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よろしくお願いします。

など

◦飲食ブース

待ちしています。

◦ ICS（踏み間違い事故防止機能）体験

から大人までが楽しめる防災啓発イベントです。ご来場お

◦舞台披露

車・トヨタカローラ奈良と田原本町が共催して行う子ども

◦ボーイスカウトの技術の披露

アウトドア & 防災フェスティバルは、奈良トヨタ自動

◦アウトドアグッズの展示・販売

唐古・鍵遺跡史跡公園

場所

（SUV・プリウス PHV など約 20 車種）

◦子供免許証発行

※状況を鑑み、イベントを中止する場合があります。そ
の際は田原本町のホームページにてお知らせします。

田原本町長
スの維持向上と新しい時代に向けた

1

◦アウトドアと防災に関係するトヨタ車の展示

午前 10 時～午後 4 時

10

住民の皆さまへの支

▲今回の補正予算に関係する事業一覧。
町ホームページよりご覧になれます

イベント内容

10 月 17 日㈯・18 日㈰
日時

3

別給付金の給付、町

田原本町

申込不要
奈良新聞社中南和支社（企画・運営）☎ 34-1221 ／防災課安全防災係☎ 34-2059
問

20

3

準備を進めていきます。

令和２年度一般会計補正予算（第５号）

入場無料

アウトドア & 防災フェスティバル

2

内の経済・経営支援

新型コロナウイルス感染症に
係る支援事業一覧

Vo l.35

町長メッセージ
新型コロナウイルス感染症対策・第３弾

ご来場の際は、新型コロナウイルス感染症対策（３密

の回避、マスク着用、新型コロナウイルス接触確認アプリ

（COCOA）のダウンロードなど）にご協力お願いします。

体温が 37.5℃以上または体温が 37.5℃未満の場合でも、

息苦しさ（呼吸困難）
、強いだるさ（倦怠感）や風邪の症

状があるなど、体調が悪い場合はご来場を控えていただく

ようお願いします。

文化祭 2020

駐車場が満車の場合は、町役場の駐車場（西
側駐車場は使えません）に駐車してください。

生涯教育課☎ 32-6191

青垣生涯
学習センター

阪手北
臨時駐車場

青垣生涯学習センター

場所

24

号

寺川

10 月 31日㈯ ～11月 1日㈰

期間

国道

問

臨時駐車場

東側駐車場

町役場

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、芸能発表会、お茶席などは行いません。
また、吹奏楽演奏は、天候により変更になります。

作品の展示

催し案内
31 日

31日～ 1日
時間

午前 9 時～午後 5 時

（1 日は午後 4 時まで）

今年度は展示の様子を WEB で
公開します。
期間

10 月 31 日㈯～ 11 月 6 日㈮

一般（町内在住者）の作品を
募集します
出品点数・規格

◦行政相談啓発コーナー

◦地球温暖化防止啓発コーナー
展示・体験

◦置物（彫刻、
工芸など）は、縦・横・
高さ各 50cm 以内
◦絵画・写真などの作品は 15 号ま
たは、縦・横各 80cm 以内
※規格を超える作品は、受け付けで
きません。
※作品の展示写真を WEB に掲載
しますので、あらかじめご了承く
ださい。

時間…午前 10 時～午後 4 時

▶パネル展示 ▶ＶＲ（仮想現実）による地球温暖化危機体験

▶抽選会（各日先着 100 人／メッセージを記入いただくと参加できます）
◦吹奏楽演奏（中庭）▶田原本中学校吹奏楽部

時間…午後 1 時 30 分～

※ホールは関係者のみの入場です。

弥生の里ホール
◦田原本町表彰式

時間…午前 10 時～

◦
「やすまろさんへのメッセージ」コンテスト表彰式

時間…午前 11 時～

1日
◦囲碁教室

◦１人につき１点

時間…午前 10 時～午後 3 時

時間…午前 10 時～午後 4 時

◦地球温暖化防止啓発コーナー

時間…午前 10 時～午後 4 時

展示・体験内容は 31 日と同様。
◦吹奏楽演奏（中庭）
▶北中学校吹奏楽部 時間…午前 11 時～ ▶たわらもとジュニアバンド 時
間…午後 1 時～ ▶たわらもと吹奏楽団

時間…午後 1 時 30 分～

模擬店

正面玄関前

時間

午前 10 時から

場所

町地域婦人団体連絡協議会（31・1 日）、ひなた舎（31 日）、どんぐりの家（31 日）
、
町ボランティア連絡協議会（1 日）
、どっとゆう（1 日）、子ども食堂応援団（1 日）

搬入 10 月 28 日㈬午前 9 時～正午
搬出

11 月 1 日㈰午後 4 時～ 6 時

／ 11 月 3 日㈫午前 9 時～午後 4 時
問・申込
10 月 14 日㈬までに生涯教育課
（☎ 32-6191）へ。申込書は、町ホー
ムページでダウンロードしていただ
くか、青垣生涯学習センター事務所
でご記入ください。
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11 月 1 日に施設予約システムを停止します
下記施設の業務について対応ができませんのでご了承ください。
施設名

停止する業務

青垣生涯学習センター（公 ◦窓 口・電話・インターネットでの当日予約及び
民館・弥生の里ホール）
空き状況の確認
健民グラウンド・やすら ◦申請書・許可証・領収書の発行
ぎ体育館・中央体育館
◦当日の変更・追加・翌日以降の使用分の支払い
☎ 33-5882
※当日使用分の支払いは、窓口で対応します。

※新型コロナウイルス感染症による影響により、本紙に掲載されている情報が変更になる可能性があります。
最新の情報については、担当課へ問い合わせいただくか、町ホームページをご確認ください。

