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認 知 症 を 知 ろ う
新型コロナウイルス感染症について、
最新情報は三宅町公式ホームページへ

https://www.town.miyake.lg.jp/

まずは「認知症」を知ることから
「認知症」について、みなさんはどのくらい知っていますか？
まずは正しく理解することが大切です。

Ｑ

歳を取るとみんな認知症になるの？

「老化」による物忘れと「認知症」とは違います！
認知症とは、様々な原因で脳の神経細胞が壊れるために起こる症状や状態のことです。

Ｑ

どんな症状が起こるの？
認知症の症状は、「中核症状」と「BPSD（行動・心理症状）」の２種類に大別されます。
「中核症状」とは、脳の機能低下により引き起こされる症状で、程度の差はあれど認知症で

あれば誰でも起こりうる症状です。
一方、「BPSD（行動・心理症状）」は、そうした「中核症状」と周囲の環境やその人の性格
などが相互に影響し、二次的に生じる症状のことです。

Ｑ

薬で治るの？
現時点で認知症を完全に治す治療薬はありません。しかし、症状を緩和したり、進行を遅

らせることの期待できる治療薬があります。早めに専門医を受診することをお勧めします。
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認知症の種類
現在、国内の認知症患者のうち全体の67.6％がアルツハイマー型認知症に該当し、患者数は100万人ほどと見
られ、65歳以上の10人に１人が発症している計算です。
また、65歳未満で認知症を発症する人を「若年性認知症」 といい、 奈良県では約362人の方がいると推測さ
れています。（令和元年10月1日時点）

アルツハイマー型認知症

前頭側頭型認知症

●最近の事を忘れる

●興味・関心が薄れやすい

●緩やかに進行する

●万引きや信号無視など社会ル ー ルに違反
することがある。

●機能は全般的に低下する

●交通事故の危険があり、早い段階から注意
が必要
●同じパターンの行動を繰り返す

●もの忘れの自覚がなくなる
●嗅覚から衰え、悪臭に気付かない
●人格が変わることがある
●事実と異なることを話すことがある(作話)
●女性に多い

●50歳ぐらいから発病することがある

全体の６割を占めます

脳血管性認知症

レビー小体型認知症

●脳血管障害が起こるたびに、段階的に進行
する
●機能はまだらに低下する
●気分が落ち込んだり、何かをする意欲が下
がる
●悲しくないのに泣いたり、おかしくないの
に笑ったりする（感情失禁）
●人格は比較的保たれる

●なだらかに症状が進行する
●機能は全体的に低下する
●初期では手が震えるが、進行すると筋肉が
固くなり震えが止まる
●人や動物、昆虫など詳細な幻覚や妄想を見
る
●歩行が小刻みになり、転倒しやすくなる

●男性に多い
全体の２割を占めます

若年性認知症
若年性認知症とは、64 歳以下で発症する認知症です。
物忘れが出始め仕事や生活に支障をきたすようになっ
ても「まだ若いから」という思いで認知症であるとは気
付かなかったり、医療機関への受診、診断までに時間が
かかってしまうことがあります。
【特徴としては】
●男性に多い
●今日の日付や自分がいる場所がどこか分からなくなる
●症状が目立つようになってからようやく診断されるこ
とがある
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【主な症状】
●書類などに日付を書こうとしても書け
ない
●よく出かける場所で道に迷う
●一度に複数の事を考えることができな
くなる
●部屋が散らかったままになる
●計算ができなくなる
本人・周囲の人の「おかしいな」という気付きが
大切です。早めに医療機関へ受診しましょう

診断後も、その人らしく
早期診断ができれば、認知症の診断がついて

もすぐに介護が必要となることはありません。

むしろ、その先の人生について考える時間が増

えるので、自分の思うような選択をしていくこ

とが可能となります。
認知症と診断されたらその後の人生がもうダ

メになると考えておられる人が少なくありませ

んが、私は「認知症を抱えていても、自分らし
く生きることが出来る人」をたくさん知ってい
ます。むしろ、多くの人たちやそのご家族に教
えてもらった、という表現の方が正しいのかも
しれません。これまでしていた趣味に、仕事に、
生きがいに、より一層のエネルギーを費やして、
人生が豊かになった人たちの笑顔やそれを支え
るご家族の姿に元気をもらってきました。失わ
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昨日の晩ご飯と今日の日付
直前に答えられなくなる質問
みなさんは昨日の晩ご飯は何を食べましたか？
また、今日の日付を聞かれてすぐに答えること
ができますか？この二つの質問への解答が難し
いようであれば、早めに医療機関への受診を検
討ください。といいますのも、この二つの質問
に関与する脳機能は、認知症になる直前や、な
りたての頃に低下しやすいことがわかっている
からです。

正確な診断が不可欠
認知症という疾患の場合、早期発見はとても
重要です。しかし、早期治療を考える前にもう

れていく機能よりも、健康な面を生かし、より
その人らしく生きるお手伝いを、これからも医
療にもさせてください☆
ちなみに、私の昨日の晩ご飯はかすうどんとア

こちらから
ダウンロード

員から募集し、それらを集約した冊子「ハートラ

びを通して、 たくさんの人との

フケアにつながる健康行動（ごほうび）を当院職

が減りましたが、 多様なごほう

とを実感しました。そこで、人と会わずしてセル

ということです。 人と会う機会

ストレス対処の多くを人に助けてもらっているこ

といえども一人だけでは難しい！」

変化し始めた頃、人との集まりができなくなり、

本書作成を通して学んだことは、「セルフケア

新型コロナウイルスにより、社会の生活様式が

健康行動の重要性と多様性、そして、さまざま

な人の健康行動を学べ、多くのごほうびリストの

中から自分オリジナルごほうびシ-トが作成でき

るようになっています。

介護する家族の方へ
「ハートランドごほうび大全集」
のご紹介

つながりが広まりますように☆

ンドごほうび大全集」を作成しました。

一つ大切なプロセスがあります。 それは、「正
確な診断」です。
なぜかというと、一見認知症のように見える
場合でも、認知症ではない疾患が隠れているこ

イスです（笑）。
三宅町認知症初期集中支援チーム
認知症サポート医
ハートランドしぎさん 長 徹二医師

とがあり、そのような場合には早期に治療する
ことで回復を期待することができるからです。
一度、血液検査や脳の画像検査などの検査を受
けることをお勧めします。
当然のことながら、 これまでの生活状況や
現在の困りごとについても確認し、適宜心理検
査も用いて、認知症についても同時に判断しま
すので、少しでも心配なことがあれば、いつで
も医療機関に相談してください。

認知症は「脳の病気」
早期発見・早期治療がとても大切です。

早期発見
早期治療

早期発見・早期対応がカギ！

もしかして認知症？と思ったらチェックしてみよう
□
□
□
□

今切ったばかりなのに、電話の相手の名前を忘れる
同じ事を何度も言う・問う・する
しまい忘れ・置き忘れが増え、いつも探し物をしている
財布・通帳・衣類などを盗まれたと人を疑う

□
□

料理・片付け・計算・運転などのミスが多くなった
新しい事が覚えられない

□
□

約束の日時や場所を間違えるようになった
慣れた道でも迷うことがある

□
□

些細なことで怒りっぽくなった
周りへの気づかいがなくなり頑固になった

□
□

ひとりになると怖がったり寂しがったりする
外出時、持ち物を何度も確かめる

□
□

下着を替えず、身だしなみに構わなくなった
趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった

公益社団法人

認知症の人と家族の会作成より抜粋

三宅町認知症初期集中支援チームをご利用ください
独居であったり家族が受診を勧めても受診に繋がらないなど、早期治療に結びつかないケースについ
て、「認知症初期集中支援チーム」がお手伝いできます。
お気軽にご相談ください。

～支援の流れ～
①ご相談

②ご自宅へ訪問

まずは、ご相談ください。
長寿介護課 ☎44-3074

チームメンバー（保健師、精神保健
福祉士など）がご自宅を訪問します。

④医療機関などへ引継ぎ

③受診・サービスを調整

その後は、地域の医療
機関や介護事業所等へ
引き継ぎます。
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・症状や環境に合わせた対応や経過予測についてア
ドバイス
・必要な医療や介護サービスの検討
・必要に応じて専門機関への受診の
促しや調整

地域みんなで支え合うために
高齢者見守りネットワーク事業
認知症などにより行方不明となった場合に警察や協力事業者、地域の皆さんと連携して早期発見・
早期保護を図る仕組みです。
行方不明時にできるだけ早く発見し保護ができるよう、不安がある方は事前登録をお勧めします。

①事前登録

②発見者が連絡

QR コードシールを交付します。
シールは服や靴に貼ることがで
きます。

発見した方が QR を読み込むと、役場や地
域包括支援センターの連絡先が表示され、
発見・保護に繋がります。

※シールの読み取
りによって、発
見者に個人情報
が伝わることは
ありません。

名前・住所
生年月日
身体的特徴
服装など
QR コードシール

あなたも認知症サポーターに！
認知症サポーターとは、認知症について正
しく理解し、認知症の人や家族を温かい目で
見守る応援者です。
認知症サポーター養成講座を受講すれば、
どなたでもサポーターになることができます。
皆さんも認知症サポーターになりませんか？

認知症キャラバンメイト

尾田さん

田中さん （写真左から）

※「キャラバンメイト」は、認知症サポーター養成講座を開催するボランティア講師です。

令和３年度認知症サポーター養成講座開催決定！
▶︎日時
▶︎場所

11月29日（金） 14：00～15：30
三宅町交流まちづくりセンター
MiiMo １階 MiiMoホール

※申込み方法など詳細は、１１月号の「社協だより」に掲載します。
この機会にぜひご参加ください。

養成講座を修了した方には、
サポーターカードを配布します。
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ひとりで、家族だけで悩まないで！
三宅町の相談窓口
家族について心配ごとがある、近所で気になる人がいる、どこの医療機関へ行けばいいかわからないなど、不
安なことをまず三宅町地域包括支援センターまたは三宅町役場 長寿介護課へご相談ください。
本人を連れて行かなくても大丈夫です。１人で留守番をさせることができない場合は訪問させて頂くことも可
能です。

三宅町地域包括支援センター
▶住

所

三宅町伴堂８４８－１（あざさ苑内）

▶ＴＥＬ

０７４５－４３－２５２２（直通）

▶︎時

８時３０分～１７時３０分

間

三宅町役場
▶住

所

長寿介護課

三宅町伴堂６８９（庁舎内）

▶︎ＴＥＬ

０７４５－４４－３０７４（直通）

▶時

８時３０分～１７時１５分

間

三宅町地域包括支援センターの窓口
あざさ苑右の入口を入ってすぐです。

奈良県内の認知症に関する医療機関などの相談窓口
【医療機関】

【公益社団法人】

奈良県立医科大学付属病院
▶︎住

所

▶ＴＥＬ

橿原市四条町８４０

所

▶ＴＥＬ

所

▶ＴＥＬ

吉田病院

０７４２－４５－６５９９

生駒郡三郷町勢野北４ー１３ー１
０７４５－３１－３３４５

医療法人鴻池会
▶︎住

所

▶︎ＴＥＬ

秋津鴻池病院

御所市池之内１０６４

０７４５－６４－２０６９

その他、物忘れ相談・診療医療機関もあります。
詳しくは、奈良県医師会ホームページをご覧下さい。
HP http://nara.med.or.jp
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奈良県支部

０７４２－４１ー１０２６

奈良市赤田町１－７ー１

一般財団法人信貴山病院 ハートランドしぎさん
▶︎住

▶︎ＴＥＬ

０７４４－２２－３１３２

社会医療法人平和会
▶住

認知症の人と家族の会

2021.10

認知症は、もはや他人事ではありません。
認知症を正しく理解し、早期に対応するこ
とが大切です。
「おかしいな？」と思ったら、
まずは、かかりつけ医に相談を！

MiiMoからのお便り -第10回-

＼まちのみんなをつなぐ／

ＭiiＭoの夏イベントあれこれ

■ 8月7日 図書イベント おはなし会 / よみきかせ会
人形）と「かえるの合唱」、パネルシアター「おばけな
んてないさ」、紙芝居「じごくのそうべえ」と歌やお
話が進み、楽しくもちょっと怖～いひとときでした。
よみきかせ会では絵本の「はらぺこあおむし」「パ
パ、お月さまとって！」を読みました。紙芝居「さら
図書フロアで午前におはなし会、午後からよみき
かせ会が行われ、町内外のちびっこたちと保護者の
皆さんが参加されました。
おはなし会では、カエルのパペットたち（手ぶくろ

やしきのおきく」では、お化けのおきくがお皿を数え
始めると怖くて泣き出しちゃう子も…。
「またやってほしいです」と、絵本や臨場感たっぷ
りな紙芝居の世界に、みんな引き込まれていました
よ。

■ 8月19日 AsMamaイベント MiiMo音楽会
三宅町のAsMamaシェア・コンシェルジュの音楽
好きな皆さんによる「夏のミニコンサート」。
身近な童謡やポップスなどが、４人で奏でられた
フルートで素敵な音色に変わり、ママに抱っこされ
た子たちや小学生、大人の方々へ、ゆったりと心地
よく届けられました。
後半は参加者たちが自分で楽器づくりを体験。ペッ
トボトルにビーズを入れ、流れる音楽に合わせてみ
んなでシャカシャカ合奏！飛び入りダンスも登場し
て楽しい時間でした。

●facebook

●Twitter

●instagram

＠town.miyake.fukugo

＠MiimoMiyake

miimo_miyake
2021.10
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■ 8月24日・27日お絵かきイベント

■ イベント案内
●

三宅の町を大人たちから子どもたちへ。1枚の絵を
通じてつなぐ“お絵かきリレー”が行われました。

10月

・30日（土）14：00 ～ 31日（日）12：00
MiiMo de CAMP

【全館】

MiiMoでテントを張ってお泊まり！
※詳細はMiiMoホームページをご確認くださ
い
●

まず24日は「三宅町を描こう」と題して、絵心ある
大人たちが集まってくださり、１枚の大きな紙に三宅
町の町並みや拠点、名所などが描かれました。でも、
これはあくまでも下絵です。
仕上げは27日。今度は集まった子どもたちが自由
な発想で、下絵の上に「三宅町にあったらいいなと思
うもの」を描いて、貼り付けて完成！
その後、子どもたちは、みんなでプチスイーツづく

11月

りも楽しむなど、夏休みの思い出の一日をMiiMoで過
ごしてくれました。

・16日（火） 人権学習講座
13：00 ～ 15：00

【ホール】

・27日（土） 架け橋 交流・講演会
午後

【ホール他】

※予定は変更になる場合があります。 詳細は
ＭiiＭｏホ ー ムペ ー ジ、または広報誌などで
ご確認ください。

みーも後記

読書の秋、芸術の

秋、 ス ポ ー ツ の 秋、

食欲の秋・・・。

М ｉ ｉ Ｍｏ に は い

ろんな秋がぜーんぶ

詰まってます！

運営室スタッフは

『 笑 顔 の 秋 』で 皆 さ

んをお待ちしており

ます！

MiiMo情報発信中！
●ホームページ

問 MiiMo運営室
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https://www.miimo.jp

☎0745-44-3083
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問 問い合わせ先

申 申し込み先

お知らせ

＼送迎バスの実証実験が行われます／

国保中央病院に行かれる際は、無料送迎バスのご利用を！
10月1日より、国保中央病院～田原本駅間で運行し
ている無料送迎バスに、新たに三宅町のバス停を設け、
広域運行の実証実験を行い、乗車される人数を調べます。
これは、国保中央病院へ通院やお見舞いに行かれる
方の交通の利便性向上を図るためで、調査の結果、乗
客者が多ければ本格的に運行する予定です。
三宅町のバス停はファミリーマート磯城三宅店に設
置され、平日と第1・3・5土曜日に1日2便運行予定です。
是非、多くの方のご利用をお願いします。

▶実証実験の期間

10月1日（金）～令和4年3月31日（木）

▶時刻表（平日）
国保中央病院（発）

ファミリーマート
国保中央病院（着）
磯城三宅店（発）

8:26

8:44

8:52

11:10

11:28

11:36

（第1・3・5土曜日）
国保中央病院（発）

ファミリーマート
国保中央病院（着）
磯城三宅店（発）

8:26
11:03

8:44
11:21

8:52
11:29

▶その他バス停の時刻表
広域運行のくわしい時刻表などは、
国保中央病院HPをご覧ください。
問 政策推進課

☎0745-44-3070

高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ
▶対象者
①接種日に満65歳以上の方
② 60 〜 65 歳未満の方で心臓、じん臓、もしくは
呼吸器の機能または、ヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫の機能に障害を有する方（身体障害者手帳
１級程度）
※医師の診断書または身体障害者手帳の写しなどの提
出が必要です。

▶自己負担金

1,500円

※生活保護を受給している方は、自己負担金が免除にな
ります。接種前に健康子ども課にお申し出ください。

▶申込期間・実施期間

雑草の悩みありませんか？
どんな除草剤が効くか分からない・・
・
草を引っこ抜いて持ってきてください！

草との戦い
応援します！

除草剤・農薬・肥料の販売

メール：katsuinouki@able.ocn.ne.jp
修理が大好きな農機店

㈱勝井農機
☎（0 7 4 5 ）4 4 -2 8 8 1

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

問 ・申 健康子ども課（あざさ苑内）☎0745-43-3580
広告

10月1日（金）～12月28日（火）

▶接種までの手続き
【三宅町、川西町の医療機関で受ける方】
医療機関へ電話等で接種の予約をして、接種して
ください。
予診票等は医療機関に設置しています。
自己負担金は、接種時に医療機関でお支払いくだ
さい。
【三宅町・川西町以外の県内医療機関で受ける方】
事前に健康子ども課窓口での手続きが必要です。
医療機関へ接種の予約をして、自己負担金をお持
ちの上、健康子ども課窓口にお越しください。

快適な環境づくりを応援します
建物管理

建築物環境衛生管理技術者免状
防除作業監督者

だるま美装（株）

空気環境測定実施者
危険物取扱者免状
（乙種４類）

三宅町小柳４１５
☎
（0745）
４３-０７００
（代）
daruma-biso@star.ocn.ne.jp

乙種ガス主任技術者免状
飲料水水質検査
特約店販売の許可資格 日用品雑貨
2021.10
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お知らせ

100歳おめでとうございます
本年度中に100歳を迎えられる4名の皆さまに、内閣府、奈良県と三宅町から100歳のお祝い記念品を
お贈りしました。これからもお元気で長生きされますことをお祈りいたします。

岡西 ツチヱさん

志野 英子さん

岸本 富之助さん

（大正10.6.20生）

（大正10.9.12生）

（大正11.3.5生）

3名の方よりお写真をいただきましたので、ご紹介します。

第50回シニア県展が開催されました
9月3日～9月8日に奈良県文化会館で開催された第50回シニア県展（高齢者美術展）に、三宅町から「須
藤清隆さん（伴堂）
」
、
「土屋福栄さん（屏風）
」が出品されました。

須藤清隆さん
「初夏の水辺」

土屋福栄さん
「想いの山」

土屋福栄さん
「里山のいろどり」

古希（70歳）
・米寿（88歳）の方へ
本年中に古希・米寿を迎えられる方に、9月にお祝いのメッセージと三宅町オ
リジナルのギフトカタログ「みやけセレクト」をお贈りしています。
「みやけセレクト」は町内の11社の企業・事業所様にご協力いただき完成しまし
た。いろいろなジャンルのお品から選んでいただけます。ぜひご活用ください。
問 長寿介護課
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問 問い合わせ先

申 申し込み先

☎0745-44-3074

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

お知らせ

ハチ刺されに注意しましょう
アレルギー反応には、2つの症状
10月はスズメバチが活発になり危険です。
ハチに刺された時の症状は、ハチの毒そのものによる
ものと、ハチの毒に対するアレルギー反応の２つがあ
り、局所症状と全身症状として現れます。
局所症状としては、刺されたところが腫れて痛みま
す。通常、痛みは数時間から1日で無くなり、かゆみ
を伴うしこりが数日で消えます。
全身症状としては、刺された際の毒の量が多かった
り、以前に何度も刺されたことがある場合には、じん
ましん、呼吸困難、発熱、血圧低下などの症状を呈し
アナフィラキシーショックによって死に至ることもあ
ります。

ハチに刺されたときは、すぐに処置を
ハチに刺された際は次の手順で処置を行い、安静に
します。20分～30分ほど様子をみて、異状がないよ
うならひとまずは安心です。過去にハチに刺されて具
合が悪くなった方や、様子がおかしいと感じたら直ち
に医療機関を受診しましょう。
①刺されたらすぐに現場から離れる。
②刺された傷口を流水で流す。
③爪などで傷口周囲を圧迫し、毒液を絞り出す。
④濡れたタオルなどで冷やし、安静にする。
問 奈良県広域消防組合

☎0744-33-2461

磯城消防署

救急課

大規模な土地取引には届出が必要です
国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確
保を図るため土地取引の届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(例・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。

届出が必要な土地面積

市街化区域
市街化調整区域
都市計画区域外

詳しくは奈良県県土利用政策室にお問合せください。

奈良県ホームページ
(国土利用計画法届出)

2,000㎡以上
5,000㎡以上
10,000㎡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、国土利用計画法第9条に定める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

罰則

届出をしなかったり、虚偽の届出をすると6ヵ月以下の懲役、または、100万円以下
の罰金に処せられることがあります。

県土利用政策室 ☎0742-27-8484(ダイヤルイン)
三宅町役場 まちづくり推進課 ☎0745-44-3075

問 奈良県

広告

川 口 整 骨 院
交通事故・各種保険取り扱い
午前
午後

受付時間
9:00-12:00
5:00-7:00

三宅町石見478

休診日
土曜午後
日曜・祝日

近鉄石見駅西前

☎0745-27-2030

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

2021.10

P有

広報誌 みやけ

12

お知らせ

環境衛生課からのお知らせ
10月1日は浄化槽の日です！

【浄化槽の正しい使い方】

毎年10月1日は「浄化槽の日」です。
この日は、浄化槽に関する制度を整備した「浄
化槽法」が昭和60年10月1日に施工されたこと記
念して、昭和62年に当時の厚労省、建設省及び
環境省の3省庁の主唱により設けられました。こ
の日をきっかけにして家庭の浄化槽について考え
てみましょう。

【浄化槽はきちんと点検しましょう】
保守点検

①トイレの洗浄水は十分な量を流す。
②微生物に影響するような薬剤を使用しない。
③トイレットペーパー以外の異物を流さない。
④電源を切らない。
また、通気口や空気の取り口はふさがない。
⑤マンホールの上に物を置かず、蓋はいつもきちん
と閉めておく。
⑥消毒剤は切らさず、常に消毒されるようにする。
⑦台所から油や食べ物くずなどを流さない。

【保守点検・清掃を行わないと】
「6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金」
、
法定検査を受検しないと「30万円以下の過料」の罰
則が浄化槽法で規定されています。

浄化槽の点検、調整、消毒剤の補充など、年3回
以上しなければなりません。
（但し、浄化槽の種類により異なる）

掃

浄化槽内の汚泥などを引き抜き、機器類の洗浄
を年1回以上実施しなければなりません。

法定検査

浄化槽が適正に機能しているかを確認するため
に設置後の水質検査（使い始めてから3ヶ月~5ヶ
月以内）と毎年1回の水質検査を行なわなければ
ならない。

清

浄化槽で水の汚れを分解・浄化するのは「微生
物」です。微生物が元気になれば、水をきれいに
する力も強くなります。微生物が働きやすい環境
にするために、次のことを注意して浄化槽を使用
してください。

ごみの出し方についてQ＆A（燃えるごみ編）
Ｑ 生ごみはどうして出したらいいの？

Ｑ 剪定した枝はどうしたらいいの？

一人で持てるぐらいの量をひもで縛り、
1束につき赤色の指定袋をくくりつけ
てください。なお、長さは１ｍまで、
太さは直径10㎝までにしてください。

生ごみは約70％が水分です。十分に水
を切ってください。

Ｑ ふとんやマットレスはどうしたらいいの？

Ｑ 紙おむつはどうしらいいの？

ふとんやマットレスは一人で持てる量を
ひもで十字にしばり赤色の指定袋をくく
りつけてください。なお、スプリングの
入っているものは、粗大ごみです。

汚物はできるだけトイレに流してから
出してください。

問 環境衛生課

☎0745-44-3077

10月 「あざさ苑」からのお知らせ
♨

お風呂のご案内

♨

営業時間：11時〜21時（受付20時30分まで）

※次の時間帯は、換気・消毒をするため利用できません。
①15時〜15時45分

②17時30分〜18時15分

休業日：４日・11日・18日・19日・25日
問 三宅町社会福祉協議会
13
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0742ー61ー5863
090ー7754ー6959

☎0745-43-2078

問 問い合わせ先

申 申し込み先

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

イベント・募集

町営住宅入居者募集のご案内
▶入居住宅

町営住宅上但馬団地

2戸

（住所） 三宅町屏風250－8(35号)

三宅町屏風250-12(59号)

（構造） 木造２階建

4ＤＫ

（家賃） 三宅町町営住宅条例により決定します。

（世帯全員の所得合算により変動します。）

11月1日（月）

（入居日） 令和3年

▶入居資格

・申込者が奈良県内に住んでいる方

・現在、住宅に困窮している方（持ち家がない方等）
・市町村税・公共料金の滞納がない方

・夫婦・親子を主体とした家族（世帯を不自然に分離していない）
・単身入居は60歳以上の方

・連帯保証人がいること（2名以上）

・基準月収額が15万8千円以下の世帯（裁量世帯は21万4千円以下）等

▶募集期間

10月1日（金）～10月15日（金）

令和3年

※受付は、9時00分～17時00分（土・日・祝日除く）
▶申込方法

入居を希望される方は、三宅町役場

土木管理課へ「町営住宅入居申請書」を取りに来て

いただき、必要書類を添えてお申込みください。
▶必要書類

町内の方：世帯全員の住民票・所得証明書・町税等滞納有無調査承諾書
町外の方：世帯全員の住民票・所得証明書・現在住まれている市町村の納税証明書

▶公開抽選

申込者多数の場合は、公開抽選で入居者を決定します。
抽選日等は後日、ご連絡させていただきます。

問 土木管理課

☎0745-44-3076

広告

タクシーのご用命は

三宅交通
奈良県磯城郡三宅町屏風７３番地
フリーダイヤル ０１２０－４５６７－１２
☎ ０７４５－４４－４０００

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

2021.10
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イベント・募集

奈良県立二階堂養護学校

明日香養護学校

教育相談・体験学習を開催します

体験学習を開催します

奈

良県立二階堂養護学校では、障害のある幼児
や児童生徒、その保護者に対して、就学や療

育・教育についての教育相談並びに体験学習を実施
しています。新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め児童生徒の下校後に設定させていただきます。
教育相談
▶対象
▶日時

▶日時

体験学習
▶対象
▶日時

立明日香養護学校では、肢体不自由を有する
幼児児童生徒、病弱教育対象生徒の保護者や

担任に対して、本校の教育についての理解と認識を
深めていただくために教育相談を実施しています。
▶対象
肢体不自由を有する年長児、小学6年生、中学3

小学部・中学部・高等部

本校のホームページをご覧ください。

学校見学会
▶対象

県

高等部（中学1・2年生の生徒・保護者）
11月25日(木) 16時〜17時

年生、病弱教育対象の中学3年生及びその保護者、
担任

▶日時

肢体不自由教育部門
小学部 11月17日(水) 13時30分〜16時
中学部 11月24日(水) 13時30時〜16時

小学部・中学部・高等部

検討中のため本校のホームページをご覧
ください。

※いずれも、園・学校から電話(FAX)での事前予約が必要です。
※状況によっては、延期や中止になる場合があります。

問・申

奈 良 県 立 二 階 堂 養 護 学 校（ 天 理 市 庵 治 町358-1）
☎0743-64-3081（窓口各部主事）

高等部 11月10日(水) 13時30分〜16時

病弱教育部門

高等部 11月10日(水) 13時30分〜16時
問・申

奈良県立明日香養護学校（高市郡明日香村川原410）
☎0744-54-3380（担当

教育支援部）

℻ 0743-64-2962

大和まほろば圏域ニュース

Vol.23

山添村観光協会公式YouTubeチャンネルを開設しました！

山

添村のことをより詳しく、楽しく知ってもら
うため、山添村観光協会公式YouTubeチャ
ンネル「てんまる通信」を開設しました。
山添村のマスコットキャラクター「からす天狗のて
んまる」が、村内の観光地などを探索し、インタ
ビューを交えながら、村のええトコを紹介していき
ます。
また、0話ではてんまるくんのショートストー
リーを配信しています。

今後も村の観光地やイベントなどを随時配信してい
きますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。
◀YouTube「てんまる通信」
◀山添村観光協会ホームページ

問 山添村観光協会
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問 問い合わせ先

申 申し込み先

☎0743-85-0081

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

イベント・募集

困ったら1人で悩まず行政相談委員へ

10 は「行政相談週間」です。

月18日（月）から10月24日（日）までの一週間

社会福祉・年金・保険・雇用などについて、わから

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日時・場

委員が開設する行政相談窓口でお気軽におたずねくだ

お越しの際は事前に三宅町役場住民保険課までご確

ないこと、身近な困りごとがありましたら、行政相談
さい。
▶日

▶場

時

所

▶相談員
▶費

用

10月21日(木)13時〜15時

あざさ苑

2階

和室

人権擁護委員・行政相談委員
無料

所の変更や中止となる可能性があります。ご相談に
認いただきますようお願いします。

※マスクの着用・手指の消毒など、感染防止対策への
協力をお願いします。

問 住民保険課

☎0745-44-3073

＼空き家をお持ちの方／

空き家セミナーを開催します

三

宅町内に空き家をお持ちの方を対象に、空き家
の維持・管理についての空き家セミナーを開催

いたします。

当日は、空き家の除却・売買・賃貸・管理等につい

てご相談いただける個別相談会（要事前予約）も開催
いたしますので、空き家でお悩みの方は是非ご相談く
ださい。
▶日

▶場
▶内

時

所
容

10月23日（土）13時〜16時

あざさ苑2階

研修室

①空き家セミナー

（空き家の現状・管理等に関する基礎知識など）
②空き家個別相談会

（空き家の除却・売買・賃貸・管理等の個別
▶申

込

相談会）
不要

※個別相談会は予約が必要です。10月22日までに右
記の問合せ先まで電話にて予約してください。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、
中止・延期・変更となる場合があります。

花吉葬祭
は な

き ち

三宅町伴堂５５１ ☎４４－０２３２

光ホール

FAX ４４－１３７９

三宅町屏風１０３－１
☎ ４２－１０２７ FAX ４２－１０２８

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

空き家コンシェルジュ

☎0744-35-6211
三宅町役場

土木管理課

☎0745-44-3076

広告

葬儀一式・寝台車

問 NPO法人

中尾精肉店

牛
豚

肉
肉

三宅町上但馬187-5

☎0745-56-2501
お気軽に

肉屋の手作りコロッケ
ホルモン天ぷらなど
お惣菜もあります！

2021.10
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イベント・募集

第４回三宅町「地域人権学習講座」

第

4回三宅町「地域人権学習講座」は、「洞（ほら）
村移転の歴史を訪ねて」をテーマにしたフィー
ルドワークとして開催します。
吉田栄治郎さん（元 県同和問題関係史センター 所
長）の案内により大正時代の神武天皇陵の拡張整備の
ために被差別部落が集団移転をした旧洞村の歴史を訪
ねます。部落差別や天皇制を考えるためのフィールド
ワークは、人々の暮らしや生きた人々の姿がフィール
ドから感じ、笑い声や忙しく働く人たちの声も聞こえ
てきそうな魅力的な内容です。おおくぼまちづくり館
にも立ち寄り、残された資料や生活の様子を紹介した
展示・写真なども見学します。
▶日

吉田栄治郎さん

（元県同和問題関係史センター所長）
▶コース

畝傍御陵前駅→国源寺→大久保神社→神武
天皇陵→おおくぼまちづくり館→生国魂神
社→畝傍御陵前駅
不要
無料（交通費は各自負担）

▶申 込
▶参加費

問 NPOなら人権情報センター

10 16

時

月

▶集合場所

☎0744-33-8585
教育委員会事務局（文化ホール内）
☎0745-44-2210

日（土）10時〜12時30分

畝傍御陵前駅（西改札前）

屯屯大学校（三宅町生涯学習推進講座）参加者募集！
県外社会見学（滋賀県/東近江市方面）

地球と地域にやさしい「菜の花プロジェクト」を全
国に先駆けて実施してきた東近江市の拠点施設「あい
とうエコプラザ菜の花館」を見学します。
地域の環境に関する取り組みを学びましょう！

11 18

▶日 時
月
日（木）
▶行き先 あいとうエコプラザ菜の花館他
▶対

象

屯屯大学校生（随時登録可）

▶定

員

20名（先着）

▶参加費

5,000円（昼食代・施設入場料込み）

▶申

10月1日〜10月14日(土・日・祝日除く)

込

整理収納おかたづけ講座

お部屋も心もスッキリ。気持ちも軽く前向きに！お
片付けの基本を学びます。100円グッズで簡易な小物
入れづくりにもチャレンジしましょう！

12 1

▶日 時
月 日（水）13時30分〜15時
▶場 所 三宅町交流まちづくりセンターMiiMo
▶対

象

屯屯大学校生（随時登録可）

▶定

員

20名（先着）

▶参加費

400円

▶講

師

整理収納アドバイザー

▶申

込

10月15日〜10月29日(土・日・祝日除く)

岡本

ます美さん

※申込期間に参加費を持参のうえ、下記までお申し込みください。（窓口での申込のみとなります。）
問 ・ 申 教育委員会事務局（文化ホール内）☎0745-44-2210

広告

医療法人

池田医院
月

診療時間

皮膚科 9：00〜12：00

皮膚科

●

火

水

●

ー

木
●

皮膚科
金
●

美容皮膚科

NEW

●アトピー性皮膚炎
●皮膚そう痒症
●爪白癬（水虫）
●帯状疱瘡 など

土
ー

新設オープン

しみ取りレーザー
ケミカルピーリング
イオン導入

NEW

●シミ
●くすみ
●肝斑
●ニキビ
●肌のザラつき
●シワ など

ようこ

山本 容子

☎0745-44-1818
17
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診療時間

月
内科 午前 9：00 〜 12：00 ●
内科 午後 17：00 〜 19：00 ー
腎臓内科 9：00 〜 12：00 ー
いけだ

とみかず

いけだ だいすけ

池田 大輔

皮膚科専門医
アレルギー専門医

〒636-0204
ホームページ

いけだ

なつこ

池田 夏子
奈良県磯城郡川西町唐院 398-1
https://www.ikeda-i.com/

問 問い合わせ先

申 申し込み先

池田医院

＼毎日やってます／

経鼻胃カメラ（苦しくない胃カメラ）
を入れました

腎臓内科新設オープンしました！

内科・小児化・消化器内科・腎臓内科

池田 富一

皮膚科往診いたします。
やまもと

医療法人

火
●
●
ー

水
ー
ー
ー

木
●
●
●

金
●
ー
ー

土
●
ー
ー

名誉院長

呼吸器科医学博士

院

内科認定医・消化器科専門医
内視鏡専門医
内科認定医・腎臓専門医
透析専門医

長

☎0745-44-1818

〒636-0204
ホームページ

内科・小児科

消化器内科

●かぜ
●発熱
●胃の痛み
●生活習慣病
●げっぷ・胸やけ
（高血圧、高脂血症、 ●吐き気や嘔吐
糖尿病）など
●下痢・軟便 など

腎臓内科

NEW

胃カメラ

NEW

鼻からカメラを入れて
●慢性糸球体腎炎
楽に受けられます。
●急性腎不全
胃がん検診対応できます。
●ネフローゼ症候群
●血尿・尿蛋白 など

奈良県磯城郡川西町唐院 398-1
https://www.ikeda-i.com/

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

夜尿症には、いくつかの分類がありますが、簡便で治

夜尿症のおはなし

療方針に結び付けやすいことから当科では「多尿型：一

小児科主任部長

晩尿量が膀胱に溜められる尿量を上回っている状態」
「膀
高川

健

胱型：膀胱に尿が充分溜まらないうちに排尿してしまう
状態」
「混合型：多尿型と膀胱型の要素が合わさったもの」

夜尿症とは月1回以上の夜尿が3ヶ月以上
夜寝ている間に無意識に排尿してしまうことを一般に
「おねしょ」といいます。
「夜尿症」は「おねしょ」を病気
として考えたときの呼び名で、2016年に日本夜尿症学

の3分類法で説明しています。実際の診療では、尿検査
や必要であれば血液検査やレントゲン検査、エコー検査
を行った上で、ご家族に夜尿の状況を記録してもらい、
3つの分類を考慮した上で方針を決定していきます。

会が発行した「夜尿症診療ガイドライン」では、
「5歳以
降で、1ヶ月に1回以上の夜尿が3ヶ月以上続くもの」で
あり、
「1週間に4日以上の夜尿を頻回、3日以下の夜尿
を非頻回」と定義しています。

治療は、生活指導、薬物療法、アラーム療法など
治療は、まず生活指導（適切な水分摂取の指導、眠前
排尿の徹底など）を行って経過観察し、必要に応じてご
家族、ご本人の希望に沿いながら薬物療法（抗利尿ホル

5歳のお子さんの5人に１人が夜尿症？
この定義通りで判断しますと、実はかなり多くのお子
さんが「夜尿症」と判断されます（5歳時点で5人に1人）
。

モン薬や抗コリン薬など）
、アラーム療法（排尿感知セン
サーを用いた訓練療法）などを適宜行っていきます。
以上、夜尿症について簡単に説明しました。当科では

ですが、年間10-20％は自然に治っていくので高校入学

お子さん一人ひとりに適切なアドバイスが出来るよう努

まで上記の定義を満たすお子さんは3％程度と言われて

力しておりますので、もし夜尿症でお困りでしたら一度

います。

受診されてはいかがでしょうか？ご家族、ご本人と一緒

当科では、実際にご家族もしくはお子さんご本人が

に考えて、良い方向に向かえればと思っております。

困っているかどうかが重要であると考えて、夜尿症の定
義にあまりとらわれずに、
「困っていること」を解消して

☎0744-32-8800

問 国保中央病院

いこう、との方針で診療を行っています。

消費生活相談
物干し竿、2本で千円のはずが4.5万円！

・手持ちがないと言うと「お金がないなら一緒にＡＴＭ
まで行く」と言われた
・返品したいと思い、領収書に書かれている電話番号に
かけたがつながらなかった。
・1本当たり3千円だと思ったら、50センチ当たりの単

【事例】
近所に軽トラックで物干し竿を売りに来た。
「2本で
千円。」とアナウンスしていたので声をかけた。値段表

価だった。8万円の請求を受けた。
・「一本イチ、キュウ、パ」とアナウンス。1,980円だと
思ったら19,800円だった。

を見せられて、「これは、ステンレスだから長持ちする。
2本千円のものは、鉄なのですぐにさびて使えなくな
る。」と言われた。一番安いものでも一本7,800円。物
干し台も腐っているからと言われ、結局、物干し竿2本
と台一組で4.5万円の契約をすることになった。今、業
者は商品を取りに帰っているところだ。
【アドバイス】

トラブルを防ぐポイント
クーリング・オフや解約をしようにも、事業者と連
絡がつかなければ交渉できません。領収書や契約書に
記載されている連絡先や住所がでたらめである場合も
あります。「買います」と言う前に事業者の連絡先や金
額を確認し、納得できる金額でない場合はきっぱり断
りましょう。

物干し竿の移動販売業者から竿を買おうとしたら想定
外の高額請求を受けたというトラブルが各地で発生して
います。事例の場合は、商品はまだ渡されておらず、お
金も払っていない状態での相談でした。商品を持って
戻ってきた事業者に相談者が解約を申し出たところ、す

消費生活相談窓口
日時
場所

んなりと解約に応じてもらうことができました。
しかし、全国の消費生活センターに寄せられた相談で
は次のようなケースが多数報告されています。

問 産業振興課

三宅町

川西町

10月12日、26日（火）10月5日、19日（火）
10時～15時
10時～15時
役場庁舎3階
第2会議室

役場庁舎2階
図書室

☎0745-44-3071

三宅町消費生活相談専用ダイヤル ☎0745-43-3588

・
「長さ調節のためにもう竿を切ったから返品はできな
い」と言われ断れなかった
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。
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令和3年

全国地域安全運動

この運動は、昭和52年に「全国防犯運動」として始ま
り、平成7年には「全国地域安全運動」に名称変更され、
以降毎年、継続して実施されています。
犯罪のない安全で安心して暮らせる奈良の実現に向
け、地域のみなさんの力を結集しましょう。
○実施期間

10月11日（月）から10月20日（水）まで

○運動重点
・子どもと女性の犯罪被害防止
・特殊詐欺の被害防止
毎年10月11日は、

「安全安心なまちづくりの日」です。

夕暮れ時の交通事故防止

秋の行楽シーズン中で、ドライブやツーリングを楽し
まれる方も多いと思いますが、夏場に比べ暗くなる時間
がかなり早まってきますので、夕暮れ時の交通事故に十
分注意して下さい。

【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、早めにヘッドライトを点灯
しましょう。
○また、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できますし、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
こともできますので、対向車や周囲の状況に合わせて
上手く使いましょう。
【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ので、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
問 天理警察署 ☎0743-62-0110
天理警察署田原本警察庁舎
☎0744-33-0110

救われたよ

てんいち先生

小学生と中学生二人の通学
先日、新聞にホッとする話が掲載されていたので紹介したいと思います。
あゆみさんは、小学校1年生のとき、友だちにいじわるをされることがありまし
た。お母さんに「学校に行くの嫌だなあ。」とこぼすようになります。ある日の通
学路。時々見かけていた中学生のお姉さんから「一緒に学校行かない？」と声をか
けられました。突然だったけれど、あゆみさんはとてもうれしくて、家に帰るとす
ぐに「友だちができた。」とお母さんに話したそうです。
次の日から二人は毎日のように一緒に通学します。たった15分ほどの時間でし
たが、あゆみさんにとって大切な時間になりました。そして、「学校に行きたくな
い。」と漏らすこともなくなりました。
「救われたのは私の方」
あゆみさんと中学生のお姉さん、二人だけの時間は2年余り続きますが、お姉さ
んの高校受験もあり一緒の登校はなくなってしまいました。
あゆみさんのことがずっと気になっていたお姉さんは、高校生になったある日、
あゆみさんへの誕生日プレゼントを持って訪ねて来たそうです。しかし、久しぶり
の出会いに緊張してしまったあゆみさんは、ろくに話もできませんでした。あゆみ
さんのお母さんは、ＬＩＮＥで「お姉さんのおかげで楽しそうに学校へ行けるよう
になりました。あゆみにとって大事な存在です。」と伝えました。すると思いがけ
ない言葉が返ってきました。
「救われたのは、私の方です。」
「当時、自分も学校に通うのが嫌だった。友だち関係もぎくしゃくしていた。でも、
毎朝あゆみさんが待っていてくれた。誰かが自分を待ってくれている。そのことが
背中を押してくれた。」
2人は互いに特別な存在のソウルメイトかもしれません。これからもこの関係が
きっと続いていくことでしょう。
19
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問 問い合わせ先

申 申し込み先

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

2021年 みやけチャレンジゴルフフレンドシップカップ参加者募集！
新型コロナの影響により開催を見合わせておりまし

帽子、グラウンドゴルフ用クラブ（お持ち

たチャレンジゴルフを開催します。秋空のもと一緒に
体を動かしてみませんか？初心者大歓迎！みなさま

でない方は事務局で用意します。）
▶主催

三宅町スポーツ推進委員

奮ってご参加ください。

三宅町教育委員会

11月6日（土）9時30分～11時30分

▶日時

問 ・ 申 教育委員会事務局（文化ホール内）

☎0745-44-2210

(受付9時～)

▶場所

三宅健民運動場

▶定員

40名（先着順）

▶対象

どなたでも(年齢制限なし）

shakai@town.miyake.lg.jp

▶申込期間 10月4日～29日（土日祝を除く）
▶申込方法 教育委員会事務局窓口（電話・メール申込可）
▶持ち物

動きやすい服装、タオル、マスク、飲み物、

第26回石見文庫おはなし会を開催します
▶日時

11月7日（日）

②はがきで申込み
代表者住所、参加者氏名（４名まで、小学

１回目

10時～（開場

9時45分）

生以下は、年齢も記入）、希望講演時間（１

２回目

13時～（開場

12時45分）

回目、２回目、どちらでも可）を記入して

※各回約１時間

▶場所

石見公民館

▶定員

各回約30名（応募者多数の場合は抽選）

▶申込期限

下記まで郵送ください。

入替え制

※新型コロナ感染症の状況により中止の場合が
あります。ご了承ください。

10月10日（日）

※はがきは10月10日消印有効
※当選者には10月20日（水）までに入場チ
ケットの発送をもってお知らせします。

▶後援

石見自治会・三宅町教育委員会

▶申込

①申込用紙で申込
申込用紙に記入の上、応募箱に入れてくだ
さい。

※応募箱は、あざさ苑、三宅町交流まちづくり
センターMiiMo、石見公民館に置いています。

奈良県最低賃金
時間額

866円

令 和 ３ 年１０月 1 日 発 効
奈良県最低賃金はすべての労働者に適用されます。
問 奈良労働局賃金室

☎0742-32-0206

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

イメージです

問 ・ 申 石見公民館（〒636-0212三宅町石見653-1）

☎0745-44-0035

マイナンバーカード休日・夜間窓口のお知らせ
手続き
申

請

受取り

日

1 0 月 1 0 日（ 日 ）
1 0 月 1 0 日（ 日 ）
1 0 月 2 7 日（ 水 ）

時
９時～12時30分
９時～13時00分
17時15分～19時

※ 休 日 ・夜 間 窓 口 で 手 続 き を さ れ る 方 は 、事 前 の 予 約 が
必 要 で す の で 、住 民 保 険 課 へ お 電 話 く だ さ い 。

問 住民保険課

☎0745-44-3073
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三宅町普通財産（土地）売払いのお知らせ
三宅町では、普通財産（土地）の売り払いを一般競争入札の方法により行います。
物件の購入を希望される方は、三宅町のホームページの入札要領等をご覧になり、内容を十分に把握されたう
えで、入札にご参加ください。なお、入札に参加するためには、入札参加申込が必要です。
▶参加申込期間
▶参加申込方法

10月20日（水）17時まで

郵送※または持参により、申請書と添付書類を総務課まで提出ください。
※郵送の場合は、配達記録郵便が付加された郵便（例：
「一般書留」
「簡易書留」
「配達記録郵便」等）で送付してください。

10月29日（金）９時

▶入札の日時
▶入札の場所

三宅町役場

庁舎３階

第１会議室

▶入札する物件
物件の所在

地目

（奈良県磯城郡三宅町）
大字但馬４９６番１

雑種地

地

積

206㎡

予定価格

都市計画区域

3,320,000 円

市街化区域

※物件は現状有姿のままでの売り払い、引き渡しとなります。
※上記内容は物件の概要を把握するための参考資料です。必ずご自身において現地及び諸規制について確認を
行ってください。
※町のホームページでも入札要領等の掲載をしておりますので、ご覧ください。
問 ・ 申 総務課

☎0745-44-2001

集団がん検診、申し込みはお済みですか？
「がん検診の申し込みを悩んでいる」方、「ご家族にがん検診を受けてほしいな･･･」とお考えの方へ

令和３年度の集団がん検診について、追加申込をお
受けします。
希望される方は、本誌８月号に折り込みの「集団が

▶申込期限

10月29日（金）まで

▶その他

ん検診申込書」に必要事項を記入し、健康子ども課へ

※乳がん・子宮頸がん検診の受診間隔は、２年に１

ご提出ください。申込書がお手元にない方は三宅町

回が標準ですが、昨年度の結果が「経過観察」の

ホームページからダウンロードしてご提出ください。

方は今年も受診いただけます。

また、窓口でもご記入いただけますので、健康子ども

※70歳以上の方の自己負担金は無料です。

課（あざさ苑）にお越しください。

※各検診の日程については、健康子ども課へお問い
合わせください。

▶追加募集
▶対象者

胃・肺・大腸・乳・子宮頸がん検診
三宅町に住民票があり、満年齢が40歳以
上の方（昭和57年4月1日以前生まれ）

問 ・ 申 健康子ども課（あざさ苑内）

☎0745-43-3580

子宮頸がん検診は満20歳以上の女性（平成
14年4月1日以前生まれ）
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問 問い合わせ先

申 申し込み先

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

まちの話題

PHOTO

7月31日

NEWS

8月16日

災害ボランティアセンター
設置運営訓練を実施しました

農地パトロールを行いました！

近年各地で行っている災害に備え、三宅町社会福祉

8月16日に、農業委員会の活動の一つである「農地

協議会では7月31日（土）に、文化ホールにて、災害ボ

パトロール（利用状況調査）
」を実施しました。農地パ

当日は県職員、県内社協職員、三宅町役場職員、地

見などを目的に、三宅町内全域の農地を巡回するもの

ランティアセンターの設置・運営の訓練を行いました。
域の関係機関や団体、事業所の方など、総勢75名の参

加をいただき、災害時の協力に対する理解と、訓練の

トロールとは、遊休農地の解消及び違反転用の早期発
です。

問題のある農地については、所有者の意向調査等を

大切さを共有しました。

行う場合があります。三宅町の大切な農地を守ってい

くりに取り組んでいきたいと思います。

をよろしくお願いいたします。

今後も年に１回の訓練を実施し、災害に強いまちづ

くため、今後とも農業委員会の活動に、ご理解ご協力

問 三宅町社会福祉協議会 ☎0745-43-2078

問 農業委員会事務局（産業振興課内）

☎0745-44-3071

12月18・19日
三宅町文化展

展示作品を募集します！

例年開催しております三宅町文化祭を今年度は中止し、三宅

町交流まちづくりセンターＭiiＭｏのグランドオープンにあわせ
て、三宅町文化展を開催します。

つきましては、下記のとおり展示作品を募集します。なお、

芸能発表及び模擬店・フリーマーケットは行いません。

▶開 催 日
▶会
▶対

場
象

▶募集内容

12月18日（土）・12月19日（日）
三宅町文化ホール

三宅町在住・在勤の方ならどなたでも（個人・団体は問いません）

生花、手芸、編物、工芸、陶芸、写真、絵画、絵手紙、書芸、俳句・短歌など
※同じジャンルでの出展は１点まで

▶申

込

※大きな出展品は要相談

10月1日（金)～10月21日(木）(土・日・祝日を除く）

申込用紙は、教育委員会事務局窓口・三宅町ホームページにて配布します。
問 ・ 申 教育委員会事務局（文化ホール内） ☎0745-44-2210

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。
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まちの話題

PHOTO

NEWS

8月17日
式下中学校陸上競技部が全国大会に出場しました！

８月17日（火）から茨城県笠松運動公園陸上競技場にて令和３年度全国中学校体育大会第48回全日本中学校陸
上競技選手権大会が開催され、式下中学校陸上競技部から女子4×100ｍリレーと女子走幅跳に出場しました。
出場に先立ち、8月10日（火）に選手の皆さんが表敬訪問に来られました。選手達は一人ひとりの全国大会に
かける熱い思いを表明しました。
全国大会出場後のメンバーへのインタビューでは、「この６人で頑張ってきて、全国では悔しい結果になりま
したが、みんなで全力で走ることができました。また、大会を通じて、たくさんの人の応援や支えをいただいて
いることに気づき、力に変えることができました。今後の目標として、毎日の練習を大切にし、全国で輝けるよ
うに力をつけていきたいです。また後輩の憧れになれるような選手でありたいと思います。」とコメントされま
した。
最後に、全員へ「バトンのもつ意味は？」と尋ねると、『絆』という言葉で表現してくれました。

〈大会結果〉
女子4×100ｍリレー

池﨑愛菜さん・吉田小晏さん・梅本有利さん・
田原美優さん・播田七虹さん・田中あかりさん
51秒06（予選敗退）

女子走幅跳
池﨑愛菜さん

5m50cm（12位）

問 教育委員会事務局（文化ホール内） ☎0745-44-2210
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問 問い合わせ先

申 申し込み先

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

＼インスタフォローしてね♪／

子育てひろば
子育てに関する情報を
お届けします。

三宅幼児園
Instagram

スマイル
Instagram

10月は里親月間です！
～子どもたちの明るい未来に向かって里親、始めませんか？～
様々な事情から保護者と「ともに暮らす」ことが難しい子ども達。奈良県では425名（※R3.3.31現在）
もの子ども達が、保護者の元を離れて施設や「里親」と呼ばれる家庭で暮らしています。
児童家庭支援センターてんりでは、里親の登録方法や子ども達を取り巻く現状など、里親制度に関
するご説明を個別に実施しております。申込みは無料です。お気軽にご連絡下さい。
子ども達の明るい未来に向かって、里親、始めませんか？

問 奈良県里親支援機関

児童家庭支援センターてんり（天理市別所町715－3）

☎0743-85-5567
メール

foster-support@welfaretenri.com

Ｈ

http://nara-satooya.com/

Ｐ
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三宅町シェア・コンシェルジュ活動レポート

フルートのハーモニーにうっとり

オリジナル楽器の材料選びは真剣！

音楽の集いを MiiMoで開催♪

乳幼児や学童の子どもたちからシニアまで和やかなひととき
7 月 の「つ な が る ひろ ば 」は 特 別 版として、M i i M o

いたしました。地域で活躍する吹奏楽団によるフルート

プレオープニングイベントにあわせ、「こどもえんにち

演奏では、童謡メドレーやディズニーソング、涙そうそ

in MiiM o」を開 催いたしました。

うなど、キレイな音 色に癒されました。また、その後は

コロナ禍で 様 々なお まつりの 場 が 開 催され ない中、

シェア・コンシェルジュと参加者の皆さんで手作りのオ

様々な感染予防策をとりながら、うちわ制作や的あて、

リジナル楽器を作成。パプリカやmake you happyの

キャラクターヨーヨー、ボールすくい、くじびき、三宅町

曲にあわせ、思い思いに作った楽器を振ったり踊ったり

クイズ、三宅町アプリ紹介など、三宅町シェア・コンシェ

しながら、大盛り上がりを見せました。コロナ禍でなか

ルジュの 皆さん達のアイデアと工 夫をこらした様々な

なか遊びにいけない中、夏休みの楽しい想い出になっ

ブースが登場。三宅町内外300人以上の方に楽しんで

ていたら、嬉しいです！

いただくことができました。

さらに、MiiMoでの交流の場作りを強化していくため、

8月の三宅シェア・コンシェルジュチームでは、7月に実

三宅町シェア・コンシェルジュ研修強化がはじまる等、

施したプレオープニングイベントの「こどもえんにち」

まちのみんなができること、やりたいことを叶えるため

に続いて、MiiMo企画第2弾！「MiiMo音楽会」を開催

の様々な取組が進展しています。

10月はハロウィンイベントを企画中！
詳しくは三宅町アプリを要チェック！！！
三宅町アプリで つながろう、シェアしよう！
最新の地域情報やイベント情報を配信中 ! おすそわ
けやおさがり交換、「ちょっと困った」のお手伝い募
集、子どもの送迎・託児など。ご近所さんと頼りあっ
て、くらしをちょっとラクに楽しくできるアプリです。

iPhone

無料
ダウンロードは
こちら

Android

【三宅町の現況】町内シェア・コンシェルジュ数：19 人／ 2020 年 10 月〜交流イベント実施回数・参加組数：13 回・382 組／三宅町アプリ登録数：202 人
（2021 年 7 月末時点）

運営：株式会社 AsMama
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http://www.asmama.jp

問 問い合わせ先

info@asmama.co.jp ／三宅町 健康子ども局 健康子ども課

申 申し込み先

Tel

0745-43-3580

令和4年度 学童保育クラブ
利用申込説明会・申請書受付期間のお知らせ
＼令和4年4月から、学童は三宅町交流まちづくりセンターMiiMoに引っ越します／

三宅町交流まちづくりセンターMiiMo 2F 学童保育クラブ

令和4年4月1日から学童保育クラブを新規または継続して利用を希望される方は、利用申込説明会
に参加の上、受付期間内に申請書をご提出ください。

利用申込説明会

申請書受付期間

▶日時

10月28日（木）18時～19時
②10月30日（土）10時～11時

①

※説明会に参加される方は、10月15日まで
に健康子ども課へお電話ください。
▶場所
あざさ苑1階

集団指導室

▶対象
令和4年4月1日～令和5年3月31日までの期
間で、継続または新規で学童保育クラブの利
用を希望される保護者

▶受付期間

11月1日（月）～11月19日（金）

8時30分から17時15分（土日祝日除く）
▶提出書類
①申請用紙
②勤務証明書等
※申請用紙は説明会または、健康子ども課窓
口で配布します。
※勤務証明は勤務先で記入いただく書類です。
▶提出場所
健康子ども課窓口

※次の２つに当てはまる児童が対象です。
①三宅小学校に在学している
②保護者が就労・病気等で、放課後や夏休み

問 ・ 申 健康子ども課（あざさ苑内）

などの昼間、家庭にいない

☎0745-43-3580

10月30日の説明会終了後「町長とおはなし会」を開催します！
今、気になっていることについて町長と直接意見交換しませんか？
学童保育や子育てのことはもちろん、話題のMiiMoのことなど意見を聞きたいことは何でも
大歓迎です！
▶日時

10月30日（土）11時～11時30分

説明会後、そのまま続けて開催いたします！

問 政策推進課

☎0745-44-3070

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

ざっくばらんに
意見交換しましょう！
お気軽にご参加
ください！

2021.10

広報誌 みやけ

26

子育て掲示板

問 健康子ども課（あざさ苑内）

☎0745-43-3580

ド
プラン
スキッ

ど
うらん
ふくろ

ベビーマッサージ＆ママヨガ

子どもの栄養のおはなし
～食事の困りごと相談会～

～親子のスキンシップ＆産後の体をほぐそう～
親子で楽しい時間を過ごしませんか？
▶講師 ベビーヨガ＆ママヨガインストラクター

千葉

▶日時

管理栄養士に相談してみましょう。

麻梨子 さん

▶日時

10月7日（木）10時～11時30分

10月21日（木）10時～11時30分

（受付：９時30分～）
１歳すぎ～幼児園就園前のお子さん
と保護者
▶持ち物 母子健康手帳

（受付：９時30分～）
▶対象 妊娠中のママ～生後１歳頃までのお
子さんと保護者
▶持ち物 母子健康手帳・バスタオル・
ベビーオイル

▶対象

＊参加申し込みは10/20（水）
午後5時まで。
（先着10組程度）

＊参加申し込みは10/６
（水）午後5時まで。
（先着10組程度）
個別の身体計測や子育て相談は、随時対応してい
ますので、気軽に保健師までお電話ください！
TEL：0745-43-3580（健康子ども課）

●健診相談

対象

日程

9～11か月児健診

10/5

(誕生日：R2.10.7～R3.1.5）

1歳６か月児健診

(誕生日：R2.2.4～R2.4.30）

(火)

11/2
(火)

受付時間

（代表電話）

13時30分
~14時20分

（複数に分けて）

・詳細は個別に郵送している通知をご確認ください
・最近転入されて通知が届かない方はご連絡ください。
・参加のみなさまは感染防止対策にご協力ください。

子育て支援センター

子育て家庭の
三宅町子ども
親と子のほけん室
お悩み相談室
家庭総合相談窓口
（保健師）
（公認心理師・社会福

（複数に分けて）

・大切な健診なので、必ず受けましょう。

みやけ
子育てサイト

三宅町子ども家庭総合相談窓口

13時30分
~14時20分

祉士）

0745-43-3580 090-9726-0568 080-5724-6212
相談受付時間：平日8時30分～17時15分

保健師・公認心理師・社会福祉士の専門職が連携し、
出産前後の母と子へのサポートや、育児やしつけなどの子育
て相談、発達や子どもの困った行動などの相談、ひとり親家
庭相談など様々な子育てに関する相談をお受けしています。
お気軽にご相談してください。

スマイル

問 スマイル（三宅幼児園内）

☎0745-43-0667

スマイルは未就学児とその保護者、妊婦さんが交流するスペ－ス♪
子どもだけでなく大人もキラキラ輝き、ゆったりと過ごせる場です。
スマイル広場（午前10時～12時） ★事前にお申込ください
満６カ月～１歳児
（いちご組）
２～５歳児
（ぶどう組）

10/12（火） 制作：ハロウィン飾り

ハロウィンパーティー
誕生日会
制作：ハロウィン飾り
10/7（木）
発育測定
ハロウィンパーティー
10/21（木）
誕生日会
10/26 (火）

リトミック（午前10時～12時） ★申込は不要です。
２歳児 （ぴょんぴょん組）

10/13（水）

０・１歳児 （よちよち組）

10/20（水）

対

27

象

利用時間

町内在住の満6ヶ月から就学前の
在宅児とその保護者・妊婦(里帰り出産を含む。)
10時〜16時（月〜金曜日）＊土日祝日、年末年始除く

場

子育て支援センター“スマイル”（三宅幼児園内）

所

広報誌 みやけ

※上記のイベントの時間は、対象者のみの利用となります。

2021.10

問 問い合わせ先

申 申し込み先

気軽にご参加くださいね。お待ちしています。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

みやけ

令和４年度

三宅幼児園入園案内

令和４年４月１日から新たに入園を希望される方はお申込みください。

2021.10
No.559
編集・発行 / 三宅町役場 政策推進課
〒636-0213 奈良県磯城郡三宅町大字伴堂689番地
TEL.0745-44-2001（代） FAX.0745-43-0922

まちのうごき 世帯数：3,058世帯（−4） 総人口：6,699人（−18） 令和３年９月1日現在（

保育認定を受けての入園
（２号、３号認定入園）
▶対象年齢

教育標準時間認定を受けての入園
（１号認定入園）

３歳児～５歳児

生後６ヶ月から小学校就学前まで

（平成28年4月2日～令和3年10月1日生）
▶入所基準

（平成28年4月2日～平成31年4月1日生）

事情により保育の必要性の認定を受け、児童をご家庭に
おいて保育することができないと認められる場合。

ー

※詳細は三宅町ホームページをご確認下さい。
▶受付期間

▶提出書類

11月1日（月）～ 11月19日（金） 8時30分から17時15分 （土日祝を除く。）
※

申請書類は、10月4日（月）から健康子ども課窓口または三宅町ホームページにて配布します。

※

上記の受付時間でどうしてもご都合が付かない場合は、健康子ども課へご相談ください。

①

支給認定申請書

①

支給認定申請書

②

入園申込書

②

入園申込書

③

勤務証明書等（保育の必要性を証明する書類）
※

勤務証明書は勤務先にご記入頂く必要があります。

▶提出場所

健康子ども課（あざさ苑１階）

▶その他

■新たに町外の保育園・認定こども園への入園申込をされる場合

健康子ども課での入園手続きが必要です。上の受付期間中に健康子ども課へご相談ください。

■引き続き町外の保育園・認定こども園に通園を希望される場合

郵送する申請書類にご記入の上、上の受付期間中に健康子ども課へ提出してください。

）内は前月比

■引き続き三宅幼児園に通園される場合

11月30日(火)

後日三宅幼児園で配布する申請書類にご記入の上、

までに、健康子ども課へ提出してください。

問 ・ 申 健康子ども課（あざさ苑内）☎0745-43-3580

