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裏面 未来につながる 今をつたえる

10-21 情報 INDEX ＜今月号には＞ 
　見る人からも参加する人からも
笑顔があふれるガラシャ祭。11月
13日、３年ぶりに帰ってきます！！
市内全体がお祭りムードに包まれる
１日を、どうぞお楽しみください♪  8-9

  5 〔50周年〕誰もが暮らしやすい社会へ

  4 〔50周年〕京都サンガが夢プロに♪

  2-3 ３年ぶりに開催！　ガラシャ祭

令和３年度決算

  6-7 〔50周年〕農業祭＆環境フェア 26-27 スクールぎゃらりー /長岡京NOW

24-25 はぐくみひろば

22-23 あなたのコーナー



＊11月５日㈯のガラシャウィークオープニングイベントで予定していました西乙訓高校吹奏楽部の演奏は、都合により中止となりました。

11月13日㊐

行列巡行
中止です

巡行中止はガラシャ祭HP・フェイスブッ
クや市公式 LINE・HP でお知らせします。
楽市楽座は雨天でも実施します。

　市内各地に祭りを告げる
太鼓の音が響き渡ります。

ふれ太鼓
9:30 ～ 11:40

12:45スタート

行
巡
列
行

　「歴史文化行列」「お
輿入れ行列」「町衆祝い
行列」の3ブロックで構
成されます。華やかな
衣装で彩る「動く歴史
絵巻」をとくとご覧あれ。

最終面にも
私のことが
載ってるよ♪
ぜひ見てね！

雨天時は

■ 長岡第六小学校

■ 勝竜寺城公園

12:30　行列出発式
12:45　いざ出発！▼

＊工事中のため、行列出迎え式、
　パフォーマンスはありません。

歴史文化行列・お輿入れ行列のみ

▼

▼

13:30 ～ 13:40　鉄炮隊演武
＊演武時は大変大きな音が出ます。

15:00　いよいよ婚礼の儀♥

　圧巻の路上パフォーマンス！
　行列巡行にも参加します。

長岡京
なるこ踊り

◆ 勝竜寺城会場特設ステージ
　10:30 ～ 11:55、15:30 ～ 16:00
◆ 中央広場会場特設ステージ
　11:45 ～ 12:25
◆ 勝竜寺城公園東側歩行者天国
　14:30～ 15:00 （総踊り）

▼

■ 13:25
　 バンビオ広場前通過

■ 13:08
　 市役所前通過

13:54　到着！

　長岡京市最大のイベントが３年ぶりに帰ってきます！　明智光秀の娘・玉が細川
家に嫁いだ史実にちなむ「お輿入れ行列」をはじめ、市制50周年を記念したスペシャ
ルプロジェクト、各種ステージ・出店など、内容盛りだくさんの１日です。
問【行列巡行】長岡京ガラシャ祭実行委員会事務局（自治振興室内）　☎℻ 959-1299
　【楽市楽座・なるこ踊り】長岡京市商工会　☎ 951-8029　℻ 958-2473

パンフレット
公共施設で配布中

お得なクーポン付き！ ガラシャ祭HP 市 HP
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▲
▲

▲

▲

▲は臨時駐輪場

▲

11月13日㊐（当日祭）の交通規制＆会場交通運行情報

神足ふれあい町家

■バンビオ広場
　フリーマーケットや、神足商店会主催の大抽選
会をお楽しみください♪

＊会場付近は大変混雑します。
指定位置への駐輪に、

　ご協力をお願いします。

交
通
規
制

■ 一般車両の交通規制
　A～B12:40～13:45
　  （西側２車線 相互通行）
　B～C12:40～14:35
　C～D13:10～14:40
　D～E13:35～14:40
　J～K13:20～14:00
　I～C12:40～14:40

■ 歩行者天国
　E～F10:00～16:15
　G～H10:00～16:15
＊交通規制に伴い、路線バスの
経路や運行時間も変更になり
ます。ご注意ください。東部
バスは10:00 ～ 16:30運行
休止となります。

ご協力
お願い
します

中央広場会場
↕
勝竜寺城会場

循環バス
運行します

無料

　10:00～16:50に定時
運行します。両会場とも
毎時０・30分発で、最終
便は16:30発です。
＊12:00発・14:30発は
ありません。

はっぴぃバスも無料で
循環しています。
詳しくはQRから。

ガラシャ祭
特別運行

　会場を巡って、ステー
ジや買い物を楽しもう！
＊買い物袋は有料です。
エコバッグなどをお
持ちください。

　模擬店や農産物直売会、特産品販売などで、
買い物を楽しんで♪　LOCAL CONNECT ス
ペシャルライブや長岡京なるこ踊り総踊り＆
お玉ちゃんとじゃんけん大会もありますよ。

■沼田丸公園
　臨時の飲食スペースとして開放します。
＊周辺は歩行者天国のため駐車・駐輪できません。

■勝竜寺城公園内
　お玉さんぽや市制50周年記念ブース、京都・
長岡京おもてなし武将隊つつじの演武が！

■中央広場会場（中央公民館）
　市民ステージやLOCAL CONNECTスペシャ
ルライブ、抽選会など盛りだくさん !

10:00 ～ 16:00

楽
楽
市
座

お玉ち
ゃんに

会える
よ♪

■勝竜寺城会場（三菱ロジスネクスト駐車場）

きりしま苑

（中央広場会場）

（勝竜寺城
会場）

沼田丸公園
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　市ゆかりの著名人や企業があなたの夢を
叶える「夢プロ」など、50周年の“特別”
イベントはこれからも盛りだくさん！
問市制50周年プロジェクトチーム
　総務課　　　☎ 955-9547　℻ 951-5410
　広報発信課　☎ 955-9660　℻ 955-9703

まだまだ続く
50周年イベント

申込はこちら

▶場所＝立命館中学校・高等学校 第1グラウンド
▶申込＝ 11月14日㈪午後5時までに右記QRか、
電話で広報発信課（☎ 955-9660）へ

　1922年に京都師範学校（現：京都教育大学）のOBにより創立された、日本最古のスポー
ツクラブ「紫郊クラブ」が京都サンガ F.C. の前身。1994年には、一般公募によりチーム名
を「京都パープルサンガ」に変更。1996年、Ｊリーグ加盟。2007年にチーム名を再び変更
し、「京都サンガ F.C.」となる。2021年にはＪ２で2位となり、今年12シーズンぶりにＪ１
復帰を果たす。主な戦績は、2002年天皇杯優勝、2011年同大会準優勝など。

クラブの歴史

市制 50 周年記念商品はいかが？

新たな商品も続々登場！

11月27日日
午後1時 - 2時30分

　市内事業者が記念に開発したプレミアム商品
を購入できるのは、12月18日㈰まで！

クラウドファンディングサイト
“キャンプファイヤー” で！ ▶▶

トレーニングの後は
ミニゲームもやるよ！

①1・2年生 ②3・4年生 ③5・6年生の
3グループ。各グループ抽選で20人。
※サッカー経験のある子向けのプログラムです。
　ボールを各自持参してください。

対象：小学生

　いつも京都サンガ F.C. を応援
して頂いてありがとうございま
す。大切なホームタウンの50周
年を、みなさんと一緒に盛り上げ
ていきたいと思います。よろしく
お願いします！ 

メッセージ

夢サポーター
No. ９

市制50周年「夢叶えたい人、この指とまれ」プロジェクト

京都サンガ
　　F.C.

京都サンガ F.C.
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11/12～ 25　女性に対する暴力をなくす運動 11/1～ 30　児童虐待防止推進月間

DVなどの
相談

女性の相談室（予約・問合せ） ☎ 963-5502
男性の電話相談 ☎ 963-5522
ＤＶ相談専用（男女） ☎ 874-7867
京都府家庭支援総合センター ☎ 531-9910

虐待かなと
思ったら

市子育て支援課 ☎ 955-9558
児童相談所全国共通ダイヤル ☎ 189

身近なところでDVが起こったら…
私たちにできることは？

▶時間・場所＝午後1時 30分～3時 30分、バンビオ
▶講師＝京都府家庭支援総合センター職員　▶要予約
▶託児＝6か月～就学前（先着6人。11月4日㈮まで
に要申込）　▶手話通訳・要約筆記＝11月 4日㈮まで
に要申込

11
㊎11

▶時間・場所＝午後1時 30分～3時 30分、バンビオ
▶講師＝（一財）児童虐待防止機構オレンジCAPO理事長
島田妙子さん　▶要予約　▶託児＝ 1歳～就学前（先着 6
人。11月 14 日㈪までに要申込）　▶手話通訳・要約筆記
＝11月 7日㈪までに要申込

虐待の淵を生き抜いて
～人にもモノにも自分にもあたらない社会をめざして～21

㊊11

暴力のない 安心して暮らせる社会を
　暴力は、実は身近なもの。一人で悩まず、
どんなことでも気軽に相談してください。
問 男女共同参画センター “いこ～る” プラス
　☎  963-5501　℻ 963-5521
　　 danjo-c@city.nagaokakyo.lg.jp
　詳しくは、市ホームページへ   ▶▶

増田 太郎さん 講演ライブ
  「いまの自分で輝こう！」

盲目のヴァイオリニスト＆ボーカリスト

　5歳でヴァイオリンを始める。20歳で視力
を失うも、生命力あふれる演奏が各メディア
に取り上げられる。参加型 “講演ライブ” は、
言葉と音楽で真っすぐな想いを伝えるステー
ジとして、世代を超えて人気が高い。

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

問共生社会推進課 人権・共生社会推進係
　☎ 955-3180　℻ 951-5410

12/3 ～ 9　障がい者週間12/4～ 10　人権週間

今日考えよう  共に考えよう
暮らしやすいまち  長岡京

人権・男女共同参画フォーラム
障がい者児の人権を考える市民のひろば

■ 午後2時15分～

3
㊏12

中央公民館で中央公民館で

▶定員＝先着180人　▶申込＝ 11月1日㈫から下記へ
問 男女共同参画センター “いこ～る” プラス
　☎  963-5501　℻ 963-5521
　　 danjo-c@city.nagaokakyo.lg.jp

　12月の人権週間・障がい者週間
に合わせ、イベントを開催。

▶手話通訳・要約筆記・ヒアリングループ・
車いすスペースあり。補助犬の同行可

▶授乳室あり。託児あり（６か月以上の未就
学児。11月18日㈮までに要申込）

■ 館内でお楽しみいろいろ♪　午前11時～　
　市制50周年記念特別展示（男女共同参画年表、
メッセージの展示）、さをり織り体験、スーパーボール
すくい、製品販売、展示、各種体験コーナーなど。

■ 開会式・団体発表　午後0時15分～　
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　３年ぶりなのはガラシャ祭だけじゃないっ！　秋の恒例イ
ベント「農業祭」と「環境フェア」が帰ってきました。市
制50周年を記念した合同開催でさらにパワーアップ。身近
なエコ活動を考える充実した１日になること間違いなし♪
問農林振興課　☎ 955-9514　℻ 951-5410
　環境政策室　☎ 955-9542　℻ 951-5410

午後１時30分から　中央公民館３階市民ホール
基調講演
「2030年までの環境のまちづくりと気候変動対策」
龍谷大学　白石克孝教授

市民、団体、事業者、行政が、それぞれの脱炭素社
会の未来像を語り合うパネルディスカッションです。
脱炭素社会ってほんとにできるの？　ゼロカーボン
社会ってどんな社会？　そんな疑問を解消します。

第
１
部

第
２
部

申込
不要

“環境の都” 長岡京
PRキャラクター
ミヤコちゃん

　農機や農産物の展示、科学実験など、
見て・触って・やって学べる楽しいコー
ナーがいっぱい！　各ブースを回るシー
ルラリーで賞品をゲットしよう♪

＊数に限りがあります。＊午後０時30分から、農林産物品評会等各種表彰式があります。

＊中央公民館内ブースは午後３時まで。市民ひろばブースは野菜の
販売状況により午後１時～２時まで。駐車スペースはありません。

＊新型コロナ対策のため、　飲食コーナーはありません。

脱炭素社会の未来像を
想像して、それに向けて
必要な行動を一緒に考
えてみよう！　フォーラム
の後には、地元産のよ
りすぐり野菜が当たる抽
選会があるよ♪

6　-　長岡京ライフ 2022.11



　「我慢しなきゃいけないんでしょ？」と、ネガティブ
な印象を持たれがちな環境問題。でも実は、“あなたに
とってプラス” な環境にやさしい行動がたくさんあるん
です。ポジティブに捉えて、できることから
行動してみませんか。ホームページ掲載の「省
エネ秘伝の書」も参考にしてくださいね。 秘伝の書

サステナブルがテーマの
イベントに参加することも

立派な“行動”！
農業祭＆環境フェア、
ぜひ来てね～

　環境問題への対策を前向きに捉える
きっかけにしてほしい、という願いを込
めて開催しました。２部構成とし、第１
部では中小路市長と株式会社村田製作
所の中島社長が対談。脱炭素に向けた
それぞれの取り組みや思いを語りまし
た。第２部では、サントリー株式会社 
京都ビール工場の小銀工場長と市内の
３高校の生徒たちが SDGsをテーマに
意見交換しました。

　事業者に限り、リース導入も対象となります。
問環境政策室 　☎ 955-9542　℻ 951-5410

【家庭・事業者向け】 次世代自動車導入補助

　京都産業21実施の補助金（11/15締切）の
交付決定後、市への申請が必要です。
問商工観光課　☎ 955-9688　℻ 951-5410

【事業者向け】 小規模事業者等省エネ対策緊急支援金

　対象となる事業所には別途ご案内します。
問福祉政策室　☎ 955-3135　℻ 952-0001

【事業者向け】 福祉事業者等の省エネ推進を支援

　環境に優しいライフスタイルへの切り替えを後押しします。
ぜひ活用してみては。詳細はQRからホームページへ。

　蓄電池を同時に設置する場合が対象です。
【家庭向け】 太陽光・蓄電池同時設置補助

　長岡京市は「ゼロカーボンシティ」達
成に向けて、さまざまな取り組みを進め
ています。未来の子どもたちのために、
あなたもできることから始めましょう。
問環境政策室 環境政策担当
　☎ 955-9542　℻ 951-5410

　地元野菜や市内産米のおにぎりを販売♪
球根や堆肥などの無料配布もありますよ。

　＊午前10時から。販売前に並
　　んで待つのはお控えください。

　家庭で余っている食品を持ち寄
り、必要とする地域の団体に寄付す
る活動です。賞味期限まで１か月以
上ある未開封の食品があれば、ぜひ
お持ちください。
【食品例】
  ・インスタント・レトルト食品
  ・缶詰　・米　・調味料
  ・粉ミルク など
  ＊お酒は不可。
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健全度

令和３年度決算 　皆さんの税金や国・府からの交付金などが、
どのように使われているか、令和３年度決算の
概要をお知らせします。
問財政課 財政係　☎ 955-9541　℻ 951-5410

　健全度を判断する２つの指標は良好な水準で、国が示す
基準を下回っています。

財政 の 健全化 を 維持

資金不足比率 経営健全化基準

水道事業会計 なし
（不足しなかったため） 20.0%

公共下水道事業会計 なし
（不足しなかったため） 20.0%

■健全化判断比率…地方公共団体の赤字や実質的な借金返
済の大きさ、将来に負担が見込まれる負債の大きさを指
標化したもの

■資金不足比率…公営企業の資金不足を、公営企業の事
業規模である料金収入の規模と比較して指標化したもの

財政白書は
こちら

■詳細は「財政白書　令和３年度決算版」で
　普通会計の決算や将来負担などの分析をして
います。財政白書や決算資料は、ホームページ
や市役所南棟1階市民情報コーナー、各公共施
設の行政資料展示コーナーで閲覧できます。

健全化判断比率 長岡京市
国が示す基準

早期健全化基準 財政再生基準
実質赤字比率 なし（黒字） 12.58％ 20.0％
連結実質赤字比率 なし（黒字） 17.58％ 30.0％
実質公債費比率 2.6％ 25.0% 35.0%
将来負担比率 1.4％ 350.0% ー

＊増減は前年度比

約 3.8 億円

歳出

約 358.5億円
市から出ていくお金

令和３年度 の 一般会計 の 決算は、

約 20.3 億円

　　貯金（財政調整基金） 残高
　　 約 41.9 億円 （約10.5億円増）

　　借金（市債） 残高
　　 約 342.7 億円 （約13.8億円増）

A. 約27.1億円 （6.6％）減りました⇩
・国庫支出金  約57.7億円（38.1％）減⇩
　　　　　　 特別定額給付金給付事業の終了など
・市税  約2.6億円（2.1％）減⇩　法人市民税の減少など
・市債  約12億円（43.1％）増⇧　建設事業債の増加など

・総務費  約59.2億円（49.7％）減⇩
　　　　 特別定額給付金給付事業の終了など
・民生費  約19.2億円（14.9％）増⇧　子育て世帯や
　　　　  住民税非課税世帯等への臨時特別給付金など
・衛生費  約11.2億円（34.6％）増⇧　公的病院建設支援など

A.  約32.4億円 （8.3％）減りました⇩

Q. 前年度の歳入と比較すると？

Q. 前年度の歳出と比較すると？

　社会経済活動が停滞しないよう、国の施策である
給付金給付事業やワクチン接種事業を迅速かつ確実
に実施しました。また、市民の暮らしを下支えするため、
世帯や事業者を対象に市の独自施策も展開しました。

A.

Q. コロナ関連の主な事業は？

―― 主な事業 ――　　　
・ながすく応援券
・子育て世帯や住民税非課税世帯等への
   臨時特別給付金
・プレミアムリフォーム工事券および
   プレミアムグルメ券発行事業への支援
・感染防止対策を行った事業者等への支援
・中小企業等経営変革支援補助
・ワクチン接種事業　など

次年度に使うことが
決まっているお金

歳入

約 382.7億円
市に入るお金

令和４年度へ 繰越 実質収支
〈黒字〉
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歳入・歳出の内訳

　高齢化により、要介護認定者数が増加していま
す。認定の審査費用や介護（介護予防）サービス利
用に対する保険給付費など、歳出は全体的に増加
しています。歳出が増加すると、その財源を保険
料などで確保しなければならないため、今後も介
護予防の取り組みの充実に努めます。

問高齢介護課 介護保険係
　☎ 955-2059　℻ 951-5410

 国民健康保険事業

問国民健康保険課 国保係
　☎ 955-9511　℻ 951-5410

＊万円単位未満は四捨五入しており、内訳と合計が一致しないことがあります。
＊グラフ中（ ）内は、歳入・歳出総額に対する割合です。

歳　出

歳　入
国民健康保険料
13億8,741万円

その他
1,377万円

保険給付費
52億974万円

その他
4,283万円

総務費
1億2,982万円

歳　出

歳　入

総務費
2億8,739万円

一般会計繰入金
11億4,295万円

府支出金
9億7,009万円

地域支援事業費
３億6,055万円

諸支出金
4,050万円

介護保険料
15億7,482万円

国庫支出金
15億7,520万円

支払基金交付金 17億7,248万円

72億4,164万円

73億4,537万円
 72億49万円

70億3,829万円

繰入金
5億6,378万円

繰越金
4,955万円

府支出金
53億180万円

国保事業費納付金
17億6,881万円

保健事業費
7,834万円

一般会計  歳出（目的別）

保険給付費
63億4,984万円

　高齢化や医療の高度化などの影響により、医療
費は依然として高い水準です。医療費を賄うため
の保険給付費は一部が府から交付されますが、そ
の財源は医療費水準に応じて市町村が負担してい
るため、それに見合う収入を保険料で確保しなけ
ればなりません。今後も、健全な国保財政の運営
に努めます。

繰越金・その他
2億611万円

※その他の内訳
議会費 2億8,720万円（0.8％）　農林水産業費 1億5,047万円（0.4％）
商工費 2億5,516万円（0.7％）　労働費 4,421万円（0.2％）

衛生費 43億4,730万円
　　　　　　 （12.1％）         総務費

59億8,505万円
　　　（16.7％）

その他※
7億3,704万円（2.1％）

民生費
148億
  5,018万円
    （41.4％）

土木費 30億5,693万円
　　　　　　　（8.5％）

消防費 9億5,783万円
　　　　　　 （2.7％）

公債費 27億6,165万円
　　　　　　　（7.7％）

歳出総額
358億
4,898万円

教育費 31億5,300万円
　　　　　　　（8.8％）

一般会計  歳入

※その他の内訳
地方譲与税 ・ 各種交付金 7億2,731万円（1.9％）　寄附金 2億6,862万円（0.7％）
諸収入 6億5,544万円（1.7％）　分担金・負担金 2億6,236万円（0.7％）
使用料・手数料 3億8,865万円（1.0％）　財産収入 2,719万円（0.1％）　
繰入金 2億7,272万円（0.7％）

府支出金 25億7,694万円
　　　　　　　　(6.7％）

その他※
26億229万円（6.8％）

歳入総額
382億
6,566万円

地方消費税交付金
　17億7,760万円（4.7％）

繰越金
　　18億9,045万円（4.9％）

地方交付税 35億4,490万円
　　　　　　　　　（9.3％）

市税
 125億
   1,255万円
     （32.7％）

国庫支出金
93億7,736万円
　　　 （24.5％）

市債 39億8,360万円
　　　　　 （10.4％）

 介護保険事業



参加しよう
琵琶湖疎水を歩く！

ポールハイキングenjoyフェスタ
▶日時・集合＝11月20日㈰午前 8
時 30 分、市役所　▶内容＝琵琶湖
疎水周辺の約 10㎞コース　▶対象
＝市内在住・在勤・在学の 18 歳以
上　▶費用＝700 円　▶申込＝11
月16日㈬まで
問市スポーツ推進委員協議会事務局 
　（文化・スポーツ振興課内）
　☎ 955-9735　℻ 955-3150

古文書を楽しく読もう
ふるさとワーク

●古文書輪読会（全3回）
▶時間＝午前 10時～正午
●古文書中級講座（全３回）
▶時間＝午後1時 30分～3時 30分
【共通事項】▶日にち＝11月23日（水・祝）、
令和５年1月28日㈯、3月4日㈯　▶
場所＝図書館　▶対象＝古文書経験者　
▶申込＝11月22日㈫午後５時まで
問文化財保存活用課
　文化財保存活用担当（図書館内）
　☎ 954-3557　℻ 954-8500

ポールウォークで乙訓寺や
長法寺、西山公園を巡ろう

▶日時・集合＝11月18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（15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
　☎ ℻ 956-6166

恵解山古墳でプレミアムな
one day ヨガピクニック

▶日時＝11月19日㈯午前 11 時～
午後 2時　▶定員＝15 人　▶費用
＝3,000円（古墳弁当・お土産付き）　
▶申込＝11月1日㈫から右
記QRか電話で　▶雨天中止
問らしく長岡京事務局
　☎ 090-7356-2855

埋文センター40周年 特別企画展
「長岡京～桓武天皇の都～」

　40周年特別缶バッジプレゼントも
同時開催中。期間中は無休です。
▶開催期間・場所＝11月1日㈫～
30日㈬、埋蔵文化財調査センター
問（公財）市埋蔵文化財センター
　☎ 955-3622　℻ 951-0427

スポーツの秋は
きりしま苑で健康づくり

●耳のストレッチ教室
▶日時＝11月9日㈬午前 10 時 30
分～ 11時 30分　▶対象＝60歳以
上（5人）　▶申込＝11月1日㈫午
後 2時から
●認知症予防や体力づくりに
　スクエアステップ
▶日時＝11月10日㈭午後 2時～
3時　▶対象＝60歳以上（20人）
▶申込＝11月1日㈫午後 2時から
●ゴムバンドを使って体を動かそう
　健康いきいき体操
▶日時＝11月17日㈭午後 2時 30
分～ 3時　▶対象＝60歳以上
●音楽に合わせて♪　リズム体操
▶日時＝11月22日㈫午後 1時 15
分～1時 45分　▶対象＝60歳以上
●子育てミニ教室　Fab Music.
　～親子で英語ミュージック～
▶日時＝12月6日㈫午前 10 時 30
分～ 11 時　▶対象＝おおむね生後
3か月～3歳頃の子と保護者（10組）　
▶申込＝11月1日㈫午後 2時から
問きりしま苑
　☎ 956-0294　℻ 956-0290

申込は
こちらから
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＊ 10月21日時点の情報を掲載しています。新型コロナウイルスの影響で内容が変更される場合がありますので、詳しくは各問い
合わせ先へご確認ください。催しなどへの参加時は、検温・手指消毒・マスク着用などの感染防止対策の徹底をお願いします。
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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）

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

▶ 抽選 の記載がないものは 先着順で受付

▶ 詳しい内容は各問い合わせ先へご確認ください

▶ マークがついたアドレスは、 後ろに「@city.nagaokakyo.lg.jp」が付きます

あなたの
「知りたい !」が
きっと見つかる

お友だち登録は
こちらから

市公式LINEでも、
市からのお知らせや
イベント情報を配信中‼



赤トンボを見かけなくなりました。田畑がまだまだ豊富な長岡京市、澄んだ空気の秋空を元
気に泳ぐ赤トンボに会いたいです。 （滝ノ町・50代・ぴょんさん）  み

んな
の環境メッセージ

スポーツの秋
子どもも大人も楽しもう！

●総合型クラブフェスティバル
　地域の皆さんが運営する「総合型
地域スポーツクラブ」の活動を体験し
てみませんか。ボランティアも募集中 !
▶11月20日㈰＝さんSUNスポレク
クラブ（長三小）　▶11月23日（水・
祝）＝フォー遊クラブ（長四小）、長五
校区総合型地域スポーツクラブ（長
五小）、8スルくらぶ（長八小）、ふ
るさとスポーツクラブ（長九小）　▶
12月4日㈰＝倶楽部・てん（長十小）　
▶12月11日㈰＝総合型長七みんな
のスポーツクラブ（長七小）
●みんなのスポーツデー
　in スポーツセンター
▶日時・場所＝11月3日（木・祝）午前
10時～午後5時、スポーツセンター
▶内容＝①バドミントン、ショートテ
ニス、卓球 ②トランポリン ③テニス 
④小学生テニススクール など　▶費
用＝① 40 分 1コート（台）400円 
② 20 分 1 台 300 円 ③ 60 分 1 面
1,000 円 ④ 1 人 300 円　▶申込
＝①～③前日午後 4時～ 8時 30 分 
④随時（人数制限あり）
問スポーツセンター
　☎ 951-3363　℻ 951-3666
　spokyo@sports-nagaokakyo.or.jp

毛糸で来年の干支  兎を
作ろう編物体験教室

▶日時・場所＝11月18日・25日の
㊎午後 1時 30分～ 4時、中央公民
館　▶定員＝30人　▶費用＝2,200
円　▶申込＝11月1日㈫から
＊制作が困難な人には、完成品をプ
レゼントします。数量限定。
問市文化協会 林
　☎ 955-3910　℻ 921-6032

傍聴しませんか
社会教育委員会議

▶日時・場所＝11月21日㈪午後 2
時 30 分から、市役所　▶定員＝抽
選で3人　▶内容＝社会教育関係団
体の活動状況や補助金など　▶申込
＝11月18日㈮午後 5時まで
問生涯学習課生涯学習係
　☎ 955-9534　℻ 955-9526

神足ふれあい町家で
満月堂さんフォークライブ

▶日時＝11月27日㈰午後 2時～ 4
時（午後 1時 30 分開場）　▶定員
＝30 人　▶費用＝1,000 円　▶申
込＝11月1日㈫～ 25日㈮
＊駐輪・駐車場はありません。
問神足ふれあい町家
　☎ 951-5175　℻ 202-9239

光明寺の入山券＋バスの１日乗車券をセットで1,000 円（中高生
600円）で販売。お買い求めは市内3か所の観光案内所で。

　　　①柳谷観音楊谷寺もみじウイーク
▶期間＝11月12日㈯～ 12月4日㈰
午前9時～午後4時30分（最終受付）
▶志納料＝700 円。上書院と寺宝庫
は別途 800円　
②光明寺 紅葉の特別入山　
▶期間＝11月15日㈫～ 12月4日㈰
午前 9時～午後 4時　▶入山料＝大人
1,000円、中高生 500円
③長岡天満宮 錦景苑 紅葉のライトアップ　
▶期間＝11月19日㈯～ 12月4日㈰
午後 4時 30分～ 8時

光明寺

長岡京
紅葉めぐり

柳谷観音 楊谷寺

長岡天満宮 錦景苑

問市観光協会　☎ ℻ ９５１-4500

インスタグラム

バスとセットでおトク!

長岡京ライフ 2022.11　-　11

広
告



/

16:00-18:00

14:00-16:00

12/3

12/10

12/  3

     

8:45-12:15

11/19 8:45-10:15

12/10

12/17

新校舎「和順館」 

新教育 Start‼

〒615-0861　京都市右京区西京極野田町 39　TEL:075-325-5255　FAX:075-311-6103
【アクセス】阪急電車 ( 普通･準急 )「西京極」駅から徒歩５分、公共バス「光華女子学園前」下車すぐ

完成！

京都光華

医療貢献コース

未来創造コース

国際挑戦科

読書の秋は図書館へ
本にまつわる催しいろいろ

●読書ボランティア養成講座
　読み聞かせ始めてみませんか？
〔第1回〕絵本の選び方・読み方教室
▶日時＝11月17日㈭午前 10時～
正午　▶対象＝市内在住・在勤・在
学で読み聞かせ未経験または活動歴
3年未満の人（10人）
〔第2回〕本を読みたくなる「工夫」とは？
▶日時＝11月26日㈯午後 1時～ 3
時　▶対象＝市内在住・在勤・在学
の人（50人）
【共通事項】▶申込＝11月2日㈬午
前 10時から
●よもう！ たのしもう！ かがくの本！
　うずまきから広がる世界   知ろう！
　 楽しもう！ 子どものための科学の本
▶日時＝11月19日㈯午後 1時 30
分～ 3時 30分　▶対象＝市内在住・
在勤・在学の人（50人）　▶申込＝
11月3日（木・祝）午前 10時から
問 図書館
　☎ 951-4646　℻ 957-0732

ながこれん講習会
～パタパタ劇場をつくろう！～

▶日時・場所＝11月12日㈯午後 1
時 30 分～ 3時 30 分、図書館　▶
対象＝市内在住の人（15人）。低学
年以下は保護者同伴　▶費用＝200
円　▶申込＝11月2日㈬午前 10時
からLINEまたは電話で
問市文庫連絡会 大川
　☎ 090-9097-5761
　（午前10時～午後4時）

▶日時・場所＝12月11日㈰午後2時30分開演、長岡京記念文化会館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▶指揮＝阪部慎太郎　▶演目＝W.A. モーツァルト  交響曲第41番 ハ長調 K.551  「ジュピター」など　
▶費用＝1,000円（全席自由）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問長岡京記念文化会館　☎ 955-5711　℻ 955-4774 

国民文化祭
記念コンサート

きこえ や 補聴器 で困って
いませんか【きこえの教室】

▶日時・場所＝11月22日㈫午後 2
時から、市役所分庁舎３　▶内容＝
難聴者の体験談、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　℻ 952-0001
　  syougaifukushi

クリスマス飾りにいかが？
わくわく講座

　アロマキャンドルとプ
リザーブドフラワーでア
レンジメントを作ります。
▶日時・場所＝12月

7日㈬午前 10 時 10 分～ 11 時 50
分、バンビオ　▶対象＝18歳以上（8
人）　▶費用＝1,500 円　▶申込＝
11月1日㈫午前 10時から
問生涯学習団体交流室
　☎ 963-5518　℻ 963-5519

長岡京市文化講座
工芸（染織）を楽しむ

　家で簡単にできる染め物を学ぼう。
▶日時・場所＝11月29日㈫午後 2
時から、中央公民館　▶定員＝80人
程度　▶申込＝11月1日㈫～25日㈮
問市文化協会事務局
　（文化・スポーツ振興課内）
　☎ 955-9734　
　℻ 955-3150

クリスマス寄せ植えづくり
壁掛け式ハンギングバスケット
▶日時・場所＝12月8日㈭ ①午前
9時 30分 ②午後 1時 30分のいず
れか、西山公園　▶定員＝抽選で各
回 12人　▶費用＝2,500 円　▶申
込＝11月11日㈮まで
＊当選者のみ郵送で通知します。
問（公財）市緑の協会
　☎ 952-1900　℻ 952-1905
　nagaokakyo_midori@gaia.eonet.ne.jp

　

セブラボシネマセブラボシネマ
　新しいにぎわい空間「セブラボ」で、野外映画上映会を開催します。
今回は、「ＳＩＮＧ～ネクストステージ～（日本語吹替）」を上映 ！

食べて・飲んで・映画観て地域交流も♪
11
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▶時間・場所＝午後 6時～ 8時（午後 5時受付開始）、長
岡京セブンストリート・ラボ（新田保育所跡地）　▶定員＝
200人　▶費用＝小学生 500円、中学生以上 1,500円（小
学生以下にはポップコーンをプレゼント）　▶申込＝右記QR
かメールで　▶雨天の場合は 11月19日㈯に延期

問長岡京セブンストリート・ラボ運営委員会　sebulabo@gmail.com

ながこれん
公式 LINE

12/10㊏

申込は
こちらから

HPは
こちら

申込は
こちら
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●初級レザークラフト
　ポシェット作り
　　　　《企画：石神誠》
▶日時＝11月 22日㈫
午前 9時 30分～ 11時 30分
▶定員＝8人　▶費用＝2,000円

●長岡京市 SDGs交流会
 《企画：こここCOライブ》
▶日時＝11月23日（水・祝）午後 2時
～ 3時 30分　▶対象＝おおむね 18
歳以上（25人）　

●ウエルネスダーツで自分と
　居場所づくり 《企画：片山達》
▶日時＝11月25日㈮午前 10時～
11時 30分　▶定員＝20人

●足裏ほぐしと整体で健康を！
　 《企画：千葉善清》
▶日時＝12月 1日㈭午前 10 時～
正午　▶対象＝30～ 80歳（20人）

●乙訓の歴史や文化連続講座
　～小泉川にアユが登る日～
 《企画：乙訓地名詩編纂「チーム乙訓」》
▶日時＝12月 4日㈰午後 1 時 30
分～ 3時 30分　▶定員＝25人

●歌と絵本で「英語」のいっぽ
　　　　　　　　《企画：塩見徳子》
▶日時＝12月 7日㈬午前 10 時～
11時 30分　▶対象＝就学前の子と
保護者（10組）

▶場所＝中央公民館　
▶対象＝市内在住・在勤・在学の人
　（小学生以下は保護者同伴）　
▶申込＝11月1日㈫午前 11時から
問中央公民館　
　☎ 951-1278　℻ 955-4774

●認知症予防と転倒予防によく効く
スクエアステップ！《企画：京都
でスクエアステップを広める会》

▶日時＝12月 8日㈭午前 10 時～
11時 30分　▶定員＝25人

●アロマ ·ハーブ ·お花に触れて楽しく
　美しく健康に !    《企画：山田正子》
▶日時＝12月8日㈭午後 2時～ 3
時 30分  ▶定員＝20人  ▶内容＝ア
ロマクラフト作り　▶費用＝1,500円

●パネルシアター養成講座 
　～入門から応用まで～簡単パネル編
                      　　　　《企画：髙橋司》
▶日時＝12月10日㈯午前10時～正
午　▶定員＝15人　▶費用＝1,500円

●にほんGOちょっと！ ～市民と在
住外国人の日本語学習を通じて交
流～《企画：日本語クラス長岡京》

▶日時＝12月11日㈰午前 10時～
正午　▶定員＝30人

●ベビーリトミック《企画：木野村奈美子》
▶日時＝12月 16日㈮午前 10 時
30 分～ 11 時 30 分　▶対象＝就学
前の子と保護者（7組）

●笑って子育て  《企画：澤田和子》
▶日時＝12月18日㈰午前 10時 30
分～ 11 時 30 分　▶対象＝0～ 4
歳の子と保護者（10組）　▶内容＝
笑いヨガを通して歌とゲームを楽しむ

共通事項

●【体験型防災講座】みんなで考え
よう！「安心して過ごせる避難所」
キーワードは「ジェンダー平等視点」

 《企画：チーム防災OTOKUNI》
▶日時＝11月17日㈭午前 10時～
11時 30分　▶定員＝20人

●童謡・唱歌の世界《企画：島袋章》
▶日時＝11月19日㈯午前 10時～
11時 30分　▶定員＝30人

●京都西山短期大学の学生と
　運動遊びを楽しもう
　《企画：京都西山短期大学 松岡ゼミ》
▶日時＝①11月19日㈯午後2時～
3 時 ② 12月17日㈯午前 10 時～
11時　▶対象＝年少～年長の子と保
護者（各回 15組）　▶内容＝リズム
体操や道具を使った遊び

市民企画講座

▶日時・場所＝12月11日㈰午後2時30分開演、長岡京記念文化会館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▶指揮＝阪部慎太郎　▶演目＝W.A. モーツァルト  交響曲第41番 ハ長調 K.551  「ジュピター」など　
▶費用＝1,000円（全席自由）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問長岡京記念文化会館　☎ 955-5711　℻ 955-4774 

　長岡京市の魅力、一緒に発信しませんか？
　「記事制作の実践を通してスキルアップしたい」
という方必見 ！  ライティング技術や撮影コーディ
ネート、SNSの特性に合わせた情報発信方法など
について、現在活躍中のプロがレクチャーします。
今後私たちと一緒に市の魅力発信をしていただけ
る方を募集します。

▶日時＝① 12月10日㈯午後 1時～ 5時
　②来年 2月ごろに撮影＆記事制作会を予定
▶場所＝市内会場　▶対象＝先着 20人（状況に
より増減あり）　▶申込期間＝11月2日㈬午前 9
時から　▶申込方法＝申込フォームから

問広報発信課広報戦略担当
　☎ 955-9660　℻ 955-9703

SENSE NAGAOKAKYO

12/10㊏
開講

申込フォーム 詳しくはこちら

ライター養成講座

長岡京ライフ 2022.11　-　13



市政へのご協力、ありがとうございます。

市制施行50周年
　　　記念式典で表彰

　10月１日、市制施行 50周年記念式典を長岡京記念
文化会館で行いました。市政の振興に貢献された個人・
団体の皆さんを表彰しました。（敬称略・五十音順）

●自治功労表彰　
　▷上村 真造　▷綿谷 正已

● 善行表彰　
▷㈱ウィル・パートナー 代表取締役 林 茂幸
▷乙訓土木協会 会長 田原 尚樹
　長岡京市土木協会 会長 ・ ㈲シグマ 代表取締役 ・
　渡部会チャリティーゴルフコンペ 代表 渡部 逸男
▷サンキョウプラテック㈱ 代表取締役 中村 亮
▷㈲長岡美装社 代表取締役社長 今井 孝一
▷丸眞㈱ 代表取締役社長 眞下 一成
▷㈱村田製作所 代表取締役社長 中島 規巨
▷四辻木材興業㈱ 相談役 四辻 紀彦　▷和田 宏

● 感謝状
▷あいおいニッセイ同和損害保険㈱
　MS&ADゆにぞんスマイルクラブ　
　理事長 遠藤 隆興
▷イズミヤ㈱ 代表取締役社長 梅本 友之
▷Ｄａｉｇａｓグループ “小さな灯 ”運動
　京都地区代表 本多 文雄
▷長岡京市紅葉会 会長 蓑島 潔
▷長岡京モラロジー事務所 代表世話人 大原 久雄
▷長岡天満宮 宮司 中小路 宗俊
　長岡天満宮崇敬会 会長 千 玄室
▷三菱製紙㈱ 京都工場 京都工場長 徳永 幸雄
▷明治安田生命保険（相） 京都支社 支社長 宇戸 大輔
▷山本 弥生

● 西代里山公園管理棟愛称最優秀賞
愛称：「西山ホタルの家」　▷田村 大和

● 市制施行50周年記念表彰
▷個人163人　▷団体273組

● 自治会感謝状
▷56自治会

● 特別感謝状
▷1団体

気象警報や災害時の情報を受け取れます。登録は右記QRから。
 問防災・安全推進室　☎ 955-9661

「防災情報お知らせメール」
登録して災害への備えを

高めよう文化・広めよう地域の輪
第34回　北開田文化祭

●北開田会館（作品展示）
▶日時＝11月4日㈮・5日㈯午前 9
時～午後５時、6日㈰午前 9時～午
後 1時 30分
●北開田第二公園（模擬店、和太鼓）
【模擬店】▶日時＝11月6日㈰午前
11時～午後 1時 30分
【和太鼓など】▶日時＝11月6日㈰
午前 9時 30分～ 10時 30分
●お楽しみは他にも♪
▶日時＝11月 6日㈰午前 11 時～
午後 1時 30 分　▶場所＝北開田児
童館前（バルーンアートなど）、金
蓮寺（紙切り落語など）
問北開田文化祭実行委員会（北開田会館内）
　☎ 955-8844　℻ 955-8845

見えない世界をのぞいてみよう
　点訳ボランティア公開講座
▶日時・場所＝11月 26日㈯午前
10時～正午、きりしま苑　▶定員＝
20人　▶申込＝11月22日㈫まで
問市社会福祉協議会
　☎ 958-6912　℻ 963-5509

介護について学ぶ
家族介護者交流会

▶日にち＝① 11月26日㈯ ② 12月
14日㈬　▶時間・場所＝午前 10時
30分～ 11時 30分、産業文化会館　
▶対象＝家族を介護している人（15
人）　▶申込＝開催日の２日前まで
問高齢介護課高齢福祉係
　☎ 955-9713　℻ 951-5410

若者と政治をつなぐ
明るい選挙推進講演会

▶日時・場所＝11月22日㈫午後2時
～4時、バンビオ　▶定員＝60人　▶
テーマ＝「若者と政治を繋げるための
若者による啓発活動の取り組み」　▶
申込＝11月11日㈮まで　▶手話通訳・
要約筆記・ヒアリングループ＝要申込
問市選挙管理委員会事務局（総務課内）
　☎ 951-2121　℻ 951-5410

安全・安心の長岡京市
子ども絵画展

　市内小学校から募集した「地域の
安全・安心」がテーマの絵画展示。
入賞作品の表彰もあります。
▶日時・場所＝11月 27日㈰午前
11時～午後 3時 30分、バンビオ
問市少年補導委員会（生涯学習課内）
　☎ 955-9534　℻ 955-9526

3年ぶり  伊豆の国市
市民訪問団  １泊２日バスの旅

　富士山を眺め
られる日本最長
のつり橋「三島
スカイウォーク」
や話題の大河ド

ラマ館など、楽しみが盛りだくさん
の姉妹都市を訪問しませんか。
▶日にち＝12月 10日㈯・11日㈰　
▶定員＝40 人　▶費用＝32,000
円　▶申込＝11月21日㈪まで
問市友好交流協会事務局（共生社会推進課内）
　☎ 955-3180　℻ 951-5410

14　-　長岡京ライフ 2022.11



応募しよう
大相撲長岡京場所
前日・当日ボランティア

▶日時＝① 12月 12日㈪午前 7 時
30分～午後5時 ② 12月13日㈫午
前 6時～午後 8時　▶場所＝西山公
園体育館　▶対象＝18～ 70歳（各
20人程度）　▶申込＝11月10日㈭
までに氏名・年齢・参加できる日時・
電話場号を記入し、ファクスか大相撲
長岡京場所ホームページのお問合せ
フォームから下記へ
問大相撲長岡京場所
　実行委員会
　☎ 954-1780
　℻ 954-7280
　（平日午前 10時～午後 5時）

人権の大切さや思いやりを
表現した作品

▶対象＝市内在住・在勤・在学の小
学 4年生以上　▶形式＝標語、ポス
ター(四つ切)、写真(L版、データ)。
作品の裏か別紙に住所、名前、ふり
がな、電話番号、小・中・
高校生は学校名、学年、
組を記入　▶応募＝12
月28日㈬消印有効
問生涯学習課生涯学習係
　☎ 955-9534　℻ 955-9526

●11月2日㈬　緊急地震速報訓練　●11月16日㈬　Jアラート情報伝達訓練
防災情報お知らせメール（登録制）が送信されます。　　問防災・安全推進室　☎ 955-9661

訓練を実施します

おめでとう
　　     ございます

◆ 文部科学大臣表彰
　生涯スポーツ功労者
樋口 重明　結城 正典

長岡第二中学校PTA　八木 直美

◆ 令和４年度近畿ブロック
　  PTA協議会会長表彰

安田 博子
◆ 人権擁護委員　法務大臣表彰

◆第43回京都府老人クラブ大会
京都府知事表彰
やすらぎクラブ長岡京　今堀 正嗣
活動賞　久寿会
京都府老人クラブ連合会会長表彰
山本 登喜男　岡本 勉
上田 俊一　　乕若 哲夫

◆ 京都府知事表彰
　社会福祉事業功労者
田中 松代　梅津 久子
坂本 昭憲　大橋 安浩

𠮷田 正美　 五十棲 健次　岩﨑 範子
大塚 悦子　髙橋 満子　仲井 修　湯川 悟
吉岡 なを子　藤井 彰子　遠藤 晴美

◆ 京都府社会福祉協議会会長表彰 
　民生委員・児童委員特別功労者

　ボランティア功労者
らふさぽーと 
長岡京市要約筆記サークル「エスペランサ（希望）」

社会福祉事業特別功労者
馬渕 あつ子　今村 里佳　石倉 恭子
椋本 晋司　阿南 美穂
山岸 賢　野本 優樹

ボランティア功労者
チェリッシュクラブ　ほっこり笑店

ガラシャロードレース
ボランティア

▶日時・場所＝11月27日㈰午前 8
時～正午、西山公園体育館　▶対象
＝18歳以上（30人）　▶内容＝受付
補助、駐車場整理、給水サポートなど　
▶申込＝11月2日㈬～16日㈬　
問市スポーツ協会
　☎ 953-1161　℻ 953-1163

自衛官（貸費学生）

▶対象＝大学の理学部、工学部の 3・
4年次または大学院修士課程の学生
（専門職大学院を除く）　▶申込＝
11月11日㈮まで
問自衛隊京都地方協力本部宇治地域事務所
　☎ 0774-44-7139

あなたの特技で新春を飾ろう
新春きりしまステージ出演者

　1人 20 分以内で個人出演しませ
んか。ジャンルは問いません。
▶日時・場所＝来年 1月17日㈫・
18日㈬午後 1 時 30 分～ 3 時、き
りしま苑　▶対象＝市内在住・在勤・
在学の人（応募多数の場合は選考）　
▶応募＝11月18日㈮までに名前・
住所・電話番号・出演演目を下記へ
＊カラオケ不可。マスクなどの着用要。
問きりしま苑
　☎ 956-0294　℻ 956-0290

ウォーキングアプリ
このチャンスに
始めるクト！

市HP

登録はこちら

アプリ＆市から
プレゼントがもらえる

HPは
こちら

HPは
こちら

11月16日㈬～22日㈫に
1週間で30,000歩

歩いた人から抽選でプレゼント!

電子マネーギフト券500円 ×70人
市内協賛店の利用券 ×7人
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　混雑を避けるため、期間中は原則、書類の
受け付けのみ行います。相談は事前に済ませ、
なるべく少人数でお越しください。

　午前10時～午後6時、市役所分庁舎３  1階

市 HPでダウンロードで
きます。窓口でも配布し
ています。

必ず令和５年度の様式を
ご確認ください

●入所案内・申込書

問子育て支援課保育係（分庁舎３）
　☎ 955-9518　℻ 952-0001

●申込
窓口・郵送・マイナンバーを使っ
た電子申請（ぴったりサービス）
で受け付けます。申込後の内容
変更は12月16日㈮まで。

問生涯学習課放課後児童クラブ担当
　☎ 955-9546　℻ 955-9526

保育施設 放課後児童クラブ

午後1時～6時30分、在籍しているクラブで受け付け

利用案内や申請書類は市HPでダウンロードできま
す。継続児童は各クラブ、新規入会児童は窓口や各
保育施設でも配布します。

　平日：午前9時～正午・午後1時～7時、市役所北棟３階
　　㊏：午前9時～正午、市役所北棟１階

期間中は、郵送（簡易書留）でも受け付けています。

来年4月
入所

11月14日㊊ ～ 25日㊎（㊏㊐㊗を除く）

11月25日㊎ ～ 12月2日㊎（㊐を除く）

11月25日㊎ ～ 30日㊌（㊐を除く）

　保護者などが放課後保育できない家庭の
小学１～４年生が対象です。

必ず期間中に申込を！

これからの働き方の相談に
　　京都ジョブパーク出張相談会
▶日時・場所＝11月29日㈫午前 10
時～正午、市役所分庁舎３　▶申込＝
要申込。11月25日㈮までに京都ジョ
ブパーク（☎ 682-8915）へ

●新規入会

   ●継続・すでにきょうだいが利用

11月17日の㊍は、午後7時まで延長します。税関係の証明書発行など、一部の業務はできません。
マイナンバーカードの交付は、前日正午までに予約を。 問市民課住民記録係　☎ 955-9557

市民課の窓口を
午後７時まで延長

●休日（午前9時～正午）
▶日にち＝11月6日㊐・12日㊏・27
日㊐、12月4日㊐・11日㊐・24日㊏
▶申込＝2日前の正午まで
問市民課住民記録係
　☎ 955-9564　℻ 951-5410

住宅用火災警報器
設置と点検を忘れずに

●11月 9日㈬～ 15日㈫は秋季
　火災予防運動・山火事防火運動
　住宅用火災警報器は、火災で発生
する煙を感知し、音や音声で知らせて
くれる機械です。必要な場所に設置
されているか確認し、定期的に点検し
ましょう。設置診断は下記QRから。
問長岡京消防署
　庶務予防課
　☎ 957-0119　 　
　℻ 957-4357

児童扶養手当・
特別児童扶養手当の支払日

　指定の口座に振り込みます。翌日
以降に確認してください。
●児童扶養手当は11月 10日㊍
　9月（新規認定者は認定月）～
10月分を支給します。全部停止の
人や令和 3年度の現況届が未提出
の人には支給されません。
●特別児童扶養手当は11月11日㊎
　8月（新規認定者は認定月）～
11月分を支給します。障害状況届
の提出期限が 11月末の人は 12月
に支給します。全部停止の人や令和
4年度の所得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　℻ 952-0001

ひとり親家庭へ
生活必需品を配布します

　「ひとり親家庭こどもの居場所」
を実施している長岡京市三つ和母子
会を通じて、配布します。
▶日時・場所＝11月21日㈪午後 5
時 30分～6時 30分、市役所分庁舎
３　▶対象＝市内のひとり親家庭（母
子会会員を除く）　▶定員＝50人
＊配布は１家族１回まで。
問長岡京市三つ和母子会
　☎ 070-1769-3336

【予約制】マイナンバーカード
夜間・休日の時間外交付

▶対象＝交付申請し、「マイナンバー
カード交付通知書・電子証明書発行
通知書（はがき）」が届いた人
●平日（午後5時～ 7時）
▶日にち＝11月 17日、12月 1・
15日の㊍　▶申込＝前日正午まで

確認してください
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家庭のふれあいや地域の連帯で青少年を非行から守り、健全育成への理解と関心を
深めましょう。 問生涯学習課生涯学習係　☎ 955-9534　℻ 955-9526

11月は子供・若者育成支援
強調月間です

国民年金保険料は年末調整・
確定申告の控除対象です

　納付した国民年金保険料は全額、
所得税・市町村民税などの社会保険
料控除の対象になります。控除を受
けるには、1年間に納付（見込み含
む）した国民年金保険料を証明する
書類などが必要です。年末調整や確
定申告をするときは、必ず証明書や
領収証書を添付してください。
＊過去の保険料を追納した場合や家
族の国民年金保険料を納付した場
合も、本人の社会保険料控除に加
えることができます。
●控除証明書は郵送で届きます
　日本年金機構から11月上旬に送
付されます。10月～ 12月に今年初
めて国民年金保険料を納付した場合
は、来年 2月上旬に送付されます。
問京都西年金事務所国民年金課
　☎ 323-1170　℻ 314-8638

【事業者の方へ】年末調整
手続きなどの相談はお早めに
●年末調整説明会
▶日時＝11月15日㈫午後 2時～ 4
時　▶場所＝ラボール京都　▶定員
＝150 人（要事前予約）　▶申込＝
右京納税協会へ
●インボイス制度説明会
▶日時＝① 11月18日㈮ ② 12月7
日㈬午後1時 30分～2時 30分　▶
場所＝右京納税協会　▶申込＝1週間
前の午後4時までに右京納税協会へ

問右京納税協会　☎ 311-6777
　右京税務署法人課税部門
　☎ 311-6366

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し、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
【共通】▶対象＝①昭和 56 年 5月
31日以前に建てられた木造住宅か
平成 30年の大阪府北部地震でり災
証明書が交付された住宅 ②床面積
の半分以上が居住用 など　▶申込＝
受付中。予算額に達し次第終了。
問住宅営繕課住宅係
　☎ 955-9523　℻ 951-5410

西山産の まき を販売
購入への補助金も

　11月27日㈰開催の農業祭・環境
フェアでも販売します。
●購入
▶費用＝広葉樹（コナラ・クヌギなど）
1束 600円、針葉樹（スギ・ヒノキ
など）1束 500円　▶受け渡し＝井
ノ内地域の まき保管場所。配達でき
る場合があります。　▶申込＝電話
またはメールでやまから屋（☎ 080-
2341-1730、machiya-hinoko@
yamakaraya.com）
問市森林組合（農林振興課内）
　☎ 955-9687

●西山産薪購入補助金
▶対象＝本市森林組合の販売する
西山産まきを購入した市民や事業所　
▶補助額＝１束あたり200円。先着
順で1,000 束分まで　▶申込＝購入
後、11月1日㈫～来年 3月31日㈮
に下記へ
問環境政策室環境政策担当
　☎ 955-9542　℻ 951-5410

野添・長岡１丁目
土地の調査をしています

●調査区域：野添１丁目・２丁目の
全域、長岡１丁目の一部の区域

　法務局では新しい地図を作成して
います。調査へのご協力をお願いしま
す。対象者には随時お知らせします。

問京都地方法務局地図作成現地事務所
　☎ 952-5430

◆家計支援給付金
　手続き：郵送または
　　　　　市公式 LINE

◆令和４年度
　住民税非課税世帯等
　臨時特別給付金
　手続き：郵送

※DVなどの理由で住所地以外に
避難中の人は、下記までご連絡
ください。

　対象世帯へ確認書を送りました。
内容をご確認の上、期日までにお手
続きください。

問〒 617-8501（住所記載不要）
　長岡京市家計支援給付金担当
　☎ 955-9545　℻ 951-5410
　（平日午前 9時～午後５時）

各種給付金
手続きをお忘れなく

　11月30日㊌までに手続きが必要

国税庁ホームページ
「年末調整が

よくわかるページ」

インボイス制度
詳細はこちら

市HP

市HP
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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
などの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
　平日夜間 … 午後 5時～ 10時
　㊏㊐㊗㊡ … 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。

国民健康保険 夜間の窓口　11月17日木 午後７時まで

問国保係（給付関係） ☎ 955-9511　
　管理係（保険料関係） ☎ 955-9706　　
　共通 ℻ 951-5410

【加入・脱退手続きは14日以内に】
　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
がありますので、忘れずに手続きを。

公共施設の予約や確認

 長岡京市公共施設 検 索

●2月使用分
当選の確認…11月15日㈫～25日㈮
申請の締切…11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

　介護が必要な状態と、自立した状態
の中間の状態を指す「フレイル」。自立
した生活に戻るため、自身の生活習慣
を見直してみませんか。

問高齢介護課高齢福祉係
　☎ 955-9713　℻ 951-5410

テーマ 「運動」
▶日時・場所＝11月18日㈮　
午後2時15分から１時間半程度
図書館　▶定員＝20人

テーマ 「栄養」
▶日時・場所＝１２月９日㈮
午後１時30分から１時間程度
中央公民館　▶定員＝15人

テーマ 「お口の健康」
▶日時・場所＝１２月１４日㈬
午後１時30分から１時間程度
産業文化会館　▶定員＝20人

フレイル予防のための
健康教室

3つのテーマで学ぶ！ 対象：65歳以上 要申込

がんについてのお悩み
乙訓で個別相談

　京都府がん総合相談支援センター
の保健師や看護師が出張相談を行い
ます。同センターでの相談や、電話
相談も行っています。
▶日時・場所＝11月4日㈮、12月１
日㈭午後1時 30分～3時 30分、乙
訓保健所　▶申込＝前日午後4時まで
問京都府がん総合相談支援センター
　☎ 0120-078-394

きて・みて・きいて！
ポリテクセンター見学

▶日時・場所＝11月8・15・29日
の㊋午後 1時～ 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

言語聴覚士による
耳のことなんでも相談会

　聴力測定を行い、補聴器やきこえ
の困りごとを個別相談できます。
▶日時・場所＝11月 29日㈫午前
10 時～午後 4時、東地域包括支援
センター（バンビオ内）▶定員＝5
人　▶要申込
問乙訓聴覚言語障害者地域活動センター
　☎ 874-4477　℻ 874-4478

相談 ＆ 説明会

フ

ード
ドライブ

フードバンク長岡京が、賞味期限まで1か月以上あり、未開封で常温保存可能な食品を受け付けます。
▶日時・場所＝11月2日㈬午前9時～午後5時、市役所玄関ロビー 問環境業務課　☎ 955-9548

食品のご寄付を
お願いします

新型コロナワクチン

問新型コロナウイルスワクチンコールセンター　
　☎ 955-9732　℻ 955-2054

●接種券の送付時期について

　前回接種からの接種間隔が「5か月
以上」から「3か月以上」に短縮されま
した。今後は、短縮された接種間隔に
合わせて順次送付します。

●生後６か月～４歳児の
　接種開始について　
　乳幼児を対象としたワクチン接種
が始まります。対象者へは案内はがき
をお送りします。

最新の情報は
市ホームページを
ご確認ください。

1・２回目接種について 3～ 5回目接種について

　１・２回目接種に使用している従来型
ワクチンは、年内で国からの供給が終
了する予定です。接種を希望する人は、
年内の接種をご検討ください。

●1・2回目接種希望者は
　年内に接種を
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駅

京都縦貫自動車道

調子八角
交差点

西山天王山 駅

乙訓休日応急診療所
(京都済生会病院 別棟2階)

万代

ローソン

23日 長岡京病院 ☎955-1151
　　 （天神1-20-10）

23日 新河端病院 ☎954-3136
　　 （一文橋2-31-1）

26日 片岡診療所 ☎953-8338
　　 （今里西ノ口18-5）

27日 千春会病院 ☎954-2175
　　 （開田2-14-26）

13日 いしいクリニック ☎933-9141
　　 （向日市寺戸町八ノ坪122
　　　洛西口クリニックビル 2階）

20日 向日回生病院 ☎934-6881
　　 （向日市物集女町中海道92-12）

㊐㊗㊡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
■ 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 
（下海印寺下内田101）

＊上記に移転しました。受診前にお電話ください。

■ 外科　午前９時30分～午後４時

『小児救急電話相談』☎♯8000

▶相談時間＝午後７時～翌朝８時
　（土曜日は午後３時～翌朝８時）

※府内の他市町村にも委託医療機関があります。

問健康づくり推進課　☎ 955-9705　℻ 955-2054　 kenkou

 インフルエンザ予防接種

委託医療機関 （長岡京市内・50音順）
足立医院 ☎ 954-7979
稲田内科 ☎ 959-1820
井上クリニック耳鼻咽
喉科・アレルギー科 ☎ 959-1187

馬本医院 ☎ 953-8717
海老沢内科医院 ☎ 955-5300
大林内科・循環器科
クリニック ☎ 954-3825

岡村医院腎・泌尿器
科クリニック ☎ 957-1715
岡村医院腎クリニック
小原内科・消化器科
診療所 ☎ 959-0700

片岡診療所 ☎ 953-8338
神部整形外科 ☎ 958-0270
京都済生会病院 ☎ 955-0111
くぼた医院 ☎ 951-8880

さいのうち医院 ☎ 955-6850
さとう内科 ☎ 959-6800
しまだ耳鼻咽喉科医院 ☎ 956-3387
下尾医院 ☎ 956-0003
新河端病院 ☎ 954-3136
菅田医院 ☎ 954-5720
鈴木医院 ☎ 951-1508
鈴木外科医院 ☎ 953-3988
すずき内科クリニック ☎ 959-1150
千春会病院 ☎ 954-2175
田本内科 ☎ 951-0749
ちかやま内科 ☎ 323-7614
天神西村クリニック ☎ 958-3387
土井医院 ☎ 951-5577
長岡京病院 ☎ 955-1151
長岡病院 ☎ 951-9201

なかやま医院 ☎ 955-5666
七岡内科医院 ☎ 954-2070
西山天王山やまだ
内科クリニック ☎ 754-6475

西山病院 ☎ 955-2211
ハシイウィメンズ
クリニック（女性のみ） ☎ 955-0001

畠中診療所 ☎ 952-2330
馬場診療所 ☎ 959-1566
ほう内科医院 ☎ 953-3580
マキ皮フ科クリニック ☎ 959-4112
村西医院 ☎ 955-4723
森小児科医院 ☎ 954-9511
森本医院 ☎ 956-3000
横関産婦人科 ☎ 952-6262
横関整形外科医院 ☎ 955-4700

　期間内に１回、京都府内の委託医療機関で受けられます。
乙訓地域での接種は、医療機関に直接予約をしてください。
乙訓地域以外での接種は、健康づくり推進課で事前申込が
必要です。接種開始日はそれぞれ異なりますので、医療機
関に確認してください。

▶対象＝①満65歳以上
　②満60～ 64歳の身体障害者手帳内部障害１級相当の人
▶期間＝11月1日㈫～来年１月31日㈫

▶持ち物＝住所・名前・生年月日が確認できるもの
（健康保険証など）、②の人は身体障害者手帳も
▶費用＝1,500円（免除制度あり）
　【免除制度の対象者と受診時の必要書類】
　・生活保護世帯…生活保護受給者証
　・令和４年度市民税非課税世帯…保健事業自己負担
金免除カード（事前申請が必要。健康保険証などを
持って健康づくり推進課へ。接種後の還付は不可。）

11/1㊋ 開始
高齢者対象

▶24日㈭午前10時～ 11時45分と午後1時～ 3時30分、市役所第2駐車場。
骨髄バンク登録も受け付け 問健康づくり推進課　☎ 955-9705

市民献血デー
ご協力ください
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弁護士相談【申込制・先着6人、1人30分】
毎週㊍ 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。
 翌月分も同じ。3日（木・祝）はありません。

総務課
市民相談担当
(市役所南棟１階 )
☎ 955-9501

＊弁護士 ・ 
司法書士相談
は電話のほか、
市 LINE でも
予約できます。

司法書士相談【申込制 ・ 先着6人、 1人30分】
9・16日㊌ 午後1時30分～ 4時30分
＊予約は1か月前から。

行政相談 18日㈮午前10時～正午（30分前まで受付）

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）
30日㈬ 午後1時30分～ 4時30分

女性の一般・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】
      2日㊌ 午後1時30分～ 4時30分
9・16日㊌ 午前9時30分～午後0時30分

女性の法律相談【申込制】 30日㈬ 午前10時～正午

男性電話相談（専用☎ 963-5522へ）
25日㈮ 午後7時～ 9時

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

福祉なんでも
相談室
☎ 955-3177

ハローワーク職員によるお仕事相談会【申込制】
14日㈪ 午後2時～ 4時、市役所分庁舎3

「乙訓もも」によるひきこもり専門相談会【申込制】
8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
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

相談専用
☎ 963-5533

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

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
☎ 959-9085

精神障がい者連絡員の電話相談
平日 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・先着3人】7日㈪午後1時～ 4時

東地域包括
支援センタ－
☎ 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

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 健康づくり

推進課
☎ 955-9705

生活習慣病予防・改善の食事相談（管理栄養士）
【20歳以上、 申込制 ・ 各時間２人】
28日㈪ 午後1・2・3時、市役所か保健センター
特設人権相談　市役所1階市民相談室
8日㈫午前10時～正午、 18日㈮午後1時～ 3時30分

共生社会推進課
☎ 955-3180

不動産無料相談（空き家対策含む） ※電話相談
15日㈫ 午後1時30分～3時に右記へ電話を（予約可）

都市計画課
☎ 955-9715

福祉の総合的な相談・地域づくりに関する相談
㊊～㊏ 午前8時30分～午後5時、 総合生活支援センター

同センター
☎ 963-5137

弁護士による無料相談【各センターへ申込制】 
午前10時～正午、電話相談1人30分
5日㈯北包括、8・22日㊋きりしま苑、
12日㈯南包括、19日㈯西包括、26日㈯東包括

東地域包括
支援センター
☎ 963-5508

＊各事業所での受注販売「おまかせ！!  ほっこりんぐ」も
　受付中。詳しくは右記QRから市HPへ。
問 障がい福祉課社会参加支援係（分庁舎３）
　☎ 955-9549　℻ 952-0001

市
H
P
へ

ほっこりんぐ
心を込めた手作り品をあなたに

日 開始 販売製品 事業所

  4日㈮ 11:30~ クッキー、ケーキ、染め製品 あらぐさ

10日㈭ 10:30~ 一筆箋、メモ帳、染め製品 友愛印刷

11日㈮ 11:30~ こっぺぱん、菓子パン カメリア

18日㈮ 11:30~ お弁当、スイーツ、コーヒー なかの邸

25日㈮ 11:00~ クッキー、焼き芋、縫製品 バスハウス

30日㈬ 10:30~ 和の小物、ハンギングプランツ ステージ

障がいのある人が、就労自立のため製作・販売しています。

市役所ロビーで
販売中

　
60歳以上のための  憩  い

●  市民カラオケ（入場制限あり）
　▷11・25日の㊎　午後1時30分から
●  映画鑑賞会　▷18日㈮ 
　午前10時 ： 「子連れ狼 地獄へ行くぞ！大五郎」
　午後1時30分 ： 「雪国」
●  空き部屋利用申請（令和５年１月分まで）
　▷１日㈫から随時受付

市民無料相談　

きりしま苑　 ☎ 956-0294　℻ 956-0290

●  今月は、主な催しはありません。

 竹寿苑　 ☎℻ 954-6830
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◆ イベントガイド＆ブックガイド

に

行こっ♪
図書館

☎ 951-4646　℻ 957-0732

図書館Web

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
5日㈯・10日㈭・21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

西山公園体育館
☎ 953-1161

学校特別教室開放 午前9時～正午に右記で受付
15日㈫→（12月1~27日使用分）
30日㈬→（12月16~27日使用分）

生涯学習課
☎ 955-9534

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3人以上のグループ
自治会館や自宅などで8回実施

健康づくり推進課
☎ 955-9705

学校グラウンド夜間照明　12月分の抽選日
28日㈪午前9時から、市役所2階会議室2

文化・スポーツ振興課
 ☎ 955-9735

普通救命講習（心肺蘇生法・AED 実技）
【申込制】20日㈰午前9時～ 10時30分
＊詳細は乙訓消防組合ホームページへ。

長岡京消防署
☎ 957-0119

ふ
れ
あ
い
朝
市
・
夕
市

毎週㊊ ▷午前9時～ 9時30分
          　中央公民館市民ひろば
毎週㊍ ▷午前9時～ 9時30分
          　勝竜寺城公園駐車場
毎週㊏ ▷午後3時～ 5時 
          　バンビオ広場公園

農林振興課
☎ 955-9514

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

定期開催

◆ サービス Pick Up

■ 大人による子どもの本を読む会
▷24日㈭午前10時～正午、図書館
▷テーマC.S. ルイス「銀のいす」岩波書店

■ ぶんこピクニック
小学生以下対象の読み聞かせなど
▷26日㈯ 午前11時15分 ~11時45分
▷勝竜寺城公園管理棟　▷当日先着8人

　2022年も大活躍の東京ヤ
クルトスワローズ。現監督の
高津臣吾さんを育てたのが、
ご存じ、野村克也さん。この
本には、名将の真髄が記され
ています。今も受け継がれ
る 「野村野球」 に、ぜひ触れ
てみてください。これを読め
ば、プロ野球が何倍も楽しく
なりますよ。

遺言 飯田　絵美／著　　文藝春秋／刊

 図書館では、約26万冊もの本を取り揃えて
います。しかし、皆さんが 「読みたい」 と思
った本が、ない場合も…。そんなときにオ
ススメなのが、このサービス !　府内の別の
図書館から本を取り寄せて借りることができ
ます。ご利用は、図書館のカウンターへ。
詳しくは、上記までお問い合わせください。

休業・休館
市役所 、  保健センター
 きりしま苑 、竹寿苑 ㊏㊐㊗

図書館 ㊊と 1
北開田会館 ㊏午後、 ㊐㊗
北開田児童館 “キッズナ ” ㊐㊗と5、 12午前
西山公園体育館 ㊋
スポーツセンター なし
埋蔵文化財調査センター なし

観光案内所（長岡天神駅前）
長岡京＠ navi.（西山天王山駅前）

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 ㊐㊗
神足ふれあい町家 なし
中山修一記念館 ㊋

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

なし

生涯学習団体交流室 ㊗

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

\図書館に借りられない本はない !?/

本の取り寄せサービス

長岡京ライフ 2022.11　-  21
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プ レ ゼ ン ト
RESENT Q

ク イ ズ
UIZ 

■アンケート
　今月号の満足度を５段階評価（１：不満～５：満足）で
　教えてください。合わせて、良かった記事・いまいちだった記事と
　その理由も教えてください。

正解者３人に、抽選で
図書カード（500円）が
当たります。

■応募方法（締め切り5月15日㈰消印有効）
　①クイズの答え　②アンケートの回答　③日頃の思いや、
　季節の話題など　④お名前 （ペンネームや匿名希望の場合は併記）

　⑤年代　⑥住所　を書いて右記へ ➡

QRなら
応募が
簡単♪

〒617-8501（住所記載不要）
長岡京市 広報発信課 
５月号プレゼントクイズ係

【  

宛 

先  

】

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）

電力の契約切り替えは慎重に！ 編
消費者トラブル相談

　契約中の電力会社を名乗る電話があり、「電気料金が安くなるプ
ラン」の説明を受け、プラン変更を了承した。検
針票の番号や住所も伝えた。契約先を変更した

つもりはなかったが、後で、全く別の業者に切り替わってい
るとわかった。クーリング・オフできるだろうか。

消費者
トラブル

　電話や訪問で勧誘を受けて電力の契約切り替えをした場合、契
約書面を受け取った日を含めて８日以内であれば、原則クーリン
グ・オフが可能です。

　電力の小売りが全面自由化され、電力会社や料金メニューを自由に選べ
るようになりました。その一方で、電話勧誘や訪問販売による「契約切り替
えトラブル」が増加しており、大手電力会社などを名乗って勧誘するケースも
みられます。契約を変更すると元のプランに戻れない場合もあります。勧誘
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。また検針票の情報は、安易に伝えないことが大切です。不安を感じたら、
下記窓口までご相談ください。

予防の
ポイント

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

掲載内容の詳細は、
各問い合わせ先へ。

◆勝龍寺ほてい市
▷11月6日、12月11日㊐10 時～ 15時、
勝龍寺 ▷境内で小さなマルシェ・演奏会・
ワークショップなどを開催 ▷HPあり 
問 n

ネ オ シ ー ド

eoseed （neoseed888@gmail.com）

◆第31回乙訓工芸作家展
▷11月11日㈮～ 13日㈰9時 ～ 16時、光
明寺 ▷ガラス、 木工、 漆、 織り、 木彫工芸
等の作品を展示。作家とお話もできます
問乙訓工芸作家協会 増田（☎ 956-4480）

◆はじめての茶道～お手前レッスン～
▷11月12・19日㊏14時～ 15時、バン
ビオ ▷おいしく、きれいな作法でたて
るポイントを丁寧に指導、手ぶらでOK
▷1,500円 ▷要申込 問ふれあいサロン
さつき会 長谷川（☎ 090-1905-0925）

◆小泉川源流釈迦岳黄葉ハイキング
▷11月13日㈰9時10分、善峯寺バス停
集合 ▷黄葉林（タカノツメ、コシアブラ）
を観察 ▷健脚の人 ▷300円 ▷要申込（先
着10人） ▷HPあり 問 NPO 法人乙訓の自
然を守る会 宮崎 （☎ 090-7346-3059）

◆月曜歌いましょう会
▷11月14日、12月5日㊊14時 ～ 15時
40分、バンビオ ▷童謡・唱歌・懐かし
の歌をみんなで歌いましょう ▷500円 ▷
車椅子の人もOK
問奥村（☎ 080-3832-8726）

催しの案内

◆講演会▷①11月19日㈯②12月17日㈯
13時半～16時半、中央公民館 ▷①「南
極今昔物語」京大名誉教授西山孝氏 ②
「自宅で安心して過ごすために」済生会
訪問看護所長 小林美保子氏 ▷HPあり 
問時事問題研究会 小谷（☎ 951-1776）

◆ラグビーの体験会
▷11月20日㈰9時半～ 10時半、 島本高
校 ▷年少～小学6年生 ▷2年生以下は
体の接触がないタグラグビーを体験 ▷
HPあり 問天王山ラグビースクール　
井上（tennouzan1978@gmail.com）

◆新 ・ 西山自然素材のクリスマスリース
づくり ▷11月20日㈰10時～正午、西
代里山公園管理棟 ▷中学生以上 ▷講師
は八木麻里さん ▷700円 ▷要申込（先
着15人） ▷HPあり 問長岡京市里山再
生市民フォーラム 加藤（☎ 951-0933）

◆生涯学習セミナー ▷11月20日㈰10時
15分～ 15時35分、中央公民館 ▷“ 道
徳の力 ” に焦点を当て、悩みや不安に
対処する手がかりを学びます ▷2,000円
（昼食付） ▷要申込 ▷HPあり 問長岡京
モラロジー事務所 大原（☎ 203-9118）

◆第20回市民座禅会
▷11月23日（水・祝） 9時20分～ 11時50分、
長岡禅塾 ▷座禅体験と塾頭の講話 ▷
200円
問乙訓地名詩編纂「チーム乙訓」
　鵜野（☎ 952-5790）

◆第24回天王山ファーム＆フードマーケット
▷11月23日（水・祝）10時～ 15時、 JR山崎駅
南側広場 ▷野菜、 コーヒー、 京のおだし、 こ
だわり食材を販売するオーガニックマーケッ
ト ▷雨天決行荒天中止   ▷駐車場なし ▷HP
あり 問 R

レリッシュ

elish 森（☎ 953-1292）

◆西山古道 紅葉ハイキング
▷11月26日㈯ 9時10分、 善峯寺バス停集
合 ▷善峯寺→柳谷観音→長岡天神を歩く ▷
弁当、 水筒、 雨具必携。軽登山装備で ▷500
円 ▷HPあり 問京おとくに・街おこしネッ
トワーク 中山（☎ 090-5165-8405）

◆教育講演会としゃべり場
▷11月26日㈯18時半～ 21時、大山崎
ふるさとセンター ▷学校はたのしいか？
～こどもと親は学校とどう付き合えば
いいのだろう！~ 問乙訓少年支援の会
「ひまわり」東（☎ 090-9289-2600）
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問環境業務課　☎ 955-9548

●譲ります
着物用桐たんす、蒸し器、
柔道着　など

●譲ってください
玩具（ブロック）、ミシン、
ベビーカー、一輪車、ドラム缶、
ベビーベッド、麻雀牌　など

無料で譲りたいもの、
譲ってほしいものがあれば下記へ。

家庭用品
活用コーナー

■応募方法（締め切り11月15日㈫消印有効）
　①クイズの答え　②アンケートの回答　③日頃の思いや、
　季節の話題など　④お名前 （ペンネームや匿名希望の場合は併記）

　⑤年代　⑥住所　　　　　　　　　を書いて右記へ ➡

〒617-8501（住所記載不要）
長岡京市 広報発信課 
11月号プレゼントクイズ係

【  

宛 

先  

】

P
プ レ ゼ ン ト
RESENT Q

ク イ ズ
UIZ 

■アンケート　今月号の満足度を５段階評価（１：不満～５：満足）で教えてください。
　　　　　　　合わせて、良かった記事・いまいちだった記事とその理由も教えてください。

■クイズ　11月13日はガラシャ祭！行列は12時45分に〇〇〇〇小学校から出発します。（ヒントは2ページ）

▶出演＝桂弥壱、桂吉の丞、桂米紫、桂雀三郎、桂ざこば、桂南光
▶入場料＝S席 3,000 円、A席 2,000 円、B席 1,000 円
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※マスク着用など感染予防対策にご協力ください。
問長岡京記念文化会館　☎ 955-5711　℻ 955-4774

18：30開演（17：30開場）
長岡京記念文化会館　【制作協力】米朝事務所1.20［金］

来年

11 月 4日㈮
 発売開始

正解者10人に抽選で、

「新春 桂米朝一門会」 のチケットが当たります。

● 先月号の答え…中小企業振興

QRで簡単応募♪

＊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。

家庭から出た　可燃ごみの量　
9月分　948.60 t
( 前年同月928.53 t）

◆竹寿苑陶芸サークル
▷毎週㊋㊎と第1・3㊌ 9時～正午、竹
寿苑 ▷60歳以上 ▷年2,400円
問𠮷田（☎ 951-2157（土日のみ）、
vostoky@ymobile.ne.jp）

◆合気道・武道 清錬塾 ▷毎週㊌ ①小
中学生18時15分~19時 ②一般19 時15
分~20時45分、西山公園体育館 ▷入会
3,000円①月2,800円 ②月3,700円 ▷ HP
あり 問前田（☎ 050-7117-6332）

◆男の居場所の会
▷毎週㊍10 時～正午、バンビオ ▷互い
にお話しできる会。分科会も多く盛ん、
見学大歓迎 ▷月1,000円 ▷ HP あり
問是

これなが

永（☎ 090-5097-9395）

◆整美体操
▷月3回㊌10時15分～ 11時45分、バ
ンビオ ▷私たちと一緒にストレッチしま
せんか ▷入会1,000円、月2,500円
問佐藤（☎ 090-2100-5103）

◆長岡シティアンサンブル 第32回オー
タムコンサート ▷11月27日㈰14時半～
16時半、 長岡京記念文化会館 ▷交響的
幻想曲 「人魚姫」、 サウンド・オブ・ミュー
ジック・ メドレーなど ▷ HP あり ▷入場
無料、 整理券要 問岡本（☎ 381-2966）

◆長岡京を巡る２ー長岡京市内を東へ西へ 
▷12月4日㈰ 8時半、 中央公民館集合 ▷五
条大路跡、 西市・東市、 水垂遺跡など ▷
500円 ▷11月15日㈫から要申込（先着30
人） ▷HPあり 問 NPO 法人長岡京市ふるさ
とガイドの会 高橋（☎ 090-8211-1064）

◆第74回協会コンペ ▷12月14日㈬8
時半～ 12時50分、スポーツセンター
▷市内在住の人 ▷グラウンド・ゴルフ競
技 ▷500円 ▷11月25日㈮までに要申込
問長岡京市グラウンド・ゴルフ協会
（NGGA） 山本（☎ 090-3629-6045）

◆健康寿命を延ばそう～足がすべて～
▷毎週㊌13時～ 14時、バンビオ ▷お
おむね60歳以上 ▷ 「生活筋力」 を高め
るための座ってできる筋トレ体操 ▷体
験500円、 月2,000円 問ふれあいサロン
さつき会 長谷川（☎ 090-1905-0925）

募集します
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マークは各施設の開放日です。「 申込 」 の記載がない場合は申込不要、「 抽選 」 の記載がない場合は先着順です。

　中央公民館 ☎ 951-1278　℻ 955-4774

児童室の開放 9:00 ～ 17:00 / 未就学児と保護者

子育てふれあい
ルーム

子育てサポーターがいます。気軽に来てね♪
10:00 ～ 正午  / 13:30 ～ 15:30 / 3か月～就学
前の子 / 各時間15人 （16人目から別室を案内）

　図書館 ☎ 951-4646　℻ 957-0732

B 11:00 ～正午 /
ファーストブック選びに迷っている人（1組 10分）

11月のイベント 施設開放

1 ㊋

2 ㊌ A たんぽぽにあつまれ～
3 ㊗

4 ㊎

5 ㊏

6 ㊐

7 ㊊

8 ㊋ B あかちゃん絵本の相談会
9 ㊌

10 ㊍ C ぷちキッズナ 「 遊びの広場 」
11 ㊎

12 ㊏

13 ㊐

14 ㊊

15 ㊋ Dママのしゃべり場
16 ㊌ Aたんぽぽにあつまれ～
17 ㊍

18 ㊎

19 ㊏

20 ㊐

21 ㊊ E ファミリー防災ひろば
22 ㊋ B あかちゃん絵本の相談会
23 ㊗

24 ㊍

25 ㊎ F 英語でリトミック運動
26 ㊏

27 ㊐

28 ㊊ G 親子で英語ミュージック
29 ㊋ H 子育てぴよぴよ教室
30 ㊌

　北開田児童館 “キッズナ” ☎ 955-1110　℻ 955-1162

キッズルーム
の開放

10:00 ~ １１: ５０ / 13:00 ~15:15 / 15:30 ~ １７: ４５ / 
未就学児と保護者 /各区分最大９０分間、８人まで

A  
おもちゃを使った自由遊びやふれあい遊び、 育児相談 /
10:30 ～ 11:30 / 就園前の子と保護者 （8組）/
申込は2週間前の 10:00 ～ /12 月は7日㈬開催予定

C
手遊び、工作など親子でふれあい遊び / 
10:30 ～ 11:30 / 就園前の子と保護者 （5組）/
申込は2週間前の 10:00 ～ 

　きりしま苑 ☎ 956-0294　℻ 956-0290

親子遊び部屋開放 ９:30 ～ 16:00/ ３か月～３歳頃の子と保護者

D テーマ：わたしのお気に入りの本 /
10:30 ～ 11:30 / 未就学児の保護者（5組）

E 非常時に役立つ調理法を知ろう！ /
10:30 ～ 11:30 / 未就学児と保護者（10組）

F 10:30 ～ 11:30 / 未就学児と保護者（10組）

G Fab Music. / 10:30 ～正午 / 
3 か月～未就学児と保護者（10組）

H 赤ちゃんにも使える耳つぼケアレッスン/
10:30 ～ 11:00 / 0 歳児と保護者（5組）

い
ず
れ
も
申
込
は 

11
月
1
日
㈫ 

14
時
〜

・講演会
「小学校に向けて、
　今つけておきたい力」
詳しくは12ページへ！

午前休館

はぐくみひろば
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
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　題名を見て「ん？」と思ったら、もう絵本の
世界の扉は開かれています。
　題名のとおり「る」で始まる言葉がたくさん
出てきて、「こんなにあったの？」という驚きと
発見が。絵の中に隠れている「る」が付くもの
探しも、親子で楽しんでみてくださいね！ 

問図書館　☎ 951-4646　℻  957-0732

えほんの紹介♪

る
さいとうしのぶ / 作・絵
PHP研究所 /刊

 司書のおすすめ！

問健康づくり推進課 ☎ 955-9705 ℻ 955-2054

  BCG 予防接種
  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

 ＊場所は保健センター。発達相談は随時

健診など 予防接種

対象者には案内を送ります

要申込

子育て応援講座 ZOOMで
開催♪

Hello Baby 教室
11月12日㈯　9:30~
▷妊娠中から産後の生活、
抱っこや沐浴、歯や食事な
どの話

離乳食教室
11月14日㈪ ① 13:30~ 
　　　　　　  ② 14:20~
▷①5~7か月頃の離乳食
▷②8~12か月頃の離乳食

1歳からの歯の教室
11月14日㈪　10:00~
▷虫歯予防や歯磨きの話

詳しい内容や
予約はこちらから

申
込
フ
ォ
ー
ム

いたずらざかり 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

【パパママより】
元気に生まれてきてくれて、いつも
幸せをくれてありがとう。成長を
見守っているよ。

【ママ・パパより】
まいにちえがおな、ふうととりっ
かがだいすきです。いつまでも、
げんきでやさしいこでいてね。

緑が丘 天神

　

鈴
木

　楓ふ
う
と斗 

ち
ゃ
ん （
5
歳
）

　

　
　
　六り

っ
か花 

ち
ゃ
ん （
10
か
月
）

【両親から】
みんなを幸せな気持ちにさせてく
れる慧大くん。名前の由来の通り、
元気にすくすく賢く育ってね！

天神

　

吉
田

　

 

慧え
い
た大 

ち
ゃ
ん （
4
か
月
）

　

岩
岸

　

 

朔さ

く玖 

ち
ゃ
ん （
3
か
月
）

予防接種・健診・教室

遊びの場の提供や育児相談など、就園前の子と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。利用日前日までにご予約を。地域子育て支援センター

何でも
相談
してね

名称 実施日 （状況により、実施のない場合があります） 閉園日 実施場所 問い合わせ

エンゼル
月～金曜日、9:00~16:00 土・日曜日

祝・休日
開田保育所 ☎ 953-7711

たんぽぽ 深田保育所 ☎ 955-6262

さくらんぼ 月～金曜日、10:00~15:00
土曜日、9:30~14:30

日曜日
祝・休日

さくらんぼ ☎ 952-6388

さんさんの会 海印寺こども園 ☎ 954-5264
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「よ中の空」

くふうしたところは、たまごのちょうのそとがわを
むらさきと青をまぜてぼかしたところです。上手に
かけたところはぜんぶです。

濵
は ま の

野 佐
さ ほ

帆 さん / ２年生

「天気の花」
坂
さ か た

田 葵
あおい

 さん / ４年生
空にある太陽や天気などを表した花をかきました。
葉の形や色も工夫しました。左の雲の花のフワフワ
した感じや、星の花の点々のもようをかくのがむず
かしかったです。

     「とびきり笑顔ができる
　　　　　　 未来をつくろう」

髙
たかはし

橋 愛
い と か

花 さん / ６年生
世界中の人々がはだの色で差別されることなく、笑顔で
あふれる未来にしたいと思い、テーマに選びました。

長岡第四小学校 の
ステキな作品をご紹介！

今月は
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白熱 !　3年ぶりの市民大運動会

　10 月の水色に澄んだ空の下、久しぶりの市民
大運動会が各小学校で開催され、地域の住民同士
が爽やかに交流を深めました。今年のメイン会場の
長五小では、各地区から選出された選手たちが、
玉入れや障害物競走などで熱戦を展開。選手宣誓
を務めた６年生の辻美

み い な

唯奈さんと三谷葵
あ お と

翔さんは、
「応援したり、されたり、ドキドキしたけどめっちゃ楽
しかった！ 」と、笑顔を見せていました。

数量限定 ! 市制 50 周年オリジナル切手

　市制施行50周年を記念した、オリジナル切手シー
トが販売されています。8月23日に、市は日本郵便
株式会社と包括連携協定を締結し、その取り組みの
第1号として作成しました。切手シートは、市内の名
所をはじめ、50年前の市役所の写真などを用いたデ
ザイン。市内と向日市にある全１４か所の郵便局窓口
や、インターネットで購入できます。１１月１３日のガラ
シャ祭当日には、勝竜寺城公園でも販売されますよ。

夢プロ第 ３ 弾 !  芳醇なコーヒーを楽しむ

　市制 50 周年記念事業、「夢プロ」の第 3 弾が
10 月 16日に開催されました。今回の舞台は「ス
ペシャルティコーヒー」専門店 U

ウニール
nir さん。コーヒー

豆の仕入れ先の 1つであるコスタリカの現地生産
者が、コーヒーへの熱い思いを語りました。その後
の試飲タイムでは、「家でもできるおいしい入れ方」
の実演も。引き立つ香りとフルーティーな味わいに、
参加者からは感嘆の声が上がっていました。

イベントで　楽しく体感　交通安全

　「交通セイフティ体感フェスタ」が 9月 25日、イ
ズミヤ長岡店と長岡自動車教習所で催されました。
市制 50 周年記念事業の一つで、秋の交通安全運
動期間に合わせて開催。参加した親子らが、タク
シーへのペイントや次世代型電動車体験などで、
実際の車両に触れて楽しみました。今年度、国から
「交通安全功労者表彰」を受けた長岡京市。今後
も安心・安全な道路空間づくりを推進していきます。

長岡京 ★ Now
すてきな「まちの話題」みつけたっ！

ま
ち
の
姿

人口  81,731 人 / 世帯数  37,205 世帯
（ 10月1日現在 ）
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