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中央公民館で楽しく学ぼう
多様な市民企画講座

●急須を使っておいしい緑茶を
　淹

い
れましょう！

▶日時＝7月7日㈰午前10時～正午　
▶対象＝市内在住・在学の小学5年
生～高校生（先着10人）　▶費用＝
650円　▶要申込
●からだにやさしいを作ろう！
　～ふんどしパンツ・布ナプキン～
▶日時＝7月10日㈬午前10時15分～
11時45分　▶対象＝市内在住・在勤
の女性（先着10人）　▶費用＝ふんど
しパンツ400円・布ナプキン300円　
▶要申込　▶託児＝先着5人
●自然を愛しみ、自然を守ろう
▶日時＝7月13日㈯午後6時30分～
8時30分　▶対象＝市内在住・在勤・
在学の人（先着20人）　▶要申込
●脳をきたえるパパと子どもの
　スキンシップあそび
▶日時＝7月13日㈯午前10時～ 11

▶日時＝7月23日㈫午前10時～正午　
▶対象＝30～ 75歳（先着20人）　▶
要申込
●みんなで創ろう！乙訓の景観カード
▶日時＝7月27日㈯午後1時30分～
4時　▶対象＝市内在住・在勤の人
（先着10人）　▶申込＝7月2日㈫午
前11時から　
●アスリートフードを学ぼう
▶日時＝8月1日㈭午前10時30分～
11時30分　▶対象＝市内在住・在
勤の人（先着20人）　▶申込＝7月2
日㈫午前11時から　
●身近な防災～備えておこうそのと
きのために～

▶日時＝8月1日㈭午前10時～11時
30分　▶対象＝市内在住・在学の
小学生以上（先着20人）　▶申込＝7
月2日㈫午前11時から
問中央公民館
　☎ 951-1278　℻   955-4774

だっこで遊ぼう！
パパのベビーダンス

▶日時・場所＝8月4日
㈰午前10時～正午、中
央公民館　▶対象＝市
内在住の首がすわった
子～ 1歳2か月の子と保護者（先着
20組）　▶申込＝7月1日㈪午前9時
受付開始　▶託児あり
問社会福祉課地域福祉・労政係（分庁舎3）
　☎ 955-9516　℻   951-7739

文化財講演会
弥生時代のムラ

▶日時・場所＝7月6日㈯午後2時～ 4
時、中央公民館　▶定員＝先着60人
問（公財）長岡京市埋蔵文化財センター
　☎ 955-3622　℻   951-0427

時　▶対象＝市内在住・在勤の父
親と歩くことができる2歳までの子
（先着20組）　▶要申込
●野菜っておもしろすごい！
▶日時＝7月13日㈯午前10時～ 11
時30分　▶対象＝市内在住の5歳～
小学6年生の親子（先着10組）　▶費
用＝1,000円　▶要申込
●市民と市内在住外国人の交流広場
　にほんGO ちょっと！
▶日時＝7月14日㈰午前10時～正
午　▶対象＝市内在住・在勤の人（先
着30人）　▶要申込
●アロマを通じて心も体も元気に
▶日時＝7月18日㈭午後2時～3時30
分　▶対象＝市内在住・在勤の人（先
着20人）　▶費用＝1,000円　▶申込
＝7月2日㈫午前11時から　▶託児＝
6か月～就学前（先着2人）
●バルーンアートでふれあいを
▶日時＝7月21日㈰午後2時～ 4時　
▶対象＝市内在住・在勤の人（先着
30人）　▶費用＝1,000円　▶要申込
●足裏ほぐし・整体で健康を目指す

講座・講演会

は乳児、 は幼児、 は小学生が参加できるイベントです。お出かけの参考にどうぞ♪
子どもの参加に

便利なアイコン☆

● メールアドレスは の後ろの文字に
　「@city.nagaokakyo.lg.jp」を付けてね。
●市役所（代表）
　☎ 075-951-2121　℻   075-951-5410
　（開庁時間 平日午前８時30分～午後５時）

● 市ホームページ
　 http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/

広
告

情報 I
イ ン デ ッ ク ス

NDEX
▶ 費用　の記載がないものは　無料
▶ 申込　の記載がないものは　申込不要
▶持ち物・応募要項など、
　詳しくは各問い合わせ先へご確認ください

各記事の詳細は「今月
の広報紙」で公開中！

「もっと知りたい」が
 きっと見つかる！
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エアコン、変な音してない？ フィルターつまってない？ 月に1度は掃除しよう。
実は、おまかせ・自動運転が１番省エネ！ 問環境政策室　☎ 955-9542今月のいちエコ

ファミリーサポートセンター
講演会と交流会

●親と子のコミュニケーションのあり
方～子どもの自己肯定感の高め方～

▶日にち＝7月5日㈮
●紙芝居いろいろ♪
　楽しい読書♪楽しい時間♪
▶日にち＝7月25日㈭
【共通事項】▶時間・
場所＝午前10時～ 11
時30分、中央公民館　
▶ 定 員 ＝ 先 着20人　
▶申込＝7月1日㈪午
前10時から　
問ファミリーサポートセンター
　☎ 959-3034　℻   959-3201

クリーンプラザおとくに
工芸教室

　午前の部（9時～ 11時30分）と午
後の部（1時30分～ 4時）の2部制。
【日程＝①9月15日㈰ ②10月6日㈰】
①ハロウィンプレート（キルン）
▶対象＝小学4年生以上（先着各部
10人）　▶費用＝500円
②スタンドミラー（ステンドグラス）
▶対象＝小学5年生以上（先着各部6
人）　▶費用＝800円
①②トンボ玉（バーナーワーク）
▶対象＝小学5年生以上（先着各部4
人）　▶費用＝1,800円
①②サンドブラスト
▶対象＝小学1年生以上（先着各部5
人）　▶費用＝300円
【共通事項】▶場所＝クリーンプラ
ザおとくに　▶申込＝7月1日㈪から　
＊小学生は保護者同伴に限ります。
＊詳しくは組合ホームページへ。
問乙訓環境衛生組合政策推進課
　☎ 957-6686　℻   957-6687

一部屋に一鉢、花と緑を
ツツジ・サツキの剪

せ ん て い

定講習会
▶日時・場所＝7月10日㈬午後1時
30分～ 3時30分、西山公園　▶定
員＝先着10人　▶費用＝500円　
▶申込＝7月1日㈪午前9時～ 5日㈮
問（公財）長岡京市緑の協会
　☎ 952-1900　℻   952-1905

長岡京ゆかりの武将
永井直清と江戸開幕

▶日時・場所＝7月21日㈰午後1時
30分～ 3時30分、産業文化会館　
▶定員＝先着100人　▶費用＝300
円（資料代）
問 NPO 法人ふるさとガイドの会 高橋
　☎ 090-7366-3107　℻   955-8810

～オンリーワンで輝くために～
「素敵な起業のはじめかた」

ママキッズまるごと食マルシェ

出張！長岡京
子育てコンシェルジュ

ママキッズまるごと食マルシェご当地タニタごはんコンテストと同日開催♪

大好評ハイハ
イレース

絶賛受付中で
す！

保健師など専
門家に

おまかせ！

▶日時・場所＝７月27日㈯午後１時
30分～３時30分、バンビオ　▶定員
＝30人　▶要申込　▶託児あり（6か
月～就学前。先着10人。7月20日㈯
までに要予約）　▶手話通訳・要約筆
記　あり。７月13日㈯までに要予約
問男女共同参画センター（バンビオ内）
　☎ 963-5501　☎ 963-5521
　 danjo-c 

　今回のマルシェは “食 ” がテーマ。キャ
ンドル、イヤリングのワークショップな
どイベント盛りだくさん！ハイ
ハイレースの申込や店舗情報な
どはフェイスブックから♪

　パパ・ママの健康チェックや、子育て
相談会があります。「こんなとき、どうし
たらいいの…？」という日常のちょっと
した相談も大歓迎です。

思い出に
 残そう！
思い出に

絶賛受付中で
す！

絶賛受付中で
す！

思い出に
 残そう！
思い出に
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西山公園体育館の講座
健康的なからだになるには？
①体幹トレーニング&脂肪燃焼講座
▶時間＝午前9時10分～ 10時10分　
②魅せる！ 美ボディトレーニング
▶時間＝午前10時20分～ 11時05分
③ストレッチ講座
▶時間＝午前11時15分～ 11時45分
【共通事項】　▶日にち＝7月4日～ 25
日の㊍　▶対象＝18歳以上（先着30
人 ）　 ▶ 費 用 ＝ ①4回3,000円（1回
1,000円） ②4回2,000円（1回600円） 
③4回1,500円（1回400円）　▶要申込
問西山公園体育館
　☎ 953-1161　℻   953-1163

スポーツセンターで開催
テニスを楽しもう

①キッズテニススクール（全8回）
▶対象＝市内在住の未就学児（年中
と年長）　▶費用＝4,500円
②小学生テニススクール（全8回）
▶対象＝市内在住の小学1年生　▶
費用＝5,500円
【共通事項】▶日時＝7月23日～ 9
月17日の㊋（8月13日を除く）、午
後4時～5時30分　▶定員＝各10人　
▶申込＝7月2日㈫①午後2時から 
②午後3時から　▶新規は保険料
800円が別途必要
問スポーツセンター
　☎ 951-3363　℻ 951-3666

女性のためのがん治療
と生活支援

　サポートのあり方を考えます。
▶日時・場所＝7月19日㈮午前10時
30分～午後0時30分、バンビオ　▶
定員＝先着20人　▶要申込　▶託児
あり（1歳～就学前。先着6人）。7月

防災講演会～災害時に活きる
防災訓練と地域福祉とは～

▶日時・場所＝7月27日㈯午後2時～
4時、きりしま苑　▶対象＝市内在
住・在勤の人（先着50人）　▶要申込
問総合生活支援センター（バンビオ内）
　☎ 963-5508　℻   963-5509

災害ボランティア講座とボラン
ティアセンター設置・運用訓練
▶日時・場所＝①8月10日㈯午後1
時30分～ 4時、きりしま苑 ②9月1
日㈰、長岡第九小学校　▶対象＝市
内在住・在勤で全回参加できる人（先
着30人）　▶要申込
問総合生活支援センター（バンビオ内）
　☎ 963-5508　℻   963-5509

高齢者の生活を支える
地域お助けサポーター養成講座
▶日時・場所＝7月25日㈭午前10
時～午後4時、特別養護老人ホーム
第二天神の杜（奥海印寺竹ノ下19）　
▶定員＝先着20人　▶要申込
問東地域包括支援センター（バンビオ内）
　☎ 963-5508　℻   958-6909

アクアパルコ洛西
テニススクール

●ジュニア（小学6年生まで）の部
▶日時＝7月29日から毎週㊊・30日から
毎週㊋・31日から毎週㊌、8月2日から
毎週㊎、午後5時～ 6時　▶定員＝各10
人　▶費用＝全6回7,000円　▶要申込
●18歳以上の部
▶日時＝7月29日から毎週㊊～㊎、
各時間帯あり　▶定員＝各12人　
▶費用＝全8回9,000円　▶要申込
問洛西浄化センター（アクアパルコ洛西）
　☎ 951-9161　℻   951-9162

12日㈮までに要申込　▶手話通訳・
要約筆記は7月5日㈮までに要申込
問男女共同参画センター（バンビオ内）
　☎ 963-5501　℻   963-5521
　 danjyo-c

編物・手芸体験教室（全２回）
ラリエット（首飾り）を作ろう
▶日時・場所＝7月5日㈮・12日㈮
午前10時～正午、中央公民館　▶
定員＝先着20人　▶費用＝910円　
▶申込＝7月1日㈪から
問長岡京市文化協会 林
　☎ 955-3910　℻   921-6032

見えない方・見えにくい方へ
お困りごとはありませんか？
▶日時・場所＝7月17日、8月21日、
9月18日の㊌ ①午前10時30分～正
午 ②午後1時～ 3時、産業文化会館　
▶対象＝京都府南部在住の人　▶内
容＝①個別相談、点字・パソコン・
デジタル録音図書・白杖などの訓練 
②テーマに沿った訓練や交流（7月
「アイフォン・アイパッド」、8月「墨
字を書こう」・9月「視覚障がい者
の防災」）　▶申込＝①のみ要
問京都ライトハウス「鳥居寮」京極
　☎ 463-6455

「漢字力」をステップアップ！
漢字検定試験 10 ～２級

▶日時・場所＝8月21日㈬午前10
時から、バンビオ　▶定員＝先着
96人　▶検定料＝1,500円～3,500
円（級による）　▶申込＝7月1日㈪
午前10時～ 15日（月・祝）午後6時まで
に検定料を持って下記へ
問生涯学習団体交流室（バンビオ内）
　☎ 963-5518　℻ 963-5519

広
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税のお支払い
は確実に♪

固定資産税・都市計画税の第2期納期限（口座振替日）は7月31日㈬です。口座振替の場合は残高をご
確認ください。 問税務課　☎ 955-9509
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あなたのアイデアを形にしてみ
ませんか。陶芸教室（全3回）
▶日時・場所＝〔北開田会館〕8月
3日㈯・10日㈯①午前9時30分～
11時30分 ②午後1時～ 3時 〔中央
公民館〕9月7日㈯午前9時～正午　
▶対象＝市内在住・在勤の人（小学
生以下は保護者同伴。先着①②各
10人）　▶費用＝500円　▶申込＝
7月1日㈪午前9時から
問北開田会館
　☎ 955-8844　℻   955-8845

商工会創立20周年記念 キャッシュ
レス消費者還元事業対応セミナー
▶日時・場所＝7月18日㈭午後2時
～ 3時30分、産業文化会館　▶対
象＝市内の事業者（商工会非会員も
可）　▶要申込
問長岡京市商工会
　☎ 951-8029　　℻   958-2473

長岡京市社会福祉大会
▶日時・場所＝7月17日㈬午後1時
30分～ 4時、中央公民館市民ホー
ル　▶内容＝①福祉活動功労者の表
彰式 ②武地一さんによる「未来を
つくる地域包括ケアと共生社会のカ
タチ」　▶手話通訳・要約筆記あり
問社会福祉課地域福祉・労政係（分庁舎3）
　☎ 955-9516　℻   951-7739

第31回長岡京市中学校
吹奏楽合同演奏会

▶日時・場所＝7月21日㈰午後1時
15分（開場午後0時50分）から、記念
文化会館　▶出演＝市立中学校４校、

西乙訓高校と洛南高校の吹奏学部
問中学校吹奏楽推進協議会
　（長岡第四中学校内 :加田）
　☎ 951-2112　℻   951-8430

西国街道を歩く
ポールウオーキング

▶日時・集合＝7月12日㈮午前9時
30分、中央公民館　▶対象＝市内
在住のおおむね60歳以上（先着50
人）　▶要申込
＊ポールの無料貸出あり。
問やすらぎクラブ長岡京（市老連）
　☎℻   956-6166

京都サンガ F.C. ホームゲーム
長岡京市応援デーへご招待

▶日時・場所＝8月4日㈰午後6時開
始（東京ヴェルディ）、西京極総合運
動公園　▶申込＝7月18日㈭まで
● 選手と手をつないでピッチに入ろ
う！エスコートキッズ募集中

▶対象＝市内在住の5～12歳（抽選で5人）
問京都サンガ F.C ホームタウン推進課
　☎ 0774-55-7603

京都サンガ F.C. 合同応援
フラッグベアラーになろう

▶日時・場所＝8月10
日㈯午後7時開始（栃木
SC戦）、西京極総合運
動公園　▶申込＝8月9
日㈮まで
●フラッグベアラーを募集中
▶対象＝市内在住の小学生（抽選で
6人）　▶申込＝7月26日㈮まで
問文化・スポーツ振興室スポーツ振興係
　☎ 955-9735　℻   955-9526

少年を非行から守る府民運動
乙訓地区大会

▶日時・場所＝7月6日㈯午前10時
～正午、中央公民館市民ホール　▶
内容＝式典、（一社）カウンセリング
ルームB

ビッグスマイル

igSmile 代表理事 大槻久美
子さんの講演、北開田響太鼓の演奏
問市少年補導委員会事務局
　（文化・スポーツ振興室内）
　☎ 955-9546　℻   955-9526

イベント

広
告

　「お店やってみたいけど、何か
ら始めればいいのかな」。さまざ
まな疑問に、プロがお答えしま
す！丁寧に教えてくれますよ。
▶日時・場所＝７月20日㈯午後
２時～４時、ミントハウス　▶
講師＝ミントハウスの林定信さ

ん、多貝酒店の多貝有美さん　▶
費用＝500円（お菓子・飲み物付）　
▶要申込
問商工観光課商工振興係
　☎955-9688　☎951-5410
　 syoukoukankou

創業者から
学べる！

夢叶える起業応援カフェ

長岡京
ビジネスカフェ

長岡京こらさ　10月１日㈫から
利用の範囲が広がります

　利用いただける人の範囲が広がります。詳しくはお問い合わせください。
問多世代交流ふれあいセンター（長岡京こらさ）　☎955-2100　℻   955-2200
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神足ふれあい町家で開催
展示・シャンソン・講座

● ギャラリーM
ま ち や

ACHIYA
▶日時＝7月1日㈪～ 30日㈫　▶内
容＝井上万寿江・大塚佳子二人展　
● 吉永修子シャンソンミニコンサート
▶日時＝7月15日（月・祝）午後1時30
分～ 3時　▶費用＝2,000円　
● 心は心でしか分からない 統合失調症
をもつ人のグループから学んだこと

▶日時＝7月21日㈰午後1時30分～
3時　▶定員＝先着50人
● 花丸ふれあい落語会
▶日時＝７月27日㈯午後2時30分
～ 4時　▶定員＝先着50人　▶出
演＝林家花丸さんほか　▶費用＝
1,500円　▶申込＝7月1日㈪から
● 町家子どもまつり
▶日時＝8月11日㈰午後2時から
（午後1時30分開場）　▶定員＝抽選
50人　▶出演＝笑福亭鶴笑さんほ
か　▶費用＝大人1,000円、子ども
500円　▶申込＝7月11日㈭から
＊駐輪・駐車場はありません
問神足ふれあい町家
　☎ 951-5175　℻   202-9239

15歳以上の愛犬
「長寿犬」として認定します
　9月22日㈰に京都市内で開催予定
の「京都動物愛護フェスティバル」
で認定式を行います。
▶対象＝5年以上続けて狂犬病予
防注射を受けている、今年4月1日
時点で15歳以上の飼い犬 など　
▶申込＝7月1日㈪～ 16日㈫必着
＊過去に認定を受けた犬は応募不可。
問〒602-8570（住所記載不要）　
　京都府健康福祉部生活衛生課
　☎ 414-4763　℻   414-4780

航空学生（自衛隊）
▶対象＝〔海〕18 ～ 22歳　〔空〕
18 ～ 20歳で、高卒者か高専3年次
修了者（どちらも見込含む）
問自衛隊京都地方協力本部宇治地域事務所
　☎℻   0774-44-7139

放課後児童クラブ
夏休みアルバイト指導員の登録
▶対象＝18歳以上（高校生を除く）　
▶期間＝7月20日㈯～ 8月24日㈯。
日曜日・祝日と8月12日（月・休）～
16日㈮は除く　▶勤務時間＝午前8
時～午後6時の間で4時間～ 6時間程
度（応相談）　▶勤務地＝市内の小学
校　▶賃金＝時給880円　▶申込＝
ハンコ、顔写真（縦5.5㎝×横4.5㎝）、
金融機関の通帳を持って下記へ
問文化・スポーツ振興室青少年育成担当
　☎ 955-9546　℻   955-9526

戦没者遺児による慰霊追悼
旧戦域を巡る

▶対象＝戦没者遺児　▶費用＝10
万円　▶要申込
問（財）京都府遺族会事務局
　☎ 393-6050　℻   393-6525

夏休みの宿題に！
ポスター、標語、グラフ作品
●選挙啓発ポスターと標語
▶対象＝府内在学の小・中・高校生
か府内在住の人　▶テーマ＝投票に
参加することの大切さを伝える　▶
規格＝〔ポスター〕四ツ切りまたは
八ツ切りの画用紙を使用〔標語〕
20字以内　▶応募＝9月6日㈮必着
＊優秀作品は京都府や全国のコン
クールに出展されます。

問長岡京市選挙管理委員会（総務課内）
　☎ 955-9547　℻   951-5410
●統計グラフコンクール作品
▶対象＝府内在住・在勤・在学の小学生
以上　▶内容＝手書き統計グラフの部、
パソコン統計グラフの部。用紙はB2版
で〔小学4年生以下〕自分で観察・調査
した結果をグラフにした作品 〔小学5年
生以上〕自由　▶応募＝8月26日㈪まで
に市総務課か、9月5日㈭必着で下記へ
問京都府企画統計課
　☎ 414-4487　℻   414-4482

国民健康保険課（北棟１階）で
　国保の加入・脱退手続きや納付相談
など、夜間窓口を開設しています。
●夜間・休日の納付は時間外受付でも
　平日…午後5時～ 10時
　土・日・祝日…午前8時～午後10時
＊時間外受付（北棟1階）での納付には
納付書が必要です。

問国保係（給付関係）
　☎ 955-9511　℻   951-1929
　管理係（保険料関係）
　☎ 955-9706　℻   951-1929

国民健康保険 夜間の窓口 ７月29日㊊・30日㊋ 午後８時まで
　国保の加入・脱退の手続きは14日
以内に行わないと、保険料をさかのぼ
って請求されたり、医療費が全額自己
負担となる場合があります。

●10月使用分
当選の確認…７月15日（月・祝）～ 25日㈭
申請の締切…７月25日㈭
＊各施設の休館日にご注意ください。
＊申請には利用料金が必要です。
●お問い合わせは、各公共施設へ

公共施設の予約や確認

 長岡京市公共施設 検 索

募集します

市民献血デー
400㎖の献血

7月2日㈫午前10時～ 11時45分、午後1時～ 3時30分、市役所　7月21日㈰午前10時～

正午、午後1時～ 4時、西友長岡店 問社会福祉課　☎ 955-9516　℻   951-7739

親子で遊ぼう！キッズパーク
みんなでからだを動かそう

●長四小で開催（フォー遊クラブ）
▶日時・場所＝7月15日（月・祝）、9
月14日㈯午前10時30分～ 11時30
分、長四小体育館　▶対象＝4～
6歳　▶費用＝100円　▶要申込
　nagayon532@yahoo.co.jp

●長五小で開催
　（総合型地域スポーツクラブ）
▶日時・場所＝7月6日㈯、9月7
日㈯午前10時～ 11時、長五小体
育館　▶対象＝2～ 8歳（先着20
人）　▶費用＝100円　▶要申込
　Wd251nkda@yahoo.co.jp

　楽しい運動で、丈夫なカラダ作りもで
きちゃう。それぞれ電子メールで申込受
付中です♪
問文化・スポーツ振興室スポーツ振興係
　☎ 955-9735　℻   955-9526

10月以降の予定は各クラブへ。

みんなあつまれ～！みんなあつまれ～！みんなあつまれ～！みんなあつまれ～！みんなあつまれ～！みんなあつまれ～！みんなあつまれ～！みんなあつまれ～！みんなあつまれ～！みんなあつまれ～！みんなあつまれ～！みんなあつまれ～！みんなあつまれ～！
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京都府戦没者追悼式の参列者
▶日時・場所＝10月10日㈭午後1時
30分～ 2時45分、国立京都国際会館　
▶対象＝戦没者の配偶者など三親等
内の親族　▶申込＝7月26日㈮まで
＊市戦没者遺族会加入者は遺族会を
通じて申し込んでください。

問社会福祉課地域福祉・労政係（分庁舎3）
　☎ 955-9516　℻   951-7739

傍聴しませんか
　いずれも前日の午後5時までに申
し込みしてください。
● 生活環境審議会
▶日時・場所＝7月9日㈫午前10時
～正午、市役所　▶定員＝抽選で5
人　▶内容＝次期環境基本計画の計
画期間の諮問など
問環境政策室環境政策担当
　☎ 955-9542　℻   951-5410
　 kankyouseisaku
● 地域健康福祉推進委員会障がい福祉部会
▶日時・場所＝7月16日㈫午後1時
30分～ 3時、長岡京消防署　▶定
員＝抽選で5人　▶内容＝障がい者
児福祉基本計画及び福祉計画など
問障がい福祉課社会参加支援係（分庁舎3）
　☎ 955-9549　℻   952-0001
　 syougaifukushi
● 市民参画協働懇話会
▶日時・場所＝7月30日㈫午後1時
30分から、市役所　▶定員＝抽選で
5人　▶内容＝市民協働のまちづく
り推進プランの進行管理など
問自治振興室市民参画協働担当
　☎ 955-3164　℻   951-5410
　 jichishinkou
● 上下水道事業審議会
▶日時・場所＝8月1日㈭午後1時30
分から、市役所　▶定員＝抽選で3人　
▶内容＝上下水道事業の答申など
問上下水道部総務課
　☎ 955-9538　℻   951-2200
　 suidou
● 男女共同参画審議会
▶日時・場所＝8月2日㈮午後2時～
4時、市役所　▶定員＝抽選で5人　
▶内容＝男女共同参画計画第6次計

画関連施策の進捗状況、第7次計画
策定にむけて
問男女共同参画センター（バンビオ内）
　☎ 963-5501　℻   963-5521
　 danjyo-c

くらしの資金貸付相談
▶日時・場所＝7月4日㈭～ 9日㈫
午前9時～午後5時、バンビオ　▶
対象＝市内に3か月以上住んでお
り、資金の貸付で自立更生が可能と
認められる世帯（生活保護世帯、く
らしの資金の未償還金がある世帯は
除く）　▶貸付額＝1世帯10万円以
内　▶貸付日＝7月24日㈬・25日
㈭　▶要申込
＊家計収支の聞き取りや返済見込み
などの審査があります。

問総合生活支援センター（バンビオ内）
　☎ 963-5508　℻ 963-5509

情報公開制度と
個人情報保護制度の運用状況
　行政の透明性を高め、開かれた市
政を進めるため「情報公開制度」を、

その他

個人の権利や利益の侵害を防止する
ため「個人情報保護制度」を設けて
います。
●情報公開請求の状況
　昨年度は51件あり、全部公開が
26件、部分公開が22件、文書不存
在が3件でした。
●自己情報開示請求の状況
　昨年度は15件あり、全部開示が
10件、部分開示が3件、文書不存在
が2件でした。
＊詳細は市役所南棟1階「市民情報
コーナー」で閲覧できます。

問広報発信課情報公開・市民対話担当
　☎ 955-3143　℻   955-9703

乙訓地域分科会は解散します
　乙訓二市一町の合併に関する調査
研究や情報発信をしてきた「乙訓地
域分科会」は9月30日で解散します。
これまでの調査研究内容などは、解
散後も各市町のホームページで見る
ことができます。
問乙訓地域分科会事務局（総合計画推進課内）
　☎ 955-9502　℻ 951-5410

おめでとうございます
◆ 春の叙勲
旭日小綬章 保健衛生功労　
　元（一社）京都府医師会会長

　森
もり
　洋
よういち
一 さん （花山）

旭日双光章 地方自治功労
　元長岡京市議会議員
　大
おおはた
畑　京

きょうこ
子 さん （金ケ原）

旭日単光章 選挙管理事務功労
　元長岡京市選挙管理委員会委員

　鍋
なべしま
島　孝

たかのり
則 さん （河陽が丘）

瑞宝中綬章 教育研究功労
　京都大学名誉教授

　亀
かめだ
田　弘

ひろゆき
行 さん （梅が丘）

◆ 危険業務従事者叙勲
瑞宝単光章 警察功労
　元京都府警部

　上
うえだ
田　國

くにひこ
彦 さん （一文橋２丁目）

◆ 京都府市町村
・地域自治功労者表彰

附属委員会委員
　都市計画審議会委員・
　まちづくり審議会委員

　見
みかみ
上　崇

たかひろ
洋 さん （河陽が丘）

地域力再生功労団体
　長岡京市自治会長会
　長岡京市生活学校

７月４日・18日の㊍は午後7時まで
市民課窓口業務を延長します

　税関係の証明書の発行など、一部取り扱いできない業務があります。
 問市民課　☎ 955-9557
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市役所は今夏も
節電に取り組みます

　エネルギー消費量が増
加する7～ 9月、平成22
年 度 使 用 量 比30 ％ 減
（229,494kWh）を目標に、省エネ
に取り組みます。温暖化対策のため、
省エネにつながる賢い選択「クール
チョイス」を実施します。
●７年連続▲

マイナス
30％以上を達成

　昨年度使用量は206,089kWhでした。
●電気機器の使用制限
　自動湯沸器使用台数の削減、空調
機器の適正使用、職員のエレベー
ター使用の自粛
●電気機器の使用時間制限
　執務室の点灯開始時間と昼休み消
灯の徹底、ノー残業デー（水曜日）
の徹底、空調使用時間の制限 など
●その他の省エネ行動
　クールビズの実施（5月1日～ 10
月31日）、グリーンカーテンの育成
問環境政策室環境政策担当
　☎ 955-9542　℻   951-5410

７月１日㊊から受付開始
生活助成金 毎年申請が必要です
▶対象＝世帯員全員が今年度市民税非
課税で、上下水道料金か、し尿処理手
数料の契約者が含まれる世帯。さら
に、次の①～④いずれかの人を含む世
帯 ①身体障害者手帳か精神保健福祉
手帳の等級が1・2級 ②療育手帳A判
定 ③身体障害者手帳3級と療育手帳B
判定の両方を所持 ④20歳未満の子ど
もがいるひとり親　ただし、生活保護
受給世帯や手帳の所持者が施設入所・
長期入院している世帯は除く　▶助成
額＝1か月1,000円（申請が7月中…4
月分から支給。8月以降…申請月以降
分を支給）　▶申請＝身体障害者手帳・
療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、
ハンコ、希望振込先金融機関の口座番
号がわかるもの、「使用量のお知らせ」
など、水道の契約者や、し尿処理手数
料を支払った人の名前が確認できるも
のを持って下記へ
＊1月1日現在、本市に住所がなかっ
た人は、前住所地の今年度市町
村民税非課税証明書が必要。

問障がい福祉課障がい支援係（分庁舎3）
　☎ 955-9710　℻   952-0001

作業の参考に
●スポーツ・運動時は特に注意！
①体調不良時などは、無理な運動を
しない ②失われる水分と塩分を補給
する ③薄着スタイルで
●熱中症の応急手当
　めまいや頭痛、大量発汗などの症
状が見られたときは、涼しい場所に
移動させましょう。衣服を脱がせて
体を冷やし、水分・塩分
を補給します。自力で水
が飲めない、意識がない、
けいれんしているなどの
場合は、すぐに救急車を
呼びましょう。
問健康医療推進室保健活動担当
　☎ 955-9704　℻   955-2054

介護をする人に鑑賞・マッサー
ジができる券を贈ります

▶対象＝次の全てを満たす人を介護
している市在住の介護者 ①市内在
住の介護保険被保険者 ②要介護3
～ 5に認定 ③介護給付の合計利用
日数が、申請日前の1年間で10日を
超えない　▶内容＝市視覚障害者協
会員が施術するマッサージ利用か、
長岡京記念文化事業団が開催するイ
ベント鑑賞　▶申請＝介護者のハン
コ、介護保険被保険者証を持って下
記へ
＊介護者1人につき1枚（3,000円
分）。来年3月31日まで有効。

問高齢介護課高齢福祉係
　☎ 955-9713　℻   951-5410
　公演内容・チケット予約は
　長岡京記念文化事業団
　☎ 955-5711　℻   955-4774

7月1日は更生保護の日
社会を明るくする運動

　犯罪・非行の防
止と罪を犯した人
の更生に理解を深
め、力を合わせ、
明るい社会を築き
ましょう。7月1日
㈪は阪急長岡天神
駅周辺や市内スーパーなど5か所で
街頭啓発活動をします。
問生涯学習課生涯学習・文化財係
　☎ 955-9534　℻   954-8500

無年金の在日外国人に
特別給付金を支給

　現在市に住民登録があり、国民年
金制度に加入できなかった高齢者、
重度障がい者が申請できます。いず
れも、昭和57年1月1日（基準日）時
点で外国人登録をしていた人が対象
で、申請の翌月分から支給されます。
既に特別給付金を受給している人
は、市から後日送付する現況届の提
出が必要です。
●高齢者への給付金
▶対象＝大正15年4月1日以前に生
まれた人　▶支給額＝月額1万円　
▶申請＝住民票、本人名義の預金通
帳、ハンコを持って下記へ
問高齢介護課高齢福祉係
　☎ 955-9713　℻   951-5410
●重度障がい者への給付金
▶対象＝基準日以前に満20歳以上
になっており、基準日以前に診断を
受けた傷病が原因で重度障がいに
なった人　▶支給額＝月額3万6千
円　▶申請＝住民票、身体障害者手
帳か療育手帳・精神障害者保健福祉
手帳、本人名義の預金通帳、ハンコ
を持って下記へ
問障がい福祉課社会参加支援係（分庁舎３）
　☎ 955-9549　℻   952-0001

熱中症は予防が大切！
水分補給や日よけ対策を

　家の中でも、高温多湿な環境にな
る場合は注意が必要です！
●予防のポイント
①体に熱がこもらないよう、エアコ
ンや扇風機、保冷剤などの冷却グッ
ズを上手に使う ②こまめな水分補給
を ③熱中症にかかりやすい乳幼児や

高齢者は、周
りの人が様子
をよく見る ④
涼しい服装を
し、外出時は
帽子や日傘な
どの日よけ対
策を ⑤日頃か
ら体調に気を
付け、無理せ
ず適度な休息
を ⑥「暑さ指
数」を運動や

平成22年度の使用量（kWh）と
今年度の目標値

平成22年度 327,849
昨年度 206,089

熱中症予防
サイト

国登録有形文化財「中野家住宅」
７月初旬 リニューアルオープン

　名誉市民の故・中野康男さんのご意志で寄贈された「中野家住宅」(調子１丁
目 )が、「おばんざい&お酒 なかの邸」としてリニューアル。詳しくは８月号で。

こまめに
休憩しよう！
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保健師・看護師などによる
出張がん個別相談

▶日時・場所＝7月4日㈭・8月1日
㈭午後1時～ 3時30分、乙訓保健所　
▶申込＝前日の午後4時まで
問京都府がん総合相談支援センター
　☎ 0120-078-394

20歳前障害基礎年金・
国民年金保険料の免除申請

● 20歳前障害基礎年金を受けてい
る人は、所得状況届（紫のハガキ）
が原則不要に

▶対象＝年金コードが〔2650〕
〔6350〕の人
＊障害状態確認届（診断書）は、提出
期限が誕生月の末日になります。　

●令和元年度の国民年金保険料
　支払いが難しい人は免除申請を
▶対象期間＝7月～来年6月　▶対
象＝次の要件のいずれかに該当する
人①平成30年中の所得が少ない人 
②失業し納付が難しい人 ③災害な
ど特例的な事由に該当する人　▶申
請＝国民年金手帳､ ハンコを持って
下記へ。失業で免除申請をする場合
は、雇用保険受給資格者証か雇用保
険被保険者離職票の提示が必要
＊配偶者や世帯主の前年所得も含め
て審査されます。免除が承認され
ない場合があります。
＊50歳未満の人には､ 申請者本人
と配偶者の所得で審査する ｢納付
猶予制度｣ もあります。

＊産前産後期間の免除制度もあります。
問医療年金課国民年金係
　☎ 955-9512　℻   951-5410

整形相談会
腰の痛みを予防しよう

▶日時・場所＝7月19日㈮午後1時
30分～ 3時、保健センター　▶定
員＝先着30人　▶申込＝7月1日㈪
～ 12日㈮
問健康医療推進室保健活動担当
　☎ 955-9705　℻   955-2054

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」
　薬物は、周囲の人から誘われ、好奇
心や興味本位で手を染めるケースが多
くみられます。「痩せられる」などの

誘い文句や、覚せい剤を「エス」「スピー
ド」などと呼んで違法薬物と分からな
いように誘われることもあります。違
法薬物への理解を深め、絶対に手を出
さないという自覚が大切です。
問乙訓保健所環境衛生室
　☎ 933-1241　℻   932-6910

男性の風疹対策　抗体検査・予
防接種が無料で受けられます
▶対象＝昭和37年4月2日～昭和54
年4月1日生まれの男性　▶接種期
間＝令和4年3月末まで
＊クーポン券が必要です。
問健康医療推進室保健活動担当
　☎ 955-9705　℻   955-2054

乙訓の保育園・認定こども園
合同就職面接会

▶日時・場所＝7月21日㈰午後1時
30分～ 4時、バンビオ市民ギャラリー
問京都府保育人材マッチング支援センター
　☎252-6333

きて・みて・きいて！
ポリテクセンター見学

▶日時・場所＝7月9日㈫・16日㈫・
23日㈫午後0時30分～ 3時、ポリテ
クセンター京都　▶対象＝離職中や
離職予定で職業訓練の受講を考えて
いる人　▶要申込
問ポリテクセンター京都訓練課
　☎ 951-7397　℻   951-7393

再就職のための
公的職業訓練ハロトレ説明会
▶日時・場所＝7月8日㈪午後1時
30分～ 3時30分、ハローワーク京
都七条３階会議室
問ハローワーク京都七条
　☎ 341-5507　℻   371-9126

　法務大臣から、植田利江子さん
（西の京）が人権擁護委員に委嘱さ
れました。任期は今年7月1日から
3年間です。

新しい人権擁護委員

植田利江子さん就任１期目

東京2020オリンピック
聖火ランナーになりませんか

▶対象＝平成20年4月
1日以前に生まれた人
で、走行を希望する都
道府県にゆかりがあ
る人など
問京都府文化スポーツ部スポーツ振興課
　☎ 414-4250　℻   414-4285

詳細はこちら

聖火ランナーになりませんか

問広報発信課広報戦略担当
　☎ 955-9660　℻   955-9703
　 kouhou

問公共施設再編推進室公共施設検討担当
　☎ 955-3161　℻   951-5410

「いたずらざかり」募集中

　10月ご利用分以降から変わります。
料金表など詳しくはホームページで。

お子さんの写真を掲載しませんか

公共施設使用料が変わります

特定医療費（指定難病）
支給認定申請期限は７月31日㈬まで

受給者証は毎年、更新手続きが必要です。期間内に必ず手続きを済ませて

ください。 問乙訓保健所保健室　☎ 933-1153　℻   932-6910

初期認知症などの早期発見に
受診しよう！もの忘れ検診

▶対象＝今年4月1日時点で、40、45、
50、55、60、65、70、75、80歳 の
人　▶期間＝7月1日㈪～ 10月31日㈭　
▶場所＝委託医療機関（対象者に送付
される受診票で確認してください）
問高齢介護課 高齢福祉係
　☎ 955-9713　℻   951-5410

「それ前も言ってたよ」
とよく言われませんか？

「最近忘れ
ることが多

い」

など自覚は
ありません

か



朝市・夕市
とれたての旬野菜を販売

■ふれあい朝市・夕市■
毎週月曜日　午前８時30分～９時
　中央公民館市民ひろば
毎週木曜日　午前８時30分～９時
　勝竜寺城公園駐車場
毎週土曜日　午後４時～６時
　バンビオ広場公園

■ふれっしゅ交流市■
毎週月・水・土曜日 午前８時～10時
　金ケ原の湯川酒店前
■海印寺ふれあい市■
毎週火・木・土曜日 午前９時～11時
　JA京都中央 海印寺支店駐車場

問農林振興課農業振興係
　☎ 955-9514　℻   951-5410

＊売り切れ次第終了します。＊ごみ減量のため、袋をご持参ください。
＊ペットの入場はお断りします。

心を込めた手作り品をあなたに

問障がい福祉課社会参加支援係
　☎ 955-9549　℻   952-0001

心を込めた手作り品をあなたに心を込めた手作り品をあなたに

んぐ
心を込めた手作り品をあなたに心を込めた手作り品をあなたに

んぐんぐほっこりほっこりほっこり
心を込めた手作り品をあなたに

ほっこりほっこり今月の

28　-　長岡京ライフ 2019.7

■対面朗読サービス〔申込制〕　▷
対象は視覚障がい者　▷利用する人
は図書館へ連絡してください

■子どもの広場　▷20日㈯午後２
時～２時30分　▷対象は幼児～低
学年　▷3階大会議室

■子どもの本を読む会　▷11日㈭
午前10時～正午　▷3階大会議室

■えほんのひろば　▷9日㈫①午前
10時30分～ 11時 ②午前11時半～
正午　▷対象は６か月～２歳児と保
護者　▷内容は各回同じ　▷3階大
会議室　

☎ 951-4646　℻   957-0732

に
図書館
行こっ♪

7月も  ◆ Book Guide
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『明智光秀 五百年の孤独　なぜ謎の
　　  武将は謀反人と呼ばれたのか』

宮崎正弘／著　徳間書店／刊
　本能寺の変を謀反と決めつけられ、長きにわた
り主君殺しの汚名を着せられた明智光秀。「野望」
「怨念」ではなく、何が知将・光秀を本能寺に向
かわせたのか。豊富な取材と文献から迫る光秀の
本当の姿とは？　来年の大河ドラマ「麒麟がくる」
に先立ち、光秀に詳しくなってみませんか。

一
般
書

7月の  憩  い
●竹寿苑　☎℻   954-6830
　今月の催しはありません
●きりしま苑　☎ 956-0294　℻   956-0290
映画鑑賞会　▷19日㈮ ①午前10時から「沓

くつかけときじろう
掛時次郎」。出演は島田正吾、

辰巳柳太郎、水戸光子ほか ②午後1時30分から「かげろう絵図」。出
演は市川雷蔵、山本富士子、滝沢修ほか
カラオケ大会　▷12日㈮・26日㈮午後1時から
＊9月分までの空き部屋の利用申請は、　７月１日㈪から随時受け付けます。
陶芸教室　▷26日㈮午後1時30分から　▷講師は山本久仁子さん　▷
500円　▷要申込、７月１日㈪午後１時30分から受付（先着12人）

●老人憩の家
　問東地域包括支援センター　☎ 963-5508　℻   958-6909
脳はつらつ教室　▷3日㈬・17日㈬午後1時30分～ 3時　▷3日は体操、
脳トレなど、17日は体操、ビリヤードなど

　いずれも対象は、
60歳以上の市民です

▶5日㈮午前11時から
　竹製品、縫製品、焼き菓子、焼き
芋など　　　　　　　【バスハウス】

▶10日㈬午前11時から
　花苗、寄せ植え、苔玉など

【草のたね】

▶12日㈮午前11時から
　昆布製品、紙製品、縫製品、アク
セサリー、小物、お茶葉

【乙訓の里・乙訓楽苑】

▶19日㈮午前10時30分から
　和の小物、アクセサリー
【就労移行支援事業所ステージ】

▶26日㈮午前11時30分から
　パン、クッキー【乙訓ひまわり園】

▶30日㈫午前10時30分から
　ブックカバー、がまぐち財布、刺　
し子ふきん、小物雑貨など

【乙訓若竹苑】



弁護士相談【申込制・先着6人】
㊍午後1時30分～ 4時30分 
＊予約はその週の㊊午前8時30分から。
18日㈭の予約は、16日㈫午前8時30分から 市民相談・

消費者行政担当
☎ 955-9501

全て
市役所1階
市民相談室

司法書士相談【申込制・先着6人】
10日㈬・17日㈬ 午後1時30分～ 4時30分
行政相談（相談受付は午後3時30分まで）
18日㈭午後1時～ 4時
消費生活相談
平日（㊋除く）午前9時～正午、午後1時～ 4時
行政書士相談（暮らしや事業の手続き相談）
24日㈬午後1時30分～ 4時30分
不動産無料相談（空き家対策含む）予約可
16日㈫午後1時～ 4時、市役所1階市民相談室

都市計画課
☎ 955-9743

心身障がい者相談（肢体・視覚）
18日㈭午後1時～ 4時、市役所分庁舎3

障がい福祉課
☎ 955-9549

精神保健福祉相談【申込制】
㊋午後1時～ 4時、市役所や自宅への訪問

やよい工房久貝事業所
☎ 952-9567

障がい者の虐待に関する相談
㊊～㊎午前8時30分～午後5時15分、乙訓障
がい者虐待防止センター

同センター
☎ 959-9085

福祉なんでも相談室
㊊～㊎午前9時～午後4時30分、市役所分庁舎3

福祉なんでも
相談室
（分庁舎３）
☎ 955-3177

お仕事相談会（ハローワーク職員）【申込制】
22日㈪午後2時～ 4時、市役所分庁舎3
家庭児童相談・こども SOSテレホン相談
㊊～㊎午前９時～午後４時、市役所分庁舎３

家庭児童相談室
☎ 953-7710

７月の休業・休館

バ
ン
ビ
オ
１
番
館

市民交流フロア
中央生涯学習センター
生涯学習団体交流室
市民活動サポートセンター
教育支援センター
男女共同参画センター
総合生活支援センター

㊐㊗

観光情報センター ㊌

市役所、保健センター、
きりしま苑、竹寿苑 ㊏㊐㊗

図書館 ㊊と２日・16日
北開田会館 ㊏午後と㊐㊗
北開田児童館・キッズナ ㊐㊗と 29日
西山公園体育館 23日以外の㊋
スポーツセンター なし

シルバー人材センター入会説明会
12日㈮午前9時30分から（途中入場不可）、
60歳以上の市民、開田自治会館（開田3-2-5）

同センター
☎ 955-8000

長岡京音頭保存会の練習日
5日㈮午後7時から、10日㈬・19日㈮午後
1時30分から、産業文化会館

音頭保存会事務局
（商工観光課）
☎ 955-9515

西山公園体育館トレーニング室利用説明会
【申込制・先着順】18歳以上（20日㈯は閉場）西山公園体育館

☎ 953-1161

スポーツセンター
☎ 951-3363

個人開放デー【申込制】
6日㈯午前9時～11時40分、西山公園体育館、
スポーツセンター

７月の市民無料相談 相談日は変わることがあります

特設人権相談
8日㈪午前10時～正午、18日㈭ 午後1時～ 3時
30分、市役所1階市民相談室

人権推進課
☎ 955-3180

リハビリ相談（作業療法士・理学療法士）【申込制】
㊊～㊎午前9時～午後4時、保健センター

健康医療推進室
☎ 955-9520生活習慣病予防・改善の食事相談（管理栄養士）

【申込制】16日㈫午後1時・2時・3時、20歳
以上の市民、市役所か保健センター
一般・DV相談（面接は申込制）
㊊～㊎午前9時～午後5時
【一般相談☎ 963-5522】【 DV相談☎ 874-7867】男女共同参画

センター
☎ 963-5502

全て
バンビオ6階

女性のカウンセリングルーム【申込制】
３日㈬・24日㈬午後1時30分～4時30分
10日㈬・17日㈬午前9時30分～午後0時30分
女性の法律相談【申込制】
24日㈬午前10時～正午
男性電話相談（専用☎ 963-5522へ）
26日㈮午後7時～9時
高齢者の虐待などに関する相談
㊊～㊎午前8時30分～午後5時15分、市役所東棟1階

高齢介護課
☎ 955-9713

高齢者と介護家族のための臨床心理士相談【申
込制・定員3人】
9日㈫午後1時～ 4時、東地域包括支援センタ－

同センター
☎ 963-5508

教育相談【申込制】 
㊊～㊏午前9時～午後5時、教育支援センター

同相談専用
☎ 963-5533

弁護士による無料相談【各センターへ申込制】
6日㈯南包括、9日㈫・23㈫きりしま苑、13日
㈯西包括、20㈯東包括、27日㈯北包括
午前10時～正午（1人30分）

総合生活支援
センター
☎ 963-5508

７月の定期開催
学校グラウンド夜間照明　8月分抽選日
7月29日㈪午前9時から、市役所北棟4階大会議室A

文化・スポーツ
振興室
☎ 955-9735

学校特別教室開放 午前9時～正午に右記で
8月1日～ 31日使用分…7月12日㈮
8月16日～ 31日使用分…7月31日㈬

生涯学習課
（図書館3階）
☎ 955-9534

転ばぬ先のからだづくり教室
（保健師・理学療法士）【申込制・先着順】
65歳以上の市民でつくる3人以上のグルー
プ。自治会館や自宅などに訪問

健康医療推進室
☎ 955-9704

普通救命講習（心肺蘇生法・AED使用法）
【申込制】21日㈰午前9時～正午、乙訓消防
組合消防本部

長岡京消防署
☎ 957-0119

中央公民館 ㊊と 16日
長岡京こらさ ㊗

シルバー活動交流フロア ㊏㊐㊗
あったかふれあいセンター ㊐㊗
観光案内所（長岡天神駅前） ㊌

観光案内所 長岡京＠navi.
（西山天王山駅前） ㊌

なし

なし
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子ども記者 通信
長五小 １年生をむかえる会

　長岡第五小学校は、今年169人の１年生が入学して、
児童数が950人をこえました。４月25日に初めて全
校みんなが集まって、「１年生をむかえる会」が行わ
れました。準備は主に６年生が休み時間を使って進め、
プログラムや新聞、歌などの係に分かれ、わたしたち
児童会本部役員は司会やあいさつを務めました。
　入場は６年生と１年生が手をつないで、アーチの中
を歩きます。入場を待っている時に「緊張している
の？」と１年生に聞くと「大丈夫やで。」という答え
が返ってきました。でも、いざ入場が始まると、カチ
カチに緊張していることがわかり、その姿がとてもか
わいかったです。
　各学年の出し物では、どの学年も明るく工夫の見ら
れる発表でした。６年生は毎年、１年生の担任の先生
がどんな子どもだったかを「教室大笑い」という歌で
替え歌にします。みんな歌を聞きながらとても笑って

いて、楽しん
でいることが
伝わってきま
した。１年生
の発表は、「し
あわせなら手
をたたこう」を歌いながら振り付けも入れていて、元
気でかわいらしかったです。全校が振り付けを一緒に
参加して楽しむことができました。
　今年度の「１年生をむかえる会」では、今年の児童
会目標としている「笑顔キラキラ 楽しさいっぱい　
みんながハッピー長五小」に近づくことができたと思
います。その理由は、各学年の発表でみんなが楽しめ
て、笑顔になることができたからです。
　この行事で、初めて児童会本部役員としての役割を
経験して、本部役員は学校の代表であり、誇りを持っ
てできる仕事だということを感じました。これからも、
さまざまな前期の行事で責任を持って引っ張って、み
んなで協力して成功させたいと思います。

わくわく ドキドキ
そして感動。

長岡第五小学校　 
小
お だ
田 光

みつ き
起　北

きたはら
原 旺

おう き
希　岡

おかもと
本 俊
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見 章

しょうたろう
太朗　田

たなか
中 仁

じえ い
英

ア
ー
チ
を
く
ぐ
っ
た
よ
。

○第１部　献花式　
▶平和祈念碑への献花
　午前９時～９時10分、JR 長岡京駅東口
▶戦没者追悼の碑への献花
　午前９時30分～ 10時、長岡公園
問社会福祉課 地域福祉・労政係（分庁舎３）
　☎ 955-9516　℻   951-7739
○第２部　式典（午前10時開場・中央公民館）
▶西乙訓高校舞台発表
▶志賀賢治さん講演会
＊手話、要約筆記、ヒアリングループ、託児（６か
月以上）を希望の人は７月３日㈬までに下記へ

○第１部　献花式
▶平和祈念碑への献花

平和を考える市民フォーラム '19
この平和な毎日がこれからも続くように

第１部：献花式　午前９時～10時　／　第２部：式典・催し　午前10時30分～午後２時

志賀賢治さん 講演会
「記憶の継承ーヒロシマの課題」
広島平和記念資料館前館長。
次世代に「原爆」や「ヒロシマ」の
記憶を語り継ぎます。

午後２時

○第１部　献花式
第１部：献花式　午前９

７/
13㊏

「しあわせなら手をたたこう」を元気いっぱいに歌いました♪

○展示・体験　
▶中央公民館
　平和を祈る折り鶴、市内学校の生徒による平和に
関する展示など（午前10時から）。すいとん試食、
昔のくらしとおやつ（午前11時30分から）。
▶図書館　
　平和に関する絵本の読み聞かせ（午前11時から）。

問人権推進課 人権平和推進担当　☎ 955-3180　℻   951-5410
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長岡京 ★ Now すてきな「まちの話題」みつけたっ！
Hot News of Nagaokakyo

水害を最小限に　「いざ」に備える　

　大雨の時期を目前に、市消防団員や乙訓消防組合、
市役所職員が６月２日、水防訓練を行いました。参加
した117人は、素早く土のうを作った後、声を掛け合
って越水防止の「積土のう工」と「改良積土のう工」、
決壊・崩壊防止の「杭打積土のう工」、漏水・浸透防止
の「月の輪工」の工法に取り組みました。査閲をした
市長は、「雨のシーズンを前に日々の訓練を再確認し、
災害時には尽力してほしい」と話しました。

大河ドラマ放映まであと半年！ “おもてなし” キックオフイベント 盛大に

　明智光秀が主人公の大河ドラマ「麒麟がくる」の放
送を半年後に控え機運を盛り上げるべく、戦国マルシ
ェ「アンネモー」が、６月１日にバンビオで行われま
した。当日は、京都長岡京おもてなし武将隊の任命式

や、歴史シンポジウム、歴史をモチーフにしたスイー
ツなどの販売、ダンスパフォーマンス、時代衣装体験、
J:COMの番組公開収録など盛りだくさんの一日に。
多くの親子連れや歴史ファンでにぎわいました。

乙訓チーム初優勝！ スポーツフェス

　青空の下、第53回障害者ふれあい広場スポーツ・レ
クリエーションフェスティバル（京都府主催）が5月26日
に府立丹波自然運動公園で開催され、約4,000人が参加。
乙訓のチームが初めての優勝を飾りました。玉入れ、大
玉転がし、フライングディスク投げなどの競技で力を発
揮しました。市身体障がい者団体連合会の三好会長は「障
がいのある人もない人も、スポーツをするモチベーショ
ンを高めるきっかけづくりになれば」と話しました。



読者のお便りや
サークルからのお知らせ

あなたの
コーナー

掲載文の詳細については、各
問い合わせ先へ。掲載申し込
みは、広報発信課の窓口へ。

掲載文の詳細については、各

みは、広報発信課の窓口へ。
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ゼラニウムが満開です♪
家で育てているゼラニウムが庭いっぱ
いに咲きました。ご近所からも見に来
られます。（きっしーさん）

◆0歳児からの浴衣 de コンサート▷
7月4日㈭10時半～ 11時半、中央公民
館▷演奏後にアロマスプレー作り。ア
ロマハンドマッサージ（別途400円）
も。▷500円 問ムジクリ企画 小西
（☎ 080-1418-5044）

◆月曜歌いましょう会▷7月8日㈪・
22日 ㈪、8月26日 ㈪、14時 ～ 15時
40分、バンビオ▷童謡、唱歌、懐か
しの歌を楽しく歌う▷500円▷車椅子
の人もＯＫ 問同会 松山（☎ 090-
5460-9706）

◆シニアの為のトランポリン▷7月10
日㈬、8月28日㈬13時半～ 14時半、
西山公園体育館▷50歳以上▷1回500
円▷飲物、くつ下、タオル持参 問ふ
るふるトランポリン 福田（☎ 080-
3802-2597）

◆浴衣着付け会 親子で着付けしませ
んか▷7月15日（月・祝）10時～正午、神
足ふれあい町家▷自分でも子どもに
も、着付けをできるように▷2,000円
▷要申込▷HPあり 問結いの会 倉橋
（☎ 952-8933）

◆カラダにやさしい料理＆デザート
▷7月17日㈬10時～ 13時、バンビオ
▷塩分控えめ、600㎉前後のメニュー
▷2,500円▷要申込 (14日㈰以降は要
取消料 )問ふれあいサロンさつき会 
長谷川（☎ 090-1905-0925）

◆昆虫展「乙訓の蝶・昆虫たち」▷7
月20日㈯～ 22日㈪9時～ 16時、アト
リエ畔 （光明寺総門前）▷乙訓の昆虫
の美しい写真や標本を展示。標本作
りも教えます 問乙訓の自然を守る会 
下村（☎ 090-1893-3047）

◆夏の昆虫観察会▷7月20日㈯9時～
正午、光明寺山門集合▷山道で昆虫探
索▷300円▷長ズボン、蚊対策、帽子、
水筒、採集道具▷要申込 問乙訓の自
然を守る会 宮崎（☎ 090-7346-3059、
otokuni.sizen@gmail.com）

◆講演会▷①7月20日㈯②8月17日

㈯13時半～ 16時半、中央公民館▷
①「ペルーの近況」元福山大教授 吉
田氏 ②「脳卒中から身を守る」第二
日赤病院 村上医師▷HPあり 問時事
問題研究会 小谷（☎ 951-1776）

◆大人のための英会話入門・韓国語
入門講座▷7月25日㈭18時～ 19時
（韓国語） 19時半～ 20時半（英語）、
バンビオ▷全8回6,000円 問国際文化
交流協会 前田（☎ 090-6489-2803、
11時～ 16時受付）

◆パオフェスタ2019 魔法の世界を
つくっちゃおう▷7月28日㈰10時半
～ 13時、中央公民館▷「オズの魔法
使い」になりきり工作▷400円▷当日
先着120人▷ＨＰあり 問 NPO 法人おと
くにパオ 田畑（☎ 955-4366）

◆和やかなひととき 気軽に抹茶を楽
しむ▷7月29日㈪13時～ 16時、バン
ビオ▷お茶の点て方も学べる▷2,000
円（数々のお菓子付き）▷要申込▷初
心者大歓迎 問ふれあいサロンさつき
会 長谷川（☎ 090-1905-0925）

◆夏休み ! 自然素材子ども工作教室▷
8月3日㈯9時半～ 11時半、バンビオ

催しの案内

いつの間にか切り替えに…
電気の契約切り替えトラブル

問長岡京市消費生活センター ☎ 955-3179
　月・水～金曜日の午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く）

消費者トラブルQ & A

　知らない業者から「今よりも電気料金が安くなるので、
電気料金の明細を教えてほしい」と電話があった。言わ
れるがまま検針票の情報を伝えると、封書が届いた。そ
の後、業者から連絡があり、この前の電話で契約の申し
込みをしていたと分かった。封書は切り替え手続きの書

類だったようだ。撤回できるだろうか。

?

　3年前の電力の小売全面自由化以降、電話勧誘による電力切り替えトラ
ブルの相談が寄せられており、最近では「契約したつもりはないのに電力
会社が替わっていた」といった相談が急増しています。電力会社などから
電話を受けた際は、業者名や内容をよく確認し、必要なければきっぱり断
りましょう。切り替えに必要な情報は検針票に記載されています。安易に
検針票の情報は伝えないようにしましょう。電話勧誘で小売電気事業者と
契約した場合、契約書面の受領日から8日以内であれば、原則、
クーリング・オフが可能です。お困りの場合は下記窓口へ。
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クイズ：ご褒美も楽しみ！スマホア
プリ「○○○○（ひらがな）」で、楽しく
歩いて健康に♪♪ （ヒントは 8･9 ページ）

応募方法　①クイズの答え ②住所・
名前（ふりがな）・年齢（記載は任意）・
電話番号 ③広報紙の感想 ④日ごろ
の思いなど一言 ⑤内容を紙面で紹介
することの可否（匿名、ペンネーム
希望の場合はその旨も）を書いて、
はがき、ファクスか電子メールで下
記へ。応募は1人1通限り。賞品の発

正解者３人に図書カード（500円分）が当たる！P
プ レ ゼ ン ト
RESENT Q

ク イ ズ
UIZ 

送をもって、当選の発表に代えます。
写真などの作品も募集しています。

締め切り　7月15日（月・祝） 当日消印
有効

● 先月号の答え…あじさい
● 正解 17 ／応募 20
【あて先】〒617-8501（住所記載不要）
　長岡京市役所 広報発信課
　広報7月号プレゼントクイズ係
　☎ 955-9660　℻   955-9703
　電子メール
 kouhou@city.nagaokakyo.lg.jp

●譲ります
パンこね機、ベビー布団、梅をつけ
る瓶、金魚の水槽、そろばん、子ど
も用自転車、子ども用椅子、三脚、
将棋盤と駒、歩行器、物置 など
＊修理が不要な物に限ります。市役所で品物は預かりません。
＊ほかにも多くの品が登録されているため、ホームページにも掲載中です。

●譲ってください
布団掃除機、電動ドライバー、地デ
ジチューナー、幼児用二輪車 など

家庭用品
活用コーナー

無料で譲ってほしいもの、譲りたいもの
があれば環境業務課 (☎955-9548) へ。

▷小学生の親子▷「わたしのおうち」
「ぼくは西山」を作ろう▷2,000円▷
HPあり 問西山ものつくり・たからば
こ 大藪（☎ FAX 952-2305）

◆乙訓景観十景・乙訓景観カードの作
品募集▷9月30日㈪まで▷小学生以上
▷乙訓の景観写真と文芸作品▷〒
617-0818 長岡京市柴の里10-134へ 
問チーム乙訓 鵜野（☎ 952-5790）

◆長岡京市グラウンド・ゴルフ協会
（NGGA）▷8クラブが市内各所で活動
中。誰でも手軽に楽しめるスポーツ。
近くの地域クラブを紹介します 問山
本（☎ 090-3629-6045）

◆NPC 長岡京写真クラブ▷毎月第1
㊎14時～ 17時、中央公民館。野外で
の撮影会も▷入会 費1,500円、会費3
か 月 毎 に2,000円 問 諏 佐（☎ 954-
5736）

音楽！ビー
ル !

夏の宵を楽
しんで！

駅前がオープンカフェ＆バーに♪
生演奏を聞きながら、おいしいドリンクや軽食、ス
イーツが楽しめます。テーブル席も有り。お子さん
連れで、夏の夜を満喫しましょう。
7月27日は初の土曜日開催。友達や家族で遊びに行こ
う！ 詳しくは、

サマーナイト カフェ

問長岡京市バンビオ広場公園等
　にぎわい創出事業実行委員会事務局
　☎ 951-4300　℻   951-4305

募集します

７月19日㈮・27日㈯、８月２日㈮

サマーナイト 

７観覧
無料

午後６時～８時30分、バンビオ広場公園で （雨天中止）　

サマーナイトカフェ 検 索

（雨天中止）　（雨天中止）　（雨天中止）　（雨天中止）　
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【お父さん・お母さんより】
２人で仲良く元気に大きくなって
ね！

天神４丁目 久貝１丁目
【パパママより】
生まれてきてくれてありがとう☆
これからも周りの人に感謝しなが
ら、成長できますよーに！！

【パパ、ママから】
優しいお兄ちゃんと元気な果穂ち
ゃん。これからも仲良く元気いっ
ぱい大きくなってね！

藤
木
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う
ち
ゃ
ん （
１
歳
４
か
月
）

山
田
　
陸り

く
と翔

ち
ゃ
ん （
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１
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）

　
　
　
果か

ほ穂
ち
ゃ
ん （
１
歳
２
か
月
）

か
月
）

滝
川
　
真ま

お央
ち
ゃ
ん （
３
歳
２
か
月
）

　
　
　
大ひ

ろ
と翔

ち
ゃ
ん （
９
か
月
）

はぐくみ
ひろば

子育て応援情報コーナー

のマークがないものは
当日参加OK！　長岡京市子育
て支援ナビ「　　　　　」も見
てね。QRコードから
アクセスできるよ♪

要申込

児童室の開放
　おもちゃを自由に利用できます。
▶日時＝毎週金～日曜日、午前９時～午後５時　▶対
象＝就学前の子と保護者

子育てふれあいルーム
　子育てサポーターがいます。気軽に遊びに来てくだ
さい。積み木や絵本などのおもちゃでも遊べますよ。
▶日時＝７月２日㈫・10日㈬・24日㈬・30日㈫午前
10時～正午、午後1時30分～ 3時30分　
▶対象＝生後３か月～就学前の子と保護者
問中央公民館　☎ 951-1278　℻   955-4774

北開田児童館 “キッ
ズナ”

親子遊び部屋開放
▶日時＝毎週月・火曜日、午前９時30分～午後４時
▶対象＝おおむね生後３か月～３歳頃の子と保護者 
▶毎月第１㊋は、親子で参加できるミニ教室を開催。
■ 今月の子育てミニ教室 ■
「ベビーダンササイズ♪手遊びとママ向けストレッチ」
▶日時＝７月２日㈫午前10時30分～ 11時

掲載をご希望の方は、広報発信課へご連絡ください♪
☎955-9660　℻   955-9703　 kouhou@city.nagaokakyo.lg.jpいたずらざかり

　キッズナは、乳幼児親子や小中高生が使える、遊び
と交流の場所です。自由に遊びに来てくださいね。
▶開館日時＝毎週月～土曜日（祝・休日を除く）、午前
10時～正午、午後１時～６時

子育てサロンぷちキッズナ「遊びの広場」
　音楽にあわせて親子でふれあい遊びをしましょう♪
▶日時＝７月25日㈭午前10時30分～ 11時30分　▶
対象＝就園前の子と保護者　▶申込＝７月23日㈫まで
問北開田児童館　☎ 955-1110　℻   955-1162

要申込

中央公民館

夏休みこども陶芸教室
▶日時＝①７月26日㈮午前10時～正午 ②７月27日
㈯午後１時30分～３時30分　▶対象＝３歳～小学生
（抽選で①８組②16組）　▶小学３年生以下は保護者
同伴　▶費用＝500円／作陶者１人▶申込＝７月８日
㈪まで
ベビーダンス教室
▶日時＝７月30日㈫午前10時30分～正午　▶対象＝
首がすわった乳児～１歳半未満の乳幼児と保護者（抽
選で15組）▶申込＝７月８日㈪まで

おやこで遊ぼう
▶日時＝８月１日㈭午前10時30分～正午　▶対象＝
就学前の子 ( 自立歩行ができる ) と保護者（抽選で15
組）　▶申込＝７月８日㈪まで
問きりしま苑　☎ 956-0294　℻   956-0290

要申込

要申込

要申込

きりしま苑

長岡２丁目



７日 王子クリニック ☎754-7555
　　（向日市森本町下森本9-1）

14日 千春会病院 ☎954-2175
　　（開田2-14-26）

15日 済生会京都府病院 ☎955-0111
　　（今里南平尾8）

21日 村西医院 ☎955-4723
　　（友岡4-16-6）

28日 さたけ整形外科 ☎950-3456
　　（開田4-8-6）

日 月 火 水 木 金 土
１ 出張！

子育て相談会
２ 3 BCG

予防接種
4 ５ 離乳食教室 ６ Hello Baby

教室
時間 10:00~11:00 受付 13:00~14:00 受付 10:00~11:30 受付 12:45~13:00
相談受付10:30まで
場所 海印寺保育園

対象 １歳の誕生日
の前日までの子

対象 平成31年1月
生まれの子の保護者

時間 13:00~16:00

７ ８ ９ 10 11 12 13

14 15 16 17 1歳3か月
歯の教室

18 10か月児
教室

19 出張！
子育て相談会

20

時間  10:00~11:00 受付 9:30~10:00 時間 10:00~11:00
対象  平成30年5月1
日～ 6月15日生まれ

対象 平成30年9月
生まれ

相談受付10:30まで
場所 さくらんぼ

21 22 23 4か月児健診 24 3歳6か月児
健診

25 1歳8か月児
健診

26 27

受付 13:00~14:00 受付 13:00~14:00 受付 13:15~14:00
対象 平成31年3月
生まれ

対象 平成28年1月
生まれ

対象 平成29年11月
生まれ

28 29 子育て相談会 30 31
受付  9:30~11:00
相談受付10:30まで
場所きりしま苑

妊娠・出産 ･子育てをサポートする
子育てコンシェルジュがいます。
心配なことは、お気軽にご相談ください。

３日㈬開催
子育て相談会
受付  9:30~11:00
相談受付10:30まで

出張！
長岡京子育て
コンシェルジュ

時間  11:00~16:00
場所 バンビオ

文
長七小

Ｎ

国道171号へ

向
日
市
へ小

畑
川

保健センター
乙訓休日応急診療所

■内科・小児科
午前９時30分～午後４時（昼休憩あり）

乙訓休日応急診療所 ☎955-3320 
（今里北ノ町39-4）

㊐㊗㊡の急患は  ＊外科の当番医は、変更になる場合があります。テレホンサービス（☎953-3900）で確認を

＊時間帯によっては、すぐに対応できな
い場合があります。

■外科　午前９時30分～午後４時

夜間も安心『小児救急電話相談』
☎♯8000（携帯電話可）
看護師または小児科医が対応

　▶相談時間＝午後７時～翌朝８時
　　（土曜日は午後３時～翌朝８時）
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７月の健診・相談日程 持ち物など詳しくは、「健康づくり年間日程表」
（右記ＱＲコード）でご確認ください。
問健康医療推進室　☎955-9704　℻    955-2054

名称 実施日 閉園日 実施場所 問い合わせ先
エンゼル

月～金曜日、午前９時～午後４時 土・日曜日、祝・休日
開田保育所 ☎ 953-7711

たんぽぽ 保健センター ☎ 955-6262

さくらんぼ 月～金曜日、午前10時～午後３時
土曜日、午前９時30分～午後2時30分 日曜日、祝・休日

さくらんぼ ☎ 952-6388

さんさんの会 海印寺保育園 ☎ 954-5264

手遊びや歌を親子で楽しむイベントや、育児相談などを通して子育て
を支援しています。保育所に入所していなくても利用できますよ。地域子育て支援センター

何でも
相談してね

○ 場所は、記載がなければ保健センターです。

発達相談
随時開催。健康医療推進室へ申し込みを。

要申込
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　試験案内は市役所で配布中。市ホームページ
からもダウンロードできます。
▶申込期間＝８月 19 日㈪～ 25 日㈰午前９時
～午後５時
▶受付場所＝市役所北棟４階大会議室Ａ
▶申込方法＝本人が持参（郵送や代理人の申込
不可）
▶第１次試験日＝９月 22日㈰
＊採用説明会を 7月中旬以降に開催します（要
予約）。詳細はホームページでお知らせします。
問職員課 人事・給与担当
　☎ 955-9662　℻   951-5410

市役所の仕事って

↑取材に行ったり

↑山を整備したり

公務員試験
対策不要！

市職員のホンネ、
ホームページで
公開中！

募集職種 採用予
定人数 受験資格

①事務Ⅰ 12人
高等学校、短期大学、大学を卒業または令和２年３月までに卒業見込みの、平成６年４月
２日～平成14年４月１日生まれの人（学歴により受験できる年齢は異なる）

②事務Ⅱ
（学芸員資格あり）

１人
平成元年４月２日以降生まれで、大学以上の考古学に関する専門課程を卒業または令和２
年３月までに卒業見込みで、学芸員の資格を有するか採用までに資格取得見込みの人
＊専門分野以外の各種行政分野の事務に従事する場合あり。

③事務Ⅲ
（手話通訳資格あり）

１人
昭和54年４月２日以降生まれで、高等学校以上を卒業し、手話通訳士か都道府県および政
令指定都市認定手話通訳者の資格を有する人
＊障がい福祉以外の業務にも従事する場合あり。

④事務Ⅳ
（身体障がい者対象）

１人
平成元年４月２日～平成14年４月１日生まれで、学校教育法による高等学校卒業程度以上
の学力を有し、身体障害者手帳の交付を受けている人

⑤土木技師Ⅰ
３人

高等学校以上の土木専門課程を卒業または令和２年３月までに卒業見込みの、平成元年４
月２日～平成14年４月１日生まれの人（学歴により受験できる年齢は異なる）

⑥土木技師Ⅱ
（社会人経験者）

昭和49年４月２日以降生まれで、大学以上の土木専門課程を卒業し、土木に関する職務経
験が８年以上ある人

⑦建築技師 １人
昭和59年４月２日以降生まれで、高等学校以上を卒業し、１級建築士免許または２級建築
士免許を有する人

⑧電気技師 １人
高等学校以上の電気専門課程を卒業または令和２年３月までに卒業見込みの、平成元年４
月２日～平成14年４月１日生まれの人（学歴により受験できる年齢は異なる）

⑨保健師 １人 平成元年４月２日以降生まれで、保健師免許を有するか採用までに免許取得見込みの人

⑩保育士 ３人 平成元年４月２日以降生まれで、保育士登録を受けているか採用までに登録見込みの人

⑪栄養士 １人 平成元年４月２日以降生まれで、管理栄養士免許を有する人

令和２年４月採用長岡京市職員募集
－

－

↑イベントを運営
したり

採用情報
特設ページは
こちらから↓

幅広い　！ 奥深い！




