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8月10日頃 までに
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掲載内容は、7月21日時点の情報です。新型コロナウイルスの

影響で、内容が変更されている場合がありますので、
事前に各担当へお問い合わせください。イベントや催
しの情報は、市ホームページでご確認いただけます。
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あなたのコーナー / 長岡京ＮＯＷ
多くの寄贈を頂きました

＜写真＞
コロナ対策をしつつ、活力あ
る生活を。新しい生活様式の
実践を応援する一人5,000円
分の商品券をお配りしてい
ます。
（詳しくは２ページへ）

w i t h コ ロ ナ の いま

あなたを
応援 します！
頑張る

市民全員に
お ひ と り
申請
不要

5,000 円分の商品券

８

と
本紙
！
配布
同時

月10日 頃までにお届け

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぎな
がら活力ある暮らしを営む「新しい生活様
式」の実践を応援するため、市民お一人につ
き 5,000 円分の商品券を、８月10 日頃まで
に各家庭に郵送でお届けします。使用期間は

8 月 1 日～ 11 月 30 日です。詳しくは、本
紙と同時配布の「新しい生活様式応援券 使
えるお店一覧」
（右写真）をご覧ください。
問長岡京市新しい生活様式応援券担当
☎ 951-2121（代表） FAX 951-5410
syoukoukankou@city.nagaokakyo.lg.jp

私なら こう使うよ！
新しい生活様式応援券

電車通勤から、自転車通勤に
切り替えようかな。
スポーティなヘルメット
買います。

「5,000円 の 商 品 券 が 届 い た ら、 あ な た な ら ど う 使

う？」というアイデアを募集したところ、多くの声が
寄せられました。その一部を紹介します！

頑張っている自分
へのご褒美！
ヘアカラーもした
いし、整体で
スッキリしたいわ
！

時間を充実
お家ごはんの
家族おそろい
さ せ た い な。
器を買おう♪
のカワイイ食

ためになるアイデア、各お店の特別メニューなどを続々
紹介していきます。「センス長岡京」をチェックしてね♪

まだまだ
ア

アイデ

募集中
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▶応募方法＝〝こんなふうに使ったよ〟というあなた
のアイデアを「＃新しい生活様式応援券」をつけて
SNS に投稿してね。QR コードからも受付中！投稿
されたアイデアは、市役所正面仮囲いの
壁面に随時貼り付けていくよ！

新型コロナウイルス感染症 関連情報
10 月から水道料金を値引き下げ ＆
下水道使用料改定は延期に
■水道料金の引き下げ
10 月検針分より、水道料金を引き下げます。

■下水道使用料の引き上げを一年延期します
令和 2 年 10 月に予定していた下水道使用料の引き
上げを、新型コロナウイルスの影響で負担が増える家
計への支援のため、1 年後に延期します。

＊詳しくは、8月15日ごろに各戸へ配布する
「水だより 第71号」をご覧ください
問上下水道部総務課
☎ 955-9721 FAX 951-2200

ひとり親家庭に支援金

ひとり親世帯臨時特別給付金
▶対象 = ひとり親世帯のうち、次のいずれかに該当する
人。①令和２年 6 月分の児童扶養手当の支給を受けてい
る人 ②公的年金給付などを受給していて児童扶養手当
の支給を受けていない人（一部制限あり） ③新型コロナ
ウイルスの影響で家計が急変し、直近の収入が児童扶養
手当の対象となる水準に下がった人 ▶給付額＝①② 1
世帯 5 万円・第２子以降 1 人につき 3 万円 ③ 1 世帯
5 万円 ▶申請＝①の人は、申請不要。②③の人は下記
へ申請が必要。また、①②の支給対象者のうち、新型
コロナウイルスの影響で家計が悪化した
人は、申請すれば③も追加支給可能
＊詳細は右記ＱＲから市ホームぺージへ
問子育て支援課 子育て支援係
☎ 955-9558

FAX 952-0001

テナント料 などを補助
家賃支援給付金

新型コロナウイルスの影響で経営が悪化した事業者
のテナント料などの家賃や地代を補助します。
▶対象＝今年 5 月～ 12 月で、１か月の売上が前年同月
比半分以下または、連続する 3 か月の売上合計が前年同
月比 7 割以下になった、中小・個人事業主等 ▶給付額＝
賃料月額３分の２×６か月分。上限は法人
600 万円、個人事業主 300 万円。詳しくは
右記ＱＲから経済産業省ホームページへ

一人 10 万円の「特別定額給付金」
申請は８月 20 日まで！
■申請漏れはありませんか？
5月下旬に、各家庭に申請書をお送りした「特別定額

給付金」。市への申請手続きはもうお済みですか？
申請期限は8月20日㈭必着まで。申請書を紛失した
人は、再発行も行っています。下記へお問い合わせく
ださい。申請方法や添付書類については、市ホームペ
ージをご覧ください
問特別定額給付金実施本部 ☎ 955-9545

新型コロナウイルス接触確認アプリ
コ

コ

ア

「COCOA」で 生活に安心を
厚生労働省が開発した、新型コロナウ
イルスの感染拡大防止に役立つアプリ
「COCOA（ココア）」をご利用ください。
アプリを起動したうえでお出かけをす
ると、位置情報が個人情報を含まない形で蓄積されま
す。もし自分が過去に訪れた場所でウイルス陽性反応者
が出た場合には、いち早く通知を受け取ることができま
す。感染の早期発見につながり、治療の早期開始や感染
拡大防止に効果が期待されています。スマートフォンを
お持ちの人は AppStore や GooglePlay
で「COCOA」と検索ください。詳細は、
右記 QR コードから、厚生労働省ホーム
ページをご覧ください

個人事業主・中小企業への補助金

①事業再出発支援補助金 ②緊急応援補助金
アクリル板設置やキャッシュレス機器の導入のほか、
感染防止のための施設改修などに取り組む、府内の個
人事業者、中小企業者への支援です。

▶補助額＝① 10 万円（補助率 10/10）＋ 10 万円を超

えた分は… ②小規模事業者等 20 万円（２/３）
・中小企
業者 30 万円（１/２） ▶申請受付期間 =9 月 15 日㈫

ま で ▶ 補 助 対 象 期 間 = ４ 月 １ 日 ㈬ ～ ８ 月 31 日 ㈪
▶申請方法＝Ｗｅｂか郵送
＊詳しくは右記ＱＲのホームぺージで
問京都府事業再出発支援補助金センター
☎ 748-0303（平日午前 9 時～午後 5 時）
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長岡京ガラシャ祭2020 は
■ 新型コロナで 止む無く中止を決定

中止

■ 代わりに 別のお楽しみを企画中

今年の11月8日㈰に開催を予定していた、

「第29回 長岡京ガラシャ祭2020」は、新
型コロナウイルス感染症の状況を考慮し中
止します。明智光秀の娘・玉（後の細川ガラ

早く
平穏
な
世の
中に
戻
って
欲し
いも
のじ
ゃ…

ガラシャ祭を中止とする代わりに、細川

ガラシャや明智光秀ゆかりのまち長岡京市
を広く発信するため、講演会や、ガラシャ
祭にちなんだ映像の配信を予定しています。

シャ）の、細川藤孝の息子・忠興のもとへの 詳細が決まり次第、本紙やガラシャ祭実行
「お輿入れ」の史実をテーマとしたこの祭は、 委員会ホームページなどでお知らせしてい
毎年市内外から約６万人が訪れるほどの人 きます。お楽しみに！
気でした。今年は大河ドラマ「麒麟がくる」
が放送中で、明智光秀ゆかりの祭りとして

ガラシャ祭
ホームページ

ガラシャ祭
フェイスブック

LINE お玉ちゃん
スタンプ発売中！

注目されていましたが、不特定多数の人の
密集を避けることが難しく、感染拡大防止
の観点から止む無く中止としました。

問 長岡京ガラシャ祭実行委員会事務局 ☎ 959-1299

中止

９/5㊏ 歯のひろば・食育ひろば

毎年、乙訓歯科医師会と共同で開催していた、歯の
健康や口腔ケアの大切さを学ぶイベント「歯のひろば」。
今年は、９月５日㈯に「まるごとヘルシーフェスタ」
内で、
「食育ひろば」と一緒に開催を予定していました
が、新型コロナウイルスの感染拡
大防止のため、すべて中止します。
お口の健康について気になる事
がある人は、直接お近くの歯科医
院へご相談ください。
問健康医療推進室 保健活動担当
☎ 955-9704

FAX 955-2054

中止

8/25㊋ 八条ケ池

中止

10/16㊎～ 18㊐

特別展

勝龍寺城で新婚時代を過ごした、明智光秀の娘・玉（細
川ガラシャ）と細川忠興。二人にゆかりのある品々（写
真パネル）とともに、玉の生涯を紹介します。ぜひご覧
ください。▶期間 =8月1日㈯～ 11月8日㈰
▶入場無料・申込不要
＊「３密」を防ぐため、期間中は入場制限（20人ずつ）を
行います。ご了承ください
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☎ 954-3557

市民文化まつり

10月16日㈮・17日㈯・18日㈰に予定していた
「市民文化まつり」は、新型コロナウイルス感染拡大を
考慮して、中止します。
問市文化協会事務局 （文化・スポーツ振興室文化振興係内）
FAX 955-3150

「ガラシャパネル展―光秀の娘・玉の生涯―」

問生涯学習課 生涯学習・文化財係

夏灯籠

今年の「長岡天満宮 夏祭り」と「八条ケ池 夏灯籠」は、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止します。
問商工観光課 観光戦略・地域経済推進担当
☎ 955-9515 FAX 951-5410

☎ 955-9734

勝竜寺城公園2階歴史展示コーナー

FAX 959-1299

FAX 954-8500

WITH

コロナ時代の

避難所

で
の

大雨や台風よる災害が多発する時期
です。新型コロナウイルスの感染拡大

過ごし方

を抑えながら「避難所」を利用しなけ
ればなりません。どんなことに気を付
けたらよいのでしょうか。
問防災・安全推進室 防災・危機管理担当
☎ 955-9661 FAX 951-5410

「非常用持ち出し袋」に プラス コロナ用品
水や食料、常用薬、ひざ
かけなどのいつもの非常用

体温計

非常用
持ち出し用品

家族分のマスク

除菌

持ち出し用品に加え、今後
はマスクや除菌用品、スリ
ッパなども必要になります。

また、避難所では定期的
な 検 温 を お 願 い す る た め、
体温計も忘れずにお持ちく
ださい。

避難所では、検温 と

入り口では
まず検温

非常用持ち出し
用品については
コチラ！

家族分のスリッパ

除菌用品

距離確保 にご協力を
避難所に入る際には、係員による検温にご
協力ください。もし発熱者がいた場合は、ご
家族と一緒に、別室で（別施設の場合も）過ご
していただきます。
また、避難所の中では、避難者同士の間隔
を十分にとった上で、最大限換気しながら過
ごします。ご協力をお願いします。

7 月豪雨災害の義援金を受付中
７月３日から降り続いた大雨により、九州を中
心として全国で甚大な被害が発生しました。この
災害で被災された方々を救済するため、日本赤十
字社で義援金を受け付けています。被災地全域へ

２ｍ以上
空ける

十分な
距離をとって

長岡京市 公式

ＬＩＮＥアカウント

暮らしに役立つ最新情報を発信中！

の寄付は以下の口座へ。地域を限定した寄付の方
法などは市ホームページをご覧ください。

▶銀行口座＝いずれも口座名義は「日本赤十字社」
1. 三井住友銀行 すずらん支店 普通預金 2787558
2. 三菱 UFJ 銀行 やまびこ支店 普通預金 2105556
3. みずほ銀行 クヌギ支店 普通預金 0620472
4. ゆうちょ銀行

口座記号番号「00110-8-588189」口座加入
者名「日赤令和2年7月豪雨災害義援金」
問日本赤十字社京都府支部

観光情報

防災情報

感染症情報
お友だち
登録は
コチラから

☎ 541-9326 FAX 541-1361

長岡京ライフ 2020.8
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災害時に
ともに

命を
救
ちょ う
っと
し
お手 た
伝い

災害時に１人で避難することが難しい
「災害時要配慮者」と、避難を手助けする

「避難支援者」を登録する制度です。登録
情報は、自治会、自主防災会、民生児童
委員など地域で支援にあたる人が連携し、

助けあう制度

「互助・共助」による日ごろの見守りや災
害時の避難支援に活用します。
問防災・安全推進室 防災・危機管理担当
☎ 955-9661 FAX 951-5410
社会福祉課 地域福祉・労政係
☎ 955-9516 FAX 951-7739

ザー
ザー

浸水するかもしれないし、
念のため２階で過ごそう
が
食料
ね
いる

て
ゃ持っ
おもち
と
いこっ

う～ん、台風で雨と風が
強くなってきたな…

①②
③ ④

そういえば
近所のおじいちゃんに、
災害のときには
よしよし
声かけてほしいって
言われてたな…

ー

ました

安心し

息子が様子を見に来てくれて
いるから大丈夫だよ～
連絡ありがとうね

わーい！

ちょっと電話
してみよう

○支援≠難しいこと
●
「制度」って聞くと、なんだか難しそうな印象か
もしれません。でも実は、とってもシンプルな仕
組みなんです。できる範囲
で少しだけ、ご近所さん
を気にかける。その行動
が、命を救う第一歩にな
るのです。
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登録案内を送ります
新たに制度の対象となった可能性のある高齢の

人や障がいのある人などに、８月上旬にお知らせ
と確認書を郵送します。登録希望の有無を記入し、
返信してください。
＊案内が届いていなくても登録できる場合があり
ます。希望する人は社会福祉課へ連絡を。

○ 地域での取り組みは？
●

「災害時にともに助けあう制度」は、地域の皆さん
の協力がとても重要。実際に地域の中でどのように

運用されているか、西の京自治会に話を聞きました。

普段でも災害時でも
“つながり” は “安心” に
日頃から声がかけやすいと
いざというとき安心
市の北部にある西の京自治会
は、区域の東側に小畑川が流れ
ています。想定される浸水深は
3メ ー ト ル 未 満 で は あ り ま す
が、内水氾濫や河岸浸食などの
心配もある地域です。
「気軽に声がかけられる、ま
とまりやすい地域だな、と感じ
ています。住民同士のつながり
西の京自治会
も深まりやすいですね」と話す
会長の中谷さん
のは、西の京自治会会長の中谷
さん。
「地域の活動でも防災面でも、つながりがある
ことで負担感が減り、安心感が増すと思うんです」と
にこやかに語ります。

工夫を重ね
「支援者がいない」を０に
「４年ほど前は、制度の活用
を始めたばかりでもあり、ほと

と思える人を増やすことにしたそうです。

できないことがあってもいい
できる範囲の支援でいい
その結果、平成28年末から29年初めにかけての約
２か月で、要配慮者のほぼ全てにサポーターがつき、
避難支援プランも作成されました。

「サポーターになったからといって、何から何まで
引き受けないといけない、というわけではありません。
災害時は、まず自分と家族の安全確保が最優先。その
上で、
『○○さん無事かな？』と気にかけてもらえたら。
できないことがあって当然です。できる範囲でご近所
さんを気にする、ということだけでも立派なサポート
なんです」と植田さんは語ります。

制度への協力・登録が
お互いを支える “絆” にも
「『○○さんがサポーターさんになってくれてるの』

んど何もできていなかったんで
す」と話すのは、自主防災会会

とうれしそうに教えてくれる人がいたり、『□□さん
のサポーターなんだし、元気でいなくちゃ』という人

長の植田さんです。
平成28年８月号の広報紙で
取材した際は、31人の災害時
要配慮者に対して避難支援者が

決 ま っ て い た の は10人 ほ ど。
「何がハードルになっているの

かける」「避難情報が出たら知らせる」など、どうい
うことをするのか具体的に例示して、これならできる、

がいたり。お互いにいい影響を与える制度でもあるん
ですよね」と中谷さん。ペア同士で日ごろから交流し
ている姿を見るのもうれ
しいと話します。
西の京自主防災会
会長の植田さん

かを確認したんです。“支援者”
という言葉が重たいイメージなのかなって」
。制度を
周知するにあたり、避難支援者を“避難サポーターさ
ん”と呼ぶことにしました。さらに「見かけたら声を

“制度”という名前で
はあっても、取り組む内

容は“ご近所づきあい”
の 延 長。「私 に も で き る
かな」と思ってもらえた 昨年の防災訓練。つながりづ
らうれしいですね。
くりの場でもあります

長岡京ライフ 2020.8
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８月１日から

もえるごみは
指定ごみ袋で
指定ごみ袋制度スタート
いよいよ始まる「指定ごみ袋制度」。家庭のもえるごみは、

市指定の袋で出すことになります。来年２月からは、指定袋以
外で出されているごみは回収できません。ごみを捨てるときは

“今のうちから指定ごみ袋で”お願いします。
問環境業務課 ごみ減量推進担当
☎ 955-9548 FAX 955-9955

8月1日

「使えるごみ袋」カレンダー

指定袋の利用開始
指定袋に
移行してね

来年

1月3
袋を
指定 てね
使っ

指定袋以外が
使えるのは
この日まで

8

-

長岡京ライフ 2020.8

1日

2月1日

指定袋以外では
出せません

収集
されないよ

指定ごみ袋って…
▶どこで買えるの？

▶どんな大きさがあるの？

スーパーやコンビニエンスストア、ドラッグス
トアなど、市販のごみ袋を扱っている店で、購
入できるようになる予定です。最新の情報は、
ホームページに掲載しています。

15 リットル、30 リットル、
45 リットルの
３種類です。

販売店
掲載ページへ

指定ごみ袋販売店（７月20日現在）
店舗名
（50音順）

住所

イズミヤ長岡店

開田４丁目７‐１

サーバ長岡京滝ノ町店

滝ノ町１丁目１‐７

ダックス長岡京今里店

今里５丁目147

ダックス長岡京花山店

花山３丁目48‐１

フレンドマート長岡京店

神足２丁目２‐１

ベーカリーショップヤマグチ

奥海印寺森ノ下４

ホームセンターコーナン
向日町大原野店

京都市西京区大原野
上里南ノ町546‐1

リバティ長岡店

長岡２丁目１‐23

要申込

▶いくらで買えるの？
販売店舗により異なりますが、10 枚入・税込で
〇 15 リットル袋 60 円～ 100 円

〇 30 リットル袋 90 円～ 120 円
〇 45 リットル袋 120 円～ 160 円
程度になります。
＊指定袋の価格に、ごみ処理費用は含まれていません。

指定ごみ袋制度について
詳しく知りたい人へ

説明会を開催

■ 自治会などの団体対象

█ どなたでも参加できます

▶申込＝ 8 月 31 日㈪までに

▶日時・場所＝８月 20 日㈭午後７時 30 分から、
市役所北棟４階大会議室 A
▶定員＝先着 30 人

①自治会名・団体名
②代表者名・申込者名
③人数（自治会以外の団体は 10 人以上が対象）
④代表者名・申込者名の住所、電話番号、ファ
クス番号
⑤会場
⑥希望日時（第３希望まで）

を環境業務課へ
【開催期間】８月１日㈯～来年１月 31 日㈰
（土・日曜日、祝日を含む。年末年始を除く）
【開催時間】①午前 10 時～、 ②午後１時～、

▶申込＝ 8 月３日㈪～ 14 日㈮に環境業務課へ
＊手話通訳、要約筆記、ヒアリングループなどが
必要な場合は、ご連絡ください。

先月号の広報紙と一緒にお届けした

「指定ごみ袋制度 Q&A」
もぜひご覧ください。
ホームページにも掲載しています

③午後４時～、 ④午後７時 30 分～

新型コロナウイルス 感染拡大防止のために
＊十分な広さがあり、換気のできる会場を確保
してください。
＊マスク着用などの感染予防策をお願いします。

指定ごみ袋制度 Q&A
チラシはこちら

長岡京ライフ 2020.8
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公共施設の指定管理者を募集します
指定期間

来年４月

募集要項の配布
応募受付

１日～ 令和８年３月31日

８月 ３日 ㈪ ～８月31日㈪（市 HPには１日㈯から掲載）
８月31日 ㈪ ～９月 ７日㈪

公共施設は
市民の暮ら
し

を支えるん

ジャー

午前８時30分～午後５時（土・日・祝日を除く）

指定管理とは、市民サービス向上のため、施設の管理・運営に

民間のノウハウや能力を活用する制度です。来年 3 月末に指定期
間が終わる各施設について、来年 4 月から令和８年３月まで、５

年間の指定管理者を募集します。応募は、募集要項に示す書類を
持って各所管課へ。個人は応募できません。

市内の魅力を強力発信！

■ 観光案内所 ＆
観光情報センター
▷場所

▷概要

観光案内所

天神１丁目１－２（阪急長岡天神駅西側）
観光情報センター
神足２丁目３－１（バンビオ２階）

観光案内（簡単な英語での案内含む）、
特産品の展示・販売など
▷説明会 ８月 20 日㈭ 午後１時 30 分から
観光情報センターで
問商工観光課 観光戦略・地域経済推進担当
☎ 955-9515 FAX 951-5410

市営

■ 西山天王山駅 東駐車場
▷場所
▷概要

友岡４丁目 635 －４

（阪急西山天王山駅の東側）

パーク
＆
ライド
の
拠点

自走式平面式、普通自動車
41 台・自動二輪車６台

問交通政策課 交通対策係
☎ 955-9686 FAX 951-5410

■ 総合生活支援センター
▷場所 神足２丁目３－ 1（バンビオ２階）
▷概要 福祉に関する総合的な相談対応、
地域支援など包括的な支援の場
▷説明会

困った時は
ご相談を

８月 21 日㈮ 午前 10 時から
市役所分庁舎３会議室１で

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

障がいのある人が
笑顔でおもてなし

市民活動を

♡

バンビオ内

■ オープンラウンジ
▷場所 神足２丁目３－１（バンビオ１階）
▷概要 障がい者の実習訓練、就労支援の場。
喫茶スペース、ほっとはあと製品
（授産製品）の展示・販売スペースを
備える
▷説明会 ８月 25 日㈫ 午後１時 30 分から
市役所分庁舎 3 で

問障がい福祉課 社会参加支援係（分庁舎３）
☎ 955-9549 FAX 952-0001

10
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全力応援！

■ 市民活動
サポートセンター
▷場所

神足２丁目３－１（バンビオ１階）

▷概要

市民活動に関する相談・アドバイス・支援、
団体のネットワークづくりなど。

事務・ミーティング・作業のための各
スペース、閲覧・展示コーナーを備える

▷説明会

８月 19 日㈬ 午後２時から
市役所会議室７で（要申込）

問自治振興室 市民参画協働担当
☎ 955-3164 FAX 951-5410

知ろう

市職員による

テーマ一覧

はコチラ
下記窓口で
も
配布してい
ます

学ぼう

出前ミーティング

皆さんが知りたいこと、
学びたいこと、
職員が出向いて話します。
問広報発信課 情報公開・市民対話担当
☎ 955-3143 FAX 955-9703

▶日時＝利用団体と市で調整して決定。午前10時
～午後９時で１時間以内

▶場所＝市内の公共施設や自治会館など（会場の手
配や準備は利用団体で）
▶対象＝主に市内在住・在勤・在学者で構成する
10人以上の団体。参加人数はご相談ください
▶申込＝開催希望日の１か月前までに、所定の申
込書を上記まで

＊同一団体につき年３回まで利用できます。
＊テーマにより材料などが必要な場合があります。
＊政治、宗教、営利目的、本事業以外の催しなど
に利用されると認められる場合、職員の派遣は
できません。

新型コロナウイルス
感染拡大防止のために
〇 検温・マスク着用・手指の消毒
をお願いします。

〇 十分な広さのある、換気可能な
部屋を確保してください。
〇 参加者の緊急連絡先を把握するため、参

加者名簿を作成してください。
〇 実施時間は最長で１時間とし、
派遣する職員もマスクの着用
を徹底します。

おめでとうございます
■ 長岡京市社会福祉大会
◆長岡京市きりしま賞

【議会議員】

現 市議会議員

【ボランティア功労者】

チェリッシュクラブ

ほっこり笑店

【自立支援・社会参加促進功労者】
たかはし

髙橋

ひろし

博 さん

やすだ

安田

たかし

隆 さん

◆社会福祉事業功労者市長感謝状
【民生委員・児童委員】
むなかた

宗像
き

明子 さん

さかぐち

坂口

そうたろう

宗太郎さん

【附属機関委員】

元 建築紛争調整委員会委員

み

わ

三輪

ひろし

泰司さん

【団体】

長岡京音頭保存会

まこと

誠 さん

◆社会福祉協議会会長感謝状
【寄付者】

乙訓 JC じゃがいもクラブ
三菱製紙株式会社 京都工場
三菱電機株式会社 京都製作所

【環境トップランナー部門】

学校法人立命館 立命館中学校・高等学校
社会福祉大会 受賞の皆さん

三木

あきこ

こたに

小谷

■ 京都府環境保全功労者表彰

のぶこ

宣子 さん

【社会福祉施設・社会福祉団体関係者】
み

■ 市町村・地域自治功労者表彰

長岡京ライフ 2020.8
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今月の
いちエコ

エアコンまではいらないけど、扇風機よりは涼みたい。そんな人に冷風扇はどうでしょ
う。水が蒸発するときに熱を奪う「気化熱」の働きを利用しているので省エネですよ。

情報 INDEX
イ

ン

デ

ッ

▶ 費用 の記載がないものは
▶ 申込 の記載がないものは
▶持ち物・応募要項など、

ク

ス

※掲載内容は7月21日時点の情報

無料
申込不要

「もっと知りたい」が
きっと見つかる！

参加しよう
アゼリアエコクール大作戦
西山の竹製水鉄砲で水をまこう
西山の竹で
作ったひしゃ

く・水鉄砲を
使って水をま
き、路面温度
を測って打ち水の効果を調べます。
▶日時・場所＝8月4日㈫①午後4時
40分、ロングヒル前 ②午後5時15分、
バンビオ広場公園前 ▶雨天中止
問環境政策室環境政策担当
☎ 955-9542

FAX 951-5410

防火管理者資格が取得できる
甲種防火管理講習会

▶日時・場所＝8月27日㈭午前8時
50分～午後5時、28日㈮午前9時～
正午、乙訓消防組合消防本部 ▶定
員 ＝30人 ▶ 費 用 ＝5,510円
申込＝8月3日㈪～ 14日㈮
問乙訓消防組合消防本部予防課
☎ 953-6036 FAX 953-1191

▶

響で、内容が変更される場合が
あります。詳しくは各問い合わ
せ先までご確認ください。

詳しくは各問い合わせ先へご確認ください
● 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 FAX 075-951-5410
（開庁時間 平日午前８時30分～午後５時）

です。新型コロナウイルスの影

● 市ホームページ
http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/
各記事の詳細は「今月
の広報紙」で公開中！

きりしま苑で開催
体操講座・陶芸教室

●ベビーダンササイズ～手遊びとマ
マ向けストレッチ～
▶日時・場所＝9月1日㈫午前10時
30分～ 11時、きりしま苑 ▶対象
＝おおむね生後3か月～ 3歳までの
乳幼児と保護者
（先着10組） ▶申
込＝8月18日㈫午後2時から
●夏の陶芸教室
▶日時＝8月21日㈮午後1時30分～
3時30分 ▶対象＝60歳以上（先着
12人） ▶費用＝500円 ▶申込＝

8月3日㈪午前10時から
●リズム体操～音楽に合わせて体操
しましょう～
▶日時＝8月25日㈫午後1時15分～
1時45分 ▶対象＝60歳以上
●健康ストレッチ体操～ゴムバンド
の伸縮性を利用して体を動かす～
▶日時＝8月31日㈪午後2時30分～
3時 ▶対象＝60歳以上
問きりしま苑
☎ 956-0294

広告

シルバー 8月は
今週中に新データもらう予定

FAX 956-0290

学ぶことは楽しいこと
中央公民館の市民企画講座

【共 通 事 項 】 ▶ 場 所 ＝ 中 央 公 民 館
▶申込＝8月1日㈯午前11時から
▶対象＝市内在住・在勤の人
●人間関係を変化させるコミュニ
ケーション術
（企画：田中研三）

▶日時＝8月19日、9月2日・16日・
30日、10月14日の㊌午前9時30分
～ 11時30分＜連続講座＞ ▶対象
＝18歳以上（先着10人）
●アロマ・ハーブ・お花を使って楽し
く美しく健康に！（企画：山田正子）

▶日時＝8月20日㈭午後2時～ 3時
30分 ▶定員＝先着20人 ▶費用
＝1,000円 ▶託児＝先着2人
（6か
月以上の乳幼児）
●わくわくバルーンアート
（企画：吉田篤司）

▶ 日 時 ＝8月22日 ㈯ 午 前10時 ～ 正
午 ▶定員＝先着10人。親子参加
も可 ▶費用＝500円
●ざくざく編んでかわいいバスケッ
トを作りましょう
（企画：乙訓もも）

ヤーン
（製造過程から出る副産物の
生地）
を編んでバスケットを作ります。
▶日時＝8月28日㈮午後1時30分
～ 4時30分 ▶対象＝10代～ 80代
（先 着10人 ） ▶ 費 用 ＝800円 ▶
託児＝先着2人
（6か月以上の乳幼児）
●笑って楽しく健康体操
（企画：森田佐代子）
▶日時＝9月2日・16日、10月7日・
21日、11月18日の㊌午後1時30分
～ 2時30分 ▶対象＝60歳以上
（先

着20人）
●ライフチャートでつくる“わたし
らしい未来”
（企画：やまだなつこ）
▶日時＝9月8日㈫午前10時～ 11時
▶対象＝16歳以上（先着20人）
●一緒に吟詠を詠いませんか
（企画：
長岡京吟詠会）
▶日時＝9月10日㈭午後2時～ 4時
▶定員＝先着15人
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三菱 UFJ 銀行での
税・料の取り扱いは来年3月末まで

●笑って子育て（企画：澤田和子）
親子で笑いヨガ、歌、ゲームなど
を楽しみましょう。
▶ 日 時 ＝9月11日 ㈮・15日 ㈫ 午 前

10時30分～ 11時30分 ▶対象＝0
～ 4歳の子どもと保護者（各回先着
10組）
●乙訓地域の歴史や文化を鑑賞しよう
～宇田栗園の漢詩編～
（企画：鵜野高資）
▶日時＝9月13日㈰午後1時30分～
3時30分 ▶定員＝先着18人
問中央公民館
☎ 951-1278 FAX 955-4774

わくわく講座で作ろう
はじめてのハワイアンリボンレイ

4色 の リ ボ ン で
バッグチャームを作
りましょう。

▶ 日 時・ 場 所 ＝8月
21日㈮・27日㈭午前
10時～正午、バンビオ

▶対象＝

FAX 963-5519

「黄色いもの」を身に着けて
交通事故から子どもを守ろう

8月19日㈬は子どもの交通事故防
止推進日。うちの子も、
よその子も、
みんな大事 が合言葉です。家にあ
る黄色いものを身につけて、自宅近
くの通学路で通学時間帯に交通安全
指導の声掛けをしませんか。
問交通政策課交通対策係
☎ 955-9686

了します。口座振替で利用している人は手続きが必要です。問会計課

/5㊌
8
～

18㊋

FAX 951-5410

☎ 955-9726

お得に利用できます！

ふれあいの湯
大人同伴で来た小学生以下の子の利用料が無料になります。
（大人の料金は220円）
▶場所＝長岡1丁目47-8

問社会福祉課 地域福祉・労政係
（分庁舎３） ☎ 955-9516

FAX 951-7739

はっぴぃバス
小学生の運賃が無料になります。

小学３年生以下は保護者同伴で乗車を。

問交通政策課 交通政策担当

☎ 955-3160

人は必要とされると輝いていく
～市内で活躍する女性たち～

20歳以上（先着で各日3人） ▶費用
＝500円 ▶ 申 込 ＝8月1日 ㈯ 午 前
10時から
＊両日とも内容は同じ。
問生涯学習団体交流室
（バンビオ）
☎ 963-5518

㈱三菱 UFJ 銀行での税・料の窓口や口座振替の取り扱いは、令和3年3月31日で終

人と繋がって世界を広げていく女
性たちの体験談が聴ける2回講座。
1回のみの参加も可能です。
▶日時・場所＝①9月12日㈯午後1
時30分～ 3時30分 ②9月17日㈭午
前10時30分 ～ 午 後0時30分、 バ ン
ビ オ ▶ 定 員 ＝ 先 着20人（市 内 在
住・在勤・在学の人優先） ▶テー
マ＝① OTOKUNI レザミ代表「相
談からはじまる自己実現」②ママパ
スポート長岡京メンバーのパネル
ディスカッション「1人よりも仲間
でやることで実現できる」 ▶申込
＝8月3日㈪から ▶手話通訳・要
約筆記＝8月28日㈮までに要申込
＊お子様との同室参加も可能。
“いこ～る”
プラス
（バンビオ）
問男女共同参画センター
☎ 963-5501

FAX 963-5521

FAX 951-5410

青少年海洋センターが開催
親子で自然体験をしよう
カヌー体験
●

▶日時・場所＝8月22日㈯午前9時
30分～午後5時、京都府立青少年海
洋センター、田井宮津ヨットハー
バー ▶対象＝府内在住の小学5年
生以上～高校生と保護者
（先着15人）
▶費用＝子ども300円、大人500円
▶申込＝8月3日㈪～ 17日㈪
●アスレチックと野外炊事体験
▶日時・場所＝9月13日㈰午前9時
30分～午後5時、京都府立青少年海
洋センター ▶対象＝府内在住の親
子（先 着20人 ） ▶ 費 用 ＝100円 ～
1,900円（野外炊事のメニューによ
り異なる） ▶申込＝8月27日㈭～
9月7日㈪
問京都府立青少年海洋センター
☎ 0772-22-0501

danjo-c

広告
長岡京ライフ 2020.8
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税のお支払い
は確実に♪

市・府民税の第2期納期限
（口座振替日）は8月31日㈪です。口座振替の場合は残高をご確認ください。
問税務課収納管理係

きりしま苑

作品
募集

☎ 955-9509

秋のフェスティバル
イベント開催は

川柳、写真ひろば～フォトガーランド展～、個人作品展に出展しませんか？

9/14㊊～ 18㊎
応募は8月20日㈭まで。どなたでも応募できます（20歳未満は保護者の同意が必要）
。

●「秋」にちなんだ川柳

▶記入事項＝名前・住所・電話
番号・年齢・ペンネーム

▶応募方法＝ファクス、郵送、
持ち込み

▶条件＝1人５作品まで
問 〒617-0832

●お気に入りの写真

▶記入事項＝名前・住所・電話
番号・年齢・応募作品数

▶応募方法＝郵送、持ち込み

▶条件＝1人10作品まで（Ｌサ
イズから A3 サイズまで）

長岡京市東神足2丁目15-2

西国街道を歩いて
山崎合戦跡に行きましょう

現場は魅力、そして魔力。光秀に
なったあなたは何を想うでしょうか。
▶日時＝11月15日㈰午前9時～午後0
時15分、JR 長岡京駅西口集合 ▶
いげのやま

コース＝恵解山古墳公園、勝竜寺城

公園など ▶定員＝先着50人 ▶費

用＝500円 ▶申込＝11月8日㈰まで
にメールまたはファクスで
＊開催は当日午前7時に判断。気象
警報発令の場合は中止します。
問 NPO法人長岡京市ふるさとガイドの会
☎ 090-7116-9638 FAX 954-5523
nagaokakyoguide@yahoo.co.jp

ぴよぴよクラブ特別編
みんなで一緒に親子ヨーガ

▶日時・場所＝8月20日㈭午前10時
～ 11時30分、中央公民館 ▶対象
＝市内在住の2・3歳児と保護者
（先
着4組） ▶申込＝8月1日㈯から
問中央公民館
☎ 951-1278 FAX 955-4774

地域福祉センターきりしま苑

あそぼう！ キッズ！！
サーキット遊び
（第1期）

▶日時・場所＝①8月29日㈯ ②9月
5日 ㈯ ③9月12日 ㈯、 午 前10時 ～
11時 ▶ 場 所 ＝ 西 山 公 園 体 育 館

▶ 対 象 ＝４ ～ ６歳（8月29日 時 点。
先着20人） ▶費用＝900円 ▶申
込＝8月1日㈯から
問西山公園体育館
☎ 953-1161 FAX 953-1163

言葉を伝えるお手伝い
始めませんか 要約筆記

聞こえに困っている人に、話の内
容を要約し、文字で情報を伝える「要
約筆記者」の養成講座です。
▶日時・場所＝9月8日～ 10月27日
の㊋
（9月22日を除く）午前9時50分
～午後3時、中央公民館ほか ▶対
象＝乙訓地域に在住・在勤の18歳
以上 ▶内容＝手書きコースとパソ
コンコース（手書きコース修了者が
対象） ▶費用＝3,670円 ▶申込
＝8月20日㈭まで
＊自宅学習（DVD やインターネット

● 制 作 し た 作 品（粘 土 ･ 絵 画 ･
陶器・習字など何でも）

▶記入事項＝名前・住所・電話
番号・年齢・総応募作品数

▶応募方法＝持ち込み

▶条件＝1人３作品まで
☎ 956-0294

FAX 956-0290

配信などによる講義学習とレ
ポート提出）があります。
問〒617-8501（住所記載不要）
障がい福祉課障がい支援係 ( 分庁舎3)
☎ 955-9710

FAX 952-0001

syougaifukushi

自然災害に備えた保険を学ぼう
消費生活講演会
台風や地震などの自然災害に備え
て、損害保険の種類や補償について

学びませんか。講師は、日本損害保
険協会から招きます。
▶日時・場所＝9月4日㈮午前10時
30分～ 11時30分、市役所 ▶対象
＝市内在住の人
（先着30人） ▶申
込＝8月17日㈪から（定員に達しな
い場合は当日参加可能） ▶手話通
訳・要約筆記＝8月27日㈭までに要
申込
問総務課市民相談・消費者行政担当
☎ 955-9501 FAX 955-9703
soumu

広告

移動支援従事者
（ガイドヘルパー）
研修

研修を修了すると、ガイドヘル
パーの仕事ができます。
▶日時・場所＝9月5日㈯・12日㈯・
19日 ㈯ 午 前9時30分 ～ 午 後4時30
分、きりしま苑 ▶対象＝障がい者
の外出支援に興味のある人（定員10
人） ▶費用＝3,000円 ▶要申込
問きりしま苑
☎ 956-0294
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FAX 956-0290

「京のプレミアム米コンテスト」
お米募集

応募しよう
乙訓文化芸術祭
合唱フェア出演団体

▶日時・場所＝来年2月14日㈰午後
0時30分から、記念文化会館 ▶対
象＝乙訓地域で1年以上活動してい
る6人以上
（指揮・伴奏を除く）のア
マチュア合唱サークル ▶費用＝1
団 体5,500円 ▶ 申 込 ＝8月3日 ㈪
～ 9月4日㈮午後5時
問乙訓文化芸術祭「合唱フェア」推進委
員会事務局
（文化・スポーツ振興室内）
☎ 955-9734 FAX 955-3150

優秀作品はコンクールへ出展
選挙啓発ポスター・標語

▶対象＝府内の小・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〕概ね
20字以内 ▶応募＝9月7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。
（総務課内）
問長岡京市選挙管理委員会
☎ 955-9547

FAX 951-5410

自分のペースで自由に学ぼう
放送大学10月入学生

放送大学は、大学卒業資格が取れ
る通信制大学です。テレビやパソコ
ン、スマートフォンなどで、いつで
もどこでも幅広い分野を学べます。
資料請求・出願はホームページから。
▶出願＝9月15日㈫まで
問放送大学京都学習センター
☎ 371-3001 FAX 371-3033

令和2年度産のコシヒカリ、キヌヒカリ、ヒノヒカリを募集します。申込
は京都府ホームページから。

問京都府農林水産部農産課 ☎ 414-4953

乙訓消火技術競技会
参加チームを募集

▶ 日 時・ 場 所 ＝10月16日 ㈮ 午 後1
時～ 4時、三菱ロジスネクスト㈱総
合グラウンド ▶対象＝乙訓地域で
自衛消防隊を組織している事業所な
ど ▶内容＝消火器競技と屋内消火
栓競技 ▶申込＝8月17日㈪～ 21
日㈮ ▶雨天中止
問乙訓消防組合消防本部予防課
☎ 953-6036 FAX 953-1191

乙訓消防組合 消防士
▶1次試験＝9月20日㈰ ▶内容＝
基礎能力試験と作文試験 ▶採用
人数＝8人程度 ▶採
用＝来年４月から ▶
申込＝8月3日㈪～ 25
日㈫ ▶詳細はホーム

ページへ
問乙訓消防組合消防本部総務課
☎ 952-0119

小・中学校の常勤・非常勤講師
▶勤務地＝乙訓地域の公立小・中学
校 ▶対象＝教員免許を持っている

人 ▶給与＝常勤講師、4年制大学
新 卒 で 月 額 約227,000円（令 和2年
4月現在。経歴により異なる。他に
諸手当あり） ▶登録
方法＝登録票を教育局
へ提出
（教育局ホーム
ページからダウンロー
ド可） ▶面接あり
問京都府乙訓教育局学務課

自衛官候補生
▶対象＝18 ～ 32歳 ▶要申込
問自衛隊京都地方協力本部宇治地域事務所
☎ FAX 0774-44-7139

推薦してください！
長岡京市文化賞・スポーツ賞
●文化賞（文化奨励賞）

▶対象＝行政機関が主催・後援して
いる展覧会や発表会などで優秀な成
果を収めた20歳以下の人（過去に同
一の事由で本賞の表彰を受けた人を
除く）
●スポーツ賞
▶対象＝次のいずれ
かを満たす小学生以
上の人や団体 ①京都
府 大 会・ 近 畿 大 会・
全国大会で優秀な成績を収めた（小
中学生は同一競技による受賞は一度
のみ） ②おおむね40歳以上を対象
としたマスターズ大会などで優秀な
成績を収めた
【共通事項】▶対象＝次の両方に該
当する人 ①市内在住・在勤・在学
の人 ②昨年9月1日～今年8月31日

に各賞に該当する人や団体 ▶期日
＝9月1日㈫までに所定の様式で下
記へ
＊様式は下記や市ホームページから
ダウンロードできます。
問〒617-8501（住所記載不要）
文化・スポーツ振興室文化振興係
（文化賞）
☎ 955-9734 FAX 955-3150
スポーツ振興係（スポーツ賞）
☎ 955-9735 FAX 955-9526

☎ 075-933-5130
otu-kousi@pref.kyoto.lg.jp

まちづくりにあなたの意見を
聞かせてください

広告

市民のみなさんの意見を市政に反

映するために、意見公募（パブコメ）
や審議会・協議会・各種委員会など
の委員を募集しています。募集中の
意見や委員の情報、寄せられた意見
とそれに対する市の考えなどは、市
ホームページで公表しています。
問自治振興室市民参画協働担当
☎ 955-3164 FAX 951-5410
jichishinkou

長岡京ライフ 2020.8
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８月から観光案内所の
開所時間が通常どおりに

市内３か所の観光案内所の開所時間を短縮していましたが８月からは通常どおりになり
ます。開所時間：午前９時～午後５時（水曜休み） 問長岡京市観光協会 ☎ 951-4500

確認してください
児童扶養手当・特別児童扶養
手当を受けている人へ

●必ず現況届・所得状況届の届出を
8月は年度更新の月です。現況届・
所得状況届は、今年度の継続受給を
決める大切な届出です。必要書類を
送付しますので、期間内に下記へ提
出してください。
▶届出期間＝〔児童扶養手当〕8月
3日㈪～ 31日㈪〔特別児童扶養手
当〕8月12日㈬～ 9月11日㈮
▶8月14日㈮・21日㈮は午後7時30
分まで窓口を延長します ▶所得制
限で支給停止中の人も、認定継続の
ために届出が必要です。2年間届出
がないと受給資格がなくなります
●8月は特別児童扶養手当の支給月
8月11日㈫に4月
（新規認定者は認
定月）～ 7月分を指定の口座に振り
込みます。翌日以降にご確認くださ
い。なお、全部停止の人や障害状況
届が未提出の人には支給されません。
問子育て支援課子育て支援係
（分庁舎3）
☎ 955-9558

FAX 952-0001

母子家庭のお母さんのための
無料人間ドック

▶実施期間＝来年1月～ 3月、平日
の午前中 ▶場所＝京都第一赤十字
病院健診センター（京都市東山区）
▶対象＝京都府内在住
（京都市を除
く）の母子家庭の母親で、今年4月1
日現在児童扶養手当を受給してい
る、満30 ～ 65歳未満の人
（定員80
人。昨年度受診者は除く） ▶申込
＝8月31日㈪までに申込書と返信用
封筒
（84円切手貼付）
を下記へ

国民健康保険 夜間の窓口
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。

16
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＊申込用紙は、市役所子育て支援課
（分庁舎3）で配布しています。
問〒617-0006 向日市上植野町馬立8
乙訓保健所福祉課
☎ 933-1154

確定申告などに使える
医療費通知を8月末に送ります

1月～ 6月の診療分を世帯主へ送
付します（7月～ 12月分は来年2月
末に送付）。通知には、支払った医
療費の金額などが記載され、確定申
告の際に添付すると、医療費控除の
明細の記載を簡略化できます。
＊再発行はできません。大切に保管
してください。
問国民健康保険課国保係
☎ 955-9511 FAX 951-1929

日本に住む全ての方が対象
国勢調査が実施されます

5年に1度の国勢調査が今年実施
されます。今後の行政運営やまちづ
くりのための基礎資料として広く利
用される、大切な調査です。9月中
旬に、調査員証を持った調査員が訪
問し調査書類を配布します。回答に
は、インターネットが便利。パソコ
ンやスマートフォンで24時間いつ
でもアクセスできます。
問総務課総務係
☎ 955-9547 FAX 951-5410

8月5日㊌午前11時から
J アラート情報伝達訓練を実施

全国瞬時警報システム
（J アラー
ト）
を使った、防災情報お知らせメー
ルの伝達訓練です。当日はメールが
送信されます。

8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。
問国保係
（給付関係）
☎ 955-9511 FAX 951-1929
管理係
（保険料関係）
☎ 955-9706 FAX 951-1929

●防災情報お知らせメールとは
気象警報や災害時の情報を配信す
る登録制メールです。災害に対する
備えとして、ぜひ登録
してください。登録に
は、QR コードを読み
取り、空メールを送信
してください。
問防災・安全推進室防災・危機管理担当
☎ 955-9661

FAX 951-5410

傍聴しませんか
●長岡京市空き家等対策協議会
▶日時・場所＝8月7日㈮午後2時から、
市役所 ▶定員＝抽選で5人 ▶内容
＝空き家等対策計画の見直しについ
て ▶申込＝8月6日㈭午後5時まで
問都市計画課空き家政策担当
☎ 955-9743 FAX 951-5410
toshikeikaku
●市民参画協働懇話会
▶日時・場所＝8月20日㈭午後3時

から、図書館 ▶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 ▶申込＝8
月19日㈬午後5時まで
問自治振興室市民参画協働担当
☎ 955-3164 FAX 951-5410
jichishinkou
●生活環境審議会
▶ 日 時・ 場 所 ＝8月21日 ㈮ 午 前10
時～正午、市役所 ▶定員＝抽選で
2人 ▶ 内 容 ＝ 気 候 変 動 へ の 適 応
策、市民等アンケートについてなど
▶申込＝8月20日㈭午後５時まで
問環境政策室環境政策担当
☎ 955-9542 FAX 951-5410
kankyouseisaku

公共施設の予約や確認
●11月使用分
当選の確認…8月15日㊏～ 25日㊋
申請の締切…8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
長岡京市公共施設

検索

市民課の窓口を
午後7時まで延長

8月6日と20日の㊍は、午後7時まで延長しています。税関係の証明書の発行など、一部取り扱

●長岡京市障がい者ネットワーク
連絡調整チーム会議
▶ 日 時・ 場 所 ＝9月3日 ㈭ 午 後1時
30分から、図書館 ▶定員＝先着5
人 ▶内容＝情報交換や課題検討
▶申込＝9月2日㈬午後5時まで ▶
手話通訳・要約筆記＝8月27日㈭ま
でに要申込
問障がい福祉課社会参加支援係
（分庁舎3）
☎ 955-9549

問市民課住民記録係

いできない業務があります。

FAX 952-0001

企業名・団体名、取り
組み内容、ホームペー
ジ URL な ど を 環 境 フ
ェア特設ページへ掲載。

発表しませんか？
②ラジオ出演

「FM おとくに」で、取
り組み内容など、約10
～ 15分程度話していた
だきます。

syougaifukushi

FAX 955-9955

相談 ＆ 説明会
ファミリーサポートセンター
入会説明会

子育て中の人と、援助したい人の
相互支援組織です。利用するには、
説明会への参加が必要です。
▶日時・場所＝8月29日㈯午前10時
～ 11時30分、中央公民館 ▶主な
活動＝保育施設や放課後児童クラ

ブ、習い事などへの送迎、冠婚葬祭
やきょうだいの行事時の預かりなど
＊登録希望者は顔写真
（縦3㎝×横2
㎝）
とハンコと身分証明書を持参。
問ファミリーサポートセンター
（分庁舎3）
☎ 959-3034 FAX 959-3201

㊐㊗㊡の急患は

☎955-3320

向日市へ

小畑川

文

保健センター

「きこえの教室」 時間と内容
変わりました

４月号掲載記事から変更があります。

▶日時・場所＝8月20日㈭、9月17
日㈭午後2時から、市役所分庁舎3
会 議 室1 ▶ 内 容 ＝ コ ミ ュ ニ ケ ー

ション学習と交流会 ▶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

FAX 952-0001

syougaifukushi

FAX 951-5410

いじめや虐待の悩み相談して
子どもの人権110番

8月28日㈮～ 9月3日㈭は強化週
間。いじめ・体罰・不登校・虐待な
どの相談受付時間を延長します。平
日午前8時30分～午後7時、㊏㊐午
前10時 ～ 午 後5時。 ☎0120-007110へ電話してください。法務局職
員や人権擁護委員が相談に応じま
す。
「SOS ミニレター」もあります。
問人権推進課人権平和推進担当
☎ 955-3180 FAX 951-5410

きて・みて・きいて！
ポリテクセンター見学

▶日時・場所＝8月3日㈪・18日㈫・
25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 FAX 951-7393

＊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

■内科・小児科
午前９時30分～午後４時（昼休憩あり）

長七小

実験や、環境に関する
活動の PR ができる動
画を配信。

☎ 955-9542

▶日時・場所＝8月16日㈰・17日㈪、
午前8時までに地区で決められた特
別収集場所の収集かごへ
問環境業務課業務第2係

乙訓休日応急診療所
（今里北ノ町39-4）

③動画配信

問環境政策室環境政策担当

お盆のお供物を
特別収集します

☎ 955-9689

FAX 951-5410

オンライン環境フェアで

エコな企業・団体の
みなさまへ
①市ホームページ

☎ 955-9557

Ｎ

国道171号へ

乙訓休日応急診療所

＊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
2日 堀口医院
（開田3-6-19）

☎953-8627

9日 千春会医院
（開田2-14-26）

☎954-2175

10日 済生会京都府病院 ☎955-0111
（今里南平尾8）
16日 長岡京病院
（開田4-9-10）

30日 新河端病院
（一文橋2-31-1）

☎954-3136

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

☎955-1151

23日 千春会病院
☎954-2175
（開田2-14-26）

▶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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心を込めた手作り品をあなたに

ほっこりんぐ

毎週㊎と ｢０のつく平日」に市役所ロビーで販売中♪

60歳以上のための

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。各事業所での受注販売も受付中。

憩い

●竹寿苑 ☎ＦＡＸ 954-6830 催しはありません。
●きりしま苑 ☎ 956-0294 ＦＡＸ 956-0290
市民カラオケ ▷14日㈮・28日㈮午後1時30分
から（入場制限あり）
映画鑑賞会 ▷21日㈮午前10時から「男嫌い」
午後1時30分から「歌麿をめぐる五人の女」
▷10月分までの空き部屋利用申請は3日㈪から
●老人憩の家（東地域包括支援センター）
☎ 963-5508 ＦＡＸ 958-6909

付

脳はつらつ教室 ▷5日㈬体操とビリヤード、
19日㈬体操とウェルネスダーツ ▷各午後1時
30分から

市民無料相談

問 障がい福祉課社会参加支援係 ☎ 955-9549 ＦＡＸ952-0001
日

販売製品

販売事業所

手 作 り 雑 貨、 お 弁 当、 暮らしランプ
7日㈮ 午前11時
お菓子
なかの邸
14日㈮

午前
染め物、フェルト製品、
友愛印刷
10時30分 ステンシル紙製品、野菜

20日㈭ 午前11時

寄 せ 植 え、 多 肉 植 物、
草のたね
花苗、雑貨類

21日㈮

午前
パン、手作りクッキー、 乙訓ひまわり園
11時30分

28日㈮

午前
季節のスイーツ、
プリン、
やまびこ
11時30分 クッキー、手作り小物

相談日は変わることがあります

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。翌月分
総務課
についても同じ。13日㈭はありません。
市民相談・
司法書士相談【申込制・先着6人、1人30分】 消費者行政担当
12日㈬・19日㈬ 午後1時30分〜 4時30分
☎ 955-9501
行政相談
（相談受付は午前11時30分まで）
全て
18日㈫午前9時〜正午
市役所1階
消費生活相談
平日（㊋除く）午前9時〜正午、午後1時〜 4時 市民相談室
行政書士相談（暮らしや事業の手続き相談）
26日㈬ 午後1時30分〜 4時30分

開始時間

心身障がい者相談
（聴覚・知的）
18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

精神障がい者連絡員の電話相談
㊊〜㊎ 午前10時〜午後3時

乙訓やよい会
☎080-8529-7060

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】6日㈭午後1時〜 4時、
東地域包括支援センタ－

同センター
☎ 963-5508

高齢介護課
高齢者の虐待などに関する相談
不動産無料相談
（空き家対策含む）※電話相談
都市計画課
平日 午前8時30分〜午後5時15分、市役所東棟1階 ☎ 955-9713
18日㈫ 午後1時30分〜 3時30分
☎ 955-9743
リハビリ相談（作業療法士・理学療法士）
【申込制】
＊相談時間内に、右記へ電話を。予約可。
平日
午前9時〜午後4時、市役所か自宅へ訪問
一般・DV 相談（面接は申込制）
健康医療推進室
生活習慣病予防・改善の食事相談（管理栄養士） ☎ 955-9704
平日 午前9時〜午後5時
男女共同参画
【各時間２人・申込制】24日㈪ 午後1時・2時・
【一般相談☎ 963-5522】【 DV 相談☎ 874-7867】
センター
3時、20歳以上の市民、市役所か保健センター
女性のカウンセリングルーム【申込制】
“いこ～る”
ハローワーク職員によるお仕事相談会【申込制】福祉なんでも
5日㈬・26日㈬ 午後1時30分〜 4時30分
プラス
19日㈬ 午前9時30分〜午後0時30分
相談室
☎ 963-5502 17日㈪ 午後2時〜 4時、市役所分庁舎3
（分庁舎３）
福祉なんでも相談室
女性の法律相談【申込制】
全て
平日 午前9時〜午後4時30分、市役所分庁舎3 ☎ 955-3177
＊8月はありません。
バンビオ6階 特設人権相談 11日㈫ 午前10時〜正午、18日㈫ 人権推進課
男性電話相談（専用☎ 963-5522へ）
☎ 955-3180
午後1時〜 3時30分、市役所１階市民相談室
28日㈮ 午後7時〜 9時
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 弁護士による無料相談 ※電話相談のみ【各セ
☎ 953-7710 ンターへ申込制、1人30分】1日㈯南包括、8日 総合生活支援
センター
㈯西包括、11日㈫・25日㈫きりしま苑、22日
教育相談
同相談専用
☎ 963-5508
㊊〜㊏ 午前9時〜午後5時、教育支援センター ☎ 963-5533 ㈯東包括、29日㈯北包括、午前10時〜正午

18

-

長岡京ライフ 2020.8

図書館 に

図書館 Web

＊当面の間、本の貸し出しのみのご利用となります。
イベントは全て中止しています。

行こっ♪

☎ 951-4646

ＦＡＸ 957-0732

◆ Book Guide

今月のテーマ：

気分転換

疲れたときには、読書で気分を変えてみてはいかが？
スッキリしたら、考え方も変わるかもしれませんよ。
じ ど う し ょ

児 童書

一般書

江戸・幕末・明治

おもちゃ絵・遊び絵の世界

河出書房新社／刊

い が ら し み

わ

こ

ちょ

が

たけだやすお

かんしゅう

五十嵐美和子／著・画 武田康男／監修
けんきゅうじょ かん
PHP 研究所／刊
そら

くも

かたち

いろ

か

当時の子どもたちの玩具であ

空 にうかぶ雲 は、形 や色 を変

り、教科書でもあったおもちゃ

えてさまざまな姿を見せてくれま

絵。なぞなぞになっている「判じ

す。今 日はどんな雲 が見 えるか

絵」や、表紙のような「寄せ絵」

な？

など、色彩豊かな絵を楽しんで。

たくなる、美しい絵本です。

■ アーティストの手紙 ダ・ヴィンチ、ゴヤ、
モネ、ロダン、ウォーホル…100人の気がかり
マイケル・バード／著
■

くもとそらのえほん

大坪健二／訳
マール社／刊

すがた

み

き ょ う

くも

そら

ゆっくりと空をながめてみ
うつく

■

おすす

この本も

め！

み

がく

きげん

え ほ ん

せかい

なぞなぞ学 起源から世界のなぞなぞ・
かた
なぞかけのつくり方まで
いなばしげかつ
ちょ
が
稲葉茂勝／著 ウノ・カマキリ／画
へん

こどもくらぶ／編

せんりゅう

いまじんしゃ

かん

今人舎／刊

■ ようかい川柳
い
～ようかいも生きていくのはたいへんだ～

星のこよみ～宙の歳時記
林完次／著 KADOKAWA ／刊

ちょ

が

石崎なおこ／著・画

きょういくがげき

かん

教育画劇／刊

定期開催
シルバー人材センター入会説明会
同センター
17日㈪午前9時30分から
（途中入場不可）
、
☎ 955-8000
60歳以上の市民、開田自治会館（開田3-2-5）

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

ふれあい朝市・夕市

音頭保存会事務局
長岡京音頭保存会の練習日
普通救命講習（心肺蘇生法や AED の取り扱
6日㈭午後7時から、11日㈫・20日㈭午後1 （商工観光課）
い、止血法、応急手当など）
【申込制】
時30分から、産業文化会館
☎ 955-9515
＊今月はありません。
西山公園体育館トレーニング室利用説明会
毎週㊊ ▷午前8時30分〜 9時
【申込制・先着順】18歳以上対象
西山公園体育館
中央公民館市民ひろば
☎ 953-1161
毎週㊍ ▷午前8時30分〜 9時
個人開放デー【申込制・先着順】
スポーツセンター
勝竜寺城公園駐車場
22日㈯西山公園体育館、29日㈯スポーツセ ☎ 951-3363
毎週㊏ ▷午後4時〜 6時
ンター 午前9時〜 11時20分（変更の場合あり）
バンビオ広場公園
ふれっしゅ交流市 毎週㊊㊌㊏
学校グラウンド夜間照明 9月分の抽選日 文化・スポーツ振興室 ▷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㊋㊍㊏
24日㈪午前9時から、市役所東棟3階会議室7 ☎ 955-9735
▷午前9時〜 11時 JA 海印寺支店駐車場

健康医療推進
室
☎ 955-9704
長岡京消防署
☎ 957-0119

農林振興課
☎ 955-9514
＊売り切れ次
第終了、ペッ
トの入場は
お断りしま
す。

休業・休館

市役所、保健センター、
きりしま苑、竹寿苑
図書館
北開田会館
北開田児童館“キッズナ”

㊏㊐㊗
㊊と 1・11
㊏午後、㊐㊗
㊐㊗

西山公園体育館

㊋と 15・16

スポーツセンター

11・15・16

観光案内所 長岡京＠ navi.
（西山天王山駅前）

観光案内所（長岡天神駅前）
中央公民館
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

㊌
㊌
㊊と 11
10
㊏㊐㊗
㊐㊗

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

11・12 は
17時閉館

中央生涯学習センター
生涯学習団体交流室

11・12

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

㊌

＊13日㈭～ 16日㈰まではミーティングスペースのみ利用可
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あなたの

消費者トラブル Q & A

コーナー

?

読者のお便りや
サークルからの お 知 ら せ

子どもがオンラインゲームで
無断課金！

今月、クレジットカードの請求額が驚くほど高かった。
家族に確認すると、小学生の息子が私のスマートフォン
でオンラインゲームをしていたと分かった。強くなるた
めのアイテムを手に入れるため、こっそり盗み見たパス

ワードを入力していたという。お金を払っているという感覚もなくゲー

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。

ムを進めていたようだ。
オンラインゲームは登録時に年齢確認があり、未成年の利用には上限金
額が設けられていることが一般的です。未成年が親の同意なく課金した場
合は取り消しできることもありますが、生年月日を偽るなど、未成年が成

催しの案内

年を装っていた場合は取り消しが難しくなります。このようなトラブルを

◆漢詩「唐詩選」を読む会▷8月11日
㈫16時～ 18時、バンビオ▷佛教大学
講師の新稲法子氏を招き、唐詩選を3
～ 5首読む▷1,000円 問乙訓地名詩編
纂「チーム乙訓」鵜野
（☎ 952-5790）
◆第５回 市民グラウンド・ゴルフ大
会（スポーツ普及奨励事業）▷9月4日
㈮9時～ 11時半、スポーツセンター
▷市内在住の人▷500円▷8月7日㈮
までに要申込 問長岡京市グラウンド・
ゴルフ協会 山本
（☎ 090-3629-6045）
◆月曜うたいましょう会 休会します
▷しばらくの間、休会します。再開時
はこのコーナーでお知らせします。
問同会 松山
（☎ 090-5460-9706）

プ レ ゼ ン ト

防止するためにも、スマートフォンやクレジットカードの管理には十分注
意しましょう。ゲームの料金体系や決済方法を理解し、日ごろから子ども
とゲームの利用ルールについて話し合っておくことも大切です。
問長岡京市消費生活センター ☎ 955-3179
受付＝火曜日を除く平日（午前９時～正午・午後１時～４時）
４時）

家庭用品
活用コーナー

●譲ります

無料で譲ってほし
いもの、譲りたいも

紙パンツ、たこ焼
き 器、 収 納 家 具、

のがあれば下記へ。

ベビーカー など

＊修理不要な物に限ります。
＊市は品物を預かりません。
＊品物の詳細はホームページに掲載しています。
問環境業務課 ☎ 955-9548

ク イ ズ

PRESENT QUIZ
正解者３人に、抽選でⒶ吉本新喜劇座長・すっち
ーさんと酒井藍さんのサイン色紙
（1人）、Ⓑ図書カー
ド500円分
（2人）
が当たります。

■ クイズ
非常用持ち出し袋にコロナ用品をプラス。避難所

では定期的な検温をお願いするため、
「○○○」
も忘れずに入れてくださいね。（ヒントは５ページ）

■ アンケート
Q 今月号の感想を教えてください。（良かった記

事、分かりにくかった記事、行ってみよう・やって
みようと思ったこと、改善要望など）

●譲ってください
絵本、VHS ビデオ
デッキ、脚立 など

■ 応募方法（締め切り８月15日㈯消印有効）
①クイズの答え ②住所 ③名前（ふりがな）④年齢 ⑤
電話番号 ⑥アンケートの回答 ⑦日頃の思いや季節の
話題など一言 ⑧紙面で⑦の内容を紹介することの可
否
（匿名、ペンネーム希望の場合はその旨も）⑨希望
プレゼント記号（ⒶかⒷ）
を書いて、はがきかファクス、
電子メール、QR コードから下記へ。応募は1人1通限
り。賞品の発送をもって、当選の発表に代えます。
【宛先】〒617-8501（住所記載不要） QR コード
長岡京市役所 広報発信課

広報８月号プレゼントクイズ係
☎ 955-9660

から
募♪

簡単応

ＦＡＸ 955-9703

kouhou@city.nagaokakyo.lg.jp

● 先月号の答え…生活様式
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「FM おとくに」にすっちーと藍ちゃんが！
吉本新喜劇座長のすっちーさんと酒井藍さんが６月
27 日、
「FM おとくに」に生出演しました。７月から

スタートした「ラジオでカフェ」の初回を記念して、
ゲストとして登場。すっちーさんが「笑っていたら自
分も楽しいしみんなも楽しい。笑いにはそういう力が
ある」と軽妙なトークで盛り上げると、酒井さんも「笑

Now

終始笑顔で語ってくれました。「ラジオでカフェ」は、
新型コロナウイルスの影響で外出を控えている高齢者
に楽しんでもらおうと始まった番組。毎週金曜日、午
前９時からの「モーニングおとくに」内で放送中です。

人口

「社会を明るくする運動」のメッセージ伝達式が 7

人 / 世帯数

36,472

世帯

（７月１日現在 )

すてき な 「 ま ち の 話 題 」 み つ け た っ ！

明るい社会をみんなの力で 社明運動伝達式

81,033

まちの姿

長岡京 ★

ってくれたお客さんを見て私も元気をもらうんです。
どちらにもステキな影響を与えるのが笑いですね」と

SNS でも話題 楊谷寺の花手水

柳谷観音楊谷寺であじさいウイークが開催されまし

月１日、市役所であり、地域で更生活動に取り組む保
護司らが、中小路市長に総理大臣からのメッセージを
届けました。犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たち
が立ち直れる社会を築くための運動で、今年で 70 回

た。中でも注目を集めたのは、溢れんばかりのあじさ
はなちょうず
いが美しい花手水。色鮮やかな花が手水鉢に浮かべら

神は、
社会全体にも広めていかなければ」
と話しました。

ですね。

目。市長は、コロナ禍で嫌がらせや差別が起こってい
ることを踏まえ、
「優しさ、寛容さなど、この活動の精

れた姿は、写真を投稿する SNS「インスタグラム」
で世界中から人気を集めています。ライブ配信なども
好評な、年中楽しめる楊谷寺の花手水。外出しづらい
日々の息抜きに、写真で季節の花々を愛でるのもいい

長岡京ライフ 2020.8
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子育て応援情報コーナー

乳幼児と保護者のためのイベントカレンダー
各ラインやアイコンが
ある日に利用できます。

中央公民館
児童室の開放

月

３

４

きりしま苑

ふれあい

子育てふれあいルーム
子育てサポーターがいます。
各時間７組まで。８組目
からは別室にご案内します。
10:00 ～ 正午
13:30 ～ 15:30
３か月～就学前の子
問中央公民館
☎ 951-1278 FAX 955-4774

10

要申込
子育てミニ教室
11
「３歳までに味覚を育てよう」

17

18

きりしま苑 もぐもぐ教室
「味付け・調味料の工夫」

さくらんぼ
さんさんの会

22
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25

10:30 ～正午
どなたでも（先着 10 組）
どなたでも（先
申込 ４日㈫ 午後２時受付

①10:15 ～ 11:15
②13:15 ～ 14:15
③15:15 ～ 16:15
就学前の子と保護者

地域子育て支援センター

たんぽぽ

ふれあい

きりしま苑 ママのしゃべり場
「保育園・幼稚園どう選ぶ？」

密集を避けるため、
利用時間を分けています。
各区分２家族７人まで。 問北開田児童館
おもちゃはありません。 ☎ 955-1110 FAX 955-1162

エンゼル

12

10:30 ～ 11:00
きりしま苑
3 か月～ 3 歳の子と保護者

24

問きりしま苑
☎ 956-0294 FAX 956-0290

名称

INDEX

19

10:00 ～ 11:00
3 か月～未就学児の保護者
( 先着 10 組 )
申込 ３日㈪ 午前 10 時受付

親子で遊ぼう！
９:30 ～ 16:00
３か月～３歳頃の子

キッズルームの開放

水

ふれあいの湯
幼児・小学生無料
（18 日まで）

アゼリアエコクール
打ち水大作戦 2020

親子遊び部屋開放

きりしま苑
親子遊び部屋開放

北開田児童館
“キッズナ”

５

ふれあい
INDEX

９:00 ～ 17:00
就学前の子と保護者

きりしま苑の
最新情報は
こちらから→

火

きりしま苑 Fab Music.
親子で英語ミュージック教室

26

ふれあい

10:30 ～正午
3 か月～未就学児と保護者
（ 先着 10 組）
申込 ４日㈫午後２時受付

図書館の８月行事は、
すべて中止しています。
本の貸し出しのみ、
ご利用いただけます。
問図書館
☎ 951-4646 FAX 957-0732

新型コロナウイルス感染防止のため、
内容が変更される場合があります。
最新情報は、市ホームページや
各問い合わせ先へご確認ください。

遊びの場の提供や育児相談など。未就園児とその保護者が利用できます。
現在、事前予約制で実施していますので、利用日前日までにお問い合わせください。

実施日
（状況により、実施のない場合があります）

閉園日

月～金曜日、午前９時～午後４時
※事前予約制
（お電話でご確認ください）

土・日曜日、
祝・休日

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
※事前予約制
（お電話でご確認ください）

日曜日、
祝・休日

何でも
相談
してね

実施場所

問い合わせ先

開田保育所

☎ 953-7711

保健センター

☎ 955-6262

さくらんぼ

☎ 952-6388

海印寺こども園

☎ 954-5264

８月の健診など
健診・教室名

○ 場所は保健センター

○ 発達相談は随時受付

受付日時・対象者など

BCG 予防接種

５日㈬ 13：00 ～
予約制。対象者には個別にお知らせしています。

離乳食教室

教室形式では実施していません。

１歳３か月歯の教室

対象者には個別にお知らせしています。

４か月児健診 /10 か月児教室 /
１歳８か月児健診 / ３歳６か月児健診

木

６

７

金

新型コロナウイルス
妊娠 - 出産 - 子育てをサポートする
の影響で、内容が変
「子育てコンシェルジュ」がいます。
わる場合があります。
子育て相談会は中止していますが、
最新の情報を市 HP
個別に相談をお受けしています。
でご確認ください。
育児のことやあなた自身の不安な
気持ちなど、どんなことでも遠慮
なくご相談ください。

問健康医療推進室
☎955-9704 FAX 955-2054

健診など 予防接種

１/ ８

土

日

２/ ９

離乳食のこと、悩んでいませんか？
市HPで、Web離乳食教室を配信しています

北開田児童館“キッズナ”

13

延期していた３月開催分の対象者
から、順次ご案内しています。

要申込

14

離乳食をこれから始める人、進め方に困っている人に向けた
15
16
Webコンテンツを用意しました。離乳食の基本の作り方や

食べさせ方などを、初期－中期－後期の発育段階別に紹介
しています。ぜひご活用ください。
中央公民館

市HP離乳食教室のページへ→

児童室の開放

21

20

22

INDEX

INDEX

ぴよぴよクラブ特別編
みんなで一緒に親子ヨーガ

中央公民館 市民企画講座
「わくわくバルーンアート」

28

27

23

29

９月

の
イベントを
ちょっとだけ紹介♪
１日㈫ INDEX
ベビー
ダンササイズ

INDEX

遊ぼう！

キッズ①

INDEX マークの
イベントの詳細は、
「情報 INDEX」の
ページをチェック！

要申込
INDEX

ファミリーサポート
センター入会説明会

田中
り お

莉央 ちゃん（２歳６か月）

りんか

凛香 ちゃん（６か月）

る か

瑠香 ちゃん（６歳）

久貝２丁目

【パパ、ママより】
あなたがいるから家の中がいつも
賑やかです。ありがとう♡

申込フォーム

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

南

西村

いたずらざかり

奥海印寺

【パパ、ママから】
うつ伏せが出来るようになりまし
た！ すくすく元気に育ってね！

天神１丁目

【両親より】
いつもニコニコ笑顔な莉央ちゃん
が大好きだよ。これからも元気い
っぱい過ごそうね！
長岡京ライフ 2020.8
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新型コロナ感染症対策へ

ありがとう
ございます

多くの寄贈を頂いています

６月号で紹介したあとも、市内で活動する事業所や団体、個人の方から、
マスクやフェースシールドなど、多くの貴重な品をいただきました。

三菱製紙株式会社 京都工場 から
アルコール除菌液
12本入り6ケースを

山里 敬美さん から
マスク 1,000枚を

株式会社 大日本精機 から
フェースシールド 100個を

京都中小企業家同友会乙訓支部 から
除菌ジェル500ミリリットル 25本を

＊吉原 寛章 さん
非接触型体温計３本
＊友好都市 中国・寧波市
マスク２万枚
＊杭州市 塘新区管理委員会 マスク2,000枚
＊株式会社 村田製作所
消毒用アルコール300リットル など

話題も

こんな

寄贈いただき、ありがとうございました

ふるさと

納税

新型コロナ
助け合いプロジェクト

新型コロナウイルスの影響で売り上げが
落ち込んでいる事業者・生産者や子どもた
ちの学習支援など、多岐にわたる対策を講

じるために始めました。開始から3か月で、
市内外の皆さまから120万円を超える支援
が寄せられています。感染拡大の影響が長
期化しているため、受付期間を来年３月末
日まで延長します。
問広報発信課 広報戦略担当
☎ 955-9660

Nagaokakyo

FAX 955-9703

2020.8

▲お披露目された収集車の前で
はにかむ颯介ちゃん（左）

“ありがとう”の気持ちを乗せて
かわいい絵画が、ごみ収集車をラッピング♪
永井颯介ちゃん
（５歳）は、新型コロナウイルスの
感染が広がる中でも、いつもと変わらずごみを集め
てくれる作業員の姿を窓から見守っていたそうで
す。
「ありがとうの気持ちを伝えたい」
と母に相談し、
絵を贈ることに。受け取った市の委託業者「長岡美
装社」の作業員らが感激し、収集車のドアに複製し
た絵を貼り付けました。
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