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西山ファミリー環境探検隊
自然観察をしてカレーを食べよう
▶日時・場所＝4月25日㈯午前9時
30分～午後3時、西山周辺・西山キャ
ンプ場　▶対象＝小学生の親子（先
着15組）　▶費用＝300円　▶申込
＝4月1日㈬から　▶雨天順延
問西山森林整備推進協議会（環境政策室内）
☎ 955-9542　℻   951-5410

府内唯一の少年少女発明クラブ
工作でアイデアを形に

▶日時・場所＝5月9日～来年2月の
原則㊏（全12回）午後1時～ 3時30
分、中央公民館・長六小など　▶対
象＝小学4～ 6年生（先着25人）　▶
費用＝6,000円　▶申込＝4月1日
㈬午前11時～ 10日㈮午後5時
問中央公民館
☎ 951-1278　℻   955-4774

語りべと歩こう 世界遺産で
出会い旅＆野宿体験

▶日にち・場所＝5月2日㈯～6日（水・
休）の4泊5日、熊野古道や那智大社
など　▶対象＝小学3年～中学3年
（定員10人）　▶費用＝88,000円か
ら　▶申込＝4月10日㈮まで
問（公財）国際青少年研修協会
☎ 03-6417-9721　℻   03-6417-9724

わくわく講座 ふるさとの文化財
写仏で学ぶ仏教美術 続編

▶日時・場所＝4月24日～ 7月の㊎
（全4回）午後1時10分～ 2時50分、
バンビオ　▶対象＝20歳以上（先着
20人）　▶費用＝1,000円　▶申込
＝4月1日㈬午前10時から
問生涯学習団体交流室（バンビオ）
☎ 963-5518　℻   963-5519

読書ボランティア養成講座
本の楽しさを伝えませんか

▶日時・場所＝①5月21日㈭ ②5月
28日㈭いずれも午前10時～正午、
図書館　▶対象＝市内在住・在勤・
在学の人（先着50人）　▶内容＝①
絵本講座 ②わらべうた講座　▶申
込＝4月22日㈬午前10時から　▶
手話通訳・要約筆記・ヒアリングルー
プ・託児あり（5月6日（水・休）までに
要申込。託児は1歳～ 2歳の子、先
着3人）
問図書館
☎ 951-4646　℻   957-0732

紙芝居、パネルシアターなど
子ども読書の日のおはなし会
▶日時・場所＝4月18日㈯午後2時
～ 3時、図書館　▶対象＝幼児～小
学校低学年
問図書館
☎ 951-4646　℻   957-0732

神足ふれあい町家で
落語や音楽を楽しもう

① 林福点さんの福点落語を聴いたろ会
▶日時＝4月4日㈯午前10時～午
後3時　▶費用＝2,000円（弁当付）　
▶申込＝みらいかないサポート
（☎ 951-1123）へ
② 満月堂フォークライブ
▶日時＝4月18日㈯午後2時～ 4時
（午後1時30分開場）　▶費用＝600
円（ドリンク付）
③ 林家花丸さんによるふれあい落語会
▶日時＝4月19日㈰午後2時30分か
ら（午後2時開場）　▶費用＝1,500円
④ アコーディオンの演奏で歌おう
 町家歌声喫茶

▶日時＝4月26日㈰午前10時～正
午　▶費用＝500円（ドリンク付）
【共通事項】▶場所＝神足ふれあい
町家　▶定員＝50人　▶申込＝4月
1日㈬午前9時から
＊駐輪・駐車場はありません
問神足ふれあい町家
☎ 951-5175　℻   202-9239

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
 htt㎰ ://www.city.nagaokakyo.lg.jp/
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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！

参加しよう
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古文書を楽しく読もう
ふるさとワーク

● 古文書入門講座（全５回）
▶日時＝4月25日～8月の㊏（月1回）
午後1時30分～ 3時30分　▶対象＝
古文書初心者で全回参加できる人
● 古文書輪読会（全10回）
▶日時＝4月25日～来年3月の㊏（月
1回）午前10時～正午　▶対象＝古
文書経験者
【共通事項】▶場所＝図書館　▶申
込＝4月24日㈮午後5時まで
問生涯学習課生涯学習・文化財係（図書館）
　☎ 954-3557　℻   954-8500

幼児家庭教育学級
ぴよぴよクラブ（全５回）

▶日時・場所＝4月～ 9月の第4㊍（7
月は第5。8月は除く）午前10時～
11時30分　▶対象＝市内在住の2
～ 3歳の子と保護者（抽選で28組）　
▶費用＝500円　▶申込＝4月1日
㈬午前11時～ 7日㈫午後5時　▶託
児あり（6か月～1歳の子。先着5人。
要申込）
問中央公民館
　☎ 951-1278　℻   955-4774

「伝え合う」ことを大切に
手話にチャレンジ！入門編

▶日時・場所＝5月8日～ 7月31日
の毎週㊎（7月24日を除く）（全12回）
午後7時～ 9時、北開田会館　▶対
象＝市内在住・在勤・在学の16歳以
上（抽選で20人）　▶申込＝4月20日
㈪まで　▶希望者のみDVD付テキ
スト3,300円　▶託児あり（要申込）
問障がい福祉課障がい支援係（分庁舎3）
　☎ 955-9710　℻   952-0001
　    syougaifukushi

体を動かして美ボディに
西山公園体育館の講座

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5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＝4月～ 6月
の㊍（5月7日を除く）　▶場所＝西山
公園体育館　▶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）　▶
申込＝4月1日㈬午前10時から
問西山公園体育館
　☎ 953-1161　℻   953-1163

「漢字力」をステップアップ
漢字能力検定試験 10 ～２級
▶日時・場所＝6月13日㈯午前10
時から、バンビオ　▶定員＝先着
85人　▶検定料＝1,500円～3,500
円（級によって異なる）　▶申込＝4
月15日㈬午前10時～ 29日（水・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）
　☎ 963-5518　℻ 963-5519

傍聴しませんか
総合計画審議会

　第4次総合計画第2期基本計画に
ついて審議（4回目）します。
▶日時・場所＝4月21日㈫午前10
時～正午、市役所　▶定員＝抽選で
5人　▶申込＝4月20日㈪午後5時
まで
問総合計画推進課企画総務・行革担当
　☎ 955-9502　℻   951-5410
　 sougoukeikaku

今月の
　いちエコ

京都府南部の標準電気使用量は、4月なら2人世帯で335.8kWh。[ インターネット環

境家計簿 ]より。減らしたい世帯は、相談に乗ります。 問環境政策室　☎ 955-9542

中央生涯学習センターで
あなただけの作品を作ろう

● 染ラボ -SOME Lab- 天然藍染で
　 いろんな生地を染めてみよう
▶日時＝4月29日（水・祝）、午後1時
～ 4時　▶定員＝先着15人　▶費
用＝500円　▶生地を持参する場合
は、1～ 2点100g まで
● ＊b

バ ン ビ オ テ ー ク

ambioteque 本を贈る日の
　 ためのワークショップ
　草木染で染めた布や、アンティーク
の端切れでブックカバーを作ります。
▶日時＝4月19日㈰午後2時～ 4時　
▶定員＝10人　▶費用＝1,800円
（コーヒー・おやつ付）
【共通事項】▶場所＝中央生涯学習
センター　▶要申込
問中央生涯学習センター（バンビオ）
　☎ 963-5500　℻   963-5504

心身づくりと技術向上を目指す
テニススクール

① 初級スクール
▶時間＝午後1時30分～ 3時　▶対
象＝市内在住の20歳以上で、テニ
ス歴1年未満の人（先着10人）　▶費
用＝9,000円
② 初中級スクール
▶時間＝午前11時～午後0時30分　
▶対象＝市内在住の20歳以上で、
テニス歴3年未満の人（先着10人）　
▶費用＝9,000円　
③ 中級スクール
▶時間＝午前9時30分～ 11時　▶
対象＝市内在住の20歳以上で、基
礎を習得したテニス歴5年未満の人　
（先着10人）　▶費用＝9,000円
④ キッズスクール
▶時間＝午後4時～ 5時30分　▶対
象＝市内在住の年中・年長児（先着
16人）　▶費用＝4,500円
⑤ 小学生スクール
▶時間＝①午後4時～ 5時30分 ②午
後5時30分～ 7時　▶対象＝市内在
住の①小学新1年生（先着12人） ②
小学2～ 3年生　▶費用＝5,500円
【共通事項】　▶日にち・場所＝4月
～ 6月の㊋、スポーツセンター　▶
申込＝①②③は4月7日㈫午前10
時、④⑤は同日午後2時から
問スポーツセンター
　☎ 951-3363　℻   951-3666

広
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危険物取扱者試験・予備講習会
●試験
▶日にち・場所＝6月7日㈰、YIC
京都工科大学校　▶申込＝下記へ
問（一財）消防試験研究センター京都府支部
　☎ 411-0095　℻   411-0096
●予備講習会
▶日時・場所＝5月9日㈯午前9時～
午後4時30分、乙訓消防組合消防本
部　▶種別＝乙種第4類　▶受講料
＝一般7,000円。乙訓防火・危険物
安全協会の加入者は5,000円　▶申
込＝4月10日㈮～ 5月8日㈮
問長岡京消防署庶務予防課
　☎ 957-0119　℻   957-4357

ライフキッズスポーツクラブ
親子で運動あそび

▶日時・場所＝5月9日～ 6月13日
の㊏（5月30日を除く）午前10時15
分～ 11時15分、西山公園体育館　
▶対象＝3歳～就学前の子と保護者
（抽選で25組）　▶費用＝親子2人で
1,000円（子ども1人につき500円追
加）　▶要申込
＊詳しくは財団ホームページへ。
問（公財）ライフスポーツ財団
　☎ 06-6170-9886　℻   06-6170-9887

仲間とわいわい楽しもう
市民ゴルフ春季大会

▶日にち・場所＝5月21日㈭、ベニー
カントリー倶楽部　▶対象＝市内在
住・在勤の人（定員120人）　▶費用
＝13,000円（申込代・昼食代込み）　
▶申込＝4月16日㈭午後6時30分～
7時30分に申込代3,000円を持って
中央公民館へ
問実行委員会事務局　伴野
　☎ 951-0770

熟年生き生き講座
みんなで歌おう童謡・愛唱歌
▶日時・場所＝4月～来年3月の第2
㊌（8月のみ第1）午前9時50分～ 11
時30分、中央公民館　▶対象＝市
内在住・在勤の60歳以上　▶費用
＝1回200円　▶申込＝4月1日㈬午
前11時から
問中央公民館
　☎ 951-1278　℻   955-4774

申込＝5月1日㈮まで
＊申請用紙は下記や市ホームページ
　で入手できます。
問文化・スポーツ振興室文化振興係
　☎ 955-9734　℻   955-3150

文化・芸術活動をともに
文化協会会員

▶対象＝市内で文化活動をしている
各種文化団体と個人　▶会員特典＝
市民文化まつりや長岡京展に会員料
金で参加可能。名月の宴への出演。
公民館や JR地下道にある市民ギャ
ラリーでの美術工芸作品の展示など　
▶会費＝〔団体〕1,000円＋300円
×人数 〔個人〕1,100円　▶申込＝
随時受付。申込書を下記へ提出
問長岡京市文化協会事務局
　（文化・スポーツ振興室内）
　☎ 955-9734　℻   955-3150

作品を発表しませんか
バンビオ展示ウイーク

▶日時・場所＝6月17日㈬～ 21日
㈰午前10時～午後5時、バンビオ2
階市民ギャラリー　▶対象＝乙訓地
域で創作活動をしている人　▶参加
費＝１スペース2,000円（作品を販
売する場合は500円追加）　▶申込
＝4月1日㈬～ 30日㈭
＊詳しくは下記窓口で配布している
　募集要項を参照。
問中央生涯学習センター（バンビオ）
　☎ 963-5500　℻   963-5504

紙おむつ・尿とりパット
介護用品給付券を支給します
▶対象＝次の全てに該当する高齢者
を介護している人 ①本市に住民登
録し、居住している市民税非課税世
帯 ②介護保険の認定が要介護3・4・
5 ③病院や施設に入院入所していな
い ④給付開始月の前月に半月以上
在宅で生活　▶支給内容＝1か月
4,000円まで使用できる給付券　▶
申込＝4月1日㈬～ 15日㈬
＊申請に必要な持ち物や書類につい
　ては下記へ。
＊4月16日㈭以降の申請は、翌月分
　から給付します。
問高齢介護課高齢福祉係
　☎ 955-9713　℻ 951-5410

65歳以上のための交通安全講習
乙訓シニアドライバーズクラブ
▶日時・場所＝① [ 発足式 ]4月20
日㈪午後1時30分～3時30分 ② [修
了式 ]来年1月18日㈪、長岡自動車
教習所　▶対象＝2市1町在住の65
歳以上で自家用車を所有し、①②い
ずれも参加できる人（先着20人）　
▶申込＝4月1日㈬～ 15日㈬午前9
時～午後5時45分（平日のみ）
問向日町警察署交通総務係
　☎ 921-0110

生きがい・仲間をつくろう
シニア大学開講

　IT・スマホ講座や介護予防講座、
運転訓練などを実施します。
▶日時・場所＝5月以降の原則第3
㊌（年12回程度実施）午前10時～午
後3時30分の間の約2時間、きりし
ま苑など　▶対象＝市内在住の60
歳以上で、できるだけ全ての講座を
受講できる人　▶要申込
問やすらぎクラブ長岡京
　☎ ℻   956-6166

地域公共交通会議委員
▶対象＝市内在住・在勤・在学の
18歳以上で、市の他の審議会など
の委員でなく、日頃から地域の公共
交通機関を利用している人　▶募集
人数＝3人程度　▶任期＝6月1日
から2年間　▶選考＝抽選　▶申込
＝4月1日㈬～ 28日㈫
＊詳しくは市ホームページへ。
問交通政策課交通政策担当
　☎ 955-3160　℻   951-5410

市内の団体・サークルに
文化奨励事業補助金

▶対象団体＝市内で活動している、
代表者の住所か事務所が市内にあ
る、市民が加入する10人以上の団
体、活動実績が5年以上など　▶補
助内容＝4月1日～来年3月20日に
市内で開催され、広く市民に文化・
芸術に触れる機会を提供する非営利
目的の公演や展覧会などに対し、開
催当日の会場使用料の2分の1　▶

応募しよう

税関係の証明書の発行など、一部取扱いできない業務があります。

 問市民課住民記録係　☎ 955-9557
４月２日・16日㊍は午後７時まで
市民課窓口業務を延長します
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あなたが講師 中央公民館の
市民講座を企画しませんか

▶対象＝市内で活動する個人や団体　
▶実施期間＝５月～来年３月　▶
テーマ＝こども・くらし・かがやき・
まち・みどり・けいえいから選択　
▶ 謝 礼 ＝1回3,400円（上 限5回 ）　
▶申込＝4月21日㈫までに企画書を
下記へ提出
＊企画書と募集要項は市内公共施設
　や市ホームページで閲覧できます。
問中央公民館
　☎ 951-1278　℻   955-4774

環境に配慮した設備を
設置した人への補助金

● 太陽光発電・蓄電設備の同時設置
▶対象＝市内在住で、電気事業者と
の電力需給開始日から6か月以内な
ど諸条件あり　
● 薪ストーブの購入設置
▶対象＝市内の建物に薪ストーブを
設置する市民や事業者で、適正な維
持管理ができるなど諸条件あり　▶
補助額＝購入設置経費の2分の1以
内（上限10万円）
● 住宅エコリフォーム
▶対象＝市民（転入予定者も含む）が
自ら住む住宅など諸条件あり　▶対
象工事＝次の全ての要件を満たす工
事 ①窓の断熱改修工事（新築・増築
を除き、併用住宅の場合は居住用の
部分に限る） ②市内業者に発注する 
③対象工事の費用総額が10万円を
超える　▶補助金額＝工事費用の
10分の1以内（上限5万円）　
【共通事項】▶申込＝4月1日㈬から
所定の様式を持って下記へ（先着順）
問環境政策室環境政策担当
　☎ 955-9542　℻   951-5410

国民健康保険料を
年金天引きで納める人へ

● 仮徴収
　国民健康保険料の額は、前年所得
をもとに算定するため、所得が確定
するまで決まりません。確定額が反
映されるのは10月以降です。4月・
6月・8月の年金からは、2月と同じ
額を「仮徴収」します。

● 次の人には仮徴収はしません
▶対象＝今年度中に世帯主が75歳以
上になるか、65歳未満の世帯員が今
年1月までに国保に加入している人
＊2月に国保料を年金天引きした人
　は、4月上旬に通知書が届きます。
問国民健康保険課管理係
　☎ 955-9706　℻ 951-1929

国民年金の保険料額
● 今年度の国民年金保険料の額
▶定額保険料＝1万6,540円／月　
▶定額＋付加保険料＝1万6,940円／月
● 学生納付特例の受付
▶申込＝学生証（両面コピー可）か在学
証明書、本人確認書類、ハンコを持参
＊昨年度承認された人で、今年度も
　在学予定の人は特例申請書が届き
　ます。継続する場合は記入して日
　本年金機構へ返送してください。
問医療年金課国民年金係
　☎ 955-9512　℻ 951-5410

自動車税（種別割）の納期限と
障がい者減免

● 軽自動車税（種別割）の納期限は
　４月30日㈭です
　令和2年度納税通知書は4月10日
㈮頃に発送します。
問税務課収納管理係
　☎ 955-9509　℻ 951-5410
● 軽自動車税（種別割）の減免
　次のいずれかの要件に該当する車
両（原動機付自転車、二輪の小型自動
車、軽自動車、小型特殊自動車）は、
1台に限り減免が適用されます（他の
車両で減免を受けた人を除く）。
▶対象＝〔身体障がい者〕障がいの
種別・程度による 〔知的障がい者〕療
育手帳に記載された障がいの程度が
Ａ〔精神障がい者〕精神障害者保健
福祉手帳に記載された障がいの程度
が1級程度　▶対象車両＝①障がい者
が所有する車両で、本人か障がい者
と生計が同じ人が運転するもの ② 障
がい者のために運転する車両で、障
がい者（18歳以上は重度の人）と生計
が同じ人が所有するか、障がい者の
みで生活している世帯を常時介護す
る人が所有するもの　▶申請＝4月30
日㈭までに障害者手帳、運転免許証、

▶平日…午後5時～ 10時、㊏㊐㊗…午前8時～午後10時、市役所北棟1階　▶5月・6月末

の3日間は、窓口と電話納付相談を午後8時まで延長 問税務課収納管理係　☎ 955-9509
時間外受付窓口（要納付書）と
夜間の納付相談・受付

確認してください

納税義務者の個人番号確認ができる
もの、ハンコ、納税通知書を持参
問税務課市民税係
　☎ 955-9507　℻ 951-5410
● 自動車税（種別割）の減免
▶日時・場所＝5月15日㈮午前9時
～正午、午後1時～ 4時30分、京都
府乙訓総合庁舎1階　
＊下記では6月1日㈪まで受付。
問京都西府税事務所
　☎ 326-3314　℻ 326-3310

母子家庭奨学金・
交通遺児奨学金申請を受付中
● 母子家庭奨学金
▶対象＝次の対象児童を養育してい
る母子家庭の母（夫が重度障がい者
の場合も含む）など
● 交通遺児奨学金
▶対象＝交通事故で親などを失った
次の対象児童
【共通事項】　▶対象児童＝乳児～高
校生、専修学校生など　▶申込＝5
月29日㈮までの平日に、ハンコと
在学証明書（高校生以上）を持って下
記へ。4月19日㈰、5月17日㈰は午
後1時～ 5時も受付
＊申請は毎年必要です。両方は受け
　られません。
＊2月に高校生入学支度金の申請をし
た人もあらためて申請が必要です。

＊委任状を持った代理人の申請可。
詳しくは下記や市ホームページへ。

問子育て支援課子育て支援係（分庁舎3）
　☎ 955-9558　℻ 952-0001

重度障がい者の手当額
4月から変更します

● 特別障害者手当（20歳以上）
▶支給額＝月額2万7,350円
＊継続して3か月を超える入院をし
　ている人は対象外。
● 障害児福祉手当（20歳未満）
▶支給額＝月額1万4,880円
【共通事項】▶対象＝重度の障がい
があり、日常生活で常に介護を必要
とする人（施設入所者は除く）　▶申
込＝要診断書
＊本人、配偶者か扶養義務者の所得
　制限あり。
問障がい福祉課障がい支援係（分庁舎3）
　☎ 955-9710　℻ 952-0001
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公開しています ４月以降の
課税台帳・縦覧帳簿

● 課税台帳を閲覧できます（通年）
▶対象＝納税義務者や関係人（借地・
借家人など）　▶閲覧内容＝土地や
家屋などの課税内容
＊関係人は賃貸借契約書などが、法
　人は代表者印が必要です。
● 今年度の縦覧帳簿の縦覧
　納税者が所有する土地や家屋と、
市内の他の土地や家屋の価格を比較
できます。
▶対象＝令和2年度の納税者（非課
税・免税点未満の資産所有者は除く）
か代理人　▶縦覧内容＝所在地や地
積、床面積、評価額　▶期間＝4月
1日㈬～6月1日㈪の平日午前8時30
分～午後5時
【共通事項】▶場所＝市役所税務課　
▶持ち物＝本人確認書類（運転免許
証、個人番号カード、納税通知書な
ど）。代理人の場合は委任状も必要
問税務課資産税係
　☎ 955-9508　℻ 951-5410

木造住宅耐震診断士の派遣
耐震改修の補助金

● 木造住宅耐震診断士の派遣
　専門家が耐震診断を行い、結果や
改修計画などをアドバイスします。
▶費用＝1戸3,000円
● 木造住宅耐震改修等事業費補助
　耐震診断の結果、評点が基準に満
たないと診断された木造住宅の耐震
改修費を一部補助します。
▶補助額＝〔本格改修〕5分の4以
内で限度額100万円　〔簡易改修〕5
分の4以内で限度額40万円　〔耐震
シェルター〕設置に要する費用の4
分の3以内で限度額30万円
＊各先着順。予算額に達し次第、受
付を締め切ります。

【共通事項】▶対象＝①昭和56年5
月31日以前に建てられた木造住宅
（一部、一昨年の大阪府北部を震源
とした地震でり災証明書が交付され
た住宅を含む） ②床面積の半分以上
が居住用である など　▶申込＝4月
10日㈮午前8時30分から下記窓口で
＊条件、書類など詳しくは下記へ。
問住宅営繕課住宅係
　☎ 955-9523　℻ 951-5410

戦没者遺族の人へ
慰霊巡拝と特別弔慰金の支給
● 慰霊巡拝
▶対象＝戦没者の配偶者、父母、子、
兄弟姉妹、孫、甥、姪、参加遺族（子・
兄弟姉妹）の配偶者　▶費用＝一部
国費負担あり
＊日程や対象地域は下記へ。
● 特別弔慰金
▶対象＝戦没者などの死亡当時の遺
族で、4月1日時点で公務扶助料や
遺族年金などを受ける人（戦没者の
妻や父母など）がいない場合の遺族　
▶支給内容＝額面25万円の記名国
債（年5万円×5年）　▶申込＝令和5
年3月31日まで
問社会福祉課地域福祉・労政係（分庁舎3）
　☎ 955-9516　℻   951-7739

タクシーチケット受付開始
混雑緩和にご協力を

▶対象＝市内在住で、次の①～③の
いずれかに該当する人 ①下肢、体
幹、平衡機能、運動機能障がい、内
部機能障がい、視覚障がいで、身体
障害者手帳1～ 3級 ②療育手帳 A 
③精神障害者保健福祉手帳1級　▶
助成内容＝タクシー料金かガソリン
給油代として利用できるチケット
（1か月900円、年間10,800円分）　
▶申込＝4月1日㈬から。身体障害
者手帳、療育手帳、精神障害者保健
福祉手帳、ハンコを持って下記へ
＊4月上旬は窓口が混雑します。混
　雑時期を避けての申請にご協力く
　ださい。
問障がい福祉課障がい支援係（分庁舎3）
　☎ 955-9710　℻ 952-0001

見えない人・見にくい方へ
訓練や相談・交流会を開催

▶日時・場所＝4月15日、5月20日、
6月17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個別相談や点字・パソコンな
どの訓練 ②テーマに沿った訓練や
情報交換　▶①のみ要申込
問京都視覚障害者支援センター
　☎ 333-0171

きこえや補聴器のことで困っ
ていませんか「きこえの教室」
▶日時・場所＝4月～来年3月の第3
㊍（7月は14日㈫。6・10・2月は除く）
午後1時30分～ 3時30分（3月のみ午
前10時～正午）、市役所分庁舎3会
議室1　▶対象＝市内在住のきこえ
に困っている人と家族　▶内容＝言
語聴覚士による話や、コミュニケー
ション学習と交流室　▶手話通訳 ･
要約筆記・ヒアリングループあり
問障がい福祉課障がい支援係（分庁舎3）
　☎ 955-9710　℻   952-0001
　 syougaifukushi

きて・みて・きいて！
ポリテクセンター見学

▶日時・場所＝4月8日㈬・14日㈫・
21日㈫午後0時30分～ 3時、ポリテ
クセンター京都　▶対象＝離職中・
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

保健師・看護師などによる
出張がん個別相談

▶日時・場所＝4月2日㈭、5月7日
㈭、6月4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

「ゆとりある　マナーで春めく　京のまち」のスローガンのもと、交通事故死ゼロを目指そう。

運動重点は、歩行者・高齢運転者・自転車の安全確保です。 問交通政策課　☎ 955-9686
４月6日㊊～ 15日㊌は
春の全国交通安全運動

相談 ＆ 説明会
　任期満了に伴い、栗山裕子さん
を再任しました。任期は、４月１
日から３年間です。

固定資産評価審査委員会
委員の再任
栗山　裕子 さん

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

　対象は未就学児。きょう
だいと一緒の写真も大歓
迎！ 21ページを見てね。

「いたずらざかり」募集中♪「いたずらざかり」募集中♪
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12月（新規認定者は認定月）～ 3月分を指定講座に振り込みます。全部停止、
現況届未提出の人は該当しません。 問子育て支援課　☎ 955-9558

特別児童扶養手当の支給日は
4月10日㊎ 翌日以降にご確認を

日時・場所

4月
７日㊋

午後1時10分～ 1時40分、長法寺自治会館前
午後2時～ 2時20分、井ノ内公民館前
午後2時40分～ 2時55分、滝ノ町自治会館前
午後3時20分～ 4時、保健センター前

８日㊌

午後1時10分～ 1時30分、神足公民館前
午後1時50分～ 2時15分、東和苑自治会館前
午後2時35分～ 3時5分、勝竜寺公民館前
午後3時30分～ 4時、調子馬ノ池公園駐車場

９日㊍

午後1時10分～ 1時30分、金ケ原自治会館前
午後1時50分～ 2時10分、長五小南消防団詰所前
午後2時30分～ 2時50分、奥海印寺自治会館前
午後3時20時～ 4時、中央公民館駐車場

　犬の飼い主には、生後91日以上の犬の登録と狂
犬病予防注射を受けさせることが義務付けられて
います。予防注射を受けましょう。

● 犬の登録…生涯で1回のみ必要。環境政策室や乙
訓地域の動物病院でできます　▶費用＝3,000円　
▶犬の同伴は不要

● 狂犬病の予防接種…毎年必要　▶日時・場所＝4
月7日㈫～ 9日㈭に右記で実施。乙訓地域の動物病
院でも随時接種可　▶費用＝3,250円　▶持ち物＝
犬の登録をしている人は愛犬手帳か通知はがき

＊愛犬の体調が悪い場合や妊娠中、授乳期間中は注
射できません。慣れた人が連れてきてください。

問環境政策室環境保全担当　☎955-9685　℻   951-5410

● 市で実施する集合予防接種

犬を飼っている人へ
愛犬の登録・狂犬病予防注射をしてください

５日 土井医院 ☎951-5577
　　 （長岡1-3-17）

12日 小野田医院 ☎956-2121
　　 （大山崎町大山崎高麗田3-4）

19日 あらかわ医院 ☎934-5510
　　 （向日市森本町上森本21-5）

26日 長岡京病院 ☎955-1151
　　 （開田4-9-10）

29日 済生会京都府病院 ☎955-0111
　　 （今里南平尾8）

文
長七小

Ｎ

国道171号へ

向
日
市
へ小
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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）

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 ４月27日㊊・28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。

●７月使用分
当選の確認…４月15日㈬～ 25日㈯
申請の締切…４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

犬のふんは必ず持ち帰り、鎖などにつないで適正に飼育しましょう。



弁護士相談【申込制・先着6人、1人30分】
㊍ 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。
＊30日㈭はありません。 総務課

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、1人30分】
8日㈬・15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）
20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）
22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
21日㈫ 午後1時30分～ 3時30分、市役所1階
市民相談室

都市計画課
☎ 955-9743

リハビリ相談（作業療法士・理学療法士）【申込制】
平日 午前9時～午後4時、市役所か自宅へ訪問

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）

【各時間２人・申込制】20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
ハローワーク職員によるお仕事相談会【申込制】
20日㈪ 午後2時～ 4時、市役所分庁舎3

福祉なんでも
相談室
（分庁舎３）
☎ 955-3177

福祉なんでも相談室
平日 午前9時～午後4時30分、市役所分庁舎3
家庭児童相談・こども SOSテレホン相談
平日 午前9時～午後4時、市役所分庁舎3

家庭児童相談室
☎ 953-7710

教育相談 
㊊～㊏ 午前9時～午後5時、教育支援センター

同相談専用
☎ 963-5533

市民無料相談 相談日は変わることがあります
心身障がい者相談（肢体・視覚・聴覚・知的）
20日㈪ 午後1時～ 4時、市役所分庁舎3

障がい福祉課
☎ 955-9549

障がい者の虐待に関する相談
平日 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

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

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

高齢者の虐待などに関する相談
平日 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

一般・DV相談（面接は申込制）
平日 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 
“ いこ～る ”
プラス
☎ 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】
 1日㈬・22日㈬ 午後1時30分～4時30分
8日㈬・15日㈬ 午前9時30分～午後0時30分
女性の法律相談【申込制】
＊今月はありません。
男性電話相談（専用☎ 963-5522へ）
24日㈮ 午後7時～9時
特設人権相談 8日㈬ 午前10時～正午、20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

弁護士による無料相談【各センターへ申込制、
1人30分】4日㈯南包括、11日㈯西包括、14
日㈫・28日㈫きりしま苑、18日㈯東包括、25
日㈯北包括、午前10時～正午

総合生活支援
センター
☎ 963-5508

60歳以上のための  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
　市民カラオケ　▷10日㈮・24日㈮午後1時から
　映画鑑賞会　▷17日㈮午前10時から「お父さん
はお人好し」、午後1時30分から「ハワイ・マ
レー沖海戦」

　健康ストレッチ体操　▷24日㈮午後2時30分から
●老人憩の家（東地域包括支援センター）
　☎ 963-5508　℻   958-6909
　脳はつらつ教室　▷1日㈬体操とビリヤード、
15日㈬体操と脳トレ　▷各午後1時30分から

心を込めた手作り品をあなたに

毎週㊎と ｢０のつく平日」に市役所ロビーで販売中♪

日 開始時間 販売製品 販売事業所

      3日㈮ 午前
11時30分 パン、手作りクッキー 乙訓

ひまわり園

10日㈮ 午前11時 竹製品、布製品、焼き菓子、
焼き芋 バスハウス

17日㈮ 午前
11時30分 菓子パン、こっぺぱん カメリア

20日㈪ 午前11時 手作りクッキー、パウンド
ケーキ あらぐさ

24日㈮ 午後
0時30分 布製品、小物雑貨、染め製品 乙訓若竹苑

30日㈭ 午前
10時30分

染め製品、フェルト製品、
ステンシル製品、野菜 友愛印刷

　障がいのある人が、就労自立のため製作・販売しています。
手と手をつないでつくるみんなの輪、「ほっこりんぐ」の　
ご利用をお待ちしています。
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心を込めた手作り品をあなたに

ほっこりんぐ
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シルバー人材センター入会説明会
15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
3日㈮午後7時から、10日㈮・17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歳以上対象（㊋休館） 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・先着順】
4日㈯西山公園体育館、11日㈯スポーツセ
ンター　いずれも午前9時～ 11時40分
学校グラウンド夜間照明　５月分の抽選日
20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
5月1日～ 31日使用分…4月15日㈬
5月16日～ 31日使用分…4月30日㈭

生涯学習課
（図書館3階）
☎ 955-9534

定期開催
転ばぬ先のからだづくり教室（保健師・理学
療法士・作業療法士）【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（心肺蘇生法やAEDの取り扱
い、止血法、応急手当など）【申込制】
＊今月はありません。

長岡京消防署
☎ 957-0119

ふれあい朝市・夕市　毎週㊊ ▷午前8時30
分～ 9時 ( 中央公民館市民ひろば ) 毎週㊍ 
▷午前8時30分～9時(勝竜寺城公園駐車場） 
毎週㊏ ▷午後4時～ 6時（バンビオ広場公園）
ふれっしゅ交流市　毎週㊊㊌㊏　▷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㊋㊍㊏　▷午前9時
～ 11時　JA海印寺支店駐車場　＊売り切
れ次第終了、ペットの入場はお断りします。

農林振興課
☎ 955-9514

☎ 951-4646　℻   957-0732

に

行こっ♪

◆ Book Guide 　新しいスタートを切る人も多い季節。新たな一歩にエー
ルを贈る、熱くて切ない、若さあふれる部活小説はいかが。

■子どもの本を読む会
▷16日㈭午前10時～正午　▷対象
は大人　▷子どもの本の読書会　▷
3階大会議室

■おはなしのへや
▷11日㈯午前11時～ 11時30分　▷
対象は小学生　▷2階おはなしコー
ナー

＊幼児・小学校低学年向けのイベントは、20～ 21ページを見てね。

図書館

今月のテーマ：　　青春

■ あと少し、もう少し
　 瀬尾まいこ／著　新潮社／刊

■ 春や春　  
 森谷　明子／著　光文社／刊

■ たまごを持つように
　 まはら三桃／著　講談社／刊

■ あの空はキミの中
 舞原沙音／著　柚庭千景／画　ポプラ社／刊

図書館Web

　「行こうよ、全国大会」。副顧問の
一言で生まれ変わった、地方の弱小
高校演劇部。「恋より勉強より演劇
がしたい！」と、芝居への情熱に火
がつき、全国大会目指し突き進む部
員たち。揺れ動きながら、懸命に何
かを探し続ける高校生の姿をみずみ
ずしく描きます。

　幕が上がる
 平田オリザ／著　講談社／刊　

　「なんで俺がフラダンス⁉」譲が勧
誘されたのは、阿田工業高校に人知
れず存在していたフラダンス愛好会。
震災５年後の福島を舞台に、それぞ
れ何かを抱え、それに向き合いなが
ら「フラダンス甲子園」出場に向け
て力いっぱい踊るメンバーたちの姿
に、笑ってホロリとする１冊です。

　フラダン
 古内　一絵／著　小峰書店／刊　

おすすめ！この本も

休業・休館
市役所、保健センター、
きりしま苑、竹寿苑 ㊏㊐㊗

図書館 ㊊・1・14

北開田会館 ㊏午後、㊐㊗

北開田児童館 “キッズナ ” ㊐㊗

西山公園体育館 ㊋

スポーツセンター 14

観光案内所 長岡京＠ navi.
（西山天王山駅前） なし

観光案内所（長岡天神駅前） なし

中央公民館 ㊊

長岡京こらさ なし

シルバー活動交流フロア ㊏㊐㊗

あったかふれあいセンター ㊐㊗

バ
ン
ビ
オ
１
番
館

市民活動サポートセンター
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

なし

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 なし

ブックトークの会から
新しくなったよ♪
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