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令和４年

子育て世帯支援事業・水道使用料
の基本料金免除など16事業決まる
令和4年度補正予算 （５ページ）

新型コロナウイルス感染者数急増！！
感染防止対策の徹底を！
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様々な作品がプリントされ
たタイル壁画

大型絵本の読み聞かせ
に耳を傾ける生徒たち

岡本代表取締役(左)からパソ
コンを受けとる酒永校長

短歌が書かれたタイルを持
つ尾崎さん

（左から）演出：松岡さん、笹ゆり姫役：松平さん、サヨ役：平野さん、
監督：四之宮さん

　上牧町制施行50周年を記念した劇団ペガサ
ス特別公演の制作発表が6月30日、ペガサス
ホールで行われました。
上牧町の花であるササユリをテーマに、【自分
らしく、一歩前に踏み出す勇気】を伝えるミュー
ジカル。フィナーレの上牧町の未来を見据えた
演出が見もの！
　演出の松岡ありささんは「上牧町は素敵なと
ころだと感じていただける演出を考えていま
す。みなさんに喜んでいただける作品にしたい
です」と意気込みを語ってくださいました。
　公演は11月6日（日）午後1時開場、2時開演。
上牧町文化センターペガサスホールにて全席指
定500円。チケット販売など詳しくは、広報か
んまき9月号でお知らせします。
▶問合先　TEL78－9900

　6月22日、上牧小学校の1年生たちが図書館
を見学。見学のあとは図書館職員によるブック
トークと大型絵本の読み聞かせを行いました。
ブックトークのテーマは「おいしいおやつがた
べたいな」。おやつに関する本を紹介するたび
に子どもたちは興味津々の様子でした。※大型
絵本はDaigasグループから寄贈していただい
たものです。

　子どもたちの学校生活の充実に、少しでも役
立てていただければと株式会社岡本設備（岡本
数博代表取締役）から上牧第二小学校に図書管
理用のノート型パソコンを寄贈していただき、
7月7日、校長室で寄贈式が行われました。
　酒永校長は「子どもたちの学習環境の向上に
つながり、非常にありがたい。大切に使わせて
いただきます」と感謝を述べられました。

　5月21日から始まった、岩手県陸前高田市コ
ミュニティホールの外壁に、タイルにプリント
した作品を展示する「東日本大震災復興祈念
アートタイル壁画展～KIZUNA～」に町内在
住の尾崎由子さんが作品を出展。この壁画展は、
復興支援としてホール建設費の一部を寄附した
シンガポールなどとの絆を後世に伝えるために
企画されたもので、尾崎さんは石川啄木に関す
る短歌を展示されました。
　尾崎さんは「啄木も訪れた陸前高田市に作品
を飾れるのは光栄。震災をきっかけに生まれた
つながりを大切にしたい」と語ってくださいま
した。

劇団ペガサス特別公演
ミュージカル「花の記憶」公演決定！

大型絵本に興味　読書の楽しさ再発見！

上牧第二小学校へ図書管理用パソコンを寄贈
震災復興の絆を一枚のタイルに

―尾崎由子さん―
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新型コロナワクチン接種情報

新型コロナワクチン（４回目接種）について02

新型コロナワクチンに関するリンク集のご案内01

　このたび、上牧町のホームページに新型コロナワクチンに関するさまざまな情報を掲載

したリンク集のページを作成しました。

　４回目接種対象のかたや、これから接種をお考えのかた、子どもの接種を考えておられ

るかた、接種後の副反応への対応方法など幅広く掲載しておりますので、ぜひご利用くだ

さい。

　令和４年４月３０日時点において６０歳以上で３回目接種済みのかた、令和４年６月末まで

に満６０歳以上になられたかたに接種券及び日時を設定した通知はがきを送付しております。

令和４年７月以降に満６０歳になられるかたには、毎月接種券のみ発送します。

接種券・通知はがきともに送付されません。

接種を希望されるかたは、生き活き対策課窓口にて接種券発行の申請をし

ていただく必要があります。

●　集団接種日程や、基礎疾患についての詳細な内容については、町ホー
ムページでご確認いただくか、広報「かんまき」６月号、７月号をご確
認ください。

　　また、予約状況の確認は、ご自身で予約システムを確認するか、上記
コールセンターへお問い合わせください。

※令和４年９月１１日以降に３回目接種後５か月をむかえるかたについて
は現在調整中です。

上牧町新型コロナワクチンコールセンター（☎0120 539 157）問

【掲載情報】

　・新型コロナウイルス感染症対策について

　・発熱等の症状がある場合の相談や受診の流れ

　・新型コロナワクチン説明書

　・接種後の注意点

　・５歳から１１歳のお子様と保護者の方へ

　・１２歳以上のお子様とその保護者の方へ

　・新型コロナワクチン接種後の副反応への対応方法

　・新型コロナワクチンＱ＆Ａ　など

６０歳以上のかた

１８歳以上６０歳未満で基礎疾患を有するかたその他重症化リスクが高いと医師が認めるかた

◎通知はがきが送付されないかた

１.くずもとファミリークリニックで３回目接種をされたかた

２.高齢者施設入所中に３回目接種をされたかた

３.高齢者施設職員として３回目接種をされたかた

４.他市町村で３回目接種後に転入されたかた

５.７月以降に接種券が届いたかた

４回目接種

について

ＱＲコード

リンク集

ＱＲコード
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戦争の悲惨さを語り継ぐとともに、命の尊さを訴え、平和へのメッセージを発信する平和祈念
企画。15回目となる今回は、学童疎開船 対馬丸に焦点をあてた平和祈念資料展と、特別企画
として、朗読劇「朝の来ない海」を上演します。朗読劇は町職員などが朗読を勤めます！

・新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じて実施します。
・新型コロナウイルス感染状況により、内容の変更、入場制限および上演を中
止する場合があります。

・荒天または荒天が予想される場合は中止または内容を変更する場合がありま
す。内容変更や中止する場合は町ホームページでのお知らせをもって発表に
かえさせていただきます。

【協　力】対馬丸記念館、日本郵船歴史博物館、那覇市歴史博物館
【後　援】
朝日新聞奈良総局、産経新聞奈良支局、奈良新聞社、奈良テレビ放送、毎日新
聞奈良支局、読売新聞奈良支局（５０音順）
【主　催】上牧町

【公演日程】
８月６日（土）①午後１時３０分開演の部 
　　　　　　　②午後３時３０分開演の部
　　　　　　　（開場は各開演の３０分前）

【ところ】
上牧町文化センター　ペガサスホール
奈良県北葛城郡上牧町大字上牧３２４１番地　
TEL０７４５－７８－９９００

【入場料】
無料（全席自由席）

【期　間】
８月２日（火）から８月１４日（日）まで　

【休館日】
８日（月）休館日

【開場時間】
午前９時から午後５時まで
（１４日は午後３時閉場）

【ところ】　
上牧町文化センター　エントランスロビー

【入場料】
無料

平和祈念資料展・特別企画「朗読劇」上演!!

【問合先】秘書人事課　TEL０７４５－７６－２５０１

◆特別企画　朗読劇「朝の来ない海 ー学童疎開船 対馬丸の遺言ー」

◆資　料　展「もう…あの悲涙は流すまい ～学童疎開船 対馬丸～」
な み だ

写真提供　対馬丸記念館

「対馬丸」日本郵船歴史博物館所蔵

手話通訳あります

文化センターへお越しの際は東玄関前の
「被爆アオギリ二世」（平成16年7月植樹）
もご覧ください。

4



戦争の悲惨さを語り継ぐとともに、命の尊さを訴え、平和へのメッセージを発信する平和祈念
企画。15回目となる今回は、学童疎開船 対馬丸に焦点をあてた平和祈念資料展と、特別企画
として、朗読劇「朝の来ない海」を上演します。朗読劇は町職員などが朗読を勤めます！

・新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じて実施します。
・新型コロナウイルス感染状況により、内容の変更、入場制限および上演を中
止する場合があります。

・荒天または荒天が予想される場合は中止または内容を変更する場合がありま
す。内容変更や中止する場合は町ホームページでのお知らせをもって発表に
かえさせていただきます。

【協　力】対馬丸記念館、日本郵船歴史博物館、那覇市歴史博物館
【後　援】
朝日新聞奈良総局、産経新聞奈良支局、奈良新聞社、奈良テレビ放送、毎日新
聞奈良支局、読売新聞奈良支局（５０音順）
【主　催】上牧町

【公演日程】
８月６日（土）①午後１時３０分開演の部 
　　　　　　　②午後３時３０分開演の部
　　　　　　　（開場は各開演の３０分前）

【ところ】
上牧町文化センター　ペガサスホール
奈良県北葛城郡上牧町大字上牧３２４１番地　
TEL０７４５－７８－９９００

【入場料】
無料（全席自由席）

【期　間】
８月２日（火）から８月１４日（日）まで　

【休館日】
８日（月）休館日

【開場時間】
午前９時から午後５時まで
（１４日は午後３時閉場）

【ところ】　
上牧町文化センター　エントランスロビー

【入場料】
無料

平和祈念資料展・特別企画「朗読劇」上演!!

【問合先】秘書人事課　TEL０７４５－７６－２５０１

◆特別企画　朗読劇「朝の来ない海 ー学童疎開船 対馬丸の遺言ー」

◆資　料　展「もう…あの悲涙は流すまい ～学童疎開船 対馬丸～」
な み だ

写真提供　対馬丸記念館

「対馬丸」日本郵船歴史博物館所蔵

手話通訳あります

文化センターへお越しの際は東玄関前の
「被爆アオギリ二世」（平成16年7月植樹）
もご覧ください。

【国際交流事業（ART IN ENGLISH）】
〇外国人芸術家を招き、小学6年

生を対象とした体験型のワーク
ショップ（図画工作）を実施し
ます。（予算額 42万円）

【町PRキャラクター制作事業】
〇上牧町が作成した「片岡城笹ゆ

り姫物語」に登場する「ささゆ
り姫」をモチーフとしたキャラ
クターを制作することにより、
町の魅力を発信するとともに郷
土愛を育みます。（予算額 329
万円）

【物価高騰対応子育て世帯支援事業】
〇コロナ禍における物価高騰に直

面する保護者の負担軽減のた
め、中学生以下の児童1人あた
り1万5千円支給します。

※令和4年6月30日時点で上牧町
に住所を有する中学生以下の児
童が対象です。（予算額 3,243
万円）

【窓口における申請書作成支援シ
ステム導入事業】
〇各種申請に来庁された住民のか

たがたの手続きの簡素化を図る
ため、役場本庁舎及び2000年
会館窓口に申請書作成支援シ
ステムを導入します。（予算額 
1,395万円）

【業務分散勤務推進事業】
〇ポストコロナに向けて執務室内

の3密を回避するため、役場庁
舎及び2000年会館に自席以外
でパソコンが使用できる環境を
整えます。（予算額 2,669万円）

【学校適正化事業】
〇中学校を上牧中学校1校に統合

するにあたり、校舎の改修工事
等に関する計画・設計を実施し
ます。（予算額 3,652万円）

【電気自動車整備事業】
〇温室効果ガスの削減対策、再生

可能エネルギーの利用促進等持

続可能なまちづくりへの取組み
の一環として、電気自動車、外
部給電器、充電インフラを導入
します。（予算額 2,148万円）

【子育て支援施設燃油価格高騰対
策支援事業】
〇バスで在園児の送迎を実施する

子育て支援施設の負担軽減のた
め、燃料価格上昇分の一部を補
助します。（予算額 19万円）

【住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金給付事業】
〇令和3年度非課税世帯又は家計

急変世帯に対する給付金のいず
れも受給されていない世帯のう
ち、令和4年度分の市町村民税
均等割が非課税である世帯又は
令和4年1月以降の家計急変世
帯に対して、1世帯あたり10万
円を支給します。

※受付期間：令和4年7月上旬～
令和4年9月末（予算額 4,488
万円）

【原油価格・物価高騰対応水道基
本料金免除事業】
〇コロナ禍における原油価格及び

物価高騰により経済的な影響を
受ける町民、事業者等の生活
及び経済活動を支援するため、
水道使用料の基本料金を令和4
年9月から4ヶ月間免除します。

（予算額 5,310万円）
【新型コロナウイルスワクチン接
種事業】
〇新型コロナウイルスワクチン追

加接種（4回目）における、令
和4年4月30日時点で60歳以上
3回目接種済の方及び18歳以上
60歳未満で基礎疾患を有する・
その他重症化リスクが高いと医
師が認める方の追加接種を実施
します。

※接種期間：令和4年7月～9月末
（予算額 1,331万円）

【子育て世帯生活支援特別給付金
事業】
〇コロナ禍における物価高騰等に

直面する低所得の子育て世帯の
生活支援のため、特別給付金を
児童1人あたり5万円支給します。

※令和4年7月から支給を開始し
ています。（予算額 1,627万円）

【販路開拓支援事業】
〇新型コロナウイルス感染拡大の

影響により厳しい経営環境に置
かれている事業者の新たな販路
開拓の取組みを支援します。（予
算額 153万円）

【スマートフォン教室運営事業】
〇デジタル社会における不安解消

に向けてスマートフォンを活用
した行政手続きやサービスの利
用方法等に対する助言・相談等
の対応支援を行う講習会を実施
します。（予算額 157万円）

【学習環境整備事業】
〇新型コロナウイルス感染症の拡

大が長期化するなか、小中学校
において児童生徒がより安全
に、安心して学習できる環境を
整えるため、抗菌・抗ウイルス
仕様の学習机を配備します。こ
の机は、GIGAスクールに対応
した規格の机となっています。

（予算額 2,132万円）
【保健福祉センター会議室等感染
防止対策事業】
〇保健福祉センターを利用される

かたの感染拡大防止のため、会
議室、多目的室及びロビーに設
置されている椅子やテーブルを
抗菌・抗ウイルス仕様のものに
更新します。（予算額 1,061万円）

【補正予算に関する問合先】
総務部 企画財政課 財政係
TEL 76－2502

（内線297）
mail：seisaku@town.kanmaki.lg.jp

　町議会5月臨時会及び6月定例会において、可決（承認）されました令和4年度一般会計補正予
算（第1回、第2回、第3回）から新型コロナウイルス感染症対策などの主な事業をお知らせします。

令和4年度補正予算のお知らせ（第1弾）
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町税や保険料などの
納め忘れはありませんか

国民年金保険料の免除・
納付猶予制度の申請を！

　8月は、町県民税（第2期）、
国民健康保険税（第2期）、
後期高齢者医療保険料（第2
期）及び介護保険料（第2期）
の納付月です。納期限は8月
31日（水）です。
★町税などの納付について★
　町税や保険料などの納付は、
みなさん自身が自主的に納期
限までに納付する「自主納付」
が基本です。納付には、納付
書により納付場所（納付書に
記載）で納める方法と、口座
振替による納付があります。
　納め忘れた町税や保険料な
どには、納期限を過ぎると督
促手数料や延滞金が加算され
ます。納め忘れのない口座振
替をお薦めします。
　また、仕事の都合や家庭の
事情などで納期限までに納付
できない場合は、早めに相談
にお越しください。
★納付は便利な口座振替で！★
▶申込み方法
　申込書、通帳、届出印鑑を
持参のうえ、金融機関の窓口
で手続きをしてください。
　申込書は徴収課、片岡台出
張所及び町内の金融機関に備
え付けています。
※手続き完了まで3週間以上

必要な場合があります。
※振替日　各納期限月の月末
（末日が休日・祝日の場合
は、翌月営業日）

★納付は便利なスマートフォ
ンアプリで！★
　スマートフォンアプリを利
用して、各種町税などの納付
がいつでもどこでも手軽にで
きます。詳細については、町
ホームページをご覧ください。
★督促手数料について★
　督促状を発送すると、本税
とは別に、1期につき100円
の督促手数料を加算します。
督促を受けると余分な手数料
が発生しますので、必ず納付
期限内に納付してください。
★納付が困難なかたについて★
　病気、怪我などで納付に行
くことが難しい、高齢で外出
することに不安があるかたな
どはご相談ください。精査の
うえ、個別徴収（訪問徴収）
をさせていただきます。
★納付相談について（時間外）★
　開庁時間内（午前8時30分
から午後5時15分）に納付相
談に来られないかたのため、
毎週金曜日（祝日は除く）の
午後5時15分から午後8時まで
納付相談を行います。ご希望
のかたは必ず、事前に徴収課
まで電話予約をお願いします。
▶問合先　徴収課　
TEL 76－2511

　国民年金には、経済的な理
由などで保険料を納めること
が困難な場合、申請により保
険料の納付が「免除」または

「猶予」される制度がありま
す。この制度を利用すること
で、将来の年金受給権の確保
だけでなく、万一の事故など
により障害の状態になったと
きの障害基礎年金の受給資格
を確保することができます。

免除申請
　「免除」制度には、保険料
の全額が免除される「全額免
除」、保険料の一部が免除さ
れる「一部免除」があります。
一部免除の場合、減額された
保険料を納付しなければ未納
扱いとなります。
納付猶予申請
　「猶予」制度は、50歳未満の
かたが対象となります。また、
学生の場合は「学生納付特例」
制度があります。いずれも承認
された期間の保険料納付義務は
免れ、年金を受給するための資
格期間として認められます。た
だし、追納しなければ老齢年金
の年金額には反映されません。
※免除、猶予制度には、所得

の審査があります。
※失業により納付が困難な場合

は、雇用保険被保険者離職票
等のコピーを申請書に添付し
てください。

◎「免除」「猶予」ともに、承
認期間は7月から翌年6月ま
でとなります。（「学生納付特
例」は4月から翌年3月）

◎審査結果は、後日（2～3か
月程度）日本年金機構から
通知されます。

◎手続きは、2年前まで遡って
できる場合があります。

産前産後期間の保険料免除制
度があります。
詳しくは日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp
でご確認ください
☎「ねんきんダイヤル」
年金相談に関する一般的なお
問い合わせ
TEL 0570－05－1165
▶問合先
住民保険課　保険年金係
TEL 76－2508
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支給対象者は、戦没者等の死
亡当時のご遺族で
1.令和2年4月1日までに戦傷

病者戦没者遺族等援護法に
よる弔慰金の受給権を取得
したかた

2.戦没者等の子
3.戦没者等の①父母②孫
　③祖父母　④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計

関係があったことなどの要
件を満たしているかどうか
により、順番が入れ替わり
ます。

4.上記1から3以外の戦没者
等の三親等内の親族（甥、
姪など）

※戦没者等の死亡時まで引き
続き1年以上の生計関係が
あったかたに限ります。

▶支給内容
国債名称　第十一回特別弔慰
金国庫債券　い号
額面　25万円（5年償還）
▶請求窓口
福祉課　社会福祉係　
TEL 43－5031

第十一回特別弔慰金の請求期
限が近づいています。
　令和5年3月31日までにご
請求ください。
　請求期限を過ぎると、第
十一回特別弔慰金を受ける権
利がなくなりますので、お早
めにご請求ください。
▶支給対象となるかた
　令和2年4月1日（基準日）
において、「恩給法による公務
扶助料」や「戦傷病者戦没者
遺族等援護法による遺族年金」
などを受けるかた（戦没者等
の妻や父母等）がいない場合
に、次の順番による先順位の
ご遺族お一人に支給します。

個人事業税の
　第1期分の納期限は、 ８月31日（水）
　第2期分の納期限は、11月30日（水）です。

個人事業税の納付書は、
第1期分･第2期分をまとめて同封しております。
お間違いのないようご注意ください。
第2期分の納付書は、紛失しないよう保管いただき、11月30日までに納付して
ください。
※第1期分･第2期分をまとめて8月31日までに納付することもできます。

※年税額が1万円以下の場合は、第1期分の納期限までに全額を納付いただくことに
なっております。

※コンビニエンスストアやペイジー（インターネットバンキング・モバイルバンキン
グ・ATMからの納付）、スマートフォン決済アプリケーションでの納付もできます。

※口座振替制度もご活用ください。お申し込みは金融機関にてお願いします。
詳しくは、中南和県税事務所 課税係（TEL 0744－48－3004）までお問い合わ
せください。

　新型コロナウイルス感染症
の影響などによる、物価高騰
に直面する子育て世帯を支援
するために、上牧町独自の施
策として、中学生以下の児童
に対して給付金を支給します。
対象児童
令和4年6月30日時点で上牧
町に住所を有する中学生以下
の児童

戦没者等のご遺族の
みなさんへ

物価高騰対応子育て世帯
支援給付金を支給します！

奈良県中南和県税事務所からのお知らせ
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（平成19年4月2日から令和4年
6月30日までに生まれた児童）
▶支給対象者
　対象児童に係る児童手当の
支給対象となるかた

（所得制限により児童手当の
支給対象とならないかたも含
みます。）
▶支給額
　対象児童1人につき15,000円
▶申請方法等
　支給対象者のうち、児童手
当を当町から支給されている
かた、令和3年度子育て世帯
等臨時特別給付金（児童1人
あたり10万円の給付金）を
当町から支給、もしくは、当
町に申請されたかたについて
は、申請不要で給付金振込口
座に支給します。
　その他のかたは申請が必要
です。児童が登録されている
住所に申請書類を送付します
ので、こども未来課まで申請
をお願いします。

（申請が必要なかたの例）
〇令和4年4月以降に、新た

に児童手当の支給対象と
なった公務員のかた

〇他市町村で、上牧町に住所
を有する児童に係る児童手
当を支給されているかた

▶お問合せ　こども未来課　
TEL 43－5034

　新型コロナウイルス感染症
により影響が長期化する中
で、物価高騰等に直面する低
所得の子育て世帯に対し、子
育て世帯生活支援特別給付金
を支給します。

▶対象者　①②の両方に当て
はまるかた
①18歳未満の児童（障がい

児の場合は20歳未満）を
養育するかた

②令和4年度（令和3年分）住
民税均等割が非課税のかた
または新型コロナウイルスの
影響により令和4年1月1日以
降の家計が急変し、住民税非
課税相当の収入となったかた

▶支給額
児童1人当たり　一律5万円
▶申請方法
・令和4年4月分の児童手当

または特別児童扶養手当の
受給者で住民税均等割が非
課税のかた → 申請は不要
です。

・上記以外のかた（例　高校生
のみを養育しているかた、新
型コロナウイルスの影響によ
り家計が急変したかたなど）　
→申請が必要です。必要書類
をHPからダウンロードまた
は上牧町こども未来課の窓口
で記入の上、こども未来課ま
で提出をお願いします。なお、
申請の際に、本人確認書類（運
転免許証の写しなど）、世帯
状況を確認できる書類（住民
票謄本など）、振込口座を確
認できる書類（通帳の写しな
ど）、及び収入・所得が確認
できる書類（給与明細書など）
が必要になりますので、あわ
せてご準備ください。

▶申請期間
　令和5年2月28日まで
▶支給方法
　可能な限り速やかに、令和
4年4月分の児童手当又は特
別児童扶養手当を支給してい
る口座または申請書に記載の
指定口座に振り込みます。

※ただし、すでにひとり親世
帯分で子育て世帯生活支援
特別給付金を受給されたか
たは、この給付金は受給で
きません。　

▶問合先　こども未来課
TEL 43－5034

　児童扶養手当の受給資格を
お持ちのかた（全部支給停止
者を含む）は「現況届」、特
別児童扶養手当の受給資格を
お持ちのかたは「所得状況届」
を提出する必要があります。
提出期限までに提出されない
場合、手当は支給されません
ので、必ず期限内に提出して
ください。
　該当するかたには案内を送
付します。なお、特別児童扶
養手当において、所得超過な
どで2年続けて支給停止となっ
ているかたは提出不要です。

（児童扶養手当の受給者のか
たで、支給要件が発生した時
点から5年等経過するかたに
は、6月に「一部支給停止適
用除外事由届」に係る案内を
お送りしています。現況届の
手続きの際、併せてご提出く
ださい。）
▶提出期間
★児童扶養手当　
8月1日（月）から8月31日

（水）まで
★特別児童扶養手当　
8月12日（金）から9月9日

（金）まで
▶問合先　こども未来課
TEL 43－5034

児童扶養手当現況届・
特別児童扶養手当所得
状況届は期限内に

令和4年度低所得の子育て世帯に
対する子育て世帯生活支援特別
給付金（その他世帯分）について
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▶とき　8月7日（日）
※新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、完全予約制で
実施させていただきます。ご
希望のかたは、事前に電話予
約をお願いします。ご希望に
沿えない場合がございます
が、ご了承ください。
▶問合先　住民保険課
住民係
TEL 76－2508

　7月1日～8月31日まで県
内各地で「愛の血液助け合い
運動」街頭献血キャンペーン
を実施中です。近年、少子化
に伴い献血者が減少し、厳し
い状況が続いております。ま
た、新型コロナウイルス感染
症拡大の影響により献血者の
確保も難しくなっています。
献血会場では、徹底した感染
対策を行い、いつでも患者さ
んに血液をお届けできるよう
みなさんのご来場をお待ちし
ています。
▶とき　8月23日（火）午前
9時30分から11時30分まで
▶ところ
上牧町役場正面玄関前

　ご自身やご家族等のことで
「物忘れが増えた」「忘れ物や
物をなくすことが増えた」「以
前はできた料理や買い物に手
間取る」などのお悩みはあり

ませんか？以前とは様子がち
がうなど些細な変化に気づい
たら、一人で悩まずに相談す
ることが重要です。
　上牧町では月1回、認知症の
専門家が様々なご相談に対応
しています。また、物忘れの
状態を簡単にチェックできる
機械も用意しておりますので、
ぜひお気軽にご相談ください。
▶とき　8月23日（火）　
①午後1時30分～午後2時30分
②午後2時30分～午後3時30分
※要予約
▶ところ　2000年会館内
▶問合先・予約先　生き活き
対策課　地域包括ケア推進係

（2000年会館内）　
TEL 79－2020

　上牧町では、特定健診をま
だ受診されていないかたや、

また特定健診を受診され、特
定保健指導の対象となったか
たに、委託業者による電話や
訪問をさせていただきます。
　個人情報には十分留意し、
委託業者が受診勧奨業務・特
定保健指導業務以外に個人情
報を使用することはございま
せんので、ご理解の程よろし
くお願いします。
　また、受診結果を住民保険
課が把握するには2～3か月
かかります。受診されたかた
にも行き違いで案内をするこ
とがありますのでご了承くだ
さい。
▶委託業者
創和クリエイティブライフ株
式会社
神戸市灘区水道筋5丁目1番
15号305
TEL 078－806－8015
▶問合先
住民保険課　保険年金係
TEL 76－2508

個人番号（マイナンバー）
カードの8月土・日・
休日交付について

献血のご協力を
お願いします

認知症相談のお知らせ

『特定健診・特定保健指導』
を受けましょう

令和５年版県民手帳の予約受付を開始します

奈良県民手帳の予約受付を開始します。

▶サイズ　146mm×88mm
▶色　　すほう・黒
▶価格　600円（税込み）
▶申込　8月30日（火）までにまちづくり推進課へ電話でお申
し込みください。
▶問合先　まちづくり推進課　TEL 76－2503
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ヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチンの積極的勧奨の
再開に伴う自費接種費用の助成（償還払い）について

４．申請期間

令和７年３月３１日まで

５．申請方法及び必要書類

生き活き対策課窓口に申請書と必要書類をご提出ください。
①支払額が確認できる書類（領収書等） ②印鑑（朱肉を要するもの）
③接種記録が確認できる書類（母子健康手帳、予診票の写し、医療機関が作成する証明書等）
④申請者の本人確認書類（申請者と被接種者が異なる場合は双方のもの）
⑤振込先金融機関がわかるもの
⑥償還払い申請書（生き活き対策課窓口又はホームページにてダウンロード）

ご不明な点がある場合は下記にお問い合せください。

６．問合先

２０００年会館内 生き活き対策課 TEL ７９－２０２０

３．償還額

１）接種費用の支払い額を証明できる書類等（領収書等）がある場合は、その実費分。
２）接種費用が不明な場合は、接種したことがわかるもの（接種済みの予診票または予防接種

済証又は母子健康手帳の予防接種記録欄の写しなど）をもとに町長が定める単価を上限と
して償還します。証明書等がない場合は、医療機関が作成する証明書（用紙は、生き活き
対策課窓口かホームページからダウンロードできます。）を添付することで、申請が可能
です。ただし、証明書の作成に手数料がかかる場合があります。（その場合の手数料は償
還払いの対象外です。）

１．背景 

　子宮頸がん予防のためのＨＰＶワクチンの定期接種は、平成２５年６月から令和４年３月３１
日までの間、厚生労働省からの通知により勧奨を控えていました。しかし、この度勧奨が再開
されたことに伴い、当町におきましても、該当者に、個別に通知はがきを送付しお知らせして
いるところです。
　また、積極的な勧奨を控えていた時期に定期接種を受けることを見送り、定期接種の年齢を
過ぎてから自費でＨＰＶワクチンの任意接種を受けたかたに対して、接種費用を助成（償還払
い）します。

２．対象者

下記のすべてに該当するかたが対象です。

１）令和４年４月１日時点で上牧町に住民登録のあるかた。
２）平成９年４月２日から平成１８年４月１日までの間に生まれた女性。
３）１６歳となる日の属する年度の末日までに（定期接種の対象期間内に）、当該予防接種を

定期接種として３回接種済みでないかた。
４）１７歳となる日の属する年度から令和４年３月３１日までに国内の医療機関でＨＰＶワク

チンの任意接種を受け、実費を負担したかた。
５）使用したワクチンがサーバリックス（２価ワクチン）又はガーダシル（４価ワクチン）で

ある。（シルガード（９価ワクチン）については公費対象外です）
６）本町以外の市区町村から同種の補助または償還払いを受けていないかた。
※償還払いの申請は、予防接種を受けた本人またはその保護者に限ります。
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1.新規教室の開講について
　かんまきときめきクラブで
は、令和4年9月より次の新
規教室を開講します。
★新町教室★
▶とき　初回　9月15日（木）
以降　毎週木曜日　
①午前10：00～　
②午前11：00～
▶定員　それぞれ　7名ずつ

（計14名）
▶ところ　新町第二公民館
2.対象
　上牧町在住(概ね40歳以
上)のかたで医師から運動を
制限されていないかた
※すでに他教室に参加されてい

るかたは申し込みできません。
3.申し込み方法
・8月2日(火)午前8時30分か

ら受付を開始します。
・上牧町保健福祉センター
（2000年会館内）生き活
き対策課　⑥番窓口

　または、電話にてお申込み
ください。

※各教室の定員に達し次第
キャンセル待ちとなります。

※お申し込みは本人のみです。
（代理申し込みは不可）

▶問合先
上牧町地域包括支援センター
TEL 79－2020

▶とき　8月31日（水）
午後1時30分から
▶ところ　2000年会館
2階　会議室1・2
▶その他　傍聴を希望される
かたは、会議の開催予定時刻
の10分前までに会場にお越
しください。（先着10名）
▶問合先　生き活き対策課
介護保険係
TEL 79－2020

　戦争体験の全くない現代の
高校生が、被爆体験証言者か
ら詳細に被爆体験を聴き、約
一年かけて仕上げました。
▶とき　8月6日（土）から
8月8日（月）
午前10時から午後3時
※初日のみ午前11時から
▶場所　ラスパ西大和　店内　
ささゆりルーム
▶問合先　新日本婦人の会
上牧支部
TEL 72－0925（芦辺）

　上牧町内の都市計画道路の
うち、河合濁香滝線・服部台
明星線・五軒屋南上牧線の3
路線の変更（廃止）の原案に
関する公聴会を開催します。

地域体操教室
「かんまきときめきクラブ」
についてのお知らせ

上牧町第8期介護保険事業
計画策定委員会（検証）を

開催します

「原爆の絵」展

大和都市計画道路の変更
（廃止）に関する公聴会を

開催します

公聴会で意見を述べたいと
思われるかたはお申込みく
ださい。

（公述人がいない場合：中止
8月26日（金）町ホームペー
ジで公表）
▶とき
9月1日(木)　午後2時から
▶ところ　
上牧町役場　2階　
第2会議室
▶対象者
町内在住者およびその他の利
害関係者
▶申し込み方法
①氏名
②住所
③電話番号
④意見の要旨及びその理由
を記載した公述申出書をまち
づくり推進課へ提出してくだ
さい。
▶公述申出書入手方法
1.町ホームページ
2.まちづくり推進課　窓口

（役場2階）
▶提出先　次のいずれかで提
出してください。
①郵送 〒639－0293
上牧町大字上牧3350番地
上牧町役場
まちづくり推進課　宛
②FAX　76－1002
③メール　machidukuri@town.
kanmaki.lg.jp
▶提出期限
8月24日（水）必着
▶原案はこちらでご覧いただ
けます

【閲覧方法1】町ホームページ
【閲覧方法2】まちづくり推進課　
窓口（午前8時30分から午後
5時15分まで）
閲覧期間：8月10日（水）か
ら8月24日（水）まで

▶問合先　まちづくり推進課
都市計画係
TEL 76－2503
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・家庭ごみの焼却は禁止され
ています。

・接着剤、塗料を使用した合
板など、化学処理された木
材（建築廃材等）は、悪臭
発生の原因となるため使用
しないでください。

・薪が湿っていると、多量の
煙やスス、タールの発生原
因になります。

・薪は、十分に乾燥させてく
ださい。果樹などの剪定枝
を使用する場合でも、十分
に乾燥させてから使用して
ください。（目安として針
葉樹は半年以上、広葉樹は
1年以上を乾燥）

・薪を一度にたくさん入れす
ぎないようにしてください。

・自然木でも種類によって、
煙が多く発生することがあ
りますので、注意してくだ
さい。

・空気量を適正に調整してく
ださい。（空気の絞りすぎは
煙発生の原因となります。）

・暖炉・薪ストーブの保守点
検、煙突掃除を定期的に
行ってください。

・暖炉、薪ストーブの設置に伴
い、煙突の位置や高さ等につ
いて十分注意してください。

・煙や臭いが気になる場合は、
販売業者や施工業者と十分
に相談してください。

煙や臭いが周囲の迷惑になっ
ていないか、常に気配りをお
願いします。
▶問合先　建設環境課
TEL 76-2504

　近年、コロナ禍の巣ごもり需
要で、暖炉や薪ストーブを使用
されるご家庭が増えています。
　化石燃料を使用しない暖炉
や薪ストーブは、地球温暖化
対策として有効な一方、煙、
臭いやススの飛散による苦情
が、建設環境課へ寄せられて
きました。
　8月に入り、いっそう暑さの
厳しい日が続きますが、今冬に
向けて、再確認していただくた
め、暖炉や薪ストーブを使用す
る皆さまは、次の点にご留意い
ただき、快適な環境づくりにご
配慮をお願いします。

　令和4年9月30日をもって、
役場2階企画財政課前にありま
すハローワークの端末を撤去
することに伴い、役場での求人
情報オンライン閲覧サービス
を終了します。
　ハローワークが取り扱う求
人情報につきましては、引き続
きインターネット上で閲覧を
することができますので、適宜
ご利用ください。

https://www.hellowork.mhlw.
go.jp/kensaku/GECA110010.
do?action=initDisp&screenId
=GECA110010
▶問合先　
企画財政課　総合企画係　
TEL 76－2502

　いじめ・体罰・不登校・児
童虐待などの子どもの人権に
関わる問題の解決を図るた
め、人権擁護委員及び法務局
職員が無料・秘密厳守で相談
に応じます。
▶とき　8月26日（金）から
9月1日（木）までの午前8時
30分から午後7時まで
ただし、土・日曜日は午前10
時から午後5時まで
▶相談先　全国一斉「子ども
の人権110番」
TEL 0120－007－110

（フリーダイヤル）
携帯電話・スマートフォン使
用可、一部のIP電話使用不可

▶対象　県内在住の児童・生
徒及びその保護者などの大人
▶相談員　人権擁護委員及び
法務局職員
▶問合先
奈良地方法務局人権擁護課
TEL 0742－23－5457

暖炉や薪ストーブの
適切な使用について

求人情報オンライン提供端末
の閲覧サービスを終了します

全国一斉「子どもの人権
110番」強化週間

上牧町中央公民館
《パネル展示》
〇書道クラブ青竹会　
7月29日（金）から8月26日（金）まで
〇西大和水彩画クラブ　
8月26日（金）から9月23日（金）まで

《陳列ケース》
〇まきのは陶芸クラブ金曜日　
8月12日（金）から9月16日（金）まで
上牧町役場
〇書道クラブ遊墨会　
8月1日（月）から9月9日（金）まで
▶問合先　中央公民館
TEL 76－3610

文化協会作品発表会

Catalog
Pocket

広報「かんまき」を
多言語・読み上げアプリで
配信します

広報「かんまき」を
多言語・読み上げアプリで
配信します

アプリをインストール
した後、上のQRを読み
取ると広報「かんまき」
をご覧いただけます。

広報「かんまき」
（カタログポケット版）

広報「かんまき」が多言語や自動読み上げでスマート
フォンやタブレットから読めるようになりました。
専用無料アプリをダウンロードするだけで簡単に読
むことができますので、ぜひご利用ください。 

広報「かんまき」が多言語や自動読み上げでスマート
フォンやタブレットから読めるようになりました。
専用無料アプリをダウンロードするだけで簡単に読
むことができますので、ぜひご利用ください。 

①上牧町公式LINEのトーク画面内メニュー
から「受信設定」を選択してください。

※初めて「受信設定」を開いたかたには
右図の認証画面が出ますので、注意事
項を確認の上、「許可する」を選択して
ください。

②受信設定内から「お知らせ受信設定」を
　選択してください。

③おしらせ受信設定から興味のある項目をオンにして設定して
ください。

　今後、受信設定をオンにした項目について、町から発信した
情報を受信することができます。

上牧町公式 LINE の受信設定をお願いします！
　上牧町公式LINEで利用者の興味関心のあるお知らせのみ届くように設定することができるように
なりました！下記の手順で受信設定をお願いします。

問合先：秘書人事課 ☎76－2501

※緊急のお知らせなどはオフにしていても届くことがあります。

①

②

③ オン→

オン→
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上牧町職員採用試験案内（令和5年4月採用）

上牧町職員採用試験

採用試験の詳細は町ホームページをご覧ください。
ホームページアドレス

https://www.town.kanmaki.nara.jp/

１次試験はテストセンター方式
※各地に設置されたテストセンター会場のうちから
　受験者が選択

申込期間：令和4年8月17日（水）から8月31日（水）

１次試験日：令和4年9月16日（金）から10月4日（火）

申し込みはインターネット【ｅ古都なら】のみとなります。

【問い合わせ先】
　上牧町　総務部　秘書人事課
　　TEL：0745－76－2501
　　E-mail：hisyo@town.kanmaki.lg.jp

職　　種 採用予定人数 受　　験　　資　　格

一般行政職

上級

中級

初級

学校教育法による大学(短期大学を除く。以
下同じ)を卒業した人、又は2023年(令和5年)
3月31日までに卒業見込みの人

若干名
学校教育法による短期大学(大学を除く)を卒
業した人、又は2023年(令和5年)3月31日まで
に卒業見込みの人

学校教育法による高等学校を卒業した人、又
は2023年(令和5年)3月31日までに卒業見込み
の人

保健師 1名

1990年（平成2年）4月2日
以降に生まれた人

1992年（平成4年）4月2日
以降に生まれた人

1994年（平成6年）4月2日
以降に生まれた人

1994年（平成6年）4月2日以降に生まれた人で、保健師免許を有する人、又は
2023年（令和5年)3月31日までに保健師免許を取得できる見込みの人

撮影用のため一時的にマスクをはずさせていただいています

　社会的・地域的な課題の解決に向けて、町民の皆さんにより組織される団体が自主的・自立

的に取り組む公益性のある事業に対して、補助金を交付する「上牧町協働のまちづくり公募型

補助金」について、追加募集を行います。

　自由なテーマで、町民の皆さんの知識・経験・アイデアを生かして行う事業を募集しています！

募集期間

対
象

補
助
限
度

補助金の種類

申請から実績報告までの流れ

応募書類の提出

実績報告書の提出

※事業完了後30日以内

審査

・書類審査（資格要件等）

・プレゼンテーション審査

審査結果の通知

・交付決定通知書の送付

・補助金の交付請求

事業実施

※事業実施期間

交付決定日～令和5年2月28日

問い合わせ

企画財政課
TEL：0745 76 2502 FAX：0745 76 1002

メール：seisaku@town.kanmaki.lg.jp

〒639 0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350番地

申請方法（募集要項）や過去の補助

事業については、町ホームページか

らご確認いただけます。

「自由提案事業補助金」

上限15万円
（補助率100％）

※同一団体への交付は、原則3回
まで

　自由なテーマで提案した社会
的・地域的な課題の解決に資す
る事業

「スキル活用事業補助金」

上限15万円
（補助率50％）

※同一団体への交付は、原則2回
まで

　団体の持つ知識や経験を生か
し自立した活動を展開すること
で、社会的・地域的な課題の解
決に資する事業

「自立事業化前提型補助金」

上限50万円
（補助率100％）

※同一団体への交付は、原則1回
まで

　地域で抱える課題をビジネス
の手法（サービスの受け手から
対価を徴収する方法）により解
決する事業

町ホームページ
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お問い合せ先

令和3年度

参加児童

 154人！

に入りませんか？

のみなさまへ小学１～３年生の保護者

まきっ子塾

小学校１年生から３年生を対象に家庭学習の支援や

保護者のかたの負担軽減を目的に行っています。

まきっ子塾って？

水曜日の放課後１時間程度、小学校の特別教室などを利用して勉強しています。

いつ、どこで勉強しているの？

参加費用は？　　　無料です。

３～４人の児童に対して１人の学習アドバイザーが学習支援を

行うグループ学習で、少人数でのきめ細やかな指導を行っています。

宿題からはじめ、終わったら復習のためにまきっ子プリントをします。

勉強の進め方は？

退職した教員経験者や将来教員を目指す学生です。

学習アドバイザーはどんな人？

すごく楽しく「まきっ子塾」に通っています！（上小保護者）

ほめてもらえるので、勉強に意欲的になりました！（二小保護者）

仕事で帰りが遅いので、宿題が終わっていて助かります！（三小保護者）

児童や保護者からの評判は？

児童・学習アドバイザーに検温を行い、マスクを着用し、学習時はアクリル板を活用するなど、

新型コロナウイルス感染症対策を徹底したうえでまきっ子塾を行います。

新型コロナウイルス感染症対策は？

塾終了後は？

学童に通われているお子さんは学童まで送り届けています。

学童に通われていないお子さんは保護者の皆様が必ずお迎えに

来てください。

２学期は９月７日（水）から開始予定です。

参加を希望するかたは、上牧町役場社会教育課、または各小学校にお問い合わせください。

いつからはじまるの？

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、やむを得ず「まきっ子塾」を中止する

場合がありますので、ご了承ください。

上 牧 町 役 場　社会教育課

上 牧 小 学 校　まきっ子塾

上牧第二小学校　まきっ子塾

上牧第三小学校　まきっ子塾　

０７４５－７６－２５３２

０９０－１１３０－６５７３

０９０－１１３０－６７５６

０９０－１１３０－７３５４

令和４年度　受講者募集！！

脳の健康教室
脳の健康教室ってどんな教室？

★「脳の健康教室」 は、 認知症予防を目的とした６５歳以上のかた
が対象の教室です。

★毎週火曜日、 半年間の教室です。 「楽習(がくしゅう)」 （簡単な
読み書き ・計算） と参加者同士のコミュニケーションを通して 「脳
の健康づくり」 を行います。

★30分程度の 「楽習」 に加え、 介護予防の体操やレクリエーション
など楽しい企画も盛りだくさん！気軽に楽しく通えるおすすめの教室
です。

★受講料は無料です。

上牧町在住の65歳以上のかた
※受講が決定したかたに後日詳細を記した案内文を送付します。
令和4年9月6日 （火） ～　令和5年3月7日 （火）

毎週火曜日 （全26回）

30名
2000年会館 （上牧町保健福祉センター）

：

：
 

：

：
：

教 室 対 象 者

教室開催期間
　

教 室 の 時 間

定 員
教 室 の 会 場

：

：

申込期間

申 込 先

※本人 ・ 家族のかたがお申込みください。
※受講が決定したかたに、 後日案内文を送付しますので必ずご確認ください。

8月4日 （木） ～ 8月10日 （水） 平日8 ： 30 ～ 17 ： 15
※先着順。 定員に達し次第募集を締め切ります。
上牧町地域包括支援センター （2000年会館内）⑥窓口

がく しゅう

窓口にお越しいただ
くか電話でお申込み
ください。

※新型コロナウイルスの流行状況などにより、 変更の可能性があります。

〒639－0214　上牧町大字上牧3245－1

☎0745－79－2020

楽習 レクリエーション

① 　９：３０～１０：００ １０：１０～１０：４０

② １０：１０～１０：４０ 　９：３０～１０：００

③ １０：５０～１１：２０ １０：１０～１０：４０

※会場の都合により、 レクリエーションを実施しない日が
あります。

※申し込みのときに、 希望の時間帯をお伝えください。
先着順のためご希望の時間に添えない場合があります。

※レクリエーションでは介護予防体操などをする予定で
す。 参加は任意です。
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　令和5年度の上牧幼稚園新
入園児を募集します。

《5歳児》
2017年（平成29年）4月2
日から2018年（平成30年）
4月1日までに生まれた町内
在住のお子さん

《4歳児》
2018年（平成30年）4月2
日から2019年（平成31年）
4月1日までに生まれた町内
在住のお子さん

《3歳児》
2019年（平成31年）4月2
日から2020年（令和2年）4
月1日までに生まれた町内在
住のお子さん
▶募集人員
5歳児　若干名
4歳児　若干名　
3歳児　60名程度
▶募集期間　
9月2日（金）と5日（月）の
午前9時から午後4時まで
▶受付場所　上牧幼稚園
▶保育時間
★平常保育　午前8時30分か
ら午後2時30分まで　
★午前中保育（第1・第3・
第5水曜日）午前8時30分か
ら11時30分まで　
※1学期のみ火曜日は、お弁

当持参となります。

▶保育料は無料です。
（給食費など諸経費は自費と
なります。）
▶その他
★預かり保育を実施しています。
平常保育の日　午後2時30分
から午後4時まで
夏期休業中のうち預かり保育
実施日　午前9時から午後4
時まで
★入園願書受付期間中は自由に
見学していただいて結構です。
★入園願書は、こども未来課
と上牧幼稚園で8月1日（月）
から配布します。なお、願書
の受付は上牧幼稚園のみで行
います。受付の際に印鑑をお
持ちください。
※駐車場がありませんので、

車での来園はご遠慮くださ
い。入園後のバスの送迎に
ついては、園の方針に従っ
てください。

▶問合先　
こども未来課　TEL 43－5034
上牧幼稚園　TEL 32－0700

▶とき　8月19日（金）
午後1時30分から3時30分
▶場所　保健福祉センター

（2000年会館） 調理実習室
▶内容　豆腐クリームのパン
グラタン、ラッシー、ぷちぷ
ちフルーツポンチ（2022年
度中は同じメニューです）
▶対象　4歳から小学校6年
生の親子
▶定員　親子合わせて12名

（3家族）まで（1家族で調理
台1台使用となります。）
▶費用　大人200円、子ども

　本町における地域防災力のさ
らなる向上及び災害に強い安全
で安心して暮らせるまちづくり
を推進するため重要である自主
防災組織のリーダーとなる防災
士の資格取得に関し、つぎのと
おり参加者を募集します。
▶主催　奈良県
▶日程　3日間
1日目：10月2日（日）
2日目：11月6日（日）
3日目：11月26日（土）
▶会場　奈良県社会福祉総合
センター（橿原市大久保町
320番11）
▶受講料　防災士の資格取得
に係る費用については、「上牧
町防災士資格取得支援助成金
交付要綱」に基づき助成します。
▶申込　奈良県へ直接お申込
みください。
〇その他、開催要領等は、県安
全･安心まちづくり推進課ホー
ムページに掲載しています。
http://www.pref .nara.
jp/6448.htm

100円
▶持ち物　エプロン・三角巾・
手拭きタオル
▶マスク着用、自宅で検温お
願いします。
▶申込方法　8月3日（水）
午前8時30分から
窓口または電話で生き活き対
策課（2000年会館）へお申
し込みください。
TEL 79－2020

上牧幼稚園新入園児の
募集について

「親子で作るおやつ教室」
参加者募集

令和4年度奈良県自主防犯・
防災リーダー研修（防災士養成
講座）の参加者募集について
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夏休みの宿題はおまかせ！
一緒に不思議を体験しよう
▶とき　8月19日（金）午後2時～3時30分
▶ところ　役場西館3階　集会室
▶講師　奥田　俊詞さん（畿央大学教育学部教授）
▶定員　20名（定員を超えた場合は抽選）
▶対象　小学5・6年生　
▶費用　無料
▶申込方法　8月2日（火）から9日（火）までの間にQRコードを読み取っていただいてお申し
込みください。また、電話でもお申し込みいただけます。（電話の場合は、平日午前8時30分か
ら午後5時15分まで）
▶その他　新型コロナウイルス感染状況により中止する場合があります。
申込数が定員を超えた場合は、公開抽選を行います。
公開抽選日は8月12日（金）午前10時から役場西館3階集会室にて行います。
抽選結果については、QRコードからお申し込みのかたは申込時のメールアドレスに、
電話にてお申し込みのかたは電話にて連絡します。
▶問合先　社会教育課　TEL 76－2532（直通）

小さなイスを作ってみよう。
夏休みの思い出に親子でご参加ください！
▶とき　8月23日（火）

①午前9時30分～12時
②午後1時30分～4時

▶ところ　中央公民館　工芸室
▶講師　村上　龍児さん（工房龍　木工作家）
▶定員　各回8組（定員を超えた場合は抽選）
▶対象　5歳から小学4年生まで（保護者同伴）
▶費用　無料
▶申込方法　8月2日（火）から9日（火）までの間にQRコードを読み取っていただいてお申し込みくだ
さい。また、電話でもお申し込みいただけます。（電話の場合は、平日午前8時30分から午後5時15分まで）
▶その他　新型コロナウイルス感染状況により中止する場合があります。
昨年度に参加されたかたは申し込みできません。
当日はケガを防止するため、運動靴などをはいてきてください。（サンダル等不可）
申込数が定員を超えた場合は、公開抽選を行います。
公開抽選日は8月12日（金）午前10時から役場西館3階集会室にて行います。
抽選結果については、QRコードからお申し込みのかたは申込時のメールアド
レスに、電話にてお申し込みのかたは電話にて連絡します。
▶問合先　社会教育課　TEL 76－2532（直通）

「親子で楽しむ木工教室」―夏休み子ども体験学習―

「液体窒素を使った低温の世界」―夏休み子ども体験学習―

19



　新型コロナウイルス感染症が世界中で大流行することにより、多くの人々
が将来のことに不安を感じています。このような時代だからこそ、お互いの
存在を大切に思い、お互いの違いをありのままに受け入れる「やさしさ」を
大切にするメッセージを募集します。
▶文字数
タイトル15字以内（句読点・記号を含む）
メッセージ100字以内（句読点・記号を含む）
▶部門　小学生の部、中学生の部、高校生・一般の部
▶応募〆切　令和4年9月8日（木）必着
▶応募先・問合先
奈良県文化・教育・くらし創造部人権施策課啓発推進係
TEL 0742－27－8719　　FAX 0742－27－8721
※詳しい募集要項と応募用紙は上牧町社会教育課にあります。また、「奈

良県人権施策課ホームページ」からもダウンロードできます。昨年度
の「奈良県人権メッセージ作品集」は社会教育課にありますので、ご覧
になりたいかたは、お越しください。その他、「人は等しい」、「てんい
ち先生とひかりちゃんで学ぶー4コマまんがー」、「不安を差別につなげ
ちゃいけない」等の啓発パンフレットもありますので、ご利用ください。

　新型コロナウイルスの影響
で外出の機会が減っている今
だからこそ、おうちでの過ごし
方はとても重要です。ハッピー
ライフ教室は室内でできるス
トレッチや筋トレを学び、運動
習慣を身につける全8回の教室
です。教室に参加して効果的な
方法を身につけましょう！
※新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、マスクの着用
や体温計測などへのご協力を
お願いします。
▶対象者　65歳以上の上牧
町民で、運動に支障がある心
疾患などの治療中でないかた
▶定員　12名（先着順。た
だし、申し込みが8名に満た
ない場合は教室を開催しませ
ん。また、定員に限りがある
ため、申し込みが定員を上回
る場合、令和4年度第1クー

ル（5月12日～6月30日）の
教室に参加したかたはご辞退
いただく場合があります。ご
了承ください。）
▶とき　9月8日（木）～10月
27日（木）までの毎週木曜日

（全8回）
午後2時～3時30分まで
▶ところ　2000年会館
機能訓練室
▶申込方法　8月9日（火）、
10日（水）までの午前8時30
分から午後5時15分の間に地域
包括ケア推進係の⑥窓口また
は電話でお申し込みください。
▶問合先　生き活き対策課　
地域包括ケア推進係（2000
年会館内）
TEL 79－2020

▶とき　
9月4日（日）雨天中止

選手集合は午前8時、試合開
始は午前9時
▶ところ　健民グラウンド、
上牧中学校グラウンド
▶対象者　町内在住・在勤の
高校生以上の男女のかた又は
スポーツクラブ登録チーム
▶参加資格　参加チームは、
監督・コーチ・選手合わせて
20名以内とします。
女子の部については、参加が
1チーム以下の場合は中止と
します。
▶申込期間　8月17日（水）
から28日（日）まで
▶問合先　　社会教育課　ス
ポーツ振興係（第一町民体育
館内・月曜休館日）
TEL 78－0118
※新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、開会式は中
止します。

※新型コロナウイルス感染症
の拡大状況により大会を中
止する場合があります。

ハッピーライフ教室
参加者募集!!

2022会長杯ソフトボール
大会参加チーム募集！

人権メッセージを募集します　募集テーマ「やさしさ」
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　10月25日（火）から10月
27日（木）まで、文化センター

（中央公民館・ペガサスホー
ルロビー）で開催の、上牧町
文化祭に展示する作品を住民
のみなさんから募集します。
▶対象者　町内在住のかた
▶応募種目　展示の部は、絵
画・工芸・手芸・書道・造花・
写真など、壁や机などを使って
展示出来るもので、作品数は
1人1点とさせていただきます。
▶定員　展示の部　先着40名
※ただし、受付開始時に定員

以上に並ぶ場合は公開抽選
とさせて頂きます。

▶対象　子育ての仕事に就職
または転職希望のかた
子育ての仕事に関心のあるかた
保育士、放課後児童支援員を
めざしているかた
▶日時　9月3日（土）午前
10時30分から午後3時30分
〇午前10時30分から正午…

バックアップセミナー
〇正午から午後3時30分まで…

面談コーナー
▶会場　奈良県コンベンショ
ンセンター　2階中会議室
▶内容　奈良県の子育ての職
場の合同求人説明会です。
・就職バックアップセミナー
・子育ての施設・事業所との

面談コーナー（24法人参
加予定）

・保育・放課後児童クラブの
仕事相談コーナー

・ハローワーク相談コーナー
▶費用　無料（事前申込不要、
無資格・未経験可、履歴書不
要、入退場自由）
▶問合先　
奈良県保育人材バンク
TEL 0744－29－0160

▶受付期間　
8月9日（火）から16日（火）
までの午前9時から午後5時
まで（月曜休館）
▶受付場所
上牧町文化センター内中央公
民館事務所
※電話受付不可
▶問合先
上牧町文化センター内中央公
民館事務所
TEL 76－3610　奈良県広域消防組合では、

令和5年4月1日採用予定の消
防職員を募集します。
▶募集区分　高校区分
▶募集案内詳細　
8月上旬にホームページにて
掲載予定

（URL:http://www.naraksk119.jp）
▶問合先
橿原市慈明寺町149番地の3
奈良県広域消防組合消防本部
人事企画課人事係
TEL 0744－20－1119

▶開催日時等
中南和展
・公開期間
　11月2日（水）～11月8日
（火）午前10時～午後5時　

※11月7日（月）は休館　　
　11月8日（火）は午前12

時まで
・開催場所
　奈良県立万葉文化館
　企画展示室
北和展
・公開期間
　12月3日（土）～12月8日
（木）午前9時～午後5時　

※12月5日（月）は休館
　12月8日（木）は午前12

時まで
・開催場所
　奈良県文化会館　展示室

Ａ、Ｂ及び特別展示室
▶作品受付対象者
①上牧町に在住する障がい

児・者
②上牧町の施設に入所・通所

する障がい児・者
▶種目
絵画、写真、書道、工芸、手
芸、文芸（短歌、俳句、川柳）、
コンピュータ・タイプアート
の7種目
▶出品点数
種目、個人作品、合同作品を
問わず、1人1点とします。
▶申請書類
出品申込書（第1号様式）
※出品申込書は、福祉課の窓

口に備え付けています。
▶申込書提出期限
9月7日（水）
▶作品提出期限
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▶提出先
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2022」開催について
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消防組合消防職員採用
募集案内【後期】

第50回　奈良県障害者作品展
（中南和展・北和展）の開催と

作品募集について
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新型コロナウイルス感染対策の為、ご見学いただける場所に一定の制限がございます。

受付
時間

9：00～17：00
（土・日・祝日を除く）

〒636-0071 奈良県北葛城郡河合町高塚台1-8-1 スマホからQRコードでアクセス

居室サービス課 作業療法士/ 奈良県認知症介護指導者 がお届けする

「認知症であっても、その方らしいお暮らしを･･･園の取組みから」（13時30分 開場）（13時30分 開場）
14時00分 開会14時00分 開会
9月13日 火曜日9月13日 火曜日

見学会のご案内 見学 + セミナー 要予約・定員20名要予約・定員20名
参 加 無 料参 加 無 料奈良ニッセイエデンの園場所

よよ いい ろうろう ごご

広告広告
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レシピ／栄養教諭：廣川伊希子さん、学校栄養職員：小澤沙耶さん

　以前もご紹介した、「まごわやさしい」の合言葉を覚えて
いますか？「健康的な食生活を送るための食材の頭文字」を
語呂合わせしたものです。「ま…豆類」「ご…ごまなどの種
実類」「わ…わかめなどの藻類」「や…野菜類」「さ…魚な
どの魚介類」「し…しいたけなどのきのこ類」「い…いも
類」を表しています。
　今回は、「まごわやさしい」の食材を使用したレシピで
す。マヨネーズやまぐろフレークと和えることで、大豆や野
菜が苦手なお子さんもチャレンジしやすいのではないでしょ
うか。大豆はくだいて使うとさらに食べやすくなります。

　お子さんと一緒に料理をすることで親子のコミュ
ニケーションをより密にし、お子さんの感覚が研ぎ
澄まされる効果があるとも言われております。学校
給食のメニューからご紹介します。

①きゅうり・・・輪切り
　キャベツ・・・せん切り
　乾燥わかめ・・・もどして水気をきる
②大豆、①の野菜をゆでる。
③②の水気をきり、冷めたら材料をすべて
合わせてマヨネーズで和える。

作り方材料

学校給食のメ
ニューから

家庭用４人分
大豆（水煮）
きゅうり
キャベツ
まぐろフレーク（水煮）
乾燥わかめ
マヨネーズ

８０ｇ
４０ｇ（１／２本）
８０ｇ（中２枚）
４０ｇ
２ｇ
大さじ４

………………
…………………
…………………

…
………………
…………………

親子でマルシェNo.34子どもの

五感を養う

大豆サラダ

と　き 受付時間対象者

個別通知します。

個別通知します。

令和4年4月1日～5月12日生まれ

令和3年10月1日～11月12日生まれ

個別通知します。令和2年12月・令和3年1月生まれ

8月12日（金）午後

8月17日（水）午後

3か月児健康診査

1歳8か月児健康診査

10か月児健康診査

［教室に参加されたかたの感想］
・具体的に摂取する食べ物がわかった。
・陣痛の話や安産に向けていろんなポイントを説明してもらえたので、

安心して出産に望めそうです。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、時間を調整し、個別通知します。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、
　内容が変更になる場合があります。ご了承ください。

＊乳幼児健康診査＊ ところ：保健福祉センター（2000年会館）集団検診室 問合先：生き活き対策課　☎79－2020

☆新型コロナウイルス感染症の影響により、内容が変更になる場合があります。ご了承ください。

と　き 内　容受付時間

糖尿病・高血圧・高脂血症・禁煙・生活習慣を改善
したいなど、何でもお気軽にご相談ください。9：00～12：008月23日（火）☆【要予約】

　成人健康相談

＊相談事業＊　ところ：保健福祉センター（2000年会館） 問合先：生き活き対策課　☎79－2020

と　き 内　容実施時間 対象者

・分娩の経過と呼吸法
・母乳育児について
・妊娠中によいお食事の話　他
【持参品】母子健康手帳・筆記用具

９：30～

11：30

妊婦さんと
パートナー8月25日（木）

☆【要予約】
　プレパパママ教室
　　　　　（無料）

＊プレパパママ教室＊　ところ：保健福祉センター（2000年会館内）集団検診室 問合先：こども未来課　☎43－5034

と　き 受付時間 内　容

９：00～

11：30

対象者

乳幼児
（０歳～就学前
　までのお子さん）
　と保護者

8月9日（火）

8月26日（金）

☆【要予約】
　乳幼児相談
　　（無料）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ささゆりルームでの乳幼児相談は中止させていただきます。

＊乳幼児相談＊　ところ：保健福祉センター（2000年会館内）集団検診室 問合先：こども未来課　☎43－5034

身体計測・育児・離乳食・栄養相談
【持参品】母子健康手帳、バスタオル
お子さんと保護者のかたの体温測定・マスク着用（2歳
未満のお子さんのマスク着用は保護者の判断でお願い
します。）のうえ、お越しください。

と　き 受付時間 内　容

10：30～

11：00

対象者

3～5か月の乳児の
保護者8月9日（火）

☆【要予約】
　離乳食教室
　　（無料）

＊離乳食教室＊　ところ：保健福祉センター（2000年会館内）調理実習室 問合先：こども未来課　☎43－5034

栄養士が離乳食開始から初期についての説明をします。
初期離乳食の展示。
【持参品】母子健康手帳

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来所者の重複を避ける目的で、妊娠届（母子健康手帳の交付）を予約制にしています。
問合先：こども未来課　TEL 43－5034

＊妊娠届の予約制について

＊プレイルーム利用日について
平日の午前9時から午後4時45分まで利用できます（12時～13時は消毒のため利用できません）。
利用人数制限（10名以内）を設けています。
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図書館通信
新刊
紹介

L i b r a r y  c o m m u n i c a t i o n

●複写サービス　●自習室の利用（利用制限付き）　●新聞の閲覧、インターネット端末の利用を再開
しました。滞在時間60分程度、図書の貸出・返却、閲覧再開しています。　　　　　　☎ 78-9903

上牧町ホームページ・図書館ページ
から蔵書検索ができます。

※本、ＡＶ資料は期限内に返却しましょう。

ボランティア
グループ
ピーターパン
おすすめの本

本は図書館に展示していますので読んでください。

図書館カレンダー

9月のお話会ピーターパン

休館日のお知らせ

・
（月）
8 1/

（月）
8

（月）
15

（月）
22

（月）
29

（水）
31・・ ・ ・

※毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）
　毎月末日（休館日にあたる時はその翌日も休館）
※日程につきましては諸般の事情により変更
になる場合があります。

　今年の平和祈念資料展は学童疎開船の対馬丸に焦点
を当てて開催し、特別企画として朗読劇を行います。
　“暗くつらい戦時でも「夢」は持っていました。で
も生きていればこその「夢」。犠牲になった彼らの無
くしてしまった「夢」。彼らが持っていたであろう未

来への「夢」。その「夢の未来」に私たちは生きています。”（財団法人対馬丸記念館のリー
フレットより抜粋）を読んだとき胸が痛みました。
　8月6日に上演する朗読劇もこの言葉から始まります。太平洋戦争終結から77年が経
とうとしています。昭和がまた遠くなりました。いま「対馬丸」を語ることは「史実の
継承と命の尊さを実感すること」それが平和への希望です。
　朗読劇には私も少しだけ出演します。願いをこめて発信します。

編集後記

Y のあとがき

1 2

3 4

　田中角栄といえば、議員立法で33の
法案を成立させ、国土開発計画の提唱、
独自の資源外交など、先見性と構想性
に富んだ優れた政策立案者であったこ
とでも知られています。今、彼が首相で
あれば、どのような政策を打ち出して、
混迷日本を変えるかを大胆に予想しま
す。

　NHK　Eテレ「クインテット」の音楽や
ヒット曲「マツケンサンバⅡ」等を手掛け
た作曲家宮川彬良（あきら）。本書は、
数々の名曲誕生の舞台裏、偉大な父・泰
との思い出など、音楽に惑い、もがき、
悦びに満ちた日々を綴った初エッセイ
集です。

　ペットボトルが地球を壊してい
る!?この本では、どうしてゴミが
地球にとって悪者なのかを説明
し、ゴミをなくして地球を守るた
めのリサイクルやリユースなど
を紹介します。小学生にも楽しく
わかるSDGs入門絵本。（児童
書）

　おじいちゃんもお父さんも、
子どものころに夢中になって遊
んだ「おとうさんのぼり」。道具
はいらず、おとうさんにつかまっ
て一生懸命のぼります。そして
最後は決めポーズ!この本は親
子3世代にわたるふれあいの物
語です。（児童書）

　ショートケーキが売れ残ることはな
い。だからバイトで買って帰れるものは
もっぱら安めのケーキだ。この本は、表
題作など、誰からも愛されるショートケ
ーキをめぐる5つの物語を収録。『オー
ル讀物』『別冊文藝春秋』に掲載された
ものを改稿し単行本化。

「アキラさん」は音楽を楽しむ天才
●宮川　彬良 著・NHK出版

ショートケーキ
●坂木　司 著・文藝春秋

田中角栄がいま、首相だったら
●田原　総一朗 著・前野　雅弥 著・プレジデント社

おとうさんのぼり
●くすのき しげのり さく・学研プラス

きみの地球を守って
●フィリップ・バンティング著・光文社
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ピーターパンによる「お話会」を再開し
ます！絵本の読み聞かせ、手遊びなど一
緒に楽しみましょう。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況
によっては、イベントの中止や延期
になる場合があります。

と き
ところ

9月3日（土）午前10時30分～11時
上牧町中央公民館1階大会議室
（図書館下です）
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実は関係している!?
生活習慣病とがんのリスク関係

【令和４年度ヘルシー教室　日程】

対象者：上牧町にお住まいの40歳～概ね65歳までのかた

生き活き対策課⑤番窓口（2000年会館）
または　TEL：79－2020　　FAX：79－2021

第 1 回：　9月　8日（木）上記講演会
第 4 回：10月　6日（木）
第 7 回：10月27日（木）
第10回：12月　5日（月）

第 2 回：　9月13日（火）
第 5 回：10月11日（火）
第 8 回：11月　7日（月）
第11回：令和5年2月6日（月）同窓会

第 3 回：　9月26日（月）
第 6 回：10月17日（月）
第 9 回：11月21日（月）

～令和４年度ヘルシー教室のご案内～
生活習慣改善が気になるけど、なかなか取り組むきっかけがないあなたに！
ぜひ、ご参加ください

　特定健診の結果で脂質異常症や高血圧症、高血糖などはありませんでしたか？これらは放っておくと自覚症状
なく進行し、脳梗塞や心筋梗塞などの病気を引き起こします。また、最近では生活習慣とがんの発症率の関係も
示唆されています。ご自身のため、ご家族のために生活習慣を見直しませんか？
　上牧町では、下記の講演会を初回とする日程で、ヘルシー教室を実施します。生活習慣を改善したい住民の皆
さんをサポートできるように保健師・管理栄養士・健康運動指導士などが、運動や食事について一緒に改善に取
り組みます！一人ではなかなか続けづらいことも、継続しやすくなりますよ！同じ目標を持つ仲間と一緒に、あ
なたも生活習慣改善に取り組みませんか？

※新型コロナウイルス感染症予防の観点から、少人数制で間隔を十分にとって、換気・手指消毒などの感染予防
対策を十分に取りながら実施します。また高血圧症のコントロールが不良のかた、医師から運動制限を受けて
いるかたは、安全のため教室への参加はご遠慮ください。

申込・問合せ

日　時 9月8日（木）　午後2時～3時30分

場　所 2000年会館２階　会議室１・２

講　師 にしやまと糖尿病内科クリニック院長　能登　貴史 先生

費　用 無料（先着 45名）（事前申し込み必要）

の と たか し

令和4年度　町民健康講座

講演会のみのご参加でも大丈夫ですよ！どなたでもどうぞ！

受付期間：8月1日（月）～8月10日（水）まで



図書館通信
新刊
紹介

L i b r a r y  c o m m u n i c a t i o n

●複写サービス　●自習室の利用（利用制限付き）　●新聞の閲覧、インターネット端末の利用を再開
しました。滞在時間60分程度、図書の貸出・返却、閲覧再開しています。　　　　　　☎ 78-9903

上牧町ホームページ・図書館ページ
から蔵書検索ができます。

※本、ＡＶ資料は期限内に返却しましょう。

ボランティア
グループ
ピーターパン
おすすめの本

本は図書館に展示していますので読んでください。

図書館カレンダー

9月のお話会ピーターパン

休館日のお知らせ

・
（月）
8 1/

（月）
8

（月）
15

（月）
22

（月）
29

（水）
31・・ ・ ・

※毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）
　毎月末日（休館日にあたる時はその翌日も休館）
※日程につきましては諸般の事情により変更
になる場合があります。

　今年の平和祈念資料展は学童疎開船の対馬丸に焦点
を当てて開催し、特別企画として朗読劇を行います。
　“暗くつらい戦時でも「夢」は持っていました。で
も生きていればこその「夢」。犠牲になった彼らの無
くしてしまった「夢」。彼らが持っていたであろう未

来への「夢」。その「夢の未来」に私たちは生きています。”（財団法人対馬丸記念館のリー
フレットより抜粋）を読んだとき胸が痛みました。
　8月6日に上演する朗読劇もこの言葉から始まります。太平洋戦争終結から77年が経
とうとしています。昭和がまた遠くなりました。いま「対馬丸」を語ることは「史実の
継承と命の尊さを実感すること」それが平和への希望です。
　朗読劇には私も少しだけ出演します。願いをこめて発信します。

編集後記

Y のあとがき

1 2

3 4

　田中角栄といえば、議員立法で33の
法案を成立させ、国土開発計画の提唱、
独自の資源外交など、先見性と構想性
に富んだ優れた政策立案者であったこ
とでも知られています。今、彼が首相で
あれば、どのような政策を打ち出して、
混迷日本を変えるかを大胆に予想しま
す。

　NHK　Eテレ「クインテット」の音楽や
ヒット曲「マツケンサンバⅡ」等を手掛け
た作曲家宮川彬良（あきら）。本書は、
数々の名曲誕生の舞台裏、偉大な父・泰
との思い出など、音楽に惑い、もがき、
悦びに満ちた日々を綴った初エッセイ
集です。

　ペットボトルが地球を壊してい
る!?この本では、どうしてゴミが
地球にとって悪者なのかを説明
し、ゴミをなくして地球を守るた
めのリサイクルやリユースなど
を紹介します。小学生にも楽しく
わかるSDGs入門絵本。（児童
書）

　おじいちゃんもお父さんも、
子どものころに夢中になって遊
んだ「おとうさんのぼり」。道具
はいらず、おとうさんにつかまっ
て一生懸命のぼります。そして
最後は決めポーズ!この本は親
子3世代にわたるふれあいの物
語です。（児童書）

　ショートケーキが売れ残ることはな
い。だからバイトで買って帰れるものは
もっぱら安めのケーキだ。この本は、表
題作など、誰からも愛されるショートケ
ーキをめぐる5つの物語を収録。『オー
ル讀物』『別冊文藝春秋』に掲載された
ものを改稿し単行本化。

「アキラさん」は音楽を楽しむ天才
●宮川　彬良 著・NHK出版

ショートケーキ
●坂木　司 著・文藝春秋

田中角栄がいま、首相だったら
●田原　総一朗 著・前野　雅弥 著・プレジデント社

おとうさんのぼり
●くすのき しげのり さく・学研プラス

きみの地球を守って
●フィリップ・バンティング著・光文社

『
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ピーターパンによる「お話会」を再開し
ます！絵本の読み聞かせ、手遊びなど一
緒に楽しみましょう。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況
によっては、イベントの中止や延期
になる場合があります。

と き
ところ

9月3日（土）午前10時30分～11時
上牧町中央公民館1階大会議室
（図書館下です）

25



こちら消費生活相談室です

消費者ホットライン：「１８８（いやや！）」番

毎週火曜日午後1時～午後5時、木曜日午前9時から午後1時
上牧町役場1階町民相談室（祝日は休室）　☎76－2501相談日

　「お試し」「初回限定〇〇％オフ」「解約可能」などとお得
感を強調したサプリメント、美容・化粧品、健康食品など
のネット注文は【注文を確定】を押してしまう前に必ず確認！
　カウントダウン表示に惑わされずに落ちついて！

〇１回限りの購入か？　継続的な購入か？
〇継続的な購入の場合、期間や回数が定められているか？
〇支払う総額はいくらか？
〇解約や返品が可能か？　その条件・方法は？
〇「利用規約」や「特定商取引に関する法律に基づく表記」の内容を確認したか？
（WEB画面上に必ずリンクが貼りつけられています。）
〇「最終確認画面」をスクリーンショットで保存したか？
（契約を取り消す際の証拠として残しておきましょう。注文後に条件などが変更され、
契約した当時の条件や表示が確認できなくなる恐れがあります。）

以上の確認・チェックをすることでトラブルの回避につながります。
気になったり困ったときには消費者ホットライン（１８８）へ相談しましょう。

こんなトラブルがあります。

ちょっと待って‼
そのネット注文“定期購入”ですよ！

「お試し実質無料！」「初回限定〇％オフ」
このような化粧品や健康食品などのWEB広告を見て「ならば初回注文だけで」との気持ちで
商品を“おトクにお試し”感覚で注文したつもりでも……
実際には、複数回の商品購入が条件となる“定期購入契約”を結んでしまっていたとの事例が急増しています。

※最終確認画面とは？

「いつでも解約できます」
そのような広告を見て「解約保証があれば安心」と気軽に注文したものの……
いざ解約をしようとすると、電話がつながらず連絡が取れないケースや、５回目までは解約が不可の
条件付きの契約だったというケースも。

インターネット通販において、消費者がその画面内に設けられている申込みボタン等を
クリックすることにより契約の申込みが完了することとなる画面のことを言います。

［最終確認画面］の確認ポイント

令和４年６月１日以降、特定商取引法の改正により、
事業者は消費者が誤認しないように、最終確認画面で明確に表示しなければならなくなりました。

６月１日以降、誤認させる表示により申し込みをした消費者は、
契約を取り消せる可能性があります。 【注文を確定】

ボタンを押す前に
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合　計 21,749（−28）

町の木 まき 町の花 ゆり

町の動き

※（　）は前月比

令和4年6月31日現在

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
相談にお越しの際は、マスクなどの予防
対策をしてお越しください。

各種相談 のご案内

地域密着型で効率的な広告

月1回、町内全戸配布の広告で商売繁盛

広報 かんまき い
ろ
あ
い

上牧町役場秘書人事課　　☎0745－76－2501
●掲載料…1枠 1万円／2枠 2万円

お店の広告は広報紙で

見本

年間３枠以上掲載の場合、割引が適用されますので、ご相談ください。
※この見本の大きさは1枠です。高さ55mm×幅82.5mm

◆上牧町ホームページ　https://www.town.kanmaki.nara.jp/
◆Ｅメール　hisyo＠town.kanmaki.lg.jp

■広報「かんまき」の広告／広報「かんまき」の紙面に町の財源確保の一環として申し込み
順に有料広告を掲載しています。これらについては町が広告主の利用を特別に推奨した
り、その内容を保証するものではありませんので、ご利用にあたってはご自身の判断でお
願いします。掲載ご希望のかたは、毎月５日までに広告案を持参のうえ、秘書人事課へお
申し込みください。 (内容により掲載できない場合もあります）

上牧町主催（偶数月に開催）
●担　当／弁護士
●と　き／2・4・6・8・10・12月の第1水曜日
　　　　　午後1時30分～4時30分
●ところ／役場3階　会議室5
●定　員／申込順6名（予約制・随時予約）
●内　容／各種法律問題全般
●申込・問合先／秘書人事課　☎76－2501
中南和法律相談センター（奇数月に開催）
●担　当／弁護士
●と　き／1・3・5・7・9・11月の第２金曜日
　　　　　午後1時～4時
●ところ／役場3階　会議室5
●定　員／申込順6名（相談日2週間前から予約受付）
●内　容／各種法律問題全般
●申込・問合先／奈良弁護士会　☎0742－22－2035
　　　　　　　（上記祝日を除く）

法律相談

●担　当／特定非営利活動法人かんまきマリッジサポート・赤い糸
●と　き／毎月第1土曜日　午前9時～午後1時
●ところ／2000年会館
●内　容／結婚に向けての悩みや相談にお答えする
　　　　　結婚相談
　　　　　他の日でも相談をお受けします。
　　　　　親御さんのみの相談もお受けします。
●定　員／申込み順4名（予約制）
●申込・問合先／こども未来課　☎43－5034

結婚相談会

●担　当／人権擁護委員
●と　き／毎月第2金曜日　午前9時～12時（祝日を除く）
●ところ／役場3階　会議室5
●内　容／人権問題全般
●問合先／社会教育課　☎76－2532

人権相談

●担　当／消費生活相談員
●と　き／毎週火曜日 午後1時～5時
　　　　　毎週木曜日 午前9時～午後1時
　　　　　（上記とも、祝日は除く）
●ところ／上牧町役場1階　町民相談室
●と　き／毎週月曜日 午後1時～5時
　　　　　毎週金曜日 午前9時～午後1時
　　　　　（上記とも、祝日は除く）
●ところ／河合町役場2階相談室
　　　　　（河合町での相談もできます）
●内　容／消費生活問題全般・多重債務問題
●問合先／秘書人事課　☎76－2501

◆土・日・祝日に利用できる消費生活相談窓口
公益社団法人　全国消費生活相談員協会　
大　　阪　日曜日　午前10時～12時　午後1時～4時
　　　　　☎06－6203－7650
公益社団法人　日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
関西分室　土曜日　午前10時～午後4時
　　　　　☎06－4790－8110

※初めに相談された相談室で事案終了まで対応させていただ
　くことになります。

消費生活相談

●担　当／学校指導主事
●と　き／毎週火曜日 午後1時30分～4時
●相　談／電話による相談
●内　容／教育問題全般
●問合先／教育総務課　 ☎76－2528

教育相談

上牧町は非核・平和都市宣言の町です

●担　当／行政相談委員
●と　き／毎月第2金曜日 午前9時～12時（祝日を除く）
●ところ／役場3階　会議室5
●内　容／役所の仕事について全般
●問合先／秘書人事課　☎76－2501

行政相談

世帯数 10,101（−　8）
男　性 10,309（−16）
女　性 11,440（−12）
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まきっこ★きっず

［問合せ・送付先］
　〒639-0293 北葛城郡上牧町大字上牧3350番地
　上牧町役場 秘書人事課 ☎0745-76-2501

わが家のアイドル、広報かんまき「彩愛」で町民のみなさんに
お披露目しませんか？お子さんのかわいい瞬間を載せてみませんか?

掲載児童募集中
みなさんのご応募
お待ちしています。

55No.

Hello
  everyone

※町内在住又は、在勤のかたのお子さん・お孫さんの笑顔を
募集します。就学前のお子さん・お孫さんに限ります。

　（兄弟・姉妹と一緒の場合は除く）お孫さんの掲載にあたっ
ては、ご両親の承諾を得てください。

※応募多数の場合は掲載までに時間がかかりますが、ご了承
のほどお願いします。

※個人情報については、当該応募手続きのためのみに使用し
ます。写真・データの返却はいたしません。

※一度掲載されたお子さんを再び掲載希望される場合は、
6ヶ月以上あけての掲載となります。その場合、前回掲載
した写真（画像）以外のものをお願いします。

※発行者の許可なしに無断転載されることは固く禁じます。

１歳のお誕生日おめでとう！

１人で出来ることが増えて
毎日楽しいね(≧▽≦)

蒼太ちゃん

そう た

（１歳１か月）

葵仁ちゃん

あお と

（３歳）

ニコニコ元気で
我が家のアイドル♡

優衣ちゃん

ゆ い

（４か月）

問合先：総務課  安全安心係  内線243番

全国一斉試験放送
動作確認のため全国一斉試験放送が
防災行政無線から放送が流れます！

日時： 月8 10 日（水）
11時00分頃

Ｊ-ＡＬＥＲＴ（アラート）
防災行政無線による

【放送内容】
♪上りチャイム

「これは、Jアラートのテストです。」×３回
「こちらは、ぼうさい上牧町です。」
♪下りチャイム
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