＝日時

＝会場

＝対象／定員

＝費用

＝持ち物

＝申し込み方法

＝問い合わせ

※対象の設定がないものはどなたでも。費用の記載がないものは無料です。

市民 掲示板
の

エ ク セ ル

ボラ講Excel入門講座
名 簿 や 住 所 録、 年 賀 状 の 整 理 な ど
1/12〜26の 毎 週 火 曜 日9:30〜12:30
（全3回） 生涯学習センター 初心者／
先着4人 4,500円 ノートパソコン
1/11
（祝）
までにEメールmunenaga@m
ercury.dti.ne.jpで大和市ボランティア
（2664）
講師の会・棟長へ 棟長☎090
8987。

大和子育てママ応援プロジェクト

しゅうかつ

第38回ワンコイン終活セミナー
葬儀・相続・遺言編 1/13
（水）
10:30〜
12:00 勤労福祉会館 18人 500円
（飲み物代含む） 筆記用具 電話で葬
（276）
7986へ。
祭 FP 事務所・清水頭☎
し み ず が し ら

大和市動物里親会パクスやまと

1/14（木）
・15（金）20:30〜22:45と
25
（月）
21:45〜24:00 いずれも銀河
アリーナ
（相模原市中央区弥栄3-1-6）
小学生以上（小・中学生は保護者同
伴）
／各先着20人 各1,000円 室内
履き、運 動ができる服 装、帽 子、手 袋
E メール kitagawa@xpost.plala.
or.jpで神奈川県カーリング協会・北川
1657。
へ 北川☎090（9368）

犬・猫の里親探し。サポーター歓迎
1/17
（日）
13:00〜15:00 市役所正面
（自分の犬・猫を出す場合
玄関前 不要
は、要事前相談） パクスやまと・斉藤
☎
（275）0189。

ヨガ体験
1/15
（金）9:00〜11:00 桜丘学習
（初心者歓迎）
／2人〜3
センター 女性
人 飲み物、バスタオル 不要 アン
フィニ・竹中☎
（267）7993。

モナリザダンスパーティ
ミキシング、トライアルあり 1/15
（金）
13:30〜16:15 保健福祉センター 50
（93
0円 不要 モナリザ・渡辺☎090
63）
5063。

新春ゆとりの森将棋多面差し対決
六段保有棋士による指導対局と解説
1/16
（土）
13:00〜17:00 大和ゆとりの
森仲良しプラザ 将棋のルールが分か
る人／先着10人 500円 電話で同プ
ラザ・青野☎
（267）6800へ。

マンション管理組合の無料相談会
大規模修繕、組合運営など 1/16
（土）
15:00〜17:00 大和市民活動センター
分 譲マンション居 住 者／先 着2組
管理規約など E メール mukai̲b198
941@yahoo.co.jpでNPOかながわ県
央マンション管 理 組 合ネットワーク・
（264）6054。
向井へ 向井☎

あらステキ！パソコン水彩画
寒中見舞い①初心者・②経験者向け
1/17
（日）
①10:00〜12:30・ ②13:30〜
16:00 いずれも生涯学習センター 各
回先着10人 各回1,600円 USBメモ
（水）までに
リー
（データ保存用） 1/13
電話でパソコン水彩画塾・山口☎
（274）
1802へ。

ダンスクラブＫＭフリーパーティ

洋の華和の花舞踊のしらべ発表会

全員参加少数トライアル、リボンあり
1/13
（水）
13:10〜16:00 保健福祉セ
ンター 80人 700円 不要 同クラ
ブ・松下☎090
（4091）
5285。

日舞、洋舞、カラオケの発表 1/17
（日）
10：00〜17：00
（予定） 生涯学習セン
ター 500人 不要 大和洋舞踊協会・
岸井☎
（268）1968。

地域交流さわやかパーティー

ボーイスカウト入団説明会

社交ダンス、抽選会

1/14
（木）
13:30

1/17
（日）
10：30〜13：00

泉の森ふれ

オレンジ（認知症）カフェやまと
介護中の家族や認知症当事者の交流の場
1/17
（日）
13:00〜16:00 デイサービ
スハッピー鶴間（西鶴間1-11-5） 不要
オ レ ン ジ プ ロ ジ ェ ク ト・ 石 井 ☎
（283）3900。

ロンデダンスパーティー
ミキシング、トライアル、リボン 1/17
（日）
13:15〜16:15 保健福祉センター
700円
（茶菓子代込み） 不要 ロン
デダンスサークル・関根☎090
（1806）
4821。

フラダンス体験会
ハワイやフラダンスの話とダンス体 験
1/20
（水）
10:00〜11:30 青少年セ
ン タ ー 子 ど も 同 伴 可 ／ 先 着5人
500円 動きやすい服 装 イポレイフ
（5513）
8178へ
ラスタジオ・濱谷☎090
要問い合わせ。
は

ま

や

が ん

しゃべ

大和市立病院乳癌患者のお喋り会
乳がん治療を受けた仲間と語り合う 1/
20
（水）
10:00〜12:00 市立病院3階講
堂 同病院で乳がん治療を受けた人
ファクス
（272）
2868で大和おしゃべり
（同番号）。
会・武藤へ 武藤☎

赤い靴ダンスパーティ
ミキシング、トライアルあり ①1/20
（水）
、②2/2
（火）
いずれも13:20〜16:20
①保健福祉センター、②勤労福祉会
館 各800円 不要 赤い靴・鈴木☎
090（3572）
1278。

成年後見専門相談
弁護士による相談窓口 1/20
（水）13:
30〜・14:10〜・14:50〜
（各回30分以
内） いずれも保健福祉センター 各
回先着1組 電話で大和市社会福祉協
議会・岸田☎
（260）5634へ。

レクダンス初心者体験会
歌謡曲で踊る 1/22・29いずれも金曜
日11:00〜13:00 桜丘学習センター
各先着5人 動きやすい服装、上履き、
飲み物、タオル 電話でレクダンスサー
クルほほえみ・佐藤☎
（269）1475へ。

ミキシング、トライアルあり 1/22
（金）
13:30〜16:00 桜丘学習センター
200円 不要 同会・岡本☎（260）
4428。

無料体験3Bシニア体操
若さを保ち生活習慣病を予防 1/22、
2/12いずれも金曜日15:30〜16:30
深 見 北コミセン
（予定） 運 動の苦 手な
人・中高年歓迎／各15人 動きやすい服
装、上履き、水筒 電話で3B 体操・木下
☎090
（8641）
7707へ。

ウィンドウズ10アップグレード
ウ

ィ

ン

ド

ウ

ズ

Windows7または8.1から更新 1/23
（土）
13:00〜15:00 勤労福祉会館 先
着10人 1,500円 Eメールpc@huma
n-ict.orgでスマートICTスクール・伊藤
2130。
へ 伊藤☎（219）

第29回うたごえ青麦
元 気に歌い、踊る 1/24
（日）13:00〜
15:00 桜 丘 学 習センター 100人
1,000円 飲み物 不要 うたごえの
会「青麦」
・松本☎
（276）
7395。

第228回大和正論の会勉強会
新板橋クリニック院長清水公一氏講演
1/24
（日）
14:00〜16:30 生涯学習
（女 性・学 生は500
センター 1,000円
（1607）
円） 不要 同会・渥美☎090
7024。

シネマサークル特別映画鑑賞会
いずれも 1/29
（金） 大和市民活動セ
（水）
まで
ンター 市民／先着5人 1/27
に電話で同サークル・山口☎090
（2343）
1937へ／
「霧の波止場」
▶ 10:00〜／
「過去をもつ愛情」
▶ 13:00〜。

あなたの声でボランティア
録音奉仕入門講座 1/29〜3/18の毎
週金曜日19:00〜21:00
（全8回） 保健
福 祉センター 20歳 以 上の市 内 在 住・
在 勤 者／20人
（定 員を超えた場 合は抽
（金）
（消印）
までに往
選） 500円 1/15
復はがきで〒242-0004鶴間1-31-7や
まとボランティアセンター 録 音 奉 仕
3280。
会こだま・島元へ 島元☎（264）

大和おやこ劇場第258回例会
東 京 芸 術 座「あわて幕やぶけ芝 居」 2/
28
（日）
18:30〜20:15 生涯学習センタ
（中学生以下は保護者
ー 小学4年生以上
同伴） 入会金200円、月会費1,400円
2/26（金）までに電 話で大 和 北 部おやこ
劇場・羽染☎（276）1395へ。

18歳になったら選挙に行こう
☎
（260）
5542

選挙管理委員会事務局

昨年、70年ぶりに選挙権年齢に関する法改正が実施され、今年6/19からは、18
歳以上20歳未満の人が新たに有権者となります。７月には、参議院議員選挙が
予定されています。政治は、わたしたちの暮らしや将来に大きくかかわっていま
す。政治に携わる代表を選ぶ選挙は、わたしたちの意見を国政、県政、市政に反
映させる大切な手段です。若い世代の声を社会に届けることが期待されています。
ぜひ、思いを込めて堂々と一票を投じてください。

■6/19以降の選挙権・被選挙権（下線部が変更箇所）
選挙の種類
選挙権
衆議院議員
（小選挙区・比例代表）
満18歳以上の日本国民
参議院議員
（選挙区・比例代表）
満18歳以上の日本国民
知 事
で、県内の同一市区町村
に引き続き3か月以上住
県議会議員
所がある人
市 長
市議会議員

被選挙権

任期

満25歳以上の日本国民

4年

満30歳以上の日本国民

6年

満30歳以上の日本国民
県議会議員の選挙権があ
る人で満25歳以上の人

4年

満18歳 以 上 の日本 国 民 満25歳以上の日本国民
で、市内に引き続き3か月
市議会議員の選挙権があ
以上住所がある人
る人で満25歳以上の人

エリアメール、緊急速報メールで
気象等と噴火の特別警報を配信
☎
（260）
5728

危機管理課

気象庁は、緊急地震速報と津波警報を発表した際、携帯電話事業者を介してエ
リアメールや緊急速報メールを配信しています。昨年11/19から、これらに加
えて気象等（大雨、暴風、波浪、高潮、大雪、暴風雪）や噴火に関する特別警報
についても配信されるようになりました。いずれも対象市町村への発表時に
配信し、気象等については、特別警報の種類を追加したときにも配信します。
※特別警報が解除されたときには配信されません。※エリアメールはNTTドコ
モ、緊急速報メールはauとソフトバンクの携帯電話に配信されます。

屋外燃焼は制限されています
☎
（260）
5106

生活環境保全課

屋外で物を燃やすことは、法律や条例で制限されています。また、その悪臭や煙は、
近隣住民の迷惑になります。落ち葉や紙などのごみは、庭などで燃やさず、市のルー
ルに従い適切に処理してください。

広報やまとに掲載する広告を随時募集
しています︒詳しくは市のホームペー
ジをごらんください︒
広報広聴課☎︵ ２６０︶５３１４︒

いずれも 子育て中の母親
（子ども同
伴可）
／8人 500円 Ｅメールina@ho
ken119.co.jpでママプロ・伊奈へ 伊
奈☎
（259）
9066／ベビーマッサージ▶
1/12
（火）
14:00〜15:00 つきみ野学
（土）
習センター／骨盤調整ヨガ▶ 1/23
10:15〜11:45 勤労福祉会館 ヨガマ
ットまたはバスタオル、飲み物。動きや
すい服装で／身体と家計のメンテナン
（ 水）
10:15〜11:45 勤労福
ス▶ 1/27
祉会館。

カーリング体験教室（1月）

6/19から選挙権年齢が変わります

りんどう会ダンスパーティー

健康のページ

健康のページ

ファクス、はがき、Eメールで申し込む催
しは、「イベント名、希望日、住所、氏名、
電話番号」
を記載してください。

あいキャンプ場 幼稚園年長〜中学生
筆記用具 不要 BS大和2団・六田
☎090（1767）
7682。

情報のページ

情報のページ

掲載できるのは、開催日や申し込み期限
が発行日を含めて10日以上先のものに限
ります。
開催場所は原則市内公共施設とします。
それ以外はお問い合わせください。
同 一 記 事の複 数の号への掲 載はできま
せん。
スペースの都合などで、内容を一部修正・
省略することがあります。
掲載依頼票は市役所広報広聴課窓口で
配 布しているほか、市のホームページ
（ http://www.city.yamato.lg.jp/web/
kouhou/kouhoushoshiki.html ）から
ダウンロードもできます。

〜16:
〜16:15
保健福祉センター 500円
不要 さわやかダンスクラブ・山口
☎
（26
（261）
0653。

市民の掲示板

市民の掲示板

ww
ww

大和市は自主財源を確保するため、
「広報やまと」
に広告を掲載しています。
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「市民の掲示板」今後の掲載依頼締め切り▶2/15号：1/5（火）、3/1号：1/20（水）いずれも17:15まで。

問い合わせは各課のホームページ
「組織の紹介」
からも受け付けています。
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