井神社のお祭りに合
わせて、本尊の薬師如来像などを一般公開しています。和福寺はかつ
て結崎にあったお寺で、現在は廃寺になっています。市場公民館の敷
地内に薬師堂のみが残っています。周辺の廃寺などの仏像も保管して
いて、８体の秘仏が保管されています。
地域で大切に受け継がれてきたお堂の秘仏。この機会にお参りください。

川西

川西
小学校

役場

旧和福寺・薬師堂の御開帳

2019.10. １

午後１時～３時

【アクセス】役場から南西へ徒歩で約３分

問 糸井神社 ☎０７４５（４４）０４３４
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午後７時30分～9時

薬師堂
（和福寺跡）
市場公民館

超圓寺
面塚

N

川西町商工会

創業支援相談窓口
OPEN
たとえば、こんなお悩み
・創業・起業に関心があるけど、どこに相談
すればいいのか？
・創業・起業のアイデアを具体化したい！
・創業・起業の計画を立案、設計したい！

（相談所外観）
（個室の相談スペース）

▼川西町商工会創業支援相談窓口
場所 川西町商工会館相談室
（保健センター東となり）
時間 午前10時～午後４時
土日祝・年末年始は閉館
相談申込 川西町商工会
☎０７４５（４４）０４８０
kawa2445@kcn.jp ※事前予約がオススメ

▼自分で創業するという
こと

「働き方改革」の取り組
みにあわせて、行政も創業
や起業に対するバックアッ
プを始めています。
し か し、
「日本人の職業
観」
「ノウハウを学ぶ機会
が不足していること」
「創
業や起業のメリットを知る
機 会 が 少 な い こ と 」 か ら、
なかなか創業という選択肢
が一般化していません。

▼創業・起業へのチャレ
ンジを支援

一 方 で、
「自分のアイデ
アをビジネスにつなげた
い」
「自分らしく働きたい」
「社会貢献につながるビジ
ネスをしたい」と思ってい
ても、一歩目をどう踏み出
したらいいかわからない。
また、具体的に動き出し
ていても、初めてのことな
ので、壁にぶつかって行き
詰ってしまう。
そんな人もいるのではな
いでしょうか。
川西町商工会では、そん
な人のために相談支援窓口
をオープンしました。この
相談支援窓口では、一回き
りの悩み相談だけではあり

ません。経営指導員が「経
営」
「税務」
「人材育成」
「販
路開拓」など創業に必要な
情報を、段階を踏みながら
教えてくれます。

▼創業・起業のヒントを
提供

また、川西町商工会では、
相 談 支 援 セ ミ ナ ー を 開 催。
専門家や創業の先輩から成
功の秘訣を聞くことができ
る機会を設けています。具
体的に創業を考えていなく
ても、興味があれば、気軽
に参加してみてください。

▼創業支援は地域にとっ
てもメリット

現在、川西町では多くの
個人事業主が、消防や防災
の担い手になってくれてい
ます。夏フェスなどでも中
心的な役割を担ってくれて
います。新しく創業・起業
す る 人 を 支 援 す る こ と は、
経 済 的 な 効 果 だ け で な く、
地域の安心安全やにぎわい
づくりの観点からも大切な
こといえます。町では「創
業支援等事業計画」を国（経
済産業大臣）から認定され、
創業や起業しやすい環境づ
くりを進めています。
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川西町商工会創業支援事業

肩ひじ張らず始める

自分サイズの起業セミナー

10月24日（木） 川西町商工会館
午後２時～４時

次々と起業家輩出を支援する天職デザイナーが
７ステップで起業を教えます

創業支援セミナー

【講師】三宅

氏

フリーエージェントインク株式会社代表取締役
大手家電メーカー、ベンチャー、中小企業で23年間勤務。幹
部候補生から左遷、降格、パワハラ、倒産、失業などジェット

コースター人生を歩む。
46歳で独立。
「働き方の多様化を実践す

るコミュニティ」天職塾を立ち上げる。働きながら複業モデル
をつくるハイブリッドキャリアプログラムを独自で開発、
「身
の丈のシゴトづくり」を特長にして10年にわたり事業展開。働

き方にモヤモヤを抱えたサラリーマン2000名強の相談対応、
500人の起業複業サポート、70人を超える起業家を輩出。

定員 先着20名 受講料 無料
氏名、住所、連絡先を下記へお伝えください。
主催 川西町商工会 ☎ ０７４５（４４）０４８０
FAX ０７４５（４４）１８３１
具体的に創業・起業を考えている人も、漠然と興味が
ある人も気軽に参加できるセミナーです。

あなたの想いをカタチにする！

私の創業体験記

11月18日（月） 川西町商工会館
午後２時～４時

趣味や経験を実益に結びつける

哲之

申

今すぐ起業をしたい人も、何となく起業を考えている
人も、興味はそこまでないけど、起業がどんなものか
知っておきたい人も！気軽に参加してください。起業
の楽しさや準備として検討しなければいけないことな
どをわかりやすく解説。起業への心のハードルを取り
払います！
【講座の内容】
起業にはお金がかかる？／知識が必要？・店舗を持つ
のが起業？／年代ごとの起業スタイル／女性の起業は
プチ自己実現／じぶん地図の描き方と棚卸の進め方／
自分を物語化する／在職中のテストマーケティング／
仲間をつくる／人脈は金脈？
等

気軽な気持ちで OK

特に女性にオススメ
【講師】園藤

祐子

氏

Herbal MOMO 主宰
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大手企業の総合職、主に不動産ファイナンスに従事。退職後、
大学予備校教務担当、人材派遣会社人事部勤務。その後、南房

総の農園に勤務し400坪のハーブガーデンの管理を担当。設計、

育苗、実際の管理まですべて行いハーブに関する資格を得る。
メディカルハーブに関する知識も豊富で多くの方に知ってもら

う場をつくりたいと考え起業を決意。そのビジネスプランは

「2008年度さいたま市ニュービジネス大賞」で女性創業賞を受

賞。地元Ｊリーグチームとのコラボ企画を実現など、地域の異
業種とのネットワークを構築。様々な計画が進行中。

定員 先着20名 受講料 無料
氏名、住所、連絡先を下記へお伝えください。
主催 川西町商工会 ☎ ０７４５（４４）０４８０
FAX ０７４５（４４）１８３１
申

一般企業時代に心身とも疲れ、心機一転して農園に勤
務。自然の大きな力を感じているうちに、自分らしさ
を発見。その後は、創業までのプロセスや地域の異業
種の起業家との人脈の築き、仲間を増やして前進して
います。このセミナーでは、講師の体験から、自分ら
しさの発見や人脈の築き方など、創業準備に役立つ情
報をお届けします。
【講座の内容】
企業勤めから心機一転、農園勤務へ／『地に足をつけ
て』そして起業へ／創業へ向けて 今までの経験、こ
れからのビジョン／事業の三本柱（ヒト・コト・モノ）
／地域の異業種とのコラボ（事例）／仲間を増やして
前進あるのみ！

健康づくり

特定健康診査・骨密度測定

特定健康診査

問 住民保険課 ☎０７４５（４４）２６１１

国民健康保険（30歳以上）
・後期高齢者医療保険に加入の皆さん、特定健康診査はもうお済ですか？
集団健診は11月が最後のチャンスです。自分の身体のために、１年に１回は必ず健診を受けましょう。

【集団健診】

11月17日（日）18日（月）

中央公民館けやきホール
500円

申

集団健診

住民保険課
☎０７４５（４４）２６１１

個別健診

500円

期間 １月31日（金）まで
場所 県指定の健診実施医療機関
申

（くわしくはお問い合わせください）

医療機関に直接申し込み

※30歳代の方は集団健診のみ
▼健診に行くときの持ち物
□特定健康診査受診券※
30歳代の人は特定健康診査への
申し込み後に送付します
□保険証
□質問票※
□料金（500円）
※紛失の場合は再発行できます

【お願い】
職場での健診や人間ドック等を受
けた人は、健診結果の提出に協力
をお願いします。協力してくれた
人には、粗品をお渡ししています。

骨密度測定
11月18日（月）

午前9時～11時30分

問 保健センター ☎０７４５（４３）１９００

午後1時30分～4時 （受付３時30分まで）

中央公民館けやきホール
対象 20歳以上
乳がん、子宮頸がん検診と同じ日
に実施しますが、男性も申し込み
できます。測定は足のかかとで行
います。すぐに素足になれる服装
で来場してください。
定員 約80人
前 日までに保健センターへ
（空きがあれば当日の申込可）
申

骨密度は、骨を構成しているカル
シウムなどのミネラル類が、骨に
どれくらい詰まっているかを表す
ものです。骨の強さを表す指標と
いえます。この骨密度の状態を調
べる検査が骨密度測定です。
日常生活では、自覚しにくい骨の
状態。この機会に一度、検査して
みてください。

2019.10.
2019. ９. １ 川西
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健康づくり

がんセット検診

申

がんセット検診

保健センター ☎０７４５（４３）１９００
11月１日（金）〆切

申

特定健康診査と同時実施（特定健康診査
・問 住民保険課 ０７４５（４４）２６１１）→14ページ
検診結果は約1ヶ月後になります。気になる症状がある場合は、
検診を待たずに、
早目に医療機関を受診しましょう。

11月17日（日）18日（月）
中央公民館けやきホール
肺がん

300円

問診・胸部デジタル撮影・
喀痰検査（必要な人／別途500円）
対象・定員 40歳以上・100人
※喀痰検査のみの受診は不可

午前8時30分～11時

いずれの検診も70歳以上は無料

大腸がん

500円

問診・バリウムによる胃部デジタ
ル撮影（検診後、下剤を服用します。

結核

午後からの検診は別の日に設定するな

肝炎ウイルス

無料

乳がん

600円

午後１時30分～3時

15

1,400円

いずれの検診も70歳以上は無料

子宮頸がん

900円

問診・マンモグラフィー
対象 40歳以上の女性（町での検
診は2年に1回の受診となります）
定員 90人

問診・視診・子宮頸部の細胞診及
び内診
対象 20歳以上の女性（町での検
診は2年に1回の受診になります。
）

※ペースメーカー、乳房形成手術、
授乳中の人は受けられません。

※生理中の人・子宮摘出手術を受
けた人は受けられません。

2019.10. １
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効き具合によっては午後の検診に支障

をきたすことがあります。不安な方は、
どの工夫をしてください。
）

対象・定員 40歳以上／80人

問診・血液検査（Ｂ・Ｃ型肝炎ウ
イルス検査）
対象 40歳以上で、これまで一度
も肝炎ウイルス検診を受けたこと
がない人

中央公民館けやきホール

1,000円

問診・便潜血検査（2回採便）
対象 40歳以上
※生理中の人は受けられません。

問診・胸部デジタル撮影
対象 65歳以上

11月18日（月）

胃がん

※ただし次の人は受けられません。
□妊娠中の人・胃疾患で治療中の人
□６ヶ月以内に胃検診を受けた人
□過去にバリウムを飲んで気分が
悪くなった人
□当日体調がすぐれない人
□体を支えられない人（検査台が
上下左右に傾きます）

健康づくり

インフルエンザ予防

子どものインフルエンザ予防接種（任意接種）費用の一部を助成します
お子さんのインフルエンザ予防接種は、任意で受ける
ものです。町では、お子さんへの感染を防ぐため、予
防接種の費用の一部を助成しています。
※この予防接種はあくまで任意接種です。保護者の責
任のもと接種を受けてください。
▼対象者／助成回数
〇生後６か月～13歳未満
（小学校６年生まで）
／２回
〇中学３年生相当／１回
〇高校３年生相当／１回
▼助成額（接種１回あたり） 1,500円
▼助成期間 10月１日（火）～2月28日（金）

申

保健センター ☎０７４５（４３）１９００

▼助成方法 ２つの方法があります。
〇助成券発行方式（町内の医療機関に限ります）
① 保健センター
・窓口で申請。助成券を受け取る
（印鑑を持参してください）
② 町内の医療機関
・受付時に助成券を渡す
・予防接種を受ける
・窓口で会計
（支払う金額＝接種費用‐助成額（1,500円分）
）
〇償還払い方式（町内・町外の医療機関で利用可）
① 医療機関

・予防接種を受け接種費用を支払う
② 保健センター
・窓口で申請（請求）
【申請に必要なもの】
□母子健康手帳など接種したことが分かるもの
□印鑑
□医療機関の領収書（お子さんの氏名、接種
日が明記されているもの）
□振込先の通帳（お子さんもしくは保護者名義）
③ 指定された口座に振り込み

高齢者インフルエンザ予防接種
▼対象者（接種日時点）
○65歳以上の人
○60歳以上65歳未満の人で、心臓・腎臓・呼吸器の
機能またはヒト免疫ウイルスによる免疫機能障害があ
る障害者手帳１・２級相当の人
▼接種期間 10月１日
（火）
～12月末日 ※休診日除く
▼接種回数 １回
▼費用 1,500円

▼注意事項
＊医療機関によっては、事前に予約が必要な場合もあ
ります。希望する医療機関にあらかじめ確認をして
ください。
＊町外医療機関での接種を希望する人は、保健セン
ターでの手続きが必要です。必ず事前にお問い合わ
せください。

※生活保護世帯及び町民税非課税世帯の方は、費用が免除さ
れます。マイナンバーなど必要なものがあるので、くわし
くは、お問合わせください。

▼医療機関 町内医療機関
池田医院・川西診療所・高井医院・牧浦医院
※休診日・診察時間等については、各医療機関へお問合せく
ださい。

問 保健センター ☎０７４５（４３）１９００

2019.10. １
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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

子育て相談

●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）

●子育て支援センター

４・５ヵ月児健康診査

１歳６ヵ月児健康診査

子育て相談（相談無料・秘密厳守）

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、内科診察、歯
科検診、生活・栄養・歯科・発
達相談
対象 １歳６ヵ月～8ヵ月児

日時
受付

日時
受付

平成31年４月６日～令和元年６月５日生

10月４日（金）
午後１時～１時20分

平成30年2月12日～5月11日生

11月８日（金）
午後１時30分～２時30分

●保健センター（対象者には個別に通知）

●保健センター

10ヵ月児相談

インフルエンザ予防接種

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９～11ヵ月児
平成30年11月11日～2月10日生

日時
受付

11月7日（木）
午前９時～９時15分

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。

お子さんのインフルエンザ予防
接種は、任意で受けるものです。
町では、お子さんへの感染を防
ぐため、予防接種の費用の一部
を助成しています。
助成額 1,500円／回
くわしくは16ページへ

□電話相談 ☎0745（43）2774
□来所相談
□訪問相談（相談員が伺います）
対象 就学前の子どもの保護者
日時 火・水・木・金・土
午前９時～午後５時
相談員 臨床心理士・保健師・保
育士

妊娠・出産
●保健センター（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①

離乳食教室②

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 10月7日（月）
午前10時～11時30分
持ち物 バスタオル、オムツ等お
子さんに必要なもの
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【離乳食開始から２回食まで】
離乳食のすすめ方についての話と調
理のデモンストレーション、試食を
します。
対象 生後６ヵ月ごろまで
日時 10月24日（木）
午後１時30分～２時30分

【２回食から離乳食完了まで】
離乳食のすすめ方についての話と
調理のデモンストレーション、試
食をします。
対象 生後７～12ヵ月ごろ
日時 10月24日（木）
午後２時45分～３時45分

まちの子育て情報

子育て・交流
●子育て支援センター

青空広場
日時 10月18日（金）
午前10時～11時30分
場所 川西幼稚園の園庭

※当日の午前８時30分現在で雨天（小
雨）の場合は中止
●子育て支援センター

お楽しみデー
・ひだまりんピック（ミニ運動会）
・10月生まれのお誕生日会
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。
日時 10月24日（木）
午前10時～11時30分
●子育て支援センター

第７回子育て講座
講師 高川 健先生（国保中央病
院）
日時 10月２日（水）
午前10時～11時30分
内容 子どもの健康と緊急時の
対応 / だれでも参加できます。日
ごろ子育て支援センターを利用し
ていない人や子育て世代ではない
人も参加してみてください。

子育て支援センター

行事予定表

▼10月
日

時間はいずれも午前10時～11時30分

内

容

場

所

1日（火） わくわくリズム（３B 体操）

けやきホール

2日（水） 子育て講座

子育て支援センター

3日（木） ２歳児親子広場

子育て支援センター

4日（金） めばえ広場①

川西文化会館しきの間

8日（火） わくわくリズム（キッズダンス）

けやきホール

10日（木） ０歳児親子広場

子育て支援センター

17日（木） １歳児親子広場

子育て支援センター

18日（金） 青空広場

川西幼稚園園庭

24日（木） お楽しみデー（ひだまりんピック）

子育て支援センター

25日（金） めばえ広場②

結崎公民館

●子育て支援センター

●子育て支援センター

めばえ広場①

めばえ広場②

ご近所同士の交流と親睦を深める
広場。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。
対象自治会 南団地・美ノ城・辻・
井戸
日時 10月４日（金）
午前10時～11時30分
場所 文化会館しきの間

ご近所同士の交流と親睦を深める
広場。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。
対象自治会 下永・スカイタウン
日時 10月25日（金）
午前10時～11時30分
場所 結崎公民館

子育て情報
●子育て支援センター

●子育て支援センター

赤ちゃん用品のリサイクル

母親サークルをつくりませんか？

ベ ビ ー ベ ッ ド、 ベ ビ ー ラ ッ ク、
バウ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。リサイクル品の提
供も受け付けています。

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。

2019.10. １
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小学校への進学
●令和２年に小学校へ入学するお子さんの家庭が対象

就学前健康診断

貝ボタン付きの制服を新一年生に支給

教育委員会では、就学年齢に達する児童を対象に、就
学前の健康診断を行います。対象となる児童の家庭に
は、10月中旬に書面で通知します。当日は親子面談
等も行いますので、保護者の参加もお願いします。
健康診断の結果は、後日郵送等でお知らせします。
対象 平成25年４月２日～平成26年４月１日生
実施日 11月14日（木）
また、翌年１月末日までに就学先の学校名等をお知ら
せする「就学通知書」を送付します。これら２つの通
知書は、小学校へ入学するためのとても大切なもので
す。手元に届かない場合は、下記まで連絡をお願いし
ます。
問 教育委員会事務局
☎０７４５（４４）２６８４

教育委員会では家庭の経済的な負担に配慮して、川西
小学校に入学する新１年生に制服を支給する事業を
行っています（二階堂小学校に入学する川西町の児童
へは制服購入相当額を支給）
。
制服のボタンには、川西町の地場産品である「貝ボタ
ン」
を使用。この貝ボタンは、
地元生産者のご厚意で提供
を受け、胸と袖に使われて
います。
子どもたちには、普段身に
つけるものを通じて、より
身近に町のことを知り、愛
着をもってもらいたいと考
えています。
問 教育委員会
☎０７４５（４４）２６８４

幼稚園・保育園
●川西幼稚園

●成和保育園

●川西こども園

優しいお兄ちゃん・お姉ちゃん

秋のお月見会

ぶどう狩りに行ったよ！

草花遊び、泥んこ遊び、リレー、ま
まごと…。園庭では毎日、様々な遊
びが見られ、異年齢の友達とも仲良
く遊んでいます。
年長組や年長組の遊びに興味をも
ち、目を輝かせる年少組さん。色水
のジュース屋さんコーナーでは「い
ちご味がいい？抹茶もあるよ！」と
お姉さんにやさしく声をかけてもら
い、
「いちご！」と返事して喜んで受
け取っていました。
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お月見会では、保育士がお月さまの
お話やクイズ劇をしました。子ども
たちは自信満々に答えて、最後には、
みんなでお月見の歌を歌いました。
この日の給食もお月見の特別メ
ニューです！
あいにくの雨でしたが「雨、やまな
いかな～。お月さま見えるかな～。
」
と夜が来るのを楽しみにしていまし
た。

４、５歳のお友達は、バスに乗って
ぶどう狩りへ出掛けました。
農園には、大きく美味しそうなぶど
うがたくさん実っており、
どれが美味しいかな？と目を輝かせ
ていたお友達でした。
「おいしいー」
「あまーい」と大満足
でたくさんいただきました♪

就職・採用
▼自衛官等募集

コスモスホール

午後２時

1,500円

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

▼ 木工クラブ・椅子づくりの体験

無料※

42

日時
月 日（土）
午前９時 分～正午
場所 ふれあいセンター木工室
対象 町内在住で 歳以上／先着５
人／参加費無料
申
月３日（日）～８日（金）
教育委員会事務局
☎０７４５
（ ）
２２１４
問 川西町文化協会木工クラブ（代
表 菊川啓志）
☎０９０
（４３０１）
１７８０

各日
午前９時

30 17

30
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イベント・講座
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▼かわにしココロカフェ
秋の折り紙
かわにしココロカフェは心身の健
康に不安を持つ高齢者や家族、地域
の人たちが集っ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ＢＣ
内容 コ コ ロ カ フ ェ ボ ラ ン テ ィ ア
と、折り紙を使って秋らしい飾り
を作ります。
対象 川西町民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）

文化会館

教育委員会
北海道歌旅座

入場方法

11月9日（土） フォークソングの広場

令 和 元 年 度 採 用 の 自 衛 官 候 補 生、
陸上自衛隊高等工科学校生徒を募集
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）
】
年間を通じて受け付け
【陸上自衛隊高等工科学校生徒】
受付
月１日（金）～１月６日（月）
問 自
 衛隊奈良地方協力本部橿原地
域事務所
０７４４
（ ）
９０６０

18

教育委員会

開演

11月3日（日）
川西文化祭
11月4日（月）

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。

http://www.mod.go.jp/pco/nara



主催者

場所

イベント名

日

月

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

29

30 16

44

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。

11

11

11

情報ひろば

※一部有料コーナーがあります。

・

・

コミュニケーションを楽しく体験し
てください。
日時
月 日（月）～ 月 日（月）
全８回／毎月曜午前 時～正午
会場 川西町保健センター（前半４
回）／三宅町あざさ苑（後半４回）
定員
名（申込人数が少ない場合
は、中止となります）
対象 町内在住・在勤で 歳以上
申
月１日（火）～ 日（火）
健康福祉課
☎０７４５
（ ）
２６３１
ＦＡＸ０７４５
（ ）
４７８０

▼中央体育館アリーナ開放日
体育館整備工事のため変更される
場合があります。
月の町民開放日
月 日（日）
対象者 町内在住・在勤
問 中
 央体育館
１６１６
☎０７４５
（ ）

▼応急手当講習会

※ごみ収集は通常どおり行います。

▼ＣＤクラシッ ク ・ コ ン サ ー ト

・

場所 保健センター
対象
歳以上の町内在住の男性
材料費（５００円）
、エプロ
持ち物

ン、三角巾
申 ① 月４日（金）まで
② 月 日（金）まで
保健センター
☎０７４５
（ ）
１９００
・

▼ここ か ら（ こ こ ろ と か ら だ ）
元気講座
健康づくり、介護予防を目的に実
施しています。生活習慣病予防など
にも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。基礎から始めますので、お気
軽に参加してください。
講師 スクエアステップ指導員
岸下利栄 氏
日時
月 日（木）／午前 時～
時 分ごろ
場所 保健センター
対象
歳以上
保健センター
１９００
☎０７４５
（ ）
申

す号も運休します。

16

27

普通救命講習Ⅰは心臓や呼吸が止
まった人に対する心肺蘇生法（胸骨
圧迫、人工呼吸）やＡＥＤの使い方
を学ぶ講習です。主に成人を対象と
した処置を学びます。
（無料）
日時
月 日（水）
午前９時～正午
場所 磯城消防署
対象者／定員 中学生以上（奈良県
広域消防組合管内の居住者勤務

10

43

▼簡単な手話教室（無料）

44

23

※祝日となるのは令和元年のみ

火曜日

22

10 12

16

15

44

21

44

10

10

10

20

10

20

10

手話を体験してみませんか？
耳の聞こえない人と話したことは
ありますか？耳の聞こえない人と話
しをしてみませんか？難しく考えず
に、まずは気軽に始めてみましょう。
明るく元気な講師のもと、手話での



10

第 回目となる今回はバレエ音楽
を特集。知っている曲がバレエのた
めに書かれた曲だったのかと、意外
な発見になるかもしれません（無料
／申し込み不要）
。
日時
月 日（火） ※第２月曜日
が祝日の場合、翌日の火曜日が開
催日となります。
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

29

25

10

43

▼男性の料理教 室
男子厨房に入る時代です！男性同
士で料理に挑戦しませんか？初心者
大歓迎です。

日時 ① 月８日（火）
・② 月 日
（火）／午前 時～ 時 分ごろ
12

10

30 10

20

44

10



11



15

30

23

10

10

天皇の即位礼正殿の儀が行
われる令和元年10月22日は、
国民の祝日となります。

10月

有料広告

川西

2019.10. １

21

10

30

川西町公式ホームページ https://www.town.nara-kawanishi.lg.jp
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役場や文化会館などの公共施設は休館となるので

注意してください。コミュニティバス川西こすも

相談など

▼ここ
 ろの健康について考えま
しょう

10

24

内容 学習障害の理解と人権
講師 前川孝士さん（日本ＬＤ学会）
問 町人権教育推進協議会（教育委
員会事務局内）
☎０７４５
（ ）
２２１４

27

67

者、在学者を優先）／ 名
申
月１日（火）～ 日（金）
問 磯
 城消防署救急課
☎０７４４
（ ）
２４６１

33

▼国保中央病院
健康フェスティバル

21

11

30

22

川西

2019.10. １

20

18

▼患者等搬送乗務員基礎講習・
定期講習

入場は無料で、
手話通訳・要約筆記
（ノ
ートテイク）もあります。
日時
月５日（土） 午前 時～午
後３時 分
場所 三郷町文化センター
内容 新垣勉（全盲のテノール歌手）
さんによる「人権トーク＆コンサ
ート」／模擬店、物産展、紙芝居、
ゆるキャラ紹介や地元団体や学校
による発表なども予定。
問 な
 ら・ヒューマンフェスティバル
実行委員会事務局（県人権施策課）
☎０７４２
（ ）
８７１９

▼人権教育研修講座

日時
月９日（土）
午前 時～正午 ※雨天決行
場所 国保中央病院 外来ホール
内容 健康コーナー、相談コーナー、
フードコーナー、コンサート
問 国保中央病院

☎０７４４
（ ）
８８００
申込不要、無料／くわしくはホー
ムページで確認してください。

【精神保健福祉普及運動】
月 日（月）～ 日（日）
この運動は、精神障害者の福祉の
増進と国民の精神保健の向上を図る
ことを目的に、全国的に取り組まれ
ています。全国各地でイベントや相
談会などの行事が行われ、 月 日
には奈良県で「第 回全国精神保健
福祉全国大会」が開催されます。
社会情勢がめまぐるしく変動する
中、精神疾患はだれにでも起こり得
る病です。私たちの身近な問題とし
て、身体の健康と同じように心の健

10

11

30

29

44

32

33

患者等搬送事業所の従業員を対象
とした講習会です（奈良県広域消防
組合消防本部の認定もしくは認定申
請を予定している事業所）
。受講料は
無料ですが、テキスト代が別途必要。
【基礎講習】
（２日間）
日時
月２日（土）
・３日（日）
午前９時～午後５時
場所 奈良市防災センター
対象 初めて受講する人、資格期限
切れの人
【定期講習】
日時 ① 月６日（水）
・午後１時
分～４時 分／② 月７日（木）・
午前９時～正午
場所 ①奈良市防災センター／②桜
井消防署
対象 平成 年度以降に基礎講習ま
たは定期講習を受講した人
申
月 日（金）まで（先着順）
磯城消防署
☎０７４４
（ ）
２４６１
10

▼ な ら ・ ヒ ュ ーマンフェスティバル

10

日時
月８日（火）
午後１時 分～３時
場所 文化会館サークル室ＡＢＣ

10 11





あらゆる人権問題をイベントや資
料展示等を通じて考える催しです。

27

30

10

11

18

10

30

10
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▼10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

10月８日（火）
午後1時～4時

10月16日（水）
午前10時～12時

10月１日・15日
（火）
消費生活
午前10時～午後3時
相談窓口
（三宅町との
10月８日・29日
（火）
広域連携事業） 午前10時～午後3時

健康相談

こころの
健康相談

高齢者の
相談窓口

内

容

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）

役場２階
図書室

住民保険課
☎0745（44）2611

三宅町役場３階
第2会議室

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

10月15日（火）
午前９時～11時30
分 ※時間予約制

保健センター

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

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。

に同じ相談員が対応します。

※健康診査や血液検査の結果など

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

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

44

康についても関心をもちましょう。

13

こころの悩みを抱える当事者やそ
の家族のサポートにあたり、町では
保 健 セ ン タ ー 保 健 師 に よ る 相 談 や、
精神に特化した事業所への相談支援
委託を行っています。
問 健康福祉課

☎０７４５
（ ）
２６３１

10

▼行政相談週間

月７日（月）～ 日（日）
登記・年金・保険・雇用など、国

の 仕 事 に つ い て、 わ か ら な い こ と、
困りごとがありましたら、行政相談
委員が開設する行政相談所でお気軽
におたずねください。相談は無料・
秘密厳守です。川西町行政なんでも
相談所は上表へ。

▼行政苦情１１０番
（全国共通）

川西

所

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）

『川西町行政なんでも相談所』は毎
月第３水曜日に開設しています。お
急 ぎ の 場 合 は『 行 政 苦 情 １ １ ０ 番 』
を利用してください。奈良行政監視
行政相談センター（総務省）につな
がります。
☎０５７０‐０９０１１０

2019.10. １

▼登記
 ・税金・年金など 行政
なんでも相談所
（法律相談併設）

出張行政相談窓口を県内４会場で
開設します。弁護士や司法書士によ
る法律相談も行っています。相談は
23

場

無料・予約不要・秘密厳守です。
【奈良行政なんでも相談所】
日時
月１日（火）
午前 時～午後３時 分
場所 イオンモール高の原店２階
平安コート
【橿原行政なんでも相談所】
日時
月 日（火）
午前 時 分～午後 時 分
場所 イオンモール橿原３階
イオンホール
【王寺行政なんでも相談所】
日時
月 日（木）
午前 時 分～午後 時 分
場所 りーべる王寺東館５階
【宇陀行政なんでも相談所】
日時
月 日（水）
午前 時～午後３時
場所 榛原サンクシティ１階
問 総
 務省奈良行政評価事務奈良行
政監視行政相談センター
☎０７４２
（ ）
１１００
30 17

30 8

3

3

30

30

65

4

同一敷地内に親子２世帯が居住
しています。住民票では親子同一世
帯 に な っ て い ま す。 こ れ ま で 親 子
別々に戸別受信機を借り受けていた
けど、今後も同じように借りること
はできますか？
今回の新しい戸別受信機の貸し
出しでは、住民基本台帳１世帯につ
き１台の貸し出しをお願いしていま
す。７月１日以降、町内全世帯に送
付した「川西町新防災情報システム
（戸別受信機）の利用について（※白
色の通知文書）
」に記載のとおり、
今回提案した「スマートフォンや携
帯電話を利用し、録音された放送を
メールを通じて音声で聴く方法」で
は、仕事などで日常的に外出が多い
方など、町から発信する防災情報や
自治会からの地区別放送を外出先な
どで聴くことができます。この方法
では、事前にメールアドレスの登録
が必要です。戸別受信機意向調査で
「戸別受信機を希望しない」と回答し
た人には、別途登録方法等をお知ら
せします。新防災情報システムの運
用開始以降（令和２年４月以降）
、広
報紙やホームページなどでもお知ら
せします。
問 総務課

２２１１
☎０７４５
（ ）

▼全国地域安全運動

44

月 日（金）～ 日（日）

24

川西

2019.10. １

国民年金

た不審な電話や案内にご注意くださ
い。 日 本 年 金 機 構 や 厚 生 労 働 省 が、
口座番号を聞いたり、
手数料などの金銭を
求めたりすることは
ありません。

安心・安全
▼防災情報システム（戸別受信
機）意向調査
７月１日以降、町内の全世帯（世
帯主）へ、新防災情報システム（戸
別受信機）
の利用について、
調査票
（兼
貸出申込書）を送付しています（※
緑色の封筒・調査票）
。調査票の返信
が済んでいない場合は、同封した返
信用封筒で速やかに返送してくださ
い。

【よくある質問】

20

23

▼年金生活者支援給付金制度
収入などが基準額以下の年金受給
者の生活を支援するために、給付金
が 年 金 に 上 乗 せ し て 支 給 さ れ ま す。
受け取りには請求書の提出が必要で
す。
対象（
 老齢基礎年金受給者） 次の要
件をすべて満たしている人。
□ 歳以上／□世帯員全員の市町
村民税が非課税／□年金収入額と
その他所得額の合計が約 万円以
下
対象（
 障害基礎年金・遺族基礎年金
受給者） □前年の所得額が約
４６２万円以下
請求手続き 対象者には、日本年金
機構から請求手続きのご案内が９
月から発送されています。同封の
はがき（年金生活者支援給付金請
求書）を記入し提出してください。
ただし、平成 年 月 日以降に
年金を受給しはじめた人は、年金
の請求手続きとあわせて、年金事
務所または役場住民保険課で請求
手続きをしてください。
問 給付金専用ダイヤル

☎０５７０
（ ）
４０９２
桜井年金事務所
☎０７４４
（ ）
００３３
日本年金機構や厚生労働省を装っ

11

88

2

30

10 10

24

10 10

10 10

11 10

Q

A

10

31

05

42
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犯罪のない安全で安心して暮らせ
る 奈 良 の 実 現 に 向 け、 こ の 機 会 に、
みんなで力を合わせましょう。
毎年 月 日は、
「安全安心なまち
づくりの日」です。
運動重点
・子供と女性の犯罪被害防止
・特殊詐欺の被害防止
【安全やまとまちづくり県民会議】
日時
月 日（水）
午後１時 分～午後４時
場所 いかるがホール
内容 講演 地域で守る子どもの安
全（講師：科学警察研究所主任研
究官 斎藤知範 氏）
奈良県警察音楽隊による演奏など
問 天
 理警察署
☎０７４３
（ ）
０１１０

農業・商工業・土地取引

と、お考えの人は、
『なら担い手 農
･
地サポートセンター』へ相談してく
ださい。なら担い手・農地サポート
センターは、農地の出し手（貸した
い方）
から農地を借り受け、
受け手
（借
りたい方）へマッチングします。

※センターが農地を借り受ける条件
は、農地として利用が困難でない
こと、十分な受け手が見込めるこ
とです。
※受け手の氏名・希望地区等をイン
タ ー ネ ッ ト で 公 表 し ま す。 公 表 は、
６月、８月、 月、 月、２月、４
月の６回行います。
問 公益財団法人 なら担い手・農
地サポートセンター（農地中間管
理機構）
☎０７４４
（ ）
５０２０
http://www.nara-ninanou.sakura.ne.jp/
なら担い手・農地サポートセンタ
ーは、法律に基づき県知事の指定を
受けた公的機関です。安心してご利
用してください。

▼事業者向けの軽減税率制度説
明会

10

11

11

▼農地を借りたい人、貸したい
人を募集

▼ 大規模な土地取引には届出が必要

提出
 記期限は契約締結日から
２週間以内

国土利用計画は、適正かつ合理的
な土地利用を確保するため、土地取
引の届け出制度を設けています。土
地取引に係る契約（予約を含む）を
したときは、権利取得者（買主）は、
契約日から２週間以内に土地売買等
の届出をしなければなりません。
【届出が必要な土地の面積】
・市街化区域 ２０００㎡ 以上
・市街化調整区域 ５０００㎡以上
・都市計画区域外 １万以上
届出先 届出書に必要事項を記入し、

添付書類（契約書の写し、
地図など）
とともに、土地の所在する市町村
役場に届け出てください。
審査内容 土地の利用目的が、土地
利用基本計画などの土地利用に関
す る 計 画 に 適 合 し な い 場 合 に は、
利用目的の変更を勧告し、是正を
求めることがあります。
問 県庁エネルギー・土地水資源調

整課 ☎０７４２
（ ）
８４８４

役場の窓口

▼住民
 基本台帳の一部の写しの
閲覧状況（平成 年度）

この公表は住民基本台帳法第 条

11

川西
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25

27

30

12

軽減税率制度は、飲食料等の軽減
税率対象品目を取り扱う事業者だけ
でなく、全ての事業者に関係がある
制度です。
日時 ① 月８日（火）午前 時～
時／② 月 日（木）午後７時～
８時／③ 月 日（木）午後３時～
４時／④ 月 日（火） 時～ 時
場所 桜井税務署（会場の収容人数
に限りがあります。事前連絡をお願
いします。
）
問 桜井税務署法人課税部門

☎０７４４
（ ）
３５０５
10

30 9

「高齢で耕作できなくなった農地
をだれかに管理してほしい。
」
「農地を相続したけど農業はしな
いので、だれかに貸したい。
」
または、
「農業経営を拡大したいので農地
を借りたい。
」
募集期間 随時受付
対象農地 農業振興地域内の農地

10 10 10 10

10

「新規に本格的に農業を始めるの
で農地を借りたい。
」

11

10

62

10

21

29 24 17

42
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④介護保険料（普通徴収）

第４期分

際には、通知カードまたはマイナンバーカードをお持ち

本人からの任意の申請によって、顔写真や IC チップ等

2

19

15

10

18

10

29

23

26

川西

2019.10. １

▼証明書等の休日交付

【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。

10

44

10

12
問 住民保険課 ☎０７４５（４４）２６１１

4

て提示してください。

2

のカードです。本人確認書類（運転免許証など）とあせ

4

のカードで、自身のマイナンバーを知っていただくため

15

13 1

44

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

4

▼通知カード

1

きるようになる予定です。

10

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

4

31 14
1

31

※マイナンバーカードは身分証明書として使用でき、将

14

が組み込まれたプラスチック製のカードです。

1

20
▼マイナンバー（個人番号）カード

ての申出）／②「土地問題に関する
国民の意識調査」の対象者を抽出す
るため／③大字結崎内の平成 年
月 日以前に出生の日本国籍を有す
る男女 名
【平成 年 月 日閲覧】
①自衛隊奈良地方協力本部橿原地域
事務所長 巻口和香子／②自衛官お
よび自官候補生に関する募集等の広
報のため／③平成９年 月 日から
平成 年 月 日までの間に生まれ
た男女・平成 年 月 日から平成
年 月 日までの間に生まれた男
女
問 住民保険課

☎０７４５
（ ）
２６１１

月の実施日
月 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）
指定できる来庁時間 交付日当日の
午前８時 分～午後５時 分

30

交付場所 役場１階 住民保険課
申 当日来庁する時間を 月 日
（金）の午後５時 分までに連絡
の上、予約してください。
※だれからも予約が無い場合は開庁
しません。
住民保険課
☎０７４５
（ ）
２６１１

15

10



1

合わせください。

12

ください。くわしくは、各手続きの担当課窓口へお問い

11

が必要なものが多くあります。役場等の窓口にお越しの

30

役場などの行政手続きの中にはマイナンバー（個人番号）

12

第４期分

19

第４期分
③後期高齢者医療保険料（普通徴収）

2

②国民健康保険税（普通徴収）

30

▼役場での手続きにはマイナンバーが必要です

11

16

第３期分

名
【平成 年 月 日閲覧】
①株式会社ＲＪＣリサーチ代表取締
役社長 佐野耕太郎（独立行政法人
労働政策研究・研修機構の委託を受
けての申出）／②「子どものいる世
帯の生活状況および保護者の就業に
関する調査」／③大字結崎内の日本
国籍を有する末子が平成 年 月
日生まれ以降を対象とするひとり親
世帯、もしくはふたり親世帯（親族
等との同居世帯を含む）保護者計
名
【平成 年 月 日閲覧】
①一般社団法人中央調査社 会長
大室真生（国土交通省の委託を受け

☎０７４５（４４）２６３５
④長寿介護課

第 項及び第 条の 第 項に基づ
き掲載するものです。①請求機関の
名称・申出者の氏名
②請求事由・利用目的の概要
③閲覧に係る住民の範囲
【平成 年 月 日閲覧】
①国立研究開発法人国立がん研究セ
ンター理事長 中釜斉（厚生労働省
の指示を受けての申出）／②厚生労
働大臣が指定するがん診療連携拠点
病院における生存率・治療効果等の
把握のために、予後調査支援事業で
用いるため／③国立がん研究センタ
ーから送付された、平成 年・平成
年・平成 年登録例の予後不明者
リストに記載された対象者計

②③住民保険課 ☎０７４５（４４）２６１１

10

①町・県民税（普通徴収）

30

10月の納期限 10月31日
（木）

26

3

24

▼税・保険料の納期

39

☎０７４５（４４）２６４２
問 ①税務課
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奈良

検索

日
6

月
7

火

水

木

金

土

１

2

3

4

5

8

9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

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。

20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

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）
26日（土）10：10〜10：30
26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 26日（土）11：00〜11：30

“秋の読書週間” 特別貸出
10/26
（土）～11/10
（日）は、

一人10点まで 借りることができます。
※貸出期間は 2 週間。CD は 8 点、
ビデオは 1 点のみ。

こどもの本だな

（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）

10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

図書館からのお願い
図書館の資料を誤って破ってしまっ
たり、ページが外れてしまったときは、
ご家庭のセロハンテープ等で修理せず、
そのままの状態でご持参ください。修
理が可能な資料については、専用のテ
ープやのりで、図書館が修理します。
また、水濡れや食べこぼし等により、
汚損してしまった資料も目立ちます。
図書館の資料は公共の財産です。次
に借りる人が気持ちよく利用できます
よう、皆様のご協力をよろしくお願い
いたします。
＜破損または汚損した本の一例＞

「プラスチック・プラネット」
G・アムソン＝ブラッドショー 作

評論社

日常生活には、便利なプラスチック製品が
あふれているが、
「分解しない」ことから、
さまざまな問題を引きおこしている。

↑セロハンテープによる変色 ↑飲料などによる濡れジミ

問題解決のため、何が必要で、何ができるか、
この本を読んで一緒に考えてみよう。

▼児童書のおすすめ新着図書▼
ゴースト
ジェイソン・レノルズ
12の問いから始めるオリンピック・パラリンピック研究 坂上康博
スポーツを支える仕事 お仕事ナビ19
お仕事ナビ編集室
ノウサギのムトゥラ
ビヴァリー・ナイドゥー
風船で宇宙を見たい！
岩谷圭介
ロージーのひよこはどこ？
パット・ハッチンス ｢貸出禁止の本をすくえ！｣

≪大きな文字の本≫の新着図書
「好運の条件」 五木寛之
「深川恋物語」 宇江佐真理
「蒼天見ゆ」 葉室麟
「花まんま」 朱川湊人
「お順」 諸田玲子
・・・・・・ほか３タイトル
27
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＊こんな本 どうぞ＊
あの天才がなぜ転落 伝説の12人に学ぶ「失敗の本質」 玉手 義朗
かがくのとものもと 月刊科学絵本「かがくのとも」の50年 福音館書店
がんサバイバーの毎日ごはん
千歳はるか
基礎からわかる漢詩の読み方・楽しみ方 鷲野正明 / 監修
教養のある大人になるための一生ものの語彙力 神永
曉
薬を使わずにぐっすり眠る方法
大谷
憲
子育てのきほん
佐々木正美
小鳥ぽんぽん 毛糸を巻いてつくる家鳥とちいさな野鳥 t r i k o t r i
志村ふくみ いのちを織る
志村ふくみ
すべては救済のために デニ・ムクウェゲ自伝 デニ・ムクウェゲ
パイインター
世界の美しい学校
ナショナル / 編
地銀波乱
日本経済新聞社/編
定年夫婦のトリセツ
黒川伊保子
ドナルド・キーンのオペラへようこそ！ ドナルド・キーン
能楽ことはじめ 夢幻にあそぶ
松村 栄子
美智子さま その勁 ( つよ ) き声
工藤美代子
三つ編み
レティシア・コロンバニ
わが子を「居心地の悪い場所」に送り出せ 小笠 原泰

川西文化祭
11月3日（日）・4日（月）

▼来場は「川西こすもす号」で！

文化祭開催期間中、コミュニティバス川西こすもす号を
臨時運行（運賃：無料）します。路線・時刻表は通常ど
おりです。

川西文化会館
問 教育委員会事務局 ☎０７４５（４４）２２１４

作品展示

（11月3日・4日）

●エントランスホール（１階）
押し花と押し花アート
フラワーアレンジ
●展示ギャラリー（２階）
古布の会、木工、組みひも、押し絵、
美術（油彩）
、創作紙粘土、茶道

●サークル室Ｄ（２階）
パッチワーク、あみあみ、一般
●サークル室ＡＢＣ（２階）
書道、川柳、短歌、書写、ソー
イング、トールペイント、美術 (
水彩 )、一般

●和室（２階）
木彫、俳画、陶芸、生きがいセ
ミナー、一般

模擬店

（11月3日・4日）

ホットドッグランチ、そばドーナツ、コロッケ、ケーキ、クッキー、
結崎ネブカのネギ焼き、レインボーラムネ、花苗、花鉢、野菜、
玉ねぎ、球根、手作り品等

2019.10. １

川西
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川西文化祭

問 教育委員会事務局 ☎０７４５（４４）２２１４

11月3日（日）
●開会式
午前９時30分
・オープニングイベント
式下中学吹奏楽部

※料金・定員・場所などはプログラムで確認してください。

●体験イベント
・将棋
詰将棋の出題と次の一手
・ねんどさーくる
ミニミニツリー制作
・組みひも

●こすもす演芸大会
午前10時～午後4時ごろ
色とりどりのパフィーマンス！
・文化協会所属クラブの発表
・一般参加者の発表
・子 ども講座生の発表（少年少女
合唱団、スマイル川西、子ども和太

鼓講座、子どもお琴講座、カワスポ
キッズダンス他）

●体組成測定
午前10時～11時30分
午後１時30分～３時
今の自分の体の状態を知りましょ
う。
20歳以上から参加できます。

・ベ ビー＆ママヨガ・ベビーマ
ッサージ教室
ベ ビーアートや壁面アート撮影会
（カメラを持参してください）

●お昼のイベント
正午～
・バルーンパフォーマー Ray
・フラダンス
・落 語、社交ダンス、みんなで
踊ろう

●お茶席
午前10時～午後３時

11月4日（月）
●ふれあい演芸大会
午前９時30分～午後４時ごろ
老人クラブの皆さんによってカ
ラオケ、コーラスなどが披露さ
れます。

●ミニ新幹線
午前11時～午後３時（予定）

●お昼のイベント
午前11時30分～
・ジャグリングショー
・手話エンタテインメント発信団
ｏｉｏｉ
・パフォーマー MAX

●体験コーナー
・ベ ビー＆ママヨガ・ベビーマ
ッサージ教室
ベ ビーアートや壁面アート撮
影会（カメラを持参してくだ
さい）
・茶道
自 分でお抹茶を立てて飲んで
みよう
・和太鼓クラブ
動 きやすい服装で参加してく
ださい

●学校給食の試食
午前10時～
・鶏肉のマスタード焼き
・ひじきごはん
限定120食（先着）

29

※料金・定員・場所などはプログラムで確認してください。
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●お茶席
午前10時～午後３時

・パッチワーク
・陶芸

健康づくり
問 国保中央病院
☎０７４４（３２）８８００

医療機器の発展と共に
様々な検査がごく日常的に
行われるようになり、多く
の方がＣＴ、ＭＲＩ検査に
ついても身近に感じるよう
になってきたのではないで
しょうか。しかしこの二つ
の診断機器の違いを理解し
ている方はそう多くはいな
いと思います。

でも脳出血ではＣＴのほう
が得意であったり、脳梗塞
ではＭＲＩが得意であった
りします。どちらが優れて
いるともなくそれぞれに長
所と短所を持ち合わせてお
り、医師が検査をされる方
の状態、部位、内容によっ
て使い分けしています。
まずＣＴはⅩ線を用いた
機器です。若干の被ばくを
伴いますが短時間で広い範
囲を細かく撮影することが
可能です。一度の撮影で何
十枚、何百枚の輪切りの写
真を得ることができるため
レントゲンより遙かに多い
情報量を得ることができま
す。
対してＭＲＩは磁石を用
いた機器です。体内金属（ペ
ースメーカーなど）がある
場合など検査ができない場
合もありますがⅩ線による
被ばくを伴いません。また
ＣＴに比べ撮影に時間がか
かるため広い範囲の撮影は
困難ですが、良好なコント
ラストの写真、つまり病変
と正常組織の区別がつけや

すい写真を得ることができ
ます。そのため、造影剤（画
像診断検査をよりわかりや
すくする薬剤）を用いるこ
とがＣＴに比べ少ないのも
特徴の一つです。
当院においてもＣＴ、Ｍ
ＲＩの検査を共に行ってお
ります。予約も比較的とり
やすく、簡便な検査ですの
で、医師とご相談の上検査
にのぞんでいただければと
思います。
ご不明な点がありました
らお気軽に放射線科もしく
は診療放射線技師にお尋ね
ください。

問 保健センター
☎０７４５（４３）１９００

作り方
①野 菜を乱切りにする。さつまい
れんこん（１個）
もは水にさらして水気を切る。
しいたけ（６房）
にんじんは大さじ1の水を加え
さつまいも（１本）
600W で1分加熱する。しいた
にんじん（2/3本）
けは十字に4等分する。
サラダ油（大さじ１と1/3）
②フ ライパンにサラダ油を熱し、
かつお節（お好みの量）
さつまいも・れんこん・しいたけ・
黒ごま（大さじ1/2）
にんじんの順に強火で炒める。
★しょうゆ（大さじ１と1/3） ③油 が全体になじみ、表面に焼き
★酒（大さじ１弱）
色が付いてきたら★を加えて強
火にして、汁気が無くなるまで
★砂糖大さじ（１と1/3）
炒める。
★水（65ｍ L）
④
◆ を加えて手早く混ぜて火を止
◆一味唐辛子（少々）
め、皿に盛り付けて黒ごま、か
◆ごま油
つお節を振って完成。

（１人分）エネルギー175kcal ／塩分1.2g

材料（４人分）

秋野菜のごろごろきんぴら
プラス
１皿

診療放射線技師
旭 合力

ＣＴとＭＲＩは共に大き
な筒の中に入り行う検査
で、人体を輪切りにしたよ
うな断面画像や立体画像を
得ることができます。どち
らも有用な検査ですが、ど
ちらか一方で全ての診断を
まかなえる検査ではありま
せん。例えば同じ脳の病変

野菜をもっと食べよう

秋野菜であるさつまいもには、カリウム、アントシアニン、ビタ
ミン C に加えて便通をよくする食物繊維が含まれています。また、
生のさつまいもを切った時に出てくる白い液体（ヤラピン）にも
便秘を解消する効果があります。

健康かわにし21 おいしくごはんを食べよう

CT と MRI の違いって
なんですか？？
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消費生活相談

Ｑ．スマホでＳＮＳをみて
いたらダイエットできると
いうスムージーの広告が出
てきた。お試し５００円だ
っ た の で 申 し 込 ん で み た。
商品が届き使ってみたが特
に効果は感じなかった。一
ヶ月ほどするとまた商品が
届き、今度は６３５０円請
求された。驚いて調べてみ
ると４回の購入が条件だっ
たようだ。申し込むときは
気づいていなかった。解約
できないだろうか。

が必要な定期購入だったと
いう相談が増えています。
・動画
 の広告で男性用化粧
水が初回９８０円とあっ
たので注文。２回目を発
送したというメールが届
いたが定期購入だと知ら
なかった。
・脱毛
 クリームを注文。使
ってみたが肌に合わなか
ったため解約したいと申
し出たが、解約を受け付
けられる期限が過ぎてい
るということで解約して
もらえなかった。２回目
に商品が発送される 日
前までに解約を申し出な
いといけなかったよう
だ。
10

通信販売ではクーリン
グ・オフはなく、解約に関
しては事業者が決めた規約
に従うことになります。４
回以上の購入が必要と書い
てあれば、基本的に途中で
解約できません。そのため、
注文前にしっかりと広告の
内容を確認しなくてはいけ
ません。
▼注意するポイント
・定期
 購入が条件となって

いないか確認。定期購入
の場合、何回以上の購入
が必要なのか、総額いく
らになるのか記載してお
かなければいけないとい
う決まりがあります。た
いていの場合初回は安く
なっており、しかもそれ
が大きく表示されている
ためそこだけに注目して
しまい、総額や回数の表
記があっても気づいてい
ないケースが多くみられ
ます。
・○日以内なら解約に応じ
るという表記がある場
合、解約したいのであれ
ばその期間内に申し出る
ことが重要です。ただし、
事業者に電話してもつな
がらないという相談も多
数あります。その場合は
早 急 に ご 相 談 く だ さ い。
また、いつ連絡したか記
録を残しておいてくださ
い。
スマートフォンでの注文
の場合、文字が小さく確認
が 不 十 分 に な り が ち で す。
ご注意ください。

▼歩行者、自転車利用の皆さんへ
・薄暗い夕暮れ時から夜間にかけては、車の運転者
から歩行者が見えにくい状態になってしまいま
す。明るい色彩の服装に心がけ、反射材を効果的
に活用しましょう。遠回りになったとしても、信
号機や横断歩道が設置されている交差点を渡りま
しょう。
・自転車を利用されるときは、周囲の車等に自分の
存在を早めに知らせる効果のあるライトの点灯や
反射材を活用しましょう。

▼運転者の皆さんへ
・運転中に薄暗くなると実際に出ているスピードより
も遅く感じ、無意識にスピードが出すぎてしまいが
ちですので、適正な速度を維持しましょう。
・夕暮れ時は、視界が悪くなって危険の察知が遅れて
しまう傾向がありますので、早めにへッドライトを
点灯しましょう。
・上向きヘッドライトを使用することによって、いち
早く危険を察知することがきます。脇道などから進
行してくる車や歩行者に自車の存在を知らせること
もできるので、対向車や周囲の状況に合わせて上手
く使いましょう。

問 住民保険課
☎０７４５（４４）２６１１

Ａ．スマートフォンでＳＮ
Ｓや動画にでてきた広告を
みて１回だけだと思い商品
を購入したら、４回、５回
等決まった回数以上の購入
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☎０７４３（６２）０１１０
問 天理警察署

インターネットでの
チケット転売に気をつけて

生活安全ニュース

夕暮れ時の交通事故防止

人の動き ９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

8,623人

0～14歳

1,003人

11.6％

前月人口

8,628人

15～64歳

4,696人

54.5％

人口増減

△ 5人

65歳以上

2,924人

33.9％

（転入）

＋21人

（転出）

△21人

（出生）

＋ 8人

世帯数

3,669世帯

（死亡）

△15人

前月世帯数

3,678世帯

（その他増減）

＋ 2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

△ 9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

H30

現在

申込用紙
広報「川西」に掲載しているイベントや講座の申し込みに利用してください。

イベント名・
講座名
氏 名
住 所
連絡先

広告募集
▼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

その他の項目

ています。
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役場・関係機関の
電話番号

家庭ごみの排出量
（８月分）

排出量

可燃ごみ

133.25 t

95.6％

105.3％

不燃ごみ

10.76 t

134.0％

132.0％

資源ごみ

8.54 t

110.5％

103.3％

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 H31 H31 H31 H31 R01 R01 R01 R01
（平均）
（平均）
（平均） 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

東人権文化センター 0743-64-0650

（ｔ）14

いぶき子どもセンター 0745-43-0550

12

すばる子どもセンター 0743-64-1989

不燃ごみ
資源ごみ

10

子育て支援センター 0745-43-2575

8

中央体育館

0745-44-1616

役場ＦＡＸ １階

0745-44-4780

6

２階

0745-44-4734

教育委員会ＦＡＸ

0745-43-3245

4
2
0

H28 H29 H30 H30 H30 H30 H30 H31 H31 H31 H31 R01 R01 R01 R01
（平均）
（平均）
（平均）9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

さらなるごみの減量と資源ごみの分別にご協力ください。

タウンプロモーション用ロゴマーク
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02

特集
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まちのアルバム

06
ロゴマークの上部は、手を繋ぎあう人々
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４本の川をイメージ。

33

2019.10. １

川西

前年同月比

10
11
12
14

瀬戸焼のルーツ？

いい人。ちかい人。
インターン研修

糸井神社の秋祭り
創業支援

がん検診・特定健診

広報「川西」令和元年10月号
16

インフルエンザ予防

20

情報ひろば

17
27
28
30

まちの子育て情報
図書館
文化祭

コラム＆ニュース

令和元年10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

北海道歌旅座
広報「川西」 第597号

■印刷 橋本印刷株式会社

