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年末年始の役場窓口等のスケジュー
ルを掲載しています。
→11～14ページ

募集

令和２年度・川西学童保育所に入所
を希望する児童を募集します。
→10ページ
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終活とは、自分の人生を
振り返り、これからの人生
を 考 え る こ と に よ っ て、
「 今 」 を よ り よ く、 自 分 ら
しく生きる活動のことで
す。家族に迷惑をかけたく
ない、今やりたいことを整
理したいなど、始める理由
はそれぞれです。
終活の内容に決まりや順
序はありませんが、代表的
な内容は次の４点です。
①エンディングノート作成
②葬儀や墓のことを決める
③遺言書を書く
④身の回りの整理
その中でもすぐに始めや
すい①エンディングノート
の作成について、川西文化
会館で行われた「エンディ
ングノートに関する講座」
に参加したボランティア皆
さまにお話を聞いてきまし
た。
――講座はどのような内容
でしたか？
Ａさん エンディングノー
ト を 作 成 す る メ リ ッ ト や、
作成する時のポイントを行
政書士の先生に教わりまし

た。今までは終活やエンデ
ィングノートについて、ま
だまだ先のことだと思って
いたので、取り組まなきゃ
という実感が湧きました。
Ｂさん 私は 年前からエ
ンディングノートを自分で
作っていて、大切な情報や
子どもに伝えておきたいこ
とを書いています。今回講
座を受けて、こんなことも
書いたらよいのね！と参考
になりました。
Ｃさん 私は難しそうで参
加をためらっていました
が、町内の馴染みある場所
で開催してもらえると参加
しやすいですね。友人と誘
い合って行けるのがよいで
す。普段お話できない行政
書士の先生と気軽に話せる
のがよかったですね。
――エンディングノートと
はどのようなものですか？
Ｂさん エンディングノー
ト は 自 分 の こ と や、 介 護・
医 療 の こ と、 財 産 の こ と、
葬儀やお墓のこと、残され
る方への想いなどを考えて
カタチに残すものです。
Ｄさん そうですね。エン
ディングノートには様々な
種類があるけど、一言で言
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に置き場所を伝えておく
と安心です。
Ａさん そうですね。先生
が仰っていたのは、遺言書
のように法的効力はないと
いうこと。だからこそ、気
軽に始められるし、何度で
もやり直せるんです。最終
的な決断は家族に任せるけ
ど、自分の想いだけ伝えて
おくというのも、きっと残
された家族は助かるし、喜
んでくれると思います。

今回協力してくれたボラン
ティアの皆さん。

次にあてはまる人は成年後見を知っておいて
ください！相談は地域包括支援センターへ。
□家族に面倒をかけたくない
□家族が近くにいない
□高齢者同士で介護を続けている
□一人暮らしの高齢者
□面倒を見てもらいたい人を決めている
□家族や親戚に頼れる人がいない
□障害を抱えた子どもがいる

問 川西町地域包括支援セ
ンター（ぬくもりの郷内）
☎０７４５
（ ）
１１８０
▼緊急型の「法定後見」
すでに判断能力が不十分な人に対する制度。
財産管理や契約行為、誤ってしてしまった契
約の取り消しなどをする者を家庭裁判所の審
判で選任します。
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▼予防型の「任意後見」
十分に判断能力があるうちに、準備しておく
ための制度。あらかじめ身の回りのことを信
頼のおける人にお願いしておく契約です。

ります。私なんか友人と
話をするだけで、それもい
いわねって思ってしまいま
す。だからこそ、何回も見
直しをするんです。先生は
「年に一回は終活」が合言
葉って仰ってましたね。

認知症や知的・精神障害等で判断力が十分で
はない場合、財産管理や様々な契約などが困
難になることがあります。成年後見制度は、
このような人を支援するため、法的に権限を
与えられた者が本人を援助する制度です。

――この記事を読んで始め
ようと思った人に何かアド
バイスをお願いします。
Ｅさん まずは終活を始め
たら、家族や周囲にそのこ
とを宣言しましょう。エン
ディングノートに想いを沢
山込めても、見つけてもら
えなければ何の意味もない
ですからね。信頼できる人

２種類の成年後見制度

ね。
――作り始めるのはいつご
ろからですか？
Ｄさん 思い立ったら、そ
の時が始めるタイミングで
す。終活に早すぎるなんて
こ と は あ り ま せ ん。 実 際、
超高齢になったり、しんど
くなったりすると、なかな
か 書 く 気 に な れ な い の で、
元気な時こそ取り組むべき
だと思います。

「緊急型と予防型」

――でも想いや希望って変
わってしまいませんか？
Ｆさん もちろん、時間が
経ったり状態が変わったり
すると、希望や考えも変わ

高齢になると身体機能が衰えていくのと同様
に、判断能力が低下します。今は元気だから
関係ないと思わないで、事前に準備していざ
というときに備えましょう。

うと「自分のこれまでの人
生を振り返って、こうはし
ていられないわっ！」と思
わせてくれるものです。私
はエンディングノートを作
り始めてから、趣味の小道
具を整理したり、連絡先を
まとめたりと忙しくなりま
した。

こちらも
チェック

――たくさん考えることが
あ り ま す ね。 大 変 な の で
は？
Ｅさん 一人ひとり違って
当たり前なので、書きたい
ことだけ書けばよいみたい
ですよ。順番も決まってい
ないので気軽に書けます
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広報「川西」
ができるまで
広報「川西」600号記念企画
600号記念企画の第１弾は、広報「川西」が皆さまの手元に届くまでの過程
を紹介します。発行までの過程を見てみると、広報紙の見方も変わるかもし
れません。
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年

10

月、川西村に最初の広報紙が発行されました。発行を
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昭和

重ね、次回の１月号で６００号目となります。住民と行政とをより

印刷製本業者（現在は葛城市の橋
本印刷株式会社）に紙面のイメー
ジとデザインの指示を行ったり、
アドバイスをもらったりします。
毎月５～７日くらいが出稿の締め
切りですが、この時点で編集が間
に合っていないことも多々ありま
す。

任がある報告、まちの話題を提供してきました。今月から３号に

③ 出稿

集まった原稿をまとめる作業で
す。記事ごとに表現の仕方やデザ
インがバラバラだと、読みにくか
ったり、読みたい記事が見つかり
にくかったりします。
広報担当者が、記事の表現やボリ
ュームを調整し、読者が記事を探
しやすく配置します。

広報紙の過去、現在を紹介し、今後の広報紙について考えてもら

② 編集

よい関係で結ぶため、生活に必要な情報、行政として説明する責

わたり、広報「川西」についての特集をします。

【メモ】
撮影やインタビューも町職員が
行います。取材でいろんな人の
お話を聞くことができて楽しい
面もあります。

広報のいま。むかし。これから。

広報「川西」次号で６００号記念特集

広報紙に掲載する原稿を書きます。
役場のそれぞれの担当が広報紙に掲載したい記事を文章や図で作成します。
特集のある号では取材やインタビューを行います。特集は広報担当者が作
成する場合もあれば、それぞれの担当課から持ち込まれること、担当課と
広報担当者が共同で作成することもあります。
発行日の前々月の月末までに、原稿が広報担当者の手元に集まります。

えるきっかけになればと考えています。

① 記事作成

【第１回】 広報「川西」ができるまで

特 集

川西
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広報「川西」600号記念企画

１・２月号の予告

600号記念企画
600号にちなんで６つの企画を予
定しています。
①広報「川西」ができるまで
広報紙が発行されるまでの過程
を紹介（今月号の記事です。
）
②広報「川西」のあゆみ
広報紙がどのように変わってき
たのかを紹介します。
③広報紙が伝えた６大ニュース
当時の紙面とともに川西町の歴
史を振り返ります。
④わたしと広報「川西」
様々な立場の人から広報「川西」
についてのお話を聞きます。
⑤広報「川西」のこれから
今後、広報紙がどのように変わ
っていくべきなのかを語ります。
⑥読者アンケート
住民の皆さまから広報紙につい
てのアンケートを行います。
※特集は予告なく変更される場合
があります。

▼広報紙に参加しませんか？
方法は簡単！インスタグラムに
「♯ちかい町かわにし」を付けて
投稿してください。

⑤校了・納品

決裁のあと、最終チェックを行い、
発行日の１週間前に校了（編集作
業の終了）となります。
その後、４日くらいで、印刷製本
された広報「川西」が役場に納品
されます。
【メモ】
校了から納品の間に、次の号の特
集を作成することが多いです

④ 校正・決裁

入稿後４・５日で、印刷会社から
ゲラ刷り（印刷見本）が届けられ
ます。ゲラ刷りの内容と原稿を見
比べながら、誤りや不備がないか
をチェックします。校正は原稿を
作成した課と広報担当者が行いま
す。２回目の校正で、発行の決裁
（町長からの GO サイン）が行わ
れます。

⑥ 発行

発行日の前日（もしくは前々日）に自治会長さんの家や公民館に広報紙をお
届けしています。広報紙と一緒に「県民だより」や「ごみカレンダー」をお
届けしています。配送は広報担当者が行っています。
自治会長さんや役員さんが、配布物を広報紙に折り込んで、班ごとに仕分け
してくれます。その後、自治会の班長さんや配布係の人が、皆さまの家へ配
布してくれます。
自治会に加入していない人には、
公共施設の窓口にお持ち帰り用
の広報紙を設置しています。
【メモ】
自治会の皆さんの負担をなるべく
少なくするために折り込みチラシ
の削減に取り組んでいます。

Ｑ 編集での困りごとは？

Ｑ 特集の内容はどうやって

Ａ 住民の皆さまに紙面参加

Ａ 決めているの？

してもらいたくて、インス

川西町公式
インスタグラム
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自治会長さんや住民さん

タグラムのコーナーを作り

に話題になりそうな情報

ましたが、投稿が少ないこ

を提供してもらうことが

とです。皆さん、
「♯ちか

ほとんどです。町長から

い町かわにし」で投稿して

のアイディアで特集を組

みください。

むこともあります。

まちのアルバム

川西町公式 Facebook

地域安全運動防犯啓発イベント

10月11日

川西文化祭

11月3日・4日

酒井藍さんと防犯を呼びかけ

日ごろの文化活動の成果を披露

田原本町レスティ唐古・鍵で防犯啓発イベントが実
施されました。田原本町出身で吉本新喜劇座長の酒井
藍さんが天理署の一日警察署長に任命され、同イベン
トには約100人が参加しました。
一日警察署長は特殊詐欺や子供・女性を狙った犯罪
の被害防止メッセージを届けるとともに、啓発物品の
配布を行い、防犯意識の高揚を図りました。

住民の皆さまが日々の活動で作った多彩な作品が
展示され、来場者の目を引きました。コスモスホー
ルのステージでは、和太鼓やダンス、演奏・歌唱な
ど、練習の成果が披露されました。屋外では、模擬
店やフリーマーケットなど多くの来場者でにぎわっ
ていました。
２日間の文化祭は、日ごろ活動をしていない人も、
芸術や文化に触れる機会となりました。

薬師堂の御開帳

糸井神社秋祭り

10月26日・27日

10月26日・27日

結崎の秘仏

町の伝統のお祭り

糸井神社と道を挟んでの東隣りにある薬師堂。糸
井神社のお祭りの日程に合わせて、本尊の薬師如来
像などを一般公開されました。
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
機会に多くの見物人がお参りされました。

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。
今年も宵宮には多くの人がお参りしていました。
2019.12. １

川西
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日赤モデル奉仕団事業

川西町公式 Facebook

10月20日

第19回全国川西商工サミット

10月15日・16日

いざというときのために！

全国の「川西」の商工ネットワーク

防災連続講座の第１回目として「水害に備えよう～
大雨が降ったらどうなるの？」が開催されました。台
風19号による大きな災害があったこともあり、参加
者の皆さんは講師の話に熱心に聞き入っていました。
参加者にとっては、今後の防災の備えに活かせる講
演になったようです。
12月15日
（日）には第３回目として
「災害時の食について考えよう！～ポリ袋クッキング～」
が開催されます。

全国には「川西」の名を持つ自治体が３団体あり
ます。これに新潟県十日町市（旧川西町）を加えた
４自治体に設置されている商工会が、ここ奈良県の
川西町に集結しました。商工業を通じた交流の検討
や、それぞれの取り組みの情報交換など、地域の発
展のための話し合いが行われました。
また、参加団体から台風19号によって被災した
山形県川西町への義援金が手渡されました。

▼まほろば圏域ニュース

【第12回

山添村】

「かすががーでん」～お茶のおいしい山添村で農業体験イベント～
「かすががーでん」は、山添村の廃園となった旧春日保育園舎
を拠点に、都市と農村の交流や、耕作放棄地の解消と農地の
活用を目的に、地域の有志の方を中心として結成した団体です。
「山添村の魅力を知ってもらおう」
、
「緑豊かな茶畑が広がる山
添村の風景を残そう」という思いを胸に、お茶の加工体験等
イベントをはじめ、こんにゃく作りやしめ縄作り体験など、
山添村に昔から伝わるものを題材としたイベントを開催して
います。

12月14日（土）
地域の方を講師に迎え、しめ縄作り体験と、当日収穫する大
根と山添村産の里芋を使った芋煮会を開催します。
興味のある人は、ぜひお問い合わせください。
問 山添村波多野地区活性化協議会事務局
（山添村役場地域振興課内）
☎０７４３（８５）００４８
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いい人。ちかい人。

結崎駅前イルミネーション
実行委員会の皆さま

駅前に灯りとにぎわいをつくります

駅周辺の結崎団地は、開発当時、同年代が集まった地域

でした。今では様々な世代が住む地域へと変わろうとし
ています。結崎団地に限らず、世代間をつなぐ存在とし

【結崎駅前イルミネーション】

ても、人が集まれる場所は大事なのではないでしょうか。

イルミネーションにもそんな思いが込められています。
今回、実行委員会の高橋美喜郎さん、中西正信さんにお

12月1日（日）～25日（水）
12月31日～１月３日（金）

結崎１号公園（近鉄結崎駅北西側）

話を聞きました。
※くわしくは18ページへ

町のイルミネーションとして
定着してきましたね。町の冬
の風物詩として感じる人も多
いのではないでしょうか？
高橋さん 毎年「続ける」と
いうのはたいへんですね。メ
ンバーも高齢ですし（笑）
――設置作業は大掛かりなの
で、力仕事も多いのではない
ですか？
中西さん 足場として使う竹
を調達することから始めま
す。高所の作業もありますし、
気を付けながら作業を進めて
います。
高橋さん 車で見に来てくれ
る人も増えてきました。楽し
みにしてくれている人もいる
のだなと思うと頑張れます
ね。何より自分たちが楽しみ
にしています。
中西さん 人が行き交う明る
い雰囲気は防犯にも役立って
いると思います。

明るい町のシンボルとしての
イルミネーション

――実行委員手づくりのイル
ミネーション。見どころを教
えてください。
中西さん 駅前ということも
あって、電車の窓やホームか

ら見てきれいに見えるように
作っています。駅から見ても
らうことで、他所の人からも
明るい町だなって思ってもら
えたらと思います。
――駅からの距離で見ると景
色に溶け込んでいますが、近
くで見ると、迫力もあります
し、いろんな見方ができます
ね。
高橋さん いろんな見方もあ
りますし、いろんな世代の人
に楽しんでもらいたいとも思
っています。点灯式では子ど
も向けのイベントや豚汁のふ
るまいも行います。豚汁のふ
るまいは災害時の炊き出し訓
練も兼ねています。
中西さん 帰省してきた孫た
ちにも見せてあげてほしいで
すね。 日で一旦終了します
が、大晦日から正月３日まで
再点灯します。
――世代間も結んでくれるイ
ベントでもありますね。楽し
みにしている人も増えていま
す。来年、再来年とさらに続
けてほしいですね。
高橋さん 今後、駅の形も変
わっていきます。イルミネー
ションの在り方も相応しいも
のに変えていければと考えて
います。
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冬の風物詩になりました
――『結崎駅前イルミネーシ
ョン』が始まると冬の訪れと
年末を感じるようになりま
す。
中西さん 平成 年から毎年
飾り付けをしています。おか
げさまで、今年で７回目の開
催となります。最初は結崎団
地の１・２丁目の有志６人で
始めましたが、今では実行委
員会として取り組んでいま
す。
――イルミネーションを始め
たきっかけは何だったんでし
ょうか？
高橋さん 町の玄関である結
崎駅を明るくみんなが集まれ
る場所にしたいと思いまし
た。近隣の家庭で使われなく
なった電飾を集めて飾り付け
ました。数も種類も多かった
ので色とりどりの灯りが集ま
りました。
中西さん ２年間はその電飾
を使っていたのですが、続け
ていくには買い替えも必要と
なってきます。最初はメンバ
ーで負担していたのですが、
自治会や町からの助成金をも
らえるようになりました。
――駅周辺だけでなく、川西
25

25

人 権

人権週間

第71回

人権週間

12月4日～10日

『世界人権宣言』
が採択されて今年で71年目となります。国際連合では、
採択日の12月10日を
『人権デー
（Human
Rights Day）
』と定め、加盟国では人権擁護活動を推進するための行事が実施されるよう呼びかけています。
日本でも『人権デー』を最終日とする１週間を『人権週間』と定め、人権尊重思想の普及高揚のための啓発活動
が実施されています。
▼弁護士による無料法律相談所
日時 12月９日（月）午後１時～４時

場所 川西町社会福祉施設ぬくもりの郷
※予約制（先着順／12月６日まで受け付け）
問

住民保険課
☎０７４５（４４）２６１１

▼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
受けた方で、無報酬で活動をされています。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人の方が、人権擁護委員として活動
しています。

▼川西町人権擁護委員による人権相談

【川西町の人権擁護委員】

差別、いやがらせなど、人権に関して悩みごとや

・薦田 義治 さん（結崎団地）

困りごとがありましたら「人権相談」をご利用く

・池田 安希子 さん（出屋敷）

ださい。国から委嘱された『人権擁護委員』が無

・椿井 勇司 さん（市場）

料で相談に応じます。秘密は厳守されますので、

・井村 高子 さん（井戸）

安心してご利用ください。
①特設人権相談所

日時 12月３日（火）

場所 東人権文化センター（午前９時～12時）
問

西人権文化センター（午後１時～４時）
住民保険課
☎０７４５（４４）２６１１

②人権なんでも相談所

毎月第２火曜日に開設しています。

日時 12月10日（火）午後１時～４時
場所 保健センター２階和室
問

住民保険課
☎０７４５（４４）２６１１

写真左から椿井委員・竹村町長・薦田委員・池田
委員・井村委員

薦田委員が法務大臣表彰
薦田委員は、長年にわたって人権擁護委員として
在職し、国民の基本的人権の擁護と自由人権思想
の普及高揚に多大な貢献をされています。
10月28
日、法務省で法務大臣表彰を授与されました。
【人権擁護委員の主な活動】
①住 民の皆さんから「人権相談」を受け、問題解
決のお手伝いをしています
②法 務局職員と協力して人権侵害による被害者の

▼中学生人権作文表彰式と人権のつどい in かしはら
日時 12月１日（月）
→23ページ
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救済活動をしています
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

く ら し

学童保育所・子ども講座・町議会

令和２年度 川西町学童保育所入所申込受付

（通常利用・長期休暇時利用）

令和２年度から新たに川西学童保育所への入所を希
望する児童を募集します。学童保育所とは、保護者が
労働等により昼間家庭にいない児童に対し、適切な遊
び及び生活の場を与え、その健全な育成を図ることを
目的として設置される施設のことです。
「川西学童保育
所」は、
川西小学校に通学する児童を対象としています。
※現在入所中の児童の保護者へは、学童保育所で継続入所のた
めの書類を渡しています。

▼入所申込できる人
川西小学校新１年生から新６年生までの保護者で、

【注意事項とお願い】

就労（月48時間以上）
・疾病・障害・災害・介護・出産・

近年、学童保育所の需要は高まっています。受付期

就学等の理由によって、昼間家庭で児童の保育ができ

間内で受付した人数で、利用定員を超過することが予

ない人

測されます。そのため、
受付期間後に申し込みをしても、

▼募集定員

空きがないという状況が見込まれます。

①通常利用 86人（１年中利用する人）
②長期休暇時利用 15人
（春休み・夏休み・冬休みのみ利用する人）
▼保育料
①通常利用 月額６千円

申込期間内に申し込みをした人の入所決定を取り消
してまで、申込期間後に申し込みをした人の入所枠を
確保するということはできません。必ず申込期間内に
申し込んでください。
長期休暇時利用を希望する場合も、令和２年６月～

②長期休暇時利用 年額２万４千円

７月ごろに申し込みをするのではなく、必ず今回の申

※４月・７月・８月・12月に６千円ずつ口座振替で支払い

込期間内に申し込んでください。

▼受付期間
12月２日（月）～12月20日（金）※平日の開庁時間のみ
▼受付場所 役場１階健康福祉課

問 くわしくは、ホームページで確認するか下記へ
健康福祉課 ☎０７４５（４４）２６３１

子ども講座を見学しませんか？

令和元年第４回定例会（12月議会）

教育委員会では子ども講座を実施しています。毎年４

▼定例会日程

月に募集を開始しますが、募集に先立ち各講座の無料

議会開会 12月９日（月） 午前10時～

見学会を開催します。

議会再開（質問日（一般 ･ 総括）
）

これを機会に講座の雰囲気を味わってみませんか？
【少年少女合唱団】 各日 土曜日・午前10時～
見学日 １／11、１／25、２／１、２／15、２／29、
３／７

12月11日（水） 午前９時～
議会再開 12月20日（金） 午前10時～
※日程等が変更になる場合があります。傍聴を希望す
る場合は、確認の上、来場してください。

対象 幼稚園年少相当～中学校２年生
【琴】 各日 土曜日・午前10時～
見学日 12／７、12／14、12／21、１／18、１／25、
２／１、２／15、２／29、３／７
対象 幼稚園年中相当～中学校２年生
問 教育委員会事務局 ☎０７４５（４４）２２１４

問 議会事務局 ☎０７４５（４４）２６８１
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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
●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、内科診察、歯科
検診、生活・栄養・歯科・発達相
談
対象 ３歳６ヵ月～８ヵ月児

日時
受付

日時 12月13日（金）
受付 午後１時30分～２時30分

令和元年６月６日～８月５日生

12月６日（金）
午後１時～１時20分

平成28年３月９日～６月８日生

幼稚園・保育園
●川西幼稚園

●成和保育園

●川西こども園

みんなでみかん狩り遠足

川西町小学校へいったよ！

油掛地蔵にお参りしたよ

皮をむくと甘い香りが広がり「いい
におい！」とうれしそうな子どもた
ち。年長さんになると「10個食べた
よ」と口いっぱいほおばる姿も見ら
れ、みかんが苦手な子も一口食べて
みると「おいしい！」とパクパク。
どの木に甘いミカンが実っているの
か教え合いする子どもたちもいまし
た。みんなで食べたみかんはとても
おいしかったようです。

11
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５歳児のお友達が川西小学校へ見学
に行きました。保育園より大きな校庭
で川西こども園のお友達とたくさん
遊びました。
１・２年生の授業や保健室・図書室な
ども見学。
「こんな風に勉強するねん
なぁ」
「本がいっぱいでいいな」
「早く
学校に行きたいな」と小学校への期待
がますます高まり、入学を楽しみにし
ていました。

５歳児のお友達が油掛地蔵へお参り
に行ってきました。
お地蔵様へ油をかける由来、また油
をかけるお参りが全国的にも大変珍
しいという説明を聞いたお友達。
コップにサラダ油を入れて、お地蔵
様にかけて、みんなでお祈りをしま
した。
川西町指定有形民俗文化財に触れ貴
重な体験をしました。

まちの子育て情報

子育て・交流
●保健センター（申込必要）

すくすくサロン

申

子どものおやつや、子育ての情報
交換ができる場です。おやつの試
食もあります。
対象 １～２歳くらいまでのお子
さんと保護者
日時 12月18日（水）
午前10時～11時30分
受付 午前９時45分～10時
持 ち 物 お や つ の 材 料 費（100
円）
、おむつ・お茶などお子さん
に必要なもの
12月16日（月）まで
●子育て支援センター

移動広場

行事予定表

▼12月

時間はいずれも午前10時～11時30分

日

内容

場所

4日（水） ベビーマッサージ★

子育て支援センター

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

文化会館しきの間

★

10日（火） わくわくリズム（キッズダンス）

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

13日（金） 12月のお誕生日会

★

17日（火）

※１午前11時30分～

わくわくリズム（親子で演奏会）
クリスマス会★

19日（木） 1歳児親子広場
●子育て支援センター（申込必要）

ベビーマッサージ
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
のきずなを深め、赤ちゃんの心を
はぐくむといわれています。
日時 12月４日（水）
対象 ０ヶ月～８ヶ月までの乳児
とその保護者
定員 10名
11月19日（火）～29日（金）

子育て支援センター
けやきホール
文化会館しきの間

●子育て支援センター

わくわくリズム
（親子で演奏会）
クリスマス会
ハッピーオレンジさんによるミニ
コンサート。わくわくリズムに登
録していない親子の参加も OK
です。
日時 12月17日（火）
午前10時～11時30分

申

「パクパクサンタをつくろう！
！」
日時 12月６日（金）
午前10時～11時30分

子育て支援センター

●子育て支援センター

12月のお誕生日会
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 12月13日（金）
午前11時30分

子育て支援センターの一時閉鎖
ふれあいセンターでは、避難所対
策整備工事を行います。工事の影
響で、子育て支援センターのつど
いの広場を一時閉鎖します。１月
以降の閉鎖期間は、次号でお知ら
せします。各行事は、場所を変更
して行います。

12月17日（火）～28日（土）

各行事の場所は、館内の張り紙や
ホームページ等でご確認ください。
※相談業務は、引き続き行います
が、工事の進行により対応でき
ない場合もあります。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解、
ご協力をお願いします

2019.12. １
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講座・教室
●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
と保護者の方
日時 12月９日（月）
午前10時～午後11時30分
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

子育て相談

【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 12月12日（木）
午後１時30分～２時30分
受付 午後１時15分～１時25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 12月12日（木）
午後２時45分～３時40分
受付 ２時30分～２時40分

子育て情報

●子育て支援センター

●子育て支援センター

●子育て支援センター

子育て相談（相談無料・秘密厳守）

赤ちゃん用品のリサイクル

母親サークルつくりませんか？

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

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。

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。

小学校入学の準備
令和２年度から新たに川西学童保育所への入所を希望する児童を募集します
【学童保育所とは】
保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対し、適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図ること
を目的として設置される施設のことです。
「川西学童保育所」は、川西小学校に通学する児童を対象としています。
くわしくは10ページへ
問 健康福祉課 ☎０７４５（４４）２６３１
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住民票などへの旧姓併記・税金の控除・健康保険

住民票などに旧姓（旧氏）が
併記できるようになりました
11月から、住民票やマイナンバーカードなどに旧

障害者控除対象者認定書・
おむつ代の医療費控除の証明書
▼障害者控除対象者認定書の発行

氏（旧姓）を併記することができるようになりまし

毎年12月31日現在（亡くなった人は死亡日付）の

た。併記することで、保険・携帯電話の契約や仕事

要介護認定等に基づき、「障害者控除対象者認定書」

などの場面でも、旧氏で本人確認ができるようにな

または「特別障害者控除対象者認定書」を交付しま

ります。

す。発行には申請が必要です。

旧氏を併記するには、婚姻などで氏に変更があっ

これらの認定書を、要介護高齢者またはその扶養

た人からの申し出が必要です。併記したい場合は、

者が、所得税や町・県民税の申告時に添付すること

旧氏を証明する資料（戸籍謄本など）を用意し、住

で、所得控除を受けることができます。

民保険課窓口で手続きをする必要があります。

※要介護・要支援認定を受けていても、必ず障害者
控除の対象になるとは限りません。

申請方法などの詳細は、住民保険課へ問い合わせ
るか、総務省ホームページで確認してください。

対象

65歳以上で、介護保険の要介護・要支援認定

を受けて、身体障害者手帳等を持っていない人
※すでに「身体障害者手帳等で控除を受けている方」

総務省ホームページ
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/
jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html

「本人又は扶養者が非課税で申告をする必要のない
方」は、該当しません。
▼おむつ代の医療費控除の証明書発行
医療費控除の申告時に、医師が発行する「おむつ
使用証明書」に代えて、町が発行する「おむつ使用
確認書」を使用することができる場合があります。
対象

介護保険の要介護認定を受けている人で、所

得税や町・県民税の申告でおむつ代の医療費控除を
受けるのが２年目以降の人
申

問

住民保険課 ☎０７４５（４４）２６１１

長寿介護課

０７４５（４４）２６３５

※申請には印鑑が必要です

交通事故のケガの治療で保険証を使ったら必ず届出を！
国民健康保険 後期高齢者医療 被保険者の皆さまへ
交通事故など、第三者から傷害を受け健康保険で治療
を受けた場合は、すみやかに「第三者行為による傷病届」
を提出してください。交通事故のほか、
けんか、
犬の咬傷、
食中毒など、加害者の行為によるケガで保険証を使われ
た場合も届け出が必要です。
問 住民保険課 ☎０７４５（４４）２６１１

2019.12. １
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年末 ・ 年始ガイド
令和元年（2019年）年末～令和２年（2020年）年始版

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

役場の窓口業務

閉庁期間

12月28日
（土）
～1月5日
（日）

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

▼12月28日（土）
から１月５日（日）まで閉館する施設
・西人権文化センター
・東人権文化センター
・保健センター
・子育て支援センター

15
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・いぶき子どもセンター
・すばる子どもセンター
・ぬくもりの郷
※中央体育館は１月４日
（土）
から開館

12月の納期限
（税・各種保険料）

12月25日
（水）

文化会館

閉館期間

12月28日
（土）
～1月4日
（土）
文化会館の貸館業務は12月27日（火）までです。
図書館の｢本を返すポスト｣は管理上の理由で12月27日（金）
午前９時30分から１月５日（日）午前９時まで閉鎖します。
年末年始の図書館については26ページで確認ください。

交通

川西こすもす号の運休期間

12月31日
（火）
～1月5日
（日）
川西町コミュニティバス『川西こすもす号』は、年末年始は運行しません。
１月６日（月）以降は通常どおり運行します。※土日祝日は運休。
問 総合政策課 ☎０７４５（４４）２２１３
天理市コニュテニィバス『いちょう号』（結崎駅発）も、12月28日（土）～１月５日（日）の期間中
は運行しません。１月６日（月）以降は通常どおり運行します。※土日祝日は運休

町内の学校など

川西小学校
川西幼稚園
式下中学校
川西学童保育所

冬休み
冬休み
冬休み
冬休み

12月24日（火）～１月６日（月）
12月24日（火）～１月６日（月）
12月24日（火）～１月６日（月）
12月29日（日）～１月５日（日）

保健所
年末年始の犬の捕獲・犬猫の引き取り業務
年内最終対応日 12月20日（金） 年始の対応開始日 １月６日（月）
問 奈良県中和保健所 生活衛生課 ☎０７４４（４８）３０３３

町内機関
川西町社会福祉協議会
川西町地域包括支援センター
川西町商工会

年末年始閉所期間
年末年始閉所期間
年末年始閉所期間

12月28日（土）～１月５日（日）
12月28日（土）～１月５日（日）
12月28日（土）～１月５日（日）

2019.12. １
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ごみ収集

ごみ収集の休業日

12月31日
（火）
～1月5日
（日）
年末は、12月27日（金）まで、通常どおりごみの収集を行います。

12月30日（月）は町内全域で燃やすごみを収集します。
※資源ごみの収集は行いませんのでご注意ください。
▼ごみの直接持ち込み（天理市環境クリーンセンター）

▼粗大ごみ収集受付

年末は12月27日（金）までです。
年始は１月６日（月）から通常どおり持ち込みできます。

年始開始日

受付

12/26（木）

1/6（月）

収集

12/27（金）

1/6（月）

受付電話番号 ☎０７４５（４３）１７６６

▼し尿の汲み取り・浄化槽の清掃業務
年末年始休業期間

年内最終日

12月28日（土）～１月５日（日）

し尿の汲み取り・浄化槽の清掃業務の依頼は、磯城清掃
（☎０７４２－６１－５８６３）へご連絡ください。

・ごみは午前8時30分までに出してください。

・年末はごみが特に増加します。家庭でのごみ
の減量にご協力ください。

▼各収集地域の年内最終・年始最初の収集日
・Ａ地区（梅戸・唐院・保田・喫茶「よりみち」前）
燃やす
ごみ

ペット
ボトル

プラス
チック類

発泡
スチロール

ダンボール

飲料カン

飲食用
びん

燃やさない
ごみ
有害ごみ

年内最終日 12／30（月）12／27（金）12／20（金）12／13（金）12／18（水）12／18（水）12／４（水）12／11（水）
年始開始日

１／６（月） １／24（金） １／17（金） １／10（金） １／15（水） １／15（水） 2／５（水） １／８（水）

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

ペット
ボトル

プラス
チック類

発泡
スチロール

ダンボール

飲料カン

飲食用
びん

燃やさない
ごみ
有害ごみ

年内最終日 12／30（月）12／27（金）12／20（金）12／13（金）12／18（水）12／18（水）12／４（水）12／25（水）
年始開始日

１／６（月） １／24（金） １／17（金） １／10（金） １／15（水） １／15（水） 2／５（水） １／22（水）

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

ペット
ボトル

プラス
チック類

発泡
スチロール

ダンボール

飲料カン

飲食用
びん

燃やさない
ごみ
有害ごみ

年内最終日 12／30（月）12／19（木）12／26（木）12／５（木）12／25（水）12／25（水）12／11（水）12／４（水）
年始開始日

１／７（火） １／16（木） １／９（木） ２／６（木） １／22（水） １／８（水） １／８（水） ２／５（水）

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

ペット
ボトル

プラス
チック類

発泡
スチロール

ダンボール

飲料カン

飲食用
びん

燃やさない
ごみ
有害ごみ

年内最終日 12／30（月）12／19（木）12／26（木）12／５（木）12／25（水）12／25（水）12／11（水）12／18（水）
年始開始日
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１／７（火） １／16（木） １／９（木） ２／６（木） １／22（水） １／８（水） １／８（水） １／15（水）

緊急医療体制

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

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

日曜日 ･ 祝日・12月29日（日）～１月３日（金）

診療科目

内科・小児科

診療時間

午前10時～12時／午後０時40分～４時

▼橿原市休日夜間応急診療所（橿原市畝傍町9－１／橿原市保健福祉センター内併設）
問 ☎０７４４（２２）９６８３
診療日
日曜日 ･ 祝日・12月29日（日）～１月３日（金）
診療科目・時間

内科（午前10時～12時／午後１時～12時）

診療科目・時間

小児科（午前10時～12時／午後１時～翌午前６時）

診療科目・時間

歯科（午前10時～12時／午後１時～９時）

診療日

上記を除く平日

診療科目・時間

内科（午後９時30分～12時）

診療科目・時間

小児科（午後９時30分～翌午前６時）

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

日曜日 ･ 祝日・12月30日（月）～１月３日（金）

診療科目

内科・小児科

診療時間

午前10時～午後４時

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

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

12月１日（日）午後４時（開場）

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

結崎団地自治会イルミネーション実行委員会
☎０７４５（４３）０２８８（市橋様方）
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教 育

全国学力・学習状況調査

令和元年度

川西町「全国学力・学習状況調査」の結果

■はじめに

平成19年度より実施されている「全国学力・学習
状況調査」は、義務教育の機会均等とその水準の維
持向上の観点から、児童・生徒の学力や学習状況を
把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、そ
の改善を図るとともに、学校における児童・生徒へ
の指導の充実や学習状況の改善に役立てることを目
的としています。
このことを踏まえながら、川西町教育委員会では、
昨年度に引き続き、今年４月に実施されました全国
学力・学習状況調査の結果について公表をすること
にいたしました。本町では、豊かな人間性と創造力
をそなえ、
『知』・『徳』・『体』の調和のとれた子ど
もの育成を指導の重点として取組を進めているとこ
ろであり、今回の調査結果を今後の取組の資料とし
てまいりたいと考えております。なお、本調査結果
は、学力の特定の一部分であることや学校における
教育活動の一側面に過ぎないこと、また、学校では
様々な教育活動を進めていることを十分ご理解いた
だきますようお願いします。
児童・生徒の確かな学力・豊かな人間性・たくま
しい心身の育成には、学校と地域・家庭との連携が
不可欠です。保護者や町民の皆様方におかれまして
は、今回の公表を通して、さらに教育への関心を高
めていただく一つの機会となることを願っておりま
す。皆様方には、今後とも変わらぬご理解とご支援
をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
川西町教育委員会

■平均正答率と平均正答数

川西町

奈良県

全国

国語

算数

平均正答率

64％

69％

平均正答数

8.9問／14問

9.6問／14問

平均正答率

60％

66％

平均正答数

8.4問／14問

9.2問／14問

平均正答率

63.8％

66.6％

平均正答数

8.9問／14問

9.3問／14問

昨年度まで、A 問題（主として知識に関する問題）
と B 問題（主として活用に関する問題）に分かれて
いましたが、今年度からこれらを一体的に問う調査
問題に変更されました。
【結果の概要・国語】
全体として、県の平均正答率を４ポイント上回る状
況でした。領域別では「話すこと・聞くこと」「読
むこと」は、県・全国平均を１～９ポイント上回っ
ています。「書くこと」「伝統的な言語文化と国語の
特質に関する事項」では、やや課題が見られます。
【結果の概要・算数】
全体として、県平均を３ポイント上回る状況でした。
「数と計算」「図形」の領域では、県・全国とほぼ同
じでしたが、
「量と測定」
「数量関係」の領域では、県・
全国平均を３～８ポイント上回っています。

■正答率構成グラフ
【国語】

【算数】
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全国学力・学習状況調査

■児童質問紙から《特徴的な項目》
＜学習に対する関心・意欲・時間等＞（抜粋）
項目

川西町

奈良県

国語の勉強が好き

60.6

63.1

国語の勉強は大切

93.4

94.1

国語の授業はよく分かる

86.8

86.8

国 語 で 学 習 し た こ と は、 将 来、
役に立つ

92.2

92.2

算数の勉強が好き

76.3

65.8

算数の勉強は大切

92.1

94.5

算数の授業はよく分かる

81.6

84.4

算 数 で 学 習 し た こ と は、 将 来、
役に立つ

94.7

93.6

平日の家での勉強時間（1時間以
上）

61.8

62.2

平日の学校の授業以外の読書時
間（30分以上）

32.9

36.6

＞課題のある項目も見られますが、ほぼ県平均と同
じ傾向にあります。
＜規範意識、自尊感情及び社会に対する関心＞（抜粋）
項目

川西町

奈良県

学校のきまりを守っている

92.1

90.8

いじめはどんなことがあっても
いけないと思う

97.4

97.5

人が困っている時は進んで助け
ている

90.8

人の役に立つ人間になりたいと
思う

94.8

96

75

79.8

84.2

83.5

難しいことでも、失敗を恐れな
いで挑戦している

79

77.4

今住んでいる地域の行事に参加
している

81.6

64.2

自分には、よい所があると思う
将来の夢や目標を持っている

■今年度の調査結果を振り返って ～小学校～
ここ数年、川西小学校の学力・学習状況は徐々に
上向き傾向にあります。とりわけ今年度は国語・算
数ともに県・全国平均を上回る結果となりました。
その要因として、次のことが考えられます。
◦本学年は入学時からこれまで30人学級編制を実施する
ことができた。そのため、学習面や生活面できめ細か
な指導が可能となり、落ち着いた学習環境を保障する
ことができたこと
◦入学時より個々の資質・能力が比較的高い集団であり、
学習のレディネスを備えている者が多かった。
◦ＩＣＴ機器が活用できる施設・設備が導入されていた
こと
◦生活面や学習面における全校体制での様々な改善の効
果が現れつつあること

等

今後も、本調査で明らかになった諸課題について、
日々の授業改善の具体策や全校体制での系統性のあ
る取組を着実に進めていくとともに、家庭や地域の
教育力と十分に連携を図りながら、より確かな学力
向上の推進と人間性豊かな児童の育成を目指してい
きたいと考えています。
■学力向上に向けて ～教育委員会～
Ⅰ．「分かる・できる・楽しい授業」を目指す

◦児童が互いに自分の考えを説明したり、話し合ったり
する活動を通して、自分の考えを広げ、深める授業を
目指し、学習に対する意欲や主体的な態度を育てる。

Ⅱ．授業改善を図る体制づくり

◦児童の学習状況や各種データに基づく取組の評価・検
87.7

証を行い、指導の改善に生かすとともに、研修を充実
させ、教員一人一人の力量を高める。

＞自尊感情を問う項目は県平均より低いですが、ほと
んどの項目で県平均と同じか上回る傾向にあります。

Ⅲ．家庭における生活習慣や学習習慣の改善

◦基本的な生活習慣と家庭での学習の習慣化を確立する
ため、今後も学校と家庭との連携や協働を図る。

■保護者・地域の皆さまへのお願い
～子どもたちの学びの習慣化に向けて～
①生活リズムの中に家庭学習の時間を位置づけよう
➡見守る、声をかけること！
②しっかりとした朝食の摂取は家庭の責任で！
➡一日のスタートを大切にしよう！
③テレビやゲーム、携帯電話やパソコンとの上手な
つきあい方を教えよう
➡ルール作りを！
④難しいことにも挑戦する心を育てよう
➡ほめて伸ばす！
⑤親子で読み聞かせや読書する機会を大切にしよう
➡家庭での読書習慣を！

2019.12. １

川西

20

午後１時 分～
場所 西人権文化センター
講師 河西靖子先生（日本フラワー
デザイナー協会）
材料費 １５００円
定員
人（先着順）
持ち物 はさみ・ピンセット
申
月２日（月）～ 日（火）
西人権文化センター
☎０７４５
（ ）
２０８０

▼花飾りのしめ縄

無料

人権推進協議会

12月7日（土） もちつき大会

役場前駐車場

午前11時

有料※

子どもセンター

午前10時

無料

実行委員会

東人権文化センター

※もちつき大会は小学生以上 200円、３歳～５歳児 100円、未就園児無料

主催者

申

午後1時30分

（予定）

☎０７４３
（ ）
０６５０
※花の色と種類、しめ縄の色は当日
選ぶことができます。

けやきホール

FESTA

催し・講座
▼ＣＤクラシック・サロンコン
サート／ベートーヴェンの第
九交響曲をどうぞ

12月5日（木） 人・愛・ふれあいのつどい

文化会館

いきいき広輪
いきいき広輪では、おおむね 歳
以上の人を対象に、皆様の交流を目
的として様々な催しを行っています。
１日講座では、世代間の交流で生
活範囲を広げ、有意義に過ごすこと
を目的としています。だれでも参加
できます。
65

▼プリ
 ザーブドフラワー・アーテ
ィフィシャル フ ラ ワ ー を 使 っ
たしめ縄作り

入場方法

KAWANISHI SMILE

30

44



第 回目となる今回は、例年どお
りベートーヴェンの第九交響曲で
す。この世のものとは思われぬ美し
さの第３楽章はご存じですか？演奏
会に行く人はそれを確認するいい機
会になると思います。
【無料／申し込み不要】
日時
月９日（月）
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

２０８０
☎０７４５
（ ）

開演

２月２日（土）

15

10

大きな花がポイントの、しめ縄を
作ります。華やかで可愛いしめ縄作
りに、チャレンジしてみませんか？
日時
月９日（月）
午前 時～正午
場所 東人権文化センター
講師 小楠幸子先生
参加費 ２０００ 円（材料代）
定員
人（先着順）
月２日（月）～６日（金）
申

川西

2019.12. １

21

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

64

30

44

24

12

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。

色とりどりの素材を使ったしめ縄
飾りを作ります。玄関、リビングル
ーム、和室や洋室など飾る場所を選
びません。伝統的なしめ縄ではなく、
明るくモダンなスタイルで新年をお
迎えください。
日時
月 日（木）
19

12

10 12

10

12

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。

12
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作ろう！食べよう！おせち料理

▼小学生の親子 ク ッ キ ン グ



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。今回は
おせち料理に挑戦します！
日時
月 日（土）／午前９時
分～午後１時 分／受付・午前９
時 分～９時 分

45

対象 小学生の親子 組（定員を超
える場合は抽選）
参加費 親子１組７００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
申
月 日（火）まで
保健センター
☎０７４５
（ ）
１９００


10

10

つきたてのおもちを、みんなで食
べよう！豚汁も出るよ！
日時
月７日（土）午前 時～
おもちがなくなり次第、終了。
場所 役場前駐車場 ※雨天の場合
は文化会館エントランス
参加費 小学生以上２００円／３歳
～５歳児１００円／未就園児無料

▼ 子どもセンター・もちつき大会

12

問 いぶき子どもセンター

☎０７４５
（ ）
０５５０
すばる子どもセンター
☎０７４３
（ ）
１９８９

12

11

▼かわにしココロカフェ
オカリナの音色でクリスマス
気分に
オカリナの暖かな音色でクリスマ
ス気分を楽しみましょう。
日時
月 日（木）
午後１時 分～３時 分
場所 文化会館サークル室Ｂ・Ｃ
対象 町内在住の高齢者に関する相
談ごとがある人、介護や認知症に
関心がある人ならだれでも参加で
きます。
参加費 １００円（飲物・茶菓子付）
【かわにしココロカフェとは？】
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。
【お願い】カフェの送り迎えのお手伝
いのボランティアこことも（心の友）
と、カフェ運営ボランティアを募集し
ています。高齢者とのふれあいなどに
興味のある人はお問い合せください。
30

問 川
 西町地域包括支援センター
（ぬくもりの郷内）
１１８０
☎０７４５
（ ）

12

▼認知症キッズ サ ポ ー タ ー
養成講座
認知症についてわかりやすく学ん
でいきます。講座修了後には、認知
症の人を応援するキッズサポーター
として、素敵なロバ隊長ピンバッジ
をお渡しします。お子さまの冬休み
に、少し違った学びの経験はいかが
でしょうか。
日時
月 日（木）
午後２時～３時 分
場所 文化会館サークル室Ａ
対象 町内在住の小学生／ 名
申 川西町地域包括支援センター
（ぬくもりの郷内）
☎０７４５
（ ）
１１８０
※申し込みは保護者からご連絡くだ
さい。
30

42

40 30

30 19

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

▼ここから（こころとからだ）
元気講座

42

26

14

43

43

64

12

12

30
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有料広告

▼川西小学校マラソン大会

自動車の通行などに注意を

日時 12月６日（金） 午前10時35分
正午ごろまで学校周辺道路（辻、美ノ城、中村、結
崎団地、市場）を児童が走ります。自動車の通行、
路上駐車など十分ご注意ください。
※雨天場合は、12月10日（火）に振り替え予定
問 教育委員会事務局 ☎０７４５
（４４）
２６８４

22

川西

2019.12. １

③後期高齢者医療保険料（普通徴収）

第６期分
④介護保険料（普通徴収）

第６期分
☎０７４５（４４）２６４２
②③住民保険課 ☎０７４５（４４）２６１１

きっと一期一会の大切さを感じるこ
とができます。講演会はだれでも参
加できます。
日時 ２月４日（火）
午後１時 分～
場所 文化会館コスモスホール
内容 薬師寺執事長 大谷徹奘師に
よる講演会「幸せの条件」
主催 磯城郡人権教育推進協議会
問 川
 西町人権教育推進協議会
☎０７４５
（ ）
２２１４

▼2020年農林業センサス

調査」いわれる2020年農林業センサスが実施されます。

この調査は今後の農林業の政策に役立てるために５年

ごとに実施される大切な調査です。

農林業を営む皆さまへは、調査員が訪問します。調査

日時
月５日（木）
午後１時 分～
場所 中央公民館けやきホール

④ 長寿介護課 ☎０７４５（４４）２６３５

12

令和２年２月１日現在で、全国一斉に「農林業の国勢

30

12月中ごろから調査員が訪問します

票に農林業の経営状況などの記入にご協力願います。

演題 落語界の男女共同参画
講師 落語家 桂 三扇さん
吉本興行所属。上方落語協会会員
問 川西町人権教育推進協議会

☎０７４５
（ ）
２２１４

▼中学生人権作文表彰式と
人権のつどい かしはら
日時
月１日（月）
午後０時 分～午後３時 分
場所 橿原市立かしはら万葉ホール
内容 全国中学生人権作文コンテス
ト奈良県大会表彰式／一日人権擁
護委員「川本三栄子さん」の講演
申 不要（未就学児も入場可）
主催 奈良県人権啓発活動ネットワ
ーク協議会（奈良地方法務局・奈
良県・奈良県人権擁護委員連合会）
問 奈良地方法務局人権擁護課

☎０７４２
（ ）
５４５７

in

定員
人 消防組合管内の在住・
在勤者を優先

申
月１日（日）～ 日（月）
磯城消防署救急課
☎０７４４
（ ）
２４６１

20

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たもので
す。全国一斉に様々な方法で行われ
るもので、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
月４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。
」
「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、お間違いのないようご
注意ください。
問 総
 務課
２２１１
☎０７４５
（ ）

▼Ｊアラート情報伝達試験

安心・安全



一般のご家庭に住宅用火災警報器
の設置が義務化され 年が経ちまし

▼自宅の住宅用火災警報器、
もう一度点検を！

11

クエアステップ』を用いたエクササ
イズをします。基礎から始めますの
で、だれでも気軽に参加してもらえ
ます。
（ 歳以上対象）
日時
月５日（木）
午前 時～ 時 分／受付９時
分～
講師 スクエアステップ指導員
岸下利栄氏
保健センター
☎０７４５
（ ）
１９００

第６期分

33

44

申

②国民健康保険税（普通徴収）

12

12

30

▼人・愛・ふれあいのつどい

第３期分

30

12

45

▼磯城郡３町 （川西・三宅・田原本）
「じんけん研 修 会 」

12月の納期限 12月25日
（水）

44

▼ 応急手当講習会（実技救命講習）



実技救命講習会は心肺蘇生法やＡ
ＥＤを用いた実技を主体とした講習
会です。受講料無料。
日時
月 日（土）
午前９時～ 時
場所 磯城消防署
対象者 救命入門コースを ヶ月以
内に受講した人。または応急手当
ｗｅｂ講習を講習会当日（開催日
まで１ヶ月以内）までに受講可能
な人。

川西

2019.12. １

23

①固定資産税

30

23

21

11

30

44

11

43

問 ① 税務課

12

12

10 12 20

大谷徹奘（薬師寺執事長）師の気
取らない話は、心の底に響いてきて、

問 事業課 ☎０７４５（４４）２６７９



▼税・保険料の納期

16

10
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た。警報器は火災を感知するため常
に作動しており、その電池寿命の目
安は約 年とされています。新年を
迎えるこの時期に、もう一度点検し、
必要ならば住宅用火災警報器の交換
を行いましょう。
実はまだ付いていない…そんな家
庭は早急に設置しましょう！
問 磯城消防署予防課

☎０７４４
（ ）
２４６１

健康づくり
▼大腸がん検診 （ 個 別 ）
※今年度最後の大腸がん検診です
大腸がんは早期に発見して治療す
ればほぼ治療が可能な病気です。早
期には自覚症状がほとんどないた
め、定期的に健診を受けることをお
勧めします。
日時
月 日（木）
、 日（金）
午前８時 分～午後４時
対象
歳以上で、今年度大腸がん
検診をまだ受けられていない人
料金 ５００円 ※ 歳以上無料
申 提出日の２週間前までに申し込
んでください。問診票と検便の容
器を送付します。
１９００
☎０７４５
（ ）

▼高齢者インフルエンザ予防接
種はお済みですか？

▼役場での手続きにはマイナンバーが必要です
高齢者インフルエンザ予防接種の
接種期間は 月までです。まだ受け
ていない人で、希望する人は早目に
町内医療機関で接種を受けてくださ
い。
※年末の最終診療日は、医療機関に
よって異なりますので、確認をお
願いします。
※町外の医療機関で接種を希望する
人は、事前に保健センターで手続
きが必要です。
※生活保護世帯、もしくは町民税非

予定です。

▼12月の証明書等休日交付（事前予約制）

▼年金相談・手続きの際は、予
約がおすすめ

国民年金

課税世帯に該当する人は、接種費
用が免除されます。事前に手続き
が必要です。保健センターまでお
問い合せください。
問 保健センター

１９００
☎０７４５
（ ）

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

年金事務所では、年金相談や年金
請求手続きに際して、事前予約を受
け付けています。待ち時間の少ない

※だれからも予約が無い場合は開庁しません。

出入の受付等は行いません。

申

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）
 12月20日（金）午後5時15分まで
住民保険課 ☎０７４５（４４）２６１１

「予約相談」をぜひご利用ください。
受付期間 予約相談希望日の１ヶ月
前から前日まで
予約方法 予約方法は、全国共通の
予約専用受付電話または、お近く
の年金事務所に、電話か来訪時に
申し込んでください。
申し込みの際は、基礎年金番号の
わかるもの（年金手帳や年金証書な
ど）を用意してください。
申 予約専用受付電話
☎０５７０
（ ）
４８９０
桜井年金事務所
☎０７４４
（ ）
００３３

※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

05

42

20

70

▼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
43

33

30 19

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。
12

10

12

40

交付日 12月21日（土） 時間は予約時に指定
交付場所 役場1階住民保険課窓口
平日の昼間は時間的に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。
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※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
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▼10月の相談窓口

行政なんでも
相談所

時

12月10日（火）
午後1時～4時

12月18日（水）
午前10時～12時

12月３日・17日（火）
消費生活
午前10時～午後3時
相談窓口
（三宅町との
広域連携事業） 12月10日・24日（火）
午前10時～午後3時
※12/31は休み

健康相談

こころの
健康相談

高齢者の
相談窓口

場

所

内

容

・

申

人権なんでも
相談所

日

問

相談窓口

保健センター

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）

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

12月２日（月）
１月６日（月）
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

※人権週間関係の記事は８ページ

就職・募集

▼自衛官等募集

29

防衛省では、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。受付期間
は次のとおりです。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）
年間を通じて受付を行っています。

高等工科学校生徒（陸上自衛隊）
月１日（金）～１月６日（月）
予備自衛官補
１月初旬～４月初旬
問 自衛隊奈良地方協力本部 橿原
地域事務所
☎０７４４
（ ）
９０６０

川西
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▼面塚公園の清掃活動

25

12

地域の皆さまのご参加お待ちして

おります。
日時 令和元年 月７日（土）
午前９時～ ※雨天中止
場所 面塚公園
持ち物 軍手、長靴、タオル等
問 事業課

☎０７４５
（ ）
２６７９

44

11

奈良

12月の休館日

検索

日

月

火

水

木

金

土

１

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

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。

22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

年末年始
の
図書館

年内は12/27㈮まで、
新年は1/5㈰から開館

「本を返すポスト」は管理上の理由で 12/27（金）
午前 9：30 ～ 1/5（日）午前 9：00 まで閉鎖します。
なお 12/14（土）～ 27（金）までは、下記の通り
長期貸出を行います。どうぞご利用ください。

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

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

（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）

「本を返すポスト」をご利用ください。

川西文化会館内
☎0745-44-2212
開館時間 ９：30〜17：00

※12/28～1/5は「本を返すポスト」は閉まります

科学道

【特別企画展示】
期間
場所

開催中 ～ 12 月 27 日 ( 金 )
図書館 1 階入口 展示コーナー

理化学研究所と編集工学研究所が、本を通
じて科学の面白さ・素晴らしさに気づいても
らうことを目的に厳選した、科学に関する図
書を多数展示しています。期間中、このコー
ナーの本を借りられた方に、オ
リジナルブックレットを無料で
配布します（なくなり次第終了。
掲載図書のうち一部は未所蔵）
。
また、展示している図書のリ
ストは、図書館の HP からダウ
ンロードできます。
どうぞご利用ください。

＊こんな本 どうぞ＊

クリスマスの
えほんのへや・おはなし会

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

１日（日）

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

｢テオのふしぎなクリスマス｣

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

場所は、すべて
図書館２階 おはなしのへやで

▼児童書のおすすめ新着図書▼
江戸のくらしとリサイクル 売り声図鑑 ３ 宮田章司
親子で楽しむ和算の図鑑
谷津綱一
ゴースト
ジェイソン・レノルズ
こども「折々のうた」１００
大岡信
みんなあかちゃんだった
鈴木まもる

「エベレスト」

※こちらに掲載した図書が貸出中
の場合は、ご来館の上、予約申
込書にご記入して、カウンター
へご提出をお願い致します。
（貸出中になっていない本は、
予約できません）
あとは切手を、一枚貼るだけ
ある作家の夕刻 フィッツジェラルド後期作品集
遺体と火葬のほんとうの話
今すぐ始めるアルコール依存症治療
失われた芸術作品の記憶
語りだす奈良 ふたたび
教育と愛国 誰が教室を窒息させるのか
考古学から学ぶ古墳入門
10年後の GAFA を探せ 世界を変える100社
少年サッカーケガ防止マニュアル 体づくりで差がつく50のコツ
知られざる弥生ライフ
世界の人と楽しむ折り紙 英語訳付き
絶壁建築めぐり 日本のお寺・神社
大量廃棄社会 アパレルとコンビニの不都合な真実
ドキュメント豪雨災害 西日本豪雨の被災地を訪ねて
なぜ共働きも専業もしんどいのか 主婦がいないと回らない構造
日本遺産難波から飛鳥への古道
日本の天井 時代を変えた「第一号」の女たち
プラスチック汚染とは何か
｢文藝春秋」にみる平成史
法隆寺を支えた木 改版
民間人のための戦場行動マニュアル
休み方改革 人生の中心が仕事から自分に変わる
ルポ「断絶」の日韓 なぜここまで分かり合えないのか

小川洋子・
堀江 敏幸

スコット・フィ
ッツジェラルド

佐藤 信顕
樋口
進
ノア・チャーニイ
西山
厚
斉加 尚代
松木 武彦
日経ビジネス／編
金子憲一／監修
譽田亜紀子
山梨 明子
飯沼 義弥
仲村和代ほか
谷山 宏典
中野 円佳
椿本九美夫
石井 妙子
枝廣 淳子
文藝春秋／編
西岡常一ほか
川口拓ほか
東松 寛文
牧野 愛博
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▼ＳＤＧｓの の目標
①貧困をなくそう
②飢餓をゼロに
③すべての人に健康と福祉
を
④質の高い教育をみんなに
⑤ジェンダー平等を実現し
よう
⑥安全な水とトイレを世界
中に
⑦エネルギーをみんなにそ
してクリーンに
⑧働きがいも経済成長も
⑨産業と技術革新の基盤を
つくろう
⑩人や
 国の不平等をなくそう
⑪住み続けられるまちづく
りを
17

毎月 日は人権を確かめ合う日

の人の人権と基本的自由の
尊重、保護および促進責任
を有することを強調」する
と書かれています。すなわ
ち、ＳＤＧｓの基本理念が
人権の実現にあることを示
しています。
世界人権宣言が採択され
て今年で 年目を迎えまし
た。この宣言は、だれもが
生まれながらに基本的人権
を持っていることを、世界
が初めて公式に認めたもの
です。この宣言の意味とＳ
ＤＧｓの基本理念を、「人権」
を軸に共に考えましょう。
71

問 川西町人権教育推進協議会事務局
（教育委員会事務局内）
☎０７４５（４４）２２１４

人権コーナー

37

17

11

２０３０アジェンダ』と題
する文書の一部です。この
『２０３０アジェンダ』には
「権利」という言葉が実に
回登場します。その中には、
「われわれは、世界人権宣言
及びその他の人権に関する
国際文書ならびに国際法の
重要性を確認する。われわ
れは、すべての国が国際文
書ならびに国際法の重要性
を 確 認 す る。 わ れ わ れ は、
すべての国が国連憲章に則
り、 人 種、 肌 の 色、 性 別、
言語、宗教、政治もしくは
信条、国籍もしくは社会的
出自、貧困、出生、障害等
の違いに関係なく、すべて

29

「人権」を軸として考えよう！

ＳＤＧｓへの理解・取組を
「持続可能な開発目標」（Ｓ
ＤＧｓ）が国連で採択され
て４年が経過しました。皆
さんは、このＳＤＧｓとい
う言葉をお存じでしょう
か？ＳＤＧｓとは、われわ
れが生活を営む地球・地域
がかかえる諸問題を経済・
社会・環境とこれらを支え
る基盤という４つの視点を
捉えなおし、２０３０年ま
でに達成すべき のゴール
（目標）
、１６９のターゲッ
トにまとめたものです。
ＳＤＧｓは、英語では全
部で ページからなる
『我々の世界を変革するー
持続可能な開発のための

⑫つくる責任つかう責任
⑬気候変動に具体的な責任
⑭海の豊かさを守ろう
⑮陸の豊かさを守ろう
⑯平和と公正をすべての人
に
⑰パートナーシップで目標
を達成しよう

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

⑤熱を生み代謝を上げる
⑥水分を蓄える
筋肉を鍛えると…
①姿勢が良くなる
②脳卒
 中や心臓病など重篤
な病気を予防する
③つらい関節痛を和らげる
④脱水
 症や熱中症にかかり
にくくなる
⑤筋肉
 量が増えると、代謝
が上がることで消費カロ
リーが増える
⑥たく
 さん食べても太りに
くく痩せやすい体になる
⑦筋肉
 量が多い人ほど健康
的に長生きできる
では筋肉を鍛えるために
はどうすればいいのでしょ
うか。
ポイントは３つ
①運動
週に２回以上の筋力トレ
ーニングが有効です。健康
に不安のある方はかかりつ
け医に相談し、スポーツジ
ム等で専門家の指導を受け
ましょう。
②栄養
日本人は筋肉の材料であ
るタンパク質が不足し、炭

水化物を摂りすぎる傾向に
あります。タンパク質を中
心にバランス良く食べまし
ょう。
③睡眠
睡眠中に成長ホルモンが
分泌されることで、筋肉は
成長し脂肪も燃焼されま
す。夜更しは避け、睡眠時
間を毎日最低６時間は確保
しましょう。
歳をとって筋肉が減ると
転倒してケガをしたり、糖
尿病などの病気になりやす
くなったります。何もしな
いと年齢を重ねるとともに
筋肉は衰えていくもの。「も
う 歳 だ か ら …」 と 諦 め ず、
できることから少しずつ始
めてみませんか？

③② をスプーンで油の中に入れて

水（100ml）

りにする。

大葉（10枚）

健康づくり
問 国保中央病院
☎０７４４（３２）８８００

世間は空前の筋トレブー
ム！街に出ればスポーツジ
ムが乱立し、老若男女問わ
ず運動する姿をよく目にす
るようになりました。
「ところで筋トレは体に
良さそうだけど、筋肉を鍛
えるとなぜ良いの？」と疑
問を持たれている方も多い
のではないでしょうか。

理学療法士 勝村啓司

筋肉には力を発揮するこ
とはもちろん、私達が活動
し生きていくのに必要な
様々な役割があります。
①姿勢を整え体を動かす
②血液の巡りを良くする
③体や内臓を守る
④免疫
 力を上げて病気にな
りにくくする

があがります。
プラス
１皿

カリっと揚げる。

サラダ油（適宜）

（１人分）エネルギー334kcal ／塩分0.4ｇ

油に溶けやすい性質があるので、油を使って調理をすると吸収率

人参のかき揚げ

筋肉のおはなし

を多く含みます。β－カロテンはのど、鼻などの粘膜や皮膚を守

健康かわにし21 おいしくごはんを食べよう

人参は代表的な緑黄色野菜であり、β－カロテン（ビタミン A）

野菜をもっと食べよう

る働きもあり、肌・皮膚の健康維持や老化防止にも効果的です。

材料（４人分）

作り方

人参（小２本）

①人参、大葉は３cm 程度のせん切

ちりめんじゃこ（大さじ４） ②小麦粉、片栗粉、水を混ぜ合わす。

小麦粉（大さじ６）

①、ちりめんじゃこも加えて混

片栗粉（大さじ３）

ぜる。

問 保健センター
☎０７４５（４３）１９００
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ニュース＆コラム

▼詐欺電話の見破り方
〇警察署からの電話なのに、「非通知」
〇土曜日に市役所からの「還付金」の電話
〇や やこしい話だったので「よく分かりませんわ」
とか、
「家族に聞いてからにします」と言ったら、
電話が切れる
〇口座と暗証番号を電話で聞く
〇タイミング良く受取人がお家へ伺う
特殊詐欺被害防止の合言葉
『電話口 お金の話 それは詐欺』

消費生活相談

特殊詐欺のご注意を

飲酒運転の根絶を
生活安全ニュース

利用規約で出品が禁止され
ている商品があります。把
握しておきましょう。また、
商品到達前に受取手続き
（出品者の評価をする等）
をするよう売主から求めら
れても応じてはいけませ
ん。受取前の評価は利用規
約で禁止されている場合が
ほとんどです。
その他にも、フリマ運営
会社が定めた方法以外（直
接相手の口座に入金するな
ど）で支払いをすることも
違反になります。
購入前に疑問点は出品者
に質問する、商品発送する
場合は追跡できる方法で行
うなどトラブルの未然防止
をこころがけ、利用規約も
必ず守りましょう。

（取引の仕組み）

「偽物が届いた」「商品を送
ったのに届かないといわれ
た」といったトラブルも頻
発しています。
▼取引の仕組み 売主と買
主の間に運営会社が介在
し、商品の未着や代金未払
いなどを防ぐ仕組み（エクス
クロー）が導入されている。
▼トラブルに合わないため
に知っておくこと
◦売主
 と買主の個人間の取
引であることを理解する
トラブル解決のため運営
会 社 に 介 入 を 依 頼 し て も、
規約上応じてもらえず、基
本的に当事者間で解決する
ことを求められます。
◦サー
 ビスの仕組み、利用
規約をよく読んで禁止行
為を行わない
現 金・ 盗 品・ 医 薬 品 等、

②入金通知

⑤払い出し

売主

年末 · 年始はお酒を飲む機会が増える時期です。
飲酒運転が引き起こす悲惨な交通事故については、
テレビや新聞で繰り返し報道されており、皆さんは、
飲酒運転が被害者 · 加害者とその家族の人生に与え
る影響の大きさについて、重々ご承知のことと思い
ます。それでも、飲酒運転は未だになくなっていま
せん。
飲酒運転をした人は、これくらいの量なら、これ
くらいの距離なら大丈夫ちょっと眠ったから大丈夫
などと、自分に都合の良い考えで運転をしている訳
ですが、行為が非常に簡単であるのに対し、運転免
許の取り消しや重い刑事処分のほか、長期間の欠格
期間が課されるなど、結果は重大なものとなります。
「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」を肝に銘じて
いただき、素晴らしい年末 · 年始をお迎えください。
☎０７４３（６２）０１１０
問 天理警察署

フリマアプリで新品と
表示されていた時計を２５
００円で購入。ところが届
いた時計はネジが回らない
し、 時 間 も す ぐ に 遅 れ る。
売り手に抗議のメールを送
ったが返事がない。
（ 歳代 男性 国民生活
センター発表事例）
①入金

④受取手続

③商品送付

川西
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フリマ
運営会社

問 住民保険課
☎０７４５（４４）２６１１

スマホのアプリで手軽
に不用品を販売したり、商
品を安く手に入れたりでき
ることができるフリマサー
ビスが人気です。生前整理
や終活を意識した高齢者の
方 の 利 用 も 増 え て い ま す。
人気のフリマアプリですが、

買主

フリマサービスの
トラブルに注意！
Q

60

A

人の動き 11月１日現在
区分

問 住民保険課 ☎0745
（44）
2611

人口

年齢

総人口

8,608人

0～14歳

前月人口

8,617人

人口増減

△ 9人

人口

比率

998人

11.6％

15～64歳

4,682人

54.4％

65歳以上

2,928人

34.0％

（転入）

＋14人

（転出）

△19人

（出生）

＋ 6人

世帯数

3,670世帯

（死亡）

△10人

前月世帯数

3,669世帯

（その他増減）

± 0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

＋ 1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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30

役場・関係機関の
電話番号

家庭ごみの排出量
（10月分）

排出量

可燃ごみ

129.80 t

107.6％

96.1％

不燃ごみ

9.13 t

98.0％

104.0％

資源ごみ

6.99 t

74.8％

94.8％

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

CONTENTS ‒ 主な内容 ‒
02

特集①

06

まちのアルバム

04
ロゴマークの上部は、手を繋ぎあう人々

や大和三山を、下部は川西町を流れる
４本の川をイメージ。
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前年同月比

08
09
10

終活

特集②

広報600号記念企画

いい人。ちかい人。
人権週間

くらし・子育て

広報「川西」令和元年12月号
15

年末・年始ガイド

21

情報広場

19
26
27

こどもの学力
図書館
コラム

広報「川西」 第599号
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