
安心して過ごせる環境が
こどもたちの未来を

創ると信じて。

賑わいのない　　
まちなんて、　
つまらない。

私たちのまちを　　
　この先も、ずっと
　　守っていくために。

持続可能な長岡京市を
一緒に創りませんか？
2ページ :まちを支える市職員、 募集 !
3ページ :気候変動に立ち向かおう!

裏面 未来につながる 今をつたえる

13 国民健康保険・後期高齢者医療

12 受けよう　がん検診

11 若葉カップ　LIVE配信決定

新型コロナ関連情報　など14-316-9 〔50周年〕長岡京ガラシャ祭、復活

＜今月号には＞ 

　今年、 市制50周年の長岡京市。

これから先もずっと魅力的なまち

であり続けるためには、あなたの

力が必要です。〔50周年〕NHKのど自慢開催10

4-5 〔50周年〕イベントが続々開催

3 もはや避けられない　気候変動

2 2023年４月採用　職員募集

広報長岡京
 2022

7

長岡京
　　ライフ

Nagaokakyo



長岡京市職員募集
2023年４月採用　

長岡京市職員募集

募集職種 採用
人数 受験資格

① 事務Ⅰ ９人
大学、短期大学、高等学校を卒業または令和５年３月までに卒業
見込みの、平成9年４月２日～平成１７年４月１日生まれの人
＊学歴により受験できる年齢は異なります。

② 事務Ⅱ
　  （ 身体障がい者 ）

１人 平成４年４月２日～平成１７年４月１日生まれで、高等学校卒業
程度以上の学力を有し、身体障害者手帳の交付を受けている人

③ 土木技師 ２人
高等学校以上の土木専門課程を卒業または令和５年３月までに卒
業見込みの、平成４年４月２日～平成１７年４月１日生まれの人
＊学歴により受験できる年齢は異なります。

　市では、来年の春採用の職員を募集します。
「市役所の職員ってどんな仕事をしているの？」
という人へ、一部の部署の仕事を紹介します。
問職員課 人事給与・人材育成担当
　☎ 955-9662　℻ 951-5410

受付期間
8/15㊊～21㊐

ホームページで
公開中！

詳細は
市HPで

　市内に300以上ある公園の、遊具の新調・整備、樹木
剪
せんてい

定、設備管理などをしています。誰もが利用できる
「インクルーシブ公園」の
導入計画など、市民の要望
を聞きながら、安心・安全
な憩いの場づくりに取り
組んでいます。

市民が憩う　公園の未来を創る

公園緑地課

　地域のつながりや市民活動などを支援し、
まちを元気にする仕事をしています。
　ガラシャ祭は、企画、参加者募集、関係者と
の調整、グッズ考案、宣伝、当日の進行…など、
3人の担当で進めています。
　SNS での配信など、さらに多 く
の人へ情報を届けられるよう取 り
組んでいます。

まちに活気を ガラシャ祭の未来を創る

自治振興室

2020年入所 （技師）

2015年入所 （技師）

2016年入所 （事務）

　市民の方だけでなく、企業・
団体など、多くの人と関わっ
ています。何千人もの人が関
わっているガラシャ祭。
一緒に盛り上げましょう！

2019年入所 （事務）

　デザインや Youtube 運営など、
市役所の仕事は本当に幅広い！
　今年29回目を迎える祭の伝統
を守り、引き継いでいけるよう
頑張っています。

　自分が整備した公園で遊ぶ
子どもたちを見ると、うれしい
気持ちになります。多くの人の
笑顔や健康につながる仕事に、
やりがいを感じています。

　“公園が安全に使える”。
当たり前の日常を守るための
安全確認や環境整備が私たちの
仕事です。女性の技師も活躍中。
一緒に働きませんか？
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　市民の皆さんが、太陽光パネルを取り
付けると、 CO2 が削減できます。パネルを
ハチドリソーラーが仲介した場合、 府の制度

を活用し、 その削減量を価値（クレジット）に変換。
市内ごみ収集事業者が購入することで、 もえるごみ
の収集によるCO2 排出量と相殺し、 理屈上排出量
ゼロを達成する仕組みができました。
循環する資金の一部が、 環境基金として市の財源
となり、 環境施策への再投資に充てられます。

問環境政策室 環境政策担当　☎ 955-9542　℻ 951-5410

　避けられないも
は
や

未来を守るために

深刻化する気候変動  （温暖化 ）

私たちにできることは？

取り組みを進めています

か
ら

　猛暑日や熱帯夜、 滝のように降る雨など、観測記録を更新する
ような異常気象が、私たちの生活に大きな影響を及ぼしています。
最新の IPCC* の報告書では、 「人間の影響が大気、 海洋及び陸域
を温暖化させてきたことには疑う余地がない」 と記載されるなど、
私たちの生活様式を見直すことが、 世界中で求められています。

　実は、日本の CO2 排出量の約6割が、衣 ･ 食 ･ 住 などの
 「 ライフスタイル 」 に起因すると言われています。
　私たち1人ひとりが生活の中で 、工夫して無駄をなくし、
環境負荷の低い製品や サービスを選ぶ。
それが、脱炭素社会の実現へと繋がります。

環境保全活動に
積極的に参加しよう!

*IPCC ‐気候変動政府間パネル
世界の気候変動を分析する国際機関 

エコなエネルギーに
転換しよう!

食ロスをなくそう!
太陽光パネル付き・
省エネ住宅に住もう!

CO2の少ない
交通手段を選ぼう!

たとえば、こんな

クールチョイス

市は、こんな

　市は今年、2050年までに 「温室効果ガスの排出 実質ゼロ」 を
目標に掲げました。市民の皆さんや企業、諸団体と一緒に、
ゼロカーボンシティを目指します。

市内ごみ収集事業者 

CO2ゼロで行うごみ収集事業協定 全国初！

詳しい方法は
市ホームページで
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「 継承と発展 」　８万人と、つなぐバトン。
問広報発信課
　☎ 955-9660　℻ 955-9703

　付箋に “想い” を書いて貼る「サブウェイセラピー」方式で、
夢サポーターに叶えてほしい夢や、応援メッセージを募集中 !
市内各所に掲示板を設置しています。
見つけた人はラッキー !　今度はあなたの夢が叶っちゃうかも！？

市出身の著名人が
“夢サポーター” に就任

夢実現イベントに
参加したい人を募集

市内の各スポットで
一緒に実現したい夢を募集 ⇒⇒

本気の 「 進
ゆ め

路 」 相談

松田 颯 選手による
オリンピック日本代表

たくさんの応募
待ってます！

フリースタイルスキーモーグル
長岡京市出身

7/30 土 
前
午10時～正午 ＠長岡体操クラブ（井ノ内）

50周年特別記念事業

「夢叶えたい人、この指とまれプロジェクト」

第1弾
開催決定

第２弾以降の
叶えたい夢
募集中！

写真提供：運動器ケアしまだ病院

▶対象＝おおむね小学４年生～中学２年生
　　　　　　　　　　（抽選で15人程度）
▶申込＝右記QRから（７月11日㈪ 23:59まで）

▶当日、松田選手に聞いてみたいことを
　書いて、応募してね！

詳細はこちらから

「 継承と発展 」
　８万人と、つなぐバトン。
問広報発信課
　☎ 955-9660　℻ 955-9703

夢サポーターたちにメッセージを届けよう！

モーグル選手
松田 颯さん

元競泳日本代表
髙橋美帆さん

元サッカー日本代表
海堀あゆみさん

設置場所
市役所、バンビオ、JR長岡京駅、中央公民館、
図書館、西山公園体育館、北開田児童館　など
設置に協力いただける事業者さんを募集しています

coming
soon

10:00~　アクロバティックパフォーマンス / 10:30~　アクロバット教室
11:00~　熱血！ 本気の進路（ゆめ）相談　＊時間は前後する場合があります。

写真 ： ㈱ジャパン · スポーツ · マーケティング

夢サポーター
一覧はこちら

＊7月11日㈪17:15までは、電話でも申し込みできます。
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問社会福祉課地域福祉・労政係（分庁舎3）
　☎ 955-9516　℻ 951-7739

　長岡京市社会福祉協議会
　☎ 963-5508　℻ 963-5509

● 第１部　社会福祉の発展に功績のあった個人・団体の表彰
● 第２部　シンポジウム　▶定員＝当日先着250人
　　　　　　　　　　　　　　▶手話通訳・要約筆記・ヒアリングループあり

　市制施行50周年記念
第50回 長岡京市社会福祉大会

～地域共生と「まあいいか」と思える社会を目指して～

＠バンビオ7月21日㈭
午後１時15分～４時

　長岡中出身。本市で生まれ育ち、現在子育て
真っ最中。テレビや本、雑誌などで活躍中。
　夫は、同じく長岡中出身のプロサッカー選手・
宇佐美貴史さん。子育て中の親の目線で地域の
福祉について聞いて、考えてみたい。

俳優　宇佐美 蘭さん
　専門は、市町村を中心とした地域社会政策や、
地域福祉。厚生労働省の施策検討会の委員や、
数々の地方自治体のアドバイザーなどを務め
る。平成22年から、本市社会福祉協議会の地域
福祉活動計画にも携わる。

同志社大学社会学部 教授　永田 祐さん
２名の特別ゲスト

その他、市民活動団体による発表も

問総務課総務係　☎ 955-9547　℻ 951-5410

▶期間＝ 7月21日㈭～ 31日㈰
▶内容＝平和への取り組みや、50年前の写真などの展示特別パネル展 ＠バンビオ

　● 展示コーナー
午前10時～午後4時

　・神足空襲に関する実物資料
　・ウクライナ侵攻に関する資料
　・ヒロシマ・ナガサキ原爆写真パネル
　　（広島平和記念資料館より貸出）

　　など
▶定員＝先着150人
▶申込＝ 7月1日㈮～ 25日㈪に下記へ
▶託児＝ 7月20日㈬までに要申込
　　　　（1歳から就学前、先着7人）
▶手話通訳・要約筆記・ヒアリング　
ループ＝ 7月20日㈬までに要申込

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

● 平和を祈る折り鶴を募集
　7月15日㈮までに、鶴にひもを通して
共生社会推進課へ。

● 戦没者追悼之碑への献花
　午前9時30分～ 10時、長岡天満宮境内（八条ヶ池西側付近）
　問社会福祉課 地域福祉・労政係（分庁舎3）
　　☎ 955-9516　℻ 951-7739

● 平和祈念碑への献花
　午前9時～ 9時10分、JR長岡京駅東口
　問共生社会推進課 人権・共生社会推進係　
　　☎ 955-3180　℻ 951-5410

7月19日㈫

● バーチャル平和祈念館がリニューアル
　子どもの学びにも役立つ、平和クイズを
追加します。7月30日㈯から公開予定！ ⇒

＠バンビオ7月30日㈯

【長谷川義史さん プロフィール】
　「へいわってすてきだね」（ブロンズ新社）
をはじめ、手がけた絵本は150冊以上。
　情報番組での「スケッチ散策」で、お茶
の間にも知られる。

絵本朗読や弾き語り、絵のパフォーマ
ンスも。子どもと一緒に楽しめます！

● 絵本作家 長谷川義史さん 特別講演会
　午後2時～３時30分

● 式典　午後１時30分～２時

　市制施行50周年記念
平和を考える市民フォーラム ’22

● 昔のあそび体験
コーナー

午後1時～ 4時

開催は
３年ぶり

長岡京ライフ 2022.7　-　5
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武勇に優れた武将。
光秀の死後、馬に乗って
琵琶湖を渡り、対岸まで
逃れたとする「湖水渡り」
の伝説も。

16歳の時、忠興に嫁ぎ、勝龍寺城
で幸福な新婚生活を過ごす。
本能寺の変後は、丹後味

み ど の

土野の地
に幽閉されるなど、苦難な生活を
送る。後にカトリック教徒となる。

長岡京ガラシャ祭
天正６年（1578）、勝龍寺城に嫁いできた明智光秀の娘「玉」の
お輿入れの史実をテーマとした
市民参加型、長岡京市最大のお祭りです。

夫婦

三女

明智 弥
や へ い じ

平次

家臣

侍女

織田信長に仕え、
乙訓・京都の行政を
担った。本能寺の変後、
勝龍寺城を拠点に
秀吉軍と戦う。

明智 光秀

浪人時代の光秀を献身
的に支えた。自身の髪
を売って金を工面し、
夫の面目を保ったとい
う逸話も。

明智 熙
ひ ろ こ

子

玉（ガラシャ）

撮影：稲田大樹

夫婦

清原 マリア

玉にカトリックの
洗礼を授けた。
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　コロナ禍で開催中止していた長岡京ガラシャ祭が、
３年ぶりに復活！ さらに今年は、市制施行50周年を
記念した特別バージョンで盛り上げます！
　長岡第六小学校から勝竜寺城公園までの約2.7kmを
歴史衣装で歩く行列の参加者を募集します。
問 長岡京ガラシャ祭実行委員会事務局（自治振興室内）
　☎ ℻  959-1299

主役は、あなた。

長岡京ガラシャ祭
天正６年（1578）、勝龍寺城に嫁いできた明智光秀の娘「玉」の
お輿入れの史実をテーマとした
市民参加型、長岡京市最大のお祭りです。

細川藤孝・忠興親子に
仕えた、細川家の筆頭
重臣。

松井 康
やすゆき

之

夫婦

家臣

織田信長に仕え、摂津・播磨・丹波・
丹後方面に転戦し武功を挙げた。
信長の仲介を受けて玉と結婚する。
細川氏を発展させた政治手腕の
持ち主で、茶湯にも精通していた。

織田信長に仕えた、
光秀の盟友。勝龍寺城
を当時最先端の城郭に
改修した。後に出家し
「幽斎」と名乗る。

細川 藤孝

勝龍寺城の「沼田丸」は、
麝香の実家、沼田家に
ちなんだもの。ガラシャ
の自害に影響を受け、
後に洗礼を受ける。

細川 麝
じゃこう

香

細川 忠
ただおき

興

11月13日㈰ 行列巡行
配役の応募条件は
次ページに
ござりまする！夫婦

長男

市制 50 周年版で

今秋 復活
長岡京ガラシャ祭　
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行列に参加するには パフォーマンス・出店で参加するには

▶応募方法 =はがき・ファクス・メールに、①郵便番号 ②住所 ③参加者氏名（未成年は保護者氏名も） 
　④年齢（学生は学年も） ⑤電話番号（あればファクス番号も ) ⑥希望役名を記入し、右記へ
▶締切 =８月12日㈮必着

〔お玉（ガラシャ）〕
〔細川忠興〕 15～ 35歳

◆ 交際中または夫婦のペア応募
◆ どちらか一方が市内在住・在勤・在学
◆ 参加負担金：ペアで6,000円
  ＊各種イベント出演をお願いすることが
     あります。

▶９月4日㈰の公開抽選会、
11月12日㈯のリハーサル
に参加できる人
▶応募多数の場合、配役は
抽選で決定します

〔明智光秀〕〔明智熙子〕
〔細川藤孝〕〔細川麝香〕
〔松井康之〕〔明智弥平次〕

18歳以上 ◆ １人から応募可
◆ 住所は市内外を問いません
◆  参加負担金：2,000円

〔清原マリア〕 15歳以上
〔家臣〕（当時の男性の服装）
〔侍女〕（当時の女性の服装）

中学生以上
（各約10人） ◆ １人から応募可

◆  住所は市内外を問いません
◆  参加負担金：1,000円〔侍童・侍女童〕 小学生

（各約10人）

お玉・忠興役の
抽選に外れたペア1組に

記念フォト当選のチャンス！

LINE 応募が便利♪

お輿入れ行列

　貸出甲冑のほか、手作りの甲冑でも参加OK！
● 小学生まで：抽選で20人
　バンビオから勝竜寺城公園まで（約850ｍ）
● 中学生以上：抽選で20人
　長岡第六小から勝竜寺城公園まで（約2.7㎞）

● 小学生まで：抽選で各10人
　バンビオから勝竜寺城公園まで（約850ｍ）

● 15歳以上：抽選で１組。行列巡行はありません。
　撮影日は別日程となります。

　市ゆかりの人や企業が、市民の夢を
かなえる市制50周年特別企画「夢プロ」。
ガラシャ祭でも、夢かなえます。

大人子ども

　戦国時代の武者になって
　　　　　行列を歩いてみたい！

お玉・忠興になって
　　　行列を歩いてみたい！

子ども

お玉・忠興になって撮影したい！
15歳～

詳細はこちら

※お輿入れ行列との重複応募はできません。

市制50周年記念行列

ガラシャ祭で
　　あなたの 夢 が かなうかも
ガラシャ祭で
　　あなたの 夢 が かなうかも

現代の人々が輿入れを祝うという
コンセプトの行列。仮装やダンス
など、グループで参加します。
詳しくは右記へ。

町衆祝い行列

小学校区ごとに、ゆかりのある歴
史上人物に扮

ふん

して参加します。
詳しくは自治会役員へ。

歴史文化行列

「夢プロ」については
4ページでも紹介！
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　行列参加、ガラシャ祭協賛の申込やお問い合わせ
　 〒617-8501　長岡京市開田１丁目１番１号　 長岡京ガラシャ祭実行委員会事務局（自治振興室内）
　 ☎℻ 959-1299　　garasha@titan.ocn.ne.jp

　ステージイベント・楽市楽座への申込やお問い合わせ
　ガラシャ祭実行委員会イベント部会（長岡京市商工会）

なるこ踊りへの申込やお問い合わせ
長岡京市商工会青年部

協賛のお願い
ガラシャ祭はみなさまからの協賛金で成り立っています。ご協力をお願いします。
①現金＝１口2,000円　②記名のぼり＝白青各１本5,000円
③提灯＝１口3,000円～ 5,000円　④提灯（新規）＝1万円（電気コード付＋記名料）
⑤祭パンフレット広告＝１枠１万円から
▶申込＝下記へ　▶締切＝①②③9月28日㈬、④8月31日㈬、⑤7月29日㈮

　〒617-0826　長岡京市開田３丁目10-16（産業文化会館内）　☎ 951-8029　℻ 958-2473

▶日時＝11月13日㈰　午前10時～午後４時
▶場所＝中央公民館市民広場、勝竜寺城会場
▶資格＝長岡京市在住の個人や団体
▶申込＝①希望会場 ②団体名と代表者名 ③住所 
　④電話番号 ⑤イベントの内容を書いて、
　はがきかファクスで8月26日㈮必着で下記へ。
　申込多数の場合は抽選
▶参加協力金＝１組2,000円

▶日時＝11月13日㈰　午前10時～午後４時
▶場所＝勝竜寺城会場
▶資格＝長岡京市在住の個人や企業、団体。
　キッチンカーの応募も可能。コロナ対策用品持参
▶申込＝商工会HPから「ガラシャ祭2022出店申込書」
　をダウンロード、または商工会窓口で入手し、
　必要事項を記入して、7月29日㈮必着で下記へ。
　申込多数の場合は抽選
▶出店料＝１ブース1万円

ステージ
　　　イベント

楽 市 楽 座

パフォーマンス・出店で参加するには

　地域を盛り上げたいという思いで、商工会青年部が始めた
なるこ踊り。市内の小学生や市民チームなどが参加する大き
な輪となりました。あなたも参加しませんか。
▶参加条件＝年齢、性別関係なし。個人参加の場合は、
　主催者の「チーム我

が ら し ゃ

楽者」で踊ります
▶団体参加の場合は、エントリーシート（商工会HPからダウ
　ンロード）とCD（演舞曲収録・５分以内）を持参または郵送
　で9月30日㈮までに下記へ

▶日時＝7月19日㈫ 、8月18日㈭ 、9月15日㈭ 、10月20日㈭ 午後７時30分～８時30分
▶場所＝産業文化会館　▶参加費＝無料　＊鳴子貸与、初心者歓迎。問い合わせは下記へ。

え～とこな！長岡京なるこ踊り

チーム我楽者
練習会

＊新型コロナウイルスの感染状況により、中止や変更を行う場合があります。

限定グッズを
買って応援できちゃう♪



出場者・観覧者募集

出場申込
中学生以上（原則アマチュア）

対象

　　インターネットで
　　　8月3日㈬午後11時59分までに、
　　NHKのホームページから

　　往復はがきで
　　　8月3日㈬必着で郵送

＊申し込みは1人（組）1通です。
＊中学生は、保護者の同伴が必要です。往信用裏面に保護者
　の名前・電話番号を記入してください。
＊団体の場合は1組4人が上限です。往信用裏面に全員の名前
　（ふりがな）・年齢・性別・職業を記入してください。
＊応募者多数の場合は180組程度を選出の上、予選会を開催
　します。選出結果は9月1日頃に発送します。

　市制施行50周年を記念して「NHKのど自慢」が本市にやってきます。
みなさんの自慢の歌声で、長岡京市をアピールしませんか。
なお、今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては、公演の中止や、
以下の内容を変更する場合があります。

　応募方法は往復はがきのみ。8月17日㈬必着で
郵送してください。

観覧申込

＊応募者多数の場合は抽選を行います。当選の場合は希望
人数（2人まで）で入場できる入場整理券を、落選の場合
は落選通知を、9月1日頃に発送します。

＊満1歳以上から入場整理券が必要です。
＊NHKでは申し込み時にいただいた情報を、各種お知らせ
　やアンケートの送付、受信契約者情報との照合、受信料の
　お願いに使用する場合があります。

B-01

C-01

縦横比がかわるような変形
複数色指定の色変更フチ取りや光彩、シャドウづけ

単色での色づけ

文字色：赤　とり色は赤：黄を基調として、帽子色にライトグリーンを配色
使用時の注意点

省略版 きまり色

C=0,M=100,Y=100,K=10

C=0,M=0,Y=80,K=0

C=40,M=0,Y=100,K=0

単体で素材としても使用できます

A-01

B-00

C-00

省略版 単色

A-00 単色二行版

R=217,G=0,B=0

R=255,G=245,B=51

R=126,G=204,B=0

N H K の ど 自 慢 2019.12.23【 印 刷 用 C M Y K デ ー タ 】

NHK 京都放送局
「NHK のど自慢・

出場」係

604 - 851563
円

（返信用 裏）（往信用 表）

何も書かないで
ください。

①郵便番号　②住所
③名前（ふりがな）
④年齢　⑤性別
⑥電話番号
⑦職業（学生は部活
　動なども記入）
⑧歌う曲目・歌手名
⑨選曲理由

①郵便番号
②（代表者の）住所
③（代表者の）名前

63
円

（往信用 裏）（返信用 表）

　長岡京市
　　天神4丁目1-1

長岡京記念文化会館

「NHK のど自慢・
観覧」係

617 - 082463
円

（返信用 裏）（往信用 表）

何も書かないで
ください。

①郵便番号
②住所
③名前
④電話番号

①郵便番号
②申込者の住所
③申込者の名前

63
円

（往信用 裏）（返信用 表）

長岡京記念文化会館場所

11：50～ 13：15
（11：15 開場）

日時

予選会 正午から ※観覧はありません9月17日㊏
B-01

C-01

縦横比がかわるような変形
複数色指定の色変更フチ取りや光彩、シャドウづけ

単色での色づけ

文字色：赤　とり色は赤：黄を基調として、帽子色にライトグリーンを配色
使用時の注意点

省略版 きまり色

C=0,M=100,Y=100,K=10

C=0,M=0,Y=80,K=0

C=40,M=0,Y=100,K=0

単体で素材としても使用できます

A-01

B-00

C-00

省略版 単色

A-00 単色二行版

R=217,G=0,B=0

R=255,G=245,B=51

R=126,G=204,B=0

N H K の ど 自 慢 2019.12.23【 印 刷 用 C M Y K デ ー タ 】

B-01

C-01

縦横比がかわ
るような変形

複数色指定の
色変更

フチ取りや光彩
、シャドウづけ単色での色づ

け

文字色：赤　と
り色は赤：黄を

基調として、帽
子色にライトグ

リーンを配色

使用時の注意点

省略版 きまり
色

C=0,M=100
,Y=100,K=1

0

C=0,M=0,Y
=80,K=0

C=40,M=0
,Y=100,K=0

単体で素材とし
ても使用できま

す

A-01

B-00

C-00

省略版 単色

A-00 単色二
行版R=217,G=0

,B=0

R=255,G=2
45,B=51

R=126,G=2
04,B=0

N H K の
ど 自 慢

2019.12.2
3

【 印 刷 用
C M Y K

デ ー タ 】

【出場のこと】NHK京都放送局　　 ☎ 251-1111（平日午前10時～午後5時）
【観覧のこと】長岡京記念文化会館　☎ 955-5711（月曜日を除く午前9時～午後5時）問

9 ㊐18/

【
書
き
方
】

【
書
き
方
】

ゲスト

平原綾香さん 三浦大知さん 

NHK HP へ
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配信は、7月31日日 午前11時 START

長岡京市からは、男女2チームが出場
- 長岡京市バドミントンスポーツ少年団 -

昨年大好評につき
今年もやります LIVE配信決定!!

若葉カップ
特設ページ

（無観客で開催）

若葉カップ若葉カップ
38TH WAKABA CUP38TH WAKABA CUP

     

7 / 29 fri. - 8 / 1 mon. 西山公園体育館

特別協賛 :株式会社村田製作所

村田製作所様には、 高精度で空間のCO2濃度等の空間情報を測定し、 リアルタイムでデータの可視化や分析を行う
ことができる 「 空間見える化ソリューションAIRSual 」 で試合会場の安心 ･ 安全の場づくりにもご協力いただきます。

全国の舞台で戦うため、ひたむきに練習を続けてきた選手たち。なんとか皆さんと
一緒に応援したい !　 今年も株式会社村田製作所様の特別協力により、西山公園
体育館から試合の様子を生配信します!   みんなで一緒に応援しましょう‼

問 文化 · スポーツ振興課 スポーツ振興係   ☎ 955-9735  ℻ 955-3150

長岡京ライフ 2022.7　-　11



もの忘れ検診は→　問高齢介護課へ
　☎ 955-9713　℻ 951-5410

今年度のがん検診早見表
補助アリでお得！ 

検診名 対象 実施日 費用 申込 申込方法

集
団
検
診  （
保
健
セ
ン
タ
ー
）

肺がん
40歳以上
の男女

10/1 1~1 4 .1 7 100円 7 /  1~ ①市公式　　　 から 

胃がん
（レントゲン検査）

40歳以上
の男女

10/28.31 11/1.2 12/5.6 700円 7 /  1~
②申込フォームから

③メール・はがき・
　窓口で乳がん

西
暦 「 

奇
数
年
」 生
ま
れ
の
人 

で

40歳
以上の
女性

＊胃がん検診と
セットでも受診できます。 700円 7 /  1~

個
別
検
診

乳がん
（京都済生会病院）

\ 今年から大幅拡充 /

月～金 平まで日毎日 700円 実
施
中

①申込フォームから
②メール・ はがき・ 窓口で

子宮頸
　　がん

20歳
以上の
女性

12月の
医療機関の
最終診療日まで

800円 乙訓管内の委託医療機関で
直接受診できます

大腸
　　がん

40歳以上
の男女

500円 7 /  1̃
受診が
できます前立腺

　　がん
55歳以上
の男性

300円

委託医療機関の
一覧はこちら

申 請

メニューを
タップ

QRを
スキャン

　　　　　　　「希望する検診名 」 と 「 氏名 ・
 生年月日 ・ 住所 ・ 連絡先 」 を書いて下記へ

子宮頸がん検診は、
乙訓管外の医療機関でも
受診できます。
＊事前に申込が必要です。

12/5.6

2人に1人はがんになる時代。
定期的な検診が、あなたの命を守ります。

＊13日は、 ローソン長岡京ガラシャ通り店

検診名 対象 費用
胃がんリスク検診 55歳の人 500円
肝炎ウイルス検診 40歳の人

無 料もの忘れ検診 40·45·50·55·60·65·70歳の人
長寿健康診査 75歳以上の人

こちらもチェック！

対象の年齢の人に通知が届きます。このチャンスに、ぜひ受診を。

受診申込は、下記↓まで

問健康づくり推進課
　☎ 955-9705　℻ 955-2054
　  kenkou@city.nagaokakyo.lg.jp

　〶 617-8501（住所記載不要）
　＊必ず 「健康づくり推進課 宛」 と
　 　　宛先を記載してください。

 * 満70歳以上や市民税非課税世帯などは、受診費用免除制度があります。（市民税非課税世帯は、事前に申請が必要です。）
⁑ 市の乳がん検診 ・ 子宮頸がん検診を初めて受診する場合は、西暦 「偶数年」 生まれの人も申し込めます。

⁑

*

くわしくは
こちら

集団検診会場は、
【保健センター】
（今里北ノ町）

① ０歳～中学３年生【子育て支援医療費助成制度】
　⇒１医療機関につき自己負担額が月200円

② 65 ～ 69歳の所得税非課税世帯【老人医療制度】
　⇒医療機関での自己負担の割合が２割
③ ひとり親家庭（所得制限あり）【ひとり親医療制度】
　ひとり親が扶養する高校３年生までの子とその親
　⇒医療機関での自己負担額分を助成

④ 重度の身体障がいなど（所得制限あり）
　【障がい者医療制度】【重度心身障がい老人健康管理事業】

 ⇒次のいずれかを満たす人に、医療機関での自己負担額分を助成
　 ○ 身障手帳１・２級　○ 療育手帳Ａ判定　○ 身障手帳３級で知能指数
　50以下の判定　 ○ 身障手帳３級で世帯全員が住民税非課税

助成を受けるには申請が必要です。
詳しくは市ホームページへ
問 医療年金課医療係　☎ 955-9519　℻ 951-5410

＊②～④は、所得判定後、7月下旬に新しい受給者証を送付します。

申請で医療費の自己負担が
軽くなる制度があります

12　-　長岡京ライフ 2022.7



問 国民健康保険課 国保係
☎ 955-9511 ℻ 951-1929
〶617-8501（住所記載不要）

医療費が高額になるときに使う
限度額適用認定証

70˜74歳の
高齢受給者証

対象の人には、
　　7月初旬に

受診券が　　
　届きます。

有効期限は 更新手続きは
7/19 か

ら㊋
7/31 ま

で㊐
毎年、窓口が
混み合います

郵送でも更新手続きができます。

をセットで国保係へ

限度額適用申請書
本人確認書類（写し）

お知らせ

40歳からの
特定健康診査 月　受診できます！7

人間ドックを希望する人は、上記のピンク色の
封筒と保険証を持って、窓口へお越しください。 1

2 3
有効期限は 新しい受給者証は

ご自宅に届きます。

7/31 ま
で㊐

7/ 

か
ら

申 請
　市公式　　　 から メニューを

タップ！

市役所に行かなくても、LINEで更新手続きができます。
お友だち登録が
まだの人は
こちらから

～ 7 8月 9月 10月～

75歳以上の人
後期高齢者医療の
お知らせ

令和4年度の変更点

保険料が
改定されました

保険料の基準は、2年に1度見直されます。
今年度保険料の決定通知は、 7 に届きます。

保険証が

2回
変わります

医療制度の見直しにより、現在医療費の窓口負担
割合が1割の人のうち、一定以上の所得がある人は、
10月から窓口負担割合が2割*になります。
＊今後3年間、 「 １か月の外来医療の負担増加額 」 を
　3,000円までに抑える配慮措置があります。

それに伴い、8 と10 の2回、
被保険者全員
4 4 4 4 4 4

の保険証が変わります。
軽減や減免が
受けられる
場合があります

　コロナの影響で収入が
減少した人や、 一定の条件
に当てはまる人は、 保険料
を軽減 ・ 減免できる場合が
あります。
　詳しくは、 保険料の決定
通知に同封するチラシを
ご確認ください。

問 医療年金課 医療係
☎ 955-9519 ℻ 951-5410
〶617-8501（住所記載不要）

保険証切り替わりスケジュール

現在の保険証
（橙色）

7 までに届く
保険証（藤色）

9 まで
に届く
保険証（うぐいす色）

届いたらすぐに使えます

届いたらすぐに使えます

有効期限は
7/31 ま

で㊐

有効期限は
9/30 ま

で㊎

くわしくは
市HPへ
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各種支援策情報

　給付額は対象児童１人当たり５万円です。昨年度
に１度受給した世帯も要件に該当すれば対象です。

【ひとり親世帯分】
▶対象＝次のいずれかに該当する人
　①令和４年４月分の児童扶養手当を受給している
　②公的年金給付などを受けていて、児童扶養手当
を受給していない（所得制限あり）

　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

▶申請＝①は不要。対象の人には案内を送付します
　　　　②③は下記担当課へ
＊扶養義務者の所得で児童扶養手当が全部停止にな
っているひとり親世帯の人も、家計の急変で非課
税相当の収入となっている場合は、下記で支給対
象となる場合があります。

【ひとり親世帯以外分】
▶対象＝平成16年４月２日（障がい児は平成14年４
月２日）～令和５年２月28日生まれの子を養育す
る、令和４年度住民税の均等割が非課税か、今年
１月１日以降家計が急変し、住民税非課税相当収
入となった人
▶申請＝下記担当課へ。申請不要で支給対象となる
人には、案内を送付します

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

【家計急変世帯分】
▶対象＝新型コロナウイルスの影響で、今年１月以
降の収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当の
収入となった人
▶手続き＝９月30日㈮までに下記へ申請書を提出し
てください。申請書は下記と社会福祉課にあります。
市ホームページからもダウンロードできます

問長岡京市社会福祉協議会（バンビオ内）
　☎ 963-6699　℻ 958-6909

子育て世帯生活支援特別給付金
子育て世帯の方へ

住民税非課税世帯等への臨時特別給付金
非課税世帯・家計急変世帯の方へ

　給付額は１世帯当たり10万円、受け取るためには
手続きが必要です。昨年度に受給していない世帯が
対象（受給は１世帯１回）です。
詳しくは市ホームページへ。

7月末から順次書類が届きます。

【非課税世帯分】

▶対象＝令和４年６月１日現在で、本市の住民基本
台帳に登録されており、世帯全員の令和４年度住民
税均等割が非課税の世帯
▶手続き＝市から７月末までに確認書が届きます。
内容を確認し、下記へ返信してください。令和４年
１月２日以降に転入した人が世帯にいる場合には、
８月末以降に確認書が届きます

問長岡京市臨時特別給付金担当
　☎ 955-9545　℻ 951-5410
　〒617-8501（住所記載不要）

８月１日㈪～10日㈬
市役所北棟１階で
窓口を開設予定

＊DVなどの理由で住所地以外に避難中の人は、いま住
　んでいる市区町村から受給できる可能性があります。

ひとり親
詳細

その他世帯
詳細

市HPへ

■ ４回目接種　接種券を順次発送中
　接種の予約方法や日程は、接種券と同封の
チラシをご確認ください。
＊１～３回目接種を希望する人は、下記へご相談ください。

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
　　 vaccine@city.nagaokakyo.lg.jp

市HPへ

４
回
目
対
象
の
人

①60歳以上の人
　接種券：３回目接種から５カ月経過後に送付
②18～ 59歳で、
　・基礎疾患がある人　または
　・重症化リスクが高いと医師が認める人
　接種券：申請が必要な場合があります。
　　　　　詳しくは左記か、市ホームページへ。

ワクチン情報
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　令和３年度の一般会計は、前年度からの繰越事業費と12回の補正
を合わせ、３月末の予算現額が398億4,200万円となりました。
問財政課 財政係　☎ 955-9541　℻ 951-5410
＊グラフ内の数字は、万円未満を切り捨てています。
＊詳しい財政公表資料は、市役所の「市民情報コーナー」や、各公共施設の
「行政資料展示コーナー」でご覧いただけます。

民生費　・子ども見守り宅食支援
　　　　・愛のタクシー事業助成額を拡充
総務費　・防災備蓄物資の更新
衛生費　・指定ごみ袋制度導入などによるごみ減量化
土木費　・阪急長岡天神駅周辺整備に向けた調査や用地取得
教育費　・市内公立小中学校でタブレット端末の本格運用開始

0 5000000 10000000 15000000 200000000 3000000 6000000 90000001200000015000000

主な歳入（市の収入） 主な歳出（市の支出）

　新型コロナ対策などへの補助金の増加により、国庫
支出金が例年より多くなっています。

市税

国庫支出金

市債

地方交付税

府支出金

地方消費税交付金

繰越金

民生費

総務費

衛生費

土木費

教育費

公債費

35億4,489万円
35億4,489万円（100.0％）

24億5,964万円
13億9,212万円（56.6％）

17億7,759万円
17億7,759万円（100.0％）

36億6,043万円
25億709万円（68.5％）
32億9,340万円
25億9,040万円（78.7％）

27億7,573万円
27億6,164万円（99.5％）

予算現額
収入済額（収入率）

　子育て世帯への臨時特別給付金などの給付により、
民生費の支出額が例年より多くなっています。

51億9,790万円
  5億6,850万円（10.9％）

100億955万円
  92億1,920万円（92.1％）

123億9,127万円
121億7,048万円（98.2％）

＊市債や府支出金などは、事業の完了に
合わせて４月１日～５月31日に収入さ
れるため、３月末時点では予算に対す
る収入率が低くなっています。

48億5,224万円
25億40万円（51.5％）

予算現額
支出済額（執行率）

154億8,638万円
131億9,589万円（85.2％）

150
（億円）

0 20 40 60

78億9,577万円
32億8,078万円（41.6％）

0 20 40 120
（億円）

15億5,167万円
18億9,044万円（121.8％）

100

令和３年度

財政状況３月末
時点

総額
398億
4,200万円

収入済額
327億2,856万円（82.1％）

支出済額
284億4,916万円（71.4％）主な事業内容

80

総額
398億
4,200万円

埋蔵文化財センター は設立　　周年
　本市には、今から約1200年前の都「長岡京」をはじめ、さまざまな歴史
遺跡が残っています。センターでは、歴史をひもとく手がかりを発掘して
記録・保存・公開しています。 問（公財）長岡京市埋蔵文化財センター

　☎ 955-3622　℻ 951-0427

勝龍寺城跡本丸と沼田丸の発掘調査→
（昭和63年～平成元年）　

　大河ドラマ「麒麟がくる」でも名前が知られた
勝龍寺城。調査の結果、石が積まれた本丸の土塁や、
北門の枡

ますがた

形虎
こ ぐ ち

口（四角に囲われた城の入り口）など
の特徴を持ち、近世城郭の確立につながる貴重な
城であったことが分かりました。

← JR長岡京駅西口再開発に伴う発掘調査
（平成10年～ 16年）　　　

　再開発に伴う調査の結果、長岡京時代の建物
の柱穴などが多数確認されました。写真の場所
には現在、バンビオがあります。

↑常設展示室
　パネル展示「長岡京10年」や
「長岡京デザイン缶バッジプレゼ
ント」を開催中！

12月まで、毎月違う
デザインの缶バッジが

もらえるよ～

センター公式キャラクター
「まいぞう君」

40

☆
☆

☆
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＊ 6月22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。

広
告

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‼

参加しよう
夏休みの自由研究にいかが
親子で楽しめる わくわく講座
●段ボールで作ろう！　ドリル車
▶日時＝①7月26日㈫午後1時～ 3
時 ②31日㈰午前10時～正午　▶対
象＝小学生と保護者（各回4組）　▶
申込＝7月2日㈯午前10時から
●プログラミングdeトイドローン
　を飛ばそう
▶日時＝8月18日㈭午後1時10分～
2時45分　▶対象＝小学生（10人。
親子参加可）　▶申込＝7月15日㈮
午前10時から
【共通事項】▶場所＝バンビオ　▶
費用＝800円
問生涯学習団体交流室
　☎ 963-5518　℻ 963-5519

西山公園・子どもの森フェスタ
竹のおもちゃやイカダで遊ぼう
▶日時・場所＝8月1日㈪午前10時
～正午、西山公園　▶対象＝市内在
住の小学生（15人）　▶費用＝300
円　▶申込＝7月26日㈫まで
問（公財）長岡京市緑の協会
　☎ 952-1900　℻ 952-1905

ポールウオークで
西国街道や勝龍寺を巡ろう

▶日時・集合＝7月15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

国登録文化財「なかの邸」で
味わう リラックスヨガ体験
▶日時・場所＝7月10日㈰午後1時
～ 3時、なかの邸　▶定員＝10人
（子ども同伴可）　▶費用＝3,000
円（飲み物、お土産付き）　
▶申込＝7月1日㈮から
問らしく長岡京事務局
　☎ 090-7356-2855

アイデアを形にしよう
陶芸教室（全3回）

▶日時・場所＝7月23・30日の㊏、
北開田会館、8月20日㈯、中央公民
館 ①午前9時15分～ 11時15分 ②
午前11時30分～午後1時30分 ③午
後1時45分～3時45分　▶対象＝市
内在住・在勤の人（①②7人、③6人。
小学生以下は保護者同伴）　▶費用
＝500円　▶申込＝7月1日㈮午前9
時から
問北開田会館
　☎ 955-8844　℻ 955-8845

整形外科医のミニ講演＆相談会　
腰の痛みについて

▶日時・場所＝7月15日㈮午後1時
30分～ 3時、保健センター　▶定員
＝15人　▶申込＝7月8日㈮まで
問健康づくり推進課
　☎ 955-9705　℻ 955-2054 申込は

こちらから

名月の宴を彩ろう
牛乳パックでランタンづくり

　夏休みの自由研究にもピッタリ♪
▶日時・場所＝8月3日㈬・
9日㈫午前9時30分～正
午、市役所　▶対象＝市
内在住の小学生（各回25
人。3年生以下は保護者
同伴）　▶費用＝100円　
▶申込＝7月1日㈮から
問長岡京市文化協会事務局
　（文化・スポーツ振興課内）
　☎ 955-9734　℻ 955-3150

詳しくはこちら
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●男女共同参画審議会
▶日時・場所＝7月12日㈫午前10時
～正午、市役所　▶定員＝5人　▶
内容＝男女共同参画計画（第7次計
画）関連施策の進行管理、各種報告
など　▶申込＝7月11日㈪午前10時
まで
問男女共同参画センター“いこ～る”プラス
　☎ 963-5501　℻ 963-5521
　  danjo-c
●自分ごと化会議・（仮称）自治振興
条例検討委員会合同会議

▶日時・場所＝7月17・24日の㊐
午前10時～午後0時30分と午後1時
30分～ 4時、産業文化会館　▶定
員＝各回抽選で5人　▶内容＝条例
案の検討　▶申込＝7月15日㈮午後
5時まで
問自治振興室市民参画協働担当
　☎ 955-3164　℻ 951-5410
　  jichishinkou

家庭菜園と太陽光発電でプチ自給自足を始めました。毎日の天気が前より気になり、毎日が
楽しくなりました。 （奥海印寺・30代・TKSさん）  み

んな
の環境メッセージ

●地域健康福祉推進委員会
　障がい福祉部会
▶日時・場所＝7月26日㈫午後1時
30分から、図書館　▶定員＝5人　
▶内容＝障がい者（児）福祉基本計画
と福祉計画について など　▶申込＝
7月25日㈪まで　▶手話通訳・要約
筆記＝7月15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　℻ 952-0001
　  syougaifukushi
●（仮称）中小企業振興条例検討会
▶日時・場所＝7月29日㈮午前10時
30分から、産業文化会館　▶定員
＝抽選で5人　▶内容＝条例案につ
いて など　▶申込＝7月27日㈬午後
5時まで　▶手話通訳・要約筆記＝7
月21日㈭までに要申込
問商工観光課商工振興係
　☎ 955-9688　℻ 951-5410
　  syoukoukankou

神足ふれあい町家でプロが施術
癒しのマッサージ体験

　国家資格をもつ視覚障がい者が施術。
▶日時・場所＝7月17日㈰午前10
時～午後3時、神足ふれあい町家　
▶対象＝市内在住・在勤の人（36人）　
▶申込＝7月1日㈮から。当日は開
始15分前から整理券を配布
問神足ふれあい町家
　☎ 951-5175　℻ 202-9239

野外料理やゲームで自然を満喫！
日帰りサマーキャンプ

　全日日帰りです。事前研修あり。
▶日時・場所＝8月7日㈰～ 9日㈫、
青少年野外活動総合センター友愛の
丘（城陽市）　▶対象＝市内在住の小
学4年生～中学生で3日間とも参加
できる人（抽選で25人）　
▶費用＝8,000円　▶申
込＝7月11日㈪まで
問生涯学習課生涯学習係
　☎ 955-9534　℻ 955-9526

詳細は
こちらから

サマーナイト・カフェ
in バンビオ広場公園

　駅前がオープンカフェ＆バーに変
身！　暑い夏の夜を、音楽とともに。
▶日時＝7月29日㈮、8月5日㈮午後6
時～ 8時30分
問長岡京市バンビオ広場公園等
　にぎわい創出事業実行委員会事務局
　☎ 951-4300　℻ 951-4305

商工会の夏まつり 浴衣DEナイト！
　暑い夏の夕暮れ、浴衣の人も、浴
衣でない人も、来て、見て、踊って、
あつ～く楽しもう♪
▶日時・場所＝8月13日㈯午後3時
～ 8時、産業文化会館　▶内容＝出
店（飲食など）、ダンス（なるこ踊り・
ヒップホップ・舞踊など）
問長岡京市商工会青年部事務局
　☎ 951-8029　℻ 958-2473

神足商店会夏まつり
暑さもコロナも吹き飛ばせ！
▶日時・場所＝7月23日㈯・24日㈰
午前11時～午後7時、バンビオ広場
公園　▶内容＝カラオケ大会（23日
予選、24日決勝）、長岡京音頭やダ
ンスの披露、市内飲食店の出店、物
販など
問神足商店会 藤岡
　☎ 090-6825-3115　℻ 952-3939

バンビオ七夕まつり
　願い事を書いた短冊を笹に飾ろう♪
▶日時＝7月7日㈭まで

夏のひととき
を

楽しもう♪ 長岡京市の夏を彩るお祭りが復活！　暑さを吹き飛ばして楽しもう♪

傍聴しませんか
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手芸や和裁などの内職
始めませんか

▶対象＝市内在住の人　▶会費＝月100円　▶技術講習もあります。詳しくは㊊㊌㊎の午前
9時～午後 4時に右記へ 問長岡京市内職友の会　☎ 952-6060　℻ 953-2343

あなたの声を届けよう
市民と議会の意見交換会

　議員が直接お話します。皆さんの
意見を聞かせてください。
▶日時・場所＝7月31日㈰午後2時
から、バンビオ　▶手話通訳・要約
筆記あり
問議会事務局議事調査係
　☎ 955-9731　℻ 951-4091

「漢字力」をステップアップ
漢字検定 10 ～２級

▶日時・場所＝8月23日㈫ ① 【10
～ 8級】午前10時から ② 【7 ～ 2
級】午後1時から、バンビオ　▶定
員＝各28人　▶検定料＝1,500円
～ 3,500円（級による）　▶申込＝7
月1日㈮午前10時～15日㈮午後5時
に検定料を持って下記へ
問生涯学習団体交流室
　☎ 963-5518　℻ 963-5519

あなたの“学びたい”が見つかる
市民企画講座

【共通事項】▶場所＝中央公民館　
▶対象＝市内在住・在勤の人（小学
生以下は保護者同伴）　▶申込＝ 7
月 1日㈮午前 11時から
問中央公民館
　☎ 951-1278　℻ 955-4774
●なつかしい歌を歌いましょう
　《企画：童謡コーラス「四つ葉会」》
▶日時＝ 7月 22日㈮午後 2時～ 3
時 30 分　▶対象＝おおむね 50 歳
以上（30人）
● 一人でも踊れる社交ダンス
　《企画：辻本祐布子》
▶日時＝ 7月 30 日㈯午前 10 時～
11時 30分　▶定員＝ 10人

●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＝ 8 月 4 日㈭午前 10 時～
11時 30分　▶定員＝ 25人
●初級レザークラフト  トートバッグ作り
　《企画：石神誠》
▶日時＝ 7月 28 日㈭午前 9時 30
分～ 11 時 30 分　▶定員＝ 5 人　
▶費用＝ 2,000 円
●クラフトワークス ドライフラワー
スワッグガーランド作り

　《企画：宮澤由佳》
▶日時＝7月 22日㈮午前 9 時 30
分 ～ 11 時 30 分　
▶定員＝10人
▶費用＝300円
●作るは楽し手仕事♪
　《企画：乙訓ハンドワークカフェ》
▶日時・内容＝① 7月30日㈯、エ
コヤーンで作る布草履 ② 8月6日
㈯、親子で作る布草履　▶時間＝午
後1時30分～4時30分　▶定員・
対象＝① 5人 ②小学生以上とその
保護者（5組）　▶費用＝1,000円
●ふんどしパンツで身体と心をゆる
めよう《企画：土居亜季》

▶日時＝7月12日㈫午前10時～11時
45分　▶対象＝女性（10人）　▶費用＝
600円　▶託児＝6か月～就学前（1人）
●子ども夏休み企画【防災講座】
　災害が起こったら、を体験する
　《企画：チーム防災OTOKUNI》
▶日時＝7月21日㈭午前10時～11
時30分　▶対象＝小学生以上（20人）
●長岡京市竹ドミノ大会《企画：長
岡京市環境の都づくり会議》

▶日時＝ 7月 23日㈯午後 2時～ 4
時　▶対象＝小学生以上（30人）

●笑って子育て  《企画：澤田和子》
▶日時＝ 7 月 28 日㈭午前 10 時
30 分～ 11 時 30 分　▶内容＝笑
いヨガを通して歌とゲームを楽しむ　
▶対象＝ 0～ 4 歳の子とその保護
者（10組）
●子どもと育むお片付け習慣
　声掛けと進め方 《企画：田村麻実子》
▶日時＝ 7月 15 日㈮午前 10 時～
11 時 30 分　▶対象＝ 20 ～ 40 歳
代の子育て中の女性（15人）
●ちょっと気になる我が子の育ちを
支えるために  《企画：武重佳子》

▶日時＝ 7月 24日㈰午後 2時～ 4
時　▶対象＝子育て中の保護者や支
援者（20人）
●自然に親しみ自然を守ろう
　《企画：乙訓の自然を守る会》
▶日時＝ 8月 13 日㈯午後 6時 30
分～ 8時 30分　▶内容＝長岡京市
の自然についてスライドで紹介　▶
対象＝中学生以上（20人）
●パネルシアター養成講座
　入門から応用まで《企画：髙橋司》
▶日時＝8月6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＝7月10日㈰午前10時～正午　
▶定員＝30人
●現役日本語教師と学ぶ「やさしい
日本語」　《企画：岸田久美子》

▶日時＝ 7 月 26 日㈫午前 10 時
30分～ 11時 30分　▶内容＝コロ
ナ禍における外国人留学生の生活を
学ぶ　▶定員＝ 15 人　▶託児＝ 7
月 17 日㈰までに要申込（6か月以
上、2人）



S e v e n  S t r e e t  L a b o  O p e n !

問長岡京セブンストリート・ラボ運営委員会　 sebulabo@gmail.com
　商工観光課商工振興係　☎ 955-9688　℻ 951-5410

新田保育所跡地が “みんなのひろば ”

として
オープン！セブラボ

使用区分
午前 9～12時 午後① 12～15時 午後② 15～18時 全日９～18時

使用料金 １区分 全日
全面

約1,600㎡
土 ･日･祝 4,000 円 10,000 円
平日 3,000 円 7,500 円

A・Bエリア
片面

土 ･日･祝 2,000 円 5,000 円
平日 1,500 円 3,750 円

共用エリア
＊１ブースあたり

土 ･日･祝 400円 1,000 円
平日 300円 750円

＊キッチンカーやテントで出店する際の料金です。
＊使用区分の時間外の利用を希望する場合はご相談ください。

〇 セブラボの基本情報
▷開放時間　午前９時～午後
７時
▷ベンチや手洗い場あり
▷占用使用なら電源使用可
＊令和 5年度末までの暫定
利用です。

個人や
グループで
くつろいだり
自由に使う

自由使用

非営利の
サークルなど
特定の目的で
使う

行為使用

イベントなど
営利・非営利を
問わず特定の
目的で使う

占用使用
＊行為使用（無料）・占用使用（有料）は予約制です。
＊セブラボ運営委員会のホームページで空き状況を確認のうえ、
メールで仮予約してください。
＊予約方法や使用料金の支払い方法などはホーム
ページからご覧ください。

QR
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セ
ブ
ラ
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会
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井
勇
介
さ
ん

　新田保育所の跡地を有効活用したい！と
いう周辺の商店主や住民の思いから、運
営委員会をつくりました。「地域とのつなが
りを持てるひろばをつくる！」を合言葉に、
居心地が良く、にぎわいを生み出す空間を
つくっていきます！

居心地が良い、にぎわいの空間に！

共用エリア

Bエリア Aエリア

芝生
駐
輪
場
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広
告

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＝7月6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

親子で地域交流を
セブラボシネマ

　「ドクタードリトル」を上映
します。参加者同士の交流も楽
しみましょう♪
▶日時・場所＝7月9日㈯午後7
時～ 9時（午後5時30分開場）、
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（ワンドリ
ンク付き）　▶申込
＝7月1日㈮から右
記QRコードかメー
ルで
問長岡京セブンストリート・ラボ
　運営委員会
　　sebulabo@gmail.com

申込は
こちらから

科学遊びや本の展示・紹介も
図書館で “わくわく ”学ぼう
　いずれも図書館で開催します。
●よもう！　たのしもう！　かがくの本！　
知りたい？　聞きたい！　新幹線その１

▶日時＝7月16日㈯午後1時～ 2時
30分　▶対象＝小学生以上（10組
25人。親子・きょうだいでの参加可）　
▶申込＝7月2日㈯午前10時から

●身近な科学あそび
　「光」水にしずめると絵が消える？
▶日時＝7月29日㈮午
前10時15分 ～ 正 午　
▶対象＝市内在住の
小学生（30人）　▶費
用＝100円　▶申込＝7月2日㈯から
●おすすめ本の座談会！　ビブリオトーク
　「おもい」をテーマに、おすすめ
本を紹介し合い、語り合いませんか。
▶日時＝8月6日㈯午前11時～11時
45分　▶対象＝中学生以上（発表者
6人、観覧者6人）　▶申込＝7月6日
㈬午前10時から
●平和を考える図書の展示と読み聞かせ
▶日時＝〔展示〕7月2日㈯～ 8月31
日㈬　〔読み聞かせ〕7月23日㈯午前
11時～ 11時30分　▶対象＝おおむ
ね4歳から
問図書館
　☎ 951-4646　℻ 957-0732
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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 王子クリニック ☎754-7555
　　 （向日市森本町下森本9-1）

24日 長岡京病院 ☎955-1151
　　 （天神1-20-10）

10日 村西医院 ☎955-4723
　　 （友岡4-16-6）

31日 新河端病院 ☎954-3136
　　 （一文橋2-31-1）

17日 向日回生病院 ☎934-6881
　　 （向日市物集女町中海道92-12）

18日 京都済生会病院 ☎955-0111
　　 （下海印寺下内田101）

㊐㊗㊡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）

20　-　長岡京ライフ 2022.7

税のお支払い
は確実に♪ 固定資産税・都市計画税の第2期納期限（口座振替日）は8月1日㈪です。納税には、便利で確実な口座振

替をご利用ください。すでにご利用の場合は、残高の確認をお願いします。 問税務課　☎ 955-9509

園児の給食調理を担う
新田保育所の調理員

▶勤務時間＝平日の① ㊊～㊎午前8
時30分～午後5時、㊏午前8時30分
～午後0時30分（月1 ～ 2回） ② ㊊
～㊎午前8時30分～午後0時30分
（時間相談可）　▶賃金＝①日額
7,447円、賞与等あり ②時給992円　
▶選考＝面接　▶申込・採用＝随時
問子育て支援課保育係（分庁舎３）
　☎ 955-9518　℻ 952-0001

健康づくりや創作活動
きりしま苑でやってみよう

●認知症予防や体力づくりに
　スクエアステップ
▶日時＝7月14日、8月4日の㊍午
後2時～ 3時　▶対象＝60歳以上
（各回20人）　▶申込＝7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＝7月21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＝7月26日㈫午後1時15分～
1時45分　▶対象＝60歳以上
●夏の陶芸教室
▶日時＝7月29日㈮午後1時30分～
3時30分　▶対象＝60歳以上（8人）　
▶費用＝500円　▶申込＝7月1日
㈮午後2時から
●夏の子ども陶芸教室
▶日時＝7月30日㈯午前10時～正
午と午後1時30分～3時30分　▶対
象＝3歳～小学生と保護者（各回8
組。3年生以下は保護者同伴）　▶
費用＝500円　▶申込＝7月11日㈪
まで

「きこえ」のことで困って
いませんか【きこえの教室】

▶日時・場所＝7月5日㈫午後2時か
ら、分庁舎3　▶内容＝言語聴覚士
によるきこえの仕組みと補聴器の話　
▶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 応募しよう

放課後児童クラブ
アルバイト指導員

●専任補助員
▶勤務時間＝平日午後1時～ 6時30
分、㊏午前8時30分～午後6時に6
時間程度　▶賃金＝時給1,011円、
期末手当2.4か月分
●補助員
▶勤務時間＝平日午後1時～ 6時、
㊏午前8時30分～午後6時に6時間
程度　▶賃金＝時給992円
＊長期休業期間のみの勤務も可。
【共通事項】
▶勤務地＝市内小学校（第五・七・
九・十小を除く）　▶勤務期間＝来年
3月末まで（更新あり）　▶選考＝書
類と面接　▶申込＝随時
問生涯学習課放課後児童クラブ担当
　☎ 955-9546　℻ 955-9526

指定管理者候補者
評価委員会委員

▶対象＝市内在住・在勤・在学の20
歳以上　▶募集人数＝2人　▶任期
＝令和6年3月31日まで　▶委員会日
程＝10月上旬の平日　▶謝礼＝1候
補者の評価につき5,000円（今年度、
来年度とも1候補者を評価予定）　▶
選考方法＝書類　▶応募＝7月29日
㈮必着
問公共資産活用推進室公共資産活用担当
　☎ 955-3161　℻ 951-5410
　  koukyoushisan

18歳から応募できます
航空学生・一般曹候補生

▶対象＝航空（海）は22歳
まで、航空（空）は20歳ま
で、一般曹は32歳まで
問自衛隊京都地方協力本部
　宇治地域事務所
　☎ 0774-44-7139

応募は
こちらから

心和らぐ緑の魅力 写真で伝えて
グリーンカーテンコンテスト
▶応募＝応募用紙と、設置状況が分
かる写真を、8月31日㈬までに郵送か
メールで下記へ
＊応募用紙は協会ホームページから
ダウンロードできます。
＊作品は広報紙や協会
ホームページなどに掲
載することがあります。
問（公財）長岡京市緑の協会
　☎ 952-1900　℻ 952-1905
　nagaokakyo_midori@gaia.eonet.ne.jp

緑の協会HP

●子育てミニ教室「おやこ体操」
▶日時＝8月2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＝7月12日㈫午後2時から
問きりしま苑
　☎ 956-0294　℻ 956-0290
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☎
犯罪・非行の防止と罪を犯した人の更生に理解を深め、力を合わせ、明
るい社会を築きましょう。 問生涯学習課　☎ 955-9534　℻ 955-9526

【社会を明るくする運動】7月1日は
更生保護の日・７月は強調月間

祭祭LINE
クーポン

長岡京市

　市公式 LINEをお友だち登録して、画面を見せるだけで使
えるお得なクーポンを手に入れよう。使えるお店は、広報紙と
一緒に配られるチラシや市ホームページで紹介しています▶▶

問商工観光課商工振興係　☎ 955-9688　℻ 951-5410

【配信期間】
　毎週水曜日に更新。配信
日から2週間使えます。
 ①7月6日㈬～ 19日㈫
 ②7月13日㈬～ 26日㈫
 ③7月20日㈬～ 8月2日㈫

お友だち登録は
こちらから ▶▶

　お友だち登録の方法やクーポンの使い
方など、お気軽にご相談ください。
▶日時・場所＝7月4日㈪・5日㈫午前9
時～午後5時、市役所南棟1階

サポート窓口、開設します

＊登録店舗もまだまだ募集中です。申し込み
は7月13日㈬まで。詳しくは下記へ。

最大
20％ おト・ ・

ク
7月6日㊌ 配信開始

夏休みに作ってみよう！
ポスター・標語・グラフ作品
●選挙啓発ポスターと標語
　優秀作品は、府や全国のコンクー
ルに出展されます。
▶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〕四つ切りか八つ切り
の画用紙 〔標語〕おおむね20文字
以内　▶応募＝9月9日㈮必着
問市選挙管理委員会事務局（総務課内）
　☎ 955-9547　℻ 951-5410
●統計グラフコンクール
▶対象＝府内在住・在勤・在学の小
学生以上　▶部門＝手書き統計グラ
フの部、パソコン統計グラフの部　
▶内容＝〔小学4年生以下〕自分で
観察・調査した結果をグラフにした
作品 〔小学5年生以上〕自由　▶規
格＝ B2版　▶応募＝8
月29日㈪までに市総務
課か、9月7日㈬必着で
下記へ
問京都府企画統計課
　☎ 414-4487　℻ 414-4482

HPはこちらから

ジェンダー平等社会への
メッセージやエピソード

▶テーマ＝男女が共に自分らしく生き
られる未来へ　▶募集内容＝「性別
で不平等を感じること」「こうなった
らいいなと望む未来の姿」「男女共
同参画の日常の1こま」をメッセージ、
エピソード、写真などで　
▶応募＝応募用紙に必
要事項を記載し、11月
21日㈪までに下記へ
問男女共同参画センター“いこ～る”プラス
　☎ 963-5501　℻ 963-5521
　  danjo-c

詳細はこちら

コロナ禍の支援策
生理用品の無償配布

▶配布期間＝7月1日㈮から　▶配布
場所＝社会福祉課（分庁舎3）、男女
共同参画センター（バンビオ）　▶
受取方法＝窓口やホームページ掲載の
「ミモザカード」を提示。1回につき
昼用1袋（22個入り）と夜用1袋（10個
入り）を配布。必
要なときに何度
でも受け取り可。
なくなり次第終了
問男女共同参画センター“いこ～る”プラス
　☎ 963-5501　℻ 963-5521

戦没者遺族の人へ 京都府戦没者
追悼式・第11回特別弔慰金

●京都府戦没者追悼式
▶日にち・場所＝10月18日㈫、京都
国際会館　▶対象＝戦没者の配偶者・
子・父母・きょうだい・孫・三親等以
内の親族　▶申込＝7月28日㈭まで
●第11回特別弔慰金
　令和2年4月から受け付けている分
です。請求期限は来年3月31日です。
▶対象＝戦没者などの三親等以内の
親族の中で1人　▶支給内容＝額面
25万円の国債（年5万円×5年）
問社会福祉課地域福祉・労政係（分庁舎3）
　☎ 955-9516　℻ 951-7739

確認してください

文化財保存活用地域計画への
意見（パブコメ）

　計画案は、市役所や市ホームペー
ジなどで公開しています。寄せられ
た意見は、個人情報を除いて公開し
ます。意見への直接回答はしません。
▶募集期間＝7月1日㈮～ 8月1日㈪
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

飼い主のいない猫の
不妊・去勢手術費などを補助
▶補助対象者＝市内在住の人・市内で
活動する団体　▶補助額＝1頭5,000
円以内　▶申込＝7月1日㈮から
＊諸条件あり。詳しくは下記へ。
問環境政策室環境保全担当
　☎ 955-9685　℻ 951-5410

夏の交通事故防止府民運動
７月21日㊍～30日㊏
あがる手に 笑顔でゆずる 京の夏

　安全運転を心がけ、交通ルールを
守って楽しい夏を過ごしましょう。
問交通政策課交通対策係　☎ 955-9686

ミ
モ
ザ
カ
ー
ド

　電話応対品質の向上や業務の公
正な執行、犯罪の防止を目的に、
市役所本庁舎、分庁舎1・2の電話
に通話録音機能を試験導入します。
「市役所への電話」「市役所から
の電話」の両方が録音の対象です。
問公共資産活用推進室
　☎ 955-9680　℻ 951-5410

8月から市役所の電話に
通話録音機能を試験導入
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7月7・21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

７/21㊍～８/ 25㊍は
小学生無料！

はっぴぃバス

　小学3年生以下は、保護者同伴
で乗車してください。
問交通政策課交通政策担当
　☎ 955-3160　℻ 951-5410

７月は児童扶養手当の支給月
振り込みは７月11日㊊です
　5月（新規認定者は認定月）～6月分
の児童扶養手当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。
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。
問子育て支援課子育て支援係（分庁舎3）
　☎ 955-9558　℻ 952-0001

業務用「はかり」は受検必須
特定計量器定期検査

▶日時・場所＝7月7日㈭・8日㈮午
前10時～午後3時、産業文化会館　
▶持ち物＝対象のはかり、検査手数
料、通知のはがき　▶家庭用計量器
の無料検査も実施
問（一社）京都府計量協会
　☎ 415-3166　℻ 415-3171

国民年金保険料の免除制度
７月１日㊎から受付開始

▶対象＝次の要件のいずれかに該
当する人①前年中の所得が少ない
人 ②失業し納付が難しい人 ③災害
など特例的な事由に該当する人（新
型コロナウイルスの影響により減
収した人も含む）　▶対象期間＝7
月～来年6月　▶申請＝本人確認書
類、年金手帳を持って下記へ。失業
で免除申請をする場合は、雇用保険
受給資格者証か雇用保険被保険者離
職票も必要。郵送での申請も可能
＊申請書は日本年金機構ホームペー
ジからダウンロードできます。
＊配偶者や世帯主の前年所得も含め
て審査するため、免除が承認され
ない場合があります。
＊50歳未満の人には､ 申請者本人
と配偶者の所得で審査する ｢納付
猶予制度｣ もあります。
問医療年金課国民年金係
　☎ 955-9512　℻ 951-5410
●マイナポータルで国民年金の電子
申請ができます

　マイナンバーカードを取得し、マイナ
ポータルの利用者登録をすれば、スマー
トフォンなどから資格取得（種別変更）
の届け出や免除・納付猶予申請、学
生納付特例申請の手続きができます。
問日本年金機構ねんきん加入者ダイヤル
　☎ 0570-003-004（ナビダイヤル）

無年金の在日外国人に
特別給付金を支給

　市に住民登録があり、国民年金制
度に加入できなかった高齢者、重度
障がい者が申請できます。いずれも、
昭和57年1月1日（基準日）時点で外
国人登録をしていた人が対象で、申
請の翌月分から支給されます。
●高齢者への給付金
▶対象＝大正15年4月1日以前に生
まれた人　▶支給額＝月額1万円　
▶申請＝住民票の写し、本人名義の
預金通帳を持って下記へ
問高齢介護課高齢福祉係
　☎ 955-9713　℻ 951-5410
●重度障がい者への給付金
▶対象＝基準日以前に満20歳以上に
なっており、基準日以前に診断を受け
た傷病が原因で重度障がいになった
人　▶支給額＝月額36,000円　▶申
請＝住民票の写し、身体障害者手帳か
療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、
本人名義の預金通帳を持って下記へ
問障がい福祉課社会参加支援係（分庁舎3）
　☎ 955-9549　℻ 952-0001

　まちの美観を損ない、通行を妨げる路上駐輪。受動喫
煙などの健康被害につながる路上喫煙。どちらも危険な
行為です。安全で快適な駅前空間づくりにご協力ください。
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■…自転車等
　　放置禁止区域

＜駅周辺の主な区域＞

問交通政策課交通対策係　　☎ 955-9686　℻ 951-5410
　環境政策室環境政策担当　☎ 955-9542　℻ 951-5410

駅周辺は駐輪も喫煙もダメですご注意
ください

７月１日施行「路上喫煙等の
被害の防止に関する指針」
区域の全体図など
詳しくは市HPへ

市営駐車場

交番

西
山
天
王
山
駅

駐
輪
場

駐
輪
場

【予約制】マイナンバーカード
夜間・休日の時間外受付

▶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＝7月7・21日、8月4・18
日の㊍　▶申込＝前日正午まで
●休日（午前9時～正午）
▶日にち＝7月31日㈰　▶申込＝2
日前の正午まで
問市民課住民記録係
　☎ 955-9564　℻ 951-5410

始まってます マイナポイント第２弾
登録サポートもしています

　マイナンバーカードを持っている
人が健康保険証の利用や公金受け取
り口座の登録をすると、ポイントが
付与されます。
●ポイント付与は６月30日から順次
　9月30日㈮までにカードを交付申請
し、来年2月28日㈫までにマイナポ
イントの手続きをした人が対象です。
●休日も開設！ 手続きサポート窓口
▶日時・場所＝①平日の午前9時～
午後5時 ②7月2日㈯・3日㈰午前10
時～午後4時、市役所南棟1階　▶
持ち物＝マイナンバーカード、登録す
る健康保険証や口座が分かるもの
＊カードの申請もサポートします。
ぜひご利用ください。

問デジタル戦略課デジタル推進担当
　☎ 955-9503　℻ 951-5410

…路上喫煙被害防止
　　啓発重点区域
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▶7月12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
▶17日㈰午前10時～ 11時45分と午後1時～ 4時、西友長岡店 問健康づくり推進課　☎ 955-9705

市民献血デー
ご協力ください

相談 ＆ 説明会

きて・みて・きいて！
ポリテクセンター見学

▶日時・場所＝7月5日・12・19・
26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

生活費や療養費に困ったら
くらしの資金貸付相談

▶対象＝市内に3か月以上住んでい
て、資金貸付により自立更生が可能
と認められる世帯　▶相談受付＝7
月4日㈪～ 7日㈭午前9時～午後5時
に下記で（予約制）　▶持ち物＝住所
がわかるもの、貸し付けが必要であ
ることが確認できる書類（見積書な
ど）　▶貸付額＝1世帯10万円以内　
▶貸付日＝7月22日㈮・25日㈪　▶
返済方法＝貸付日から2年以内に一
括か分割で（据え置き期間は4か月）
＊家計収支の聞き取りや返済見込み
などの審査があります。
問総合生活支援センター
　☎ 963-5137　℻ 963-5509

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　7月7・21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 ℻ 951-1929

【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

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

見えない人・見えにくい人へ
訓練や情報交換・交流会を開催
▶日時＝①7月20日㈬ ②8月17日㈬ 
③9月21日㈬午前10時～正午　▶場
所＝①②産業文化会館 ③向日市寺戸
公民館　▶対象＝京都府南部在住の人
問①②長岡京市視覚障害者協会
　☎ 090-1589-8380
　③京都府視覚障害者協会向日支部
　☎ 933-1702

生活助成金は毎年申請が必要
７月１日㊎から受付開始

▶対象世帯＝全員が今年度市民税非
課税で、上下水道料金か、し尿処理
手数料の契約者が含まれる、次の①
～④いずれかの人を含む世帯（生活
保護受給世帯や、手帳所持者が施設
入所・長期入院している世帯は除く）
①身体障害者手帳か精神保健福祉手
帳の等級が1・2級 ②療育手帳A判
定 ③身体障害者手帳3級と療育手帳
B判定の両方を所持 ④20歳未満の
子どものみがいるひとり親　▶助成
額＝月1,062円（申請が7月中…4月
分から支給。8月以降…申請月以降
分を支給）　▶申請＝身体障害者手
帳・療育手帳・精神障害者保健福祉
手帳、希望振込先金融機関の口座番
号がわかるもの、「使用量のお知ら
せ」など水道の契約者や、し尿処理
手数料を支払った人の名前が確認で
きるものを持って下記へ
＊1月1日現在、本市に住所がなかっ
た人は、前住所地が発行する今年
度市町村民税非課税証明書が必要
です。

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

福祉的就労施設へ通う人へ
電車・バスの交通費を助成

▶対象＝就労継続支援A型・B型、
就労移行支援事業所へ通所してい
る人　▶内容＝福祉的就労施設の
通所に要する交通費の半額（上限月
5,000円）を助成　▶申請＝7月1日
㈮～ 8月31日㈬
＊郵送で申請できます。
問障がい福祉課障がい支援係（分庁舎3）
　☎ 955-9710　℻ 952-0001

ジェネリック医薬品に関する
「お知らせ」をお送りしています
　現在利用している薬をジェネリッ
ク医薬品へ切り替えることで、医療
機関での支払額が減る可能性のある
人に送付しています。参考資料とし
てお役立てください。切り替えや薬
の詳細は、医師や薬剤師にご相談を。
問国民健康保険課国保係
　☎ 955-9511　℻ 951-1929

法令遵守条例の運用状況
　透明で信頼できる市政のため、市
は平成16年に法令遵守条例を施行
しました。職務妨害や暴力・脅迫な
どを禁止する「不当要求行為等への
対処」と、市や職員の法令違反行為
を通報する「公益通報」という2つ
の仕組みがあります。昨年度の報告
件数はいずれも0でした。
問総合調整法務課法令遵守・法務担当
　☎ 955-9535　℻ 951-5410

情報公開制度と
個人情報保護制度の運用状況
　詳細は市役所南棟1階「市民情報
コーナー」で閲覧できます。
●情報公開請求の状況
　行政の透明性を高め、開かれた市
政を進めるために「情報公開制度」
を実施しています。昨年度の情報公
開請求は53件でした。
●自己情報開示請求の状況
　個人の権利や利益の侵害を防止す
るための「個人情報保護制度」があ
ります。昨年度の自己情報開示請求
は15件でした。
問総務課市民相談担当
　☎ 955-9501　℻ 955-9703



市民無料相談　
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。
   21日㈭の予約は19日㈫から。

総務課
市民相談担当
(市役所南棟１階 )
☎ 955-9501

＊弁護士相談・
司法書士相談は
電話や市公式
LINEでも申込可

司法書士相談【申込制・先着6人、1人30分】
13日㈬・20日㈬ 午後1時30分～ 4時30分
行政相談（相談受付は午前11時30分まで）
19日㈫ 午前10時～正午
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）
27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】
  6日㈬・27日㈬ 午後1時30分～ 4時30分
13日㈬・20日㈬ 午前9時30分～午後0時30分
女性の法律相談【申込制】  27日㈬ 午前10時～正午
男性電話相談（専用☎ 963-5522へ）
22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
☎ 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

ハローワーク職員によるお仕事相談会【申込制】
11日㈪ 午後2時～ 4時、市役所分庁舎3

福祉なんでも
相談室
☎ 955-3177

「乙訓もも」によるひきこもり専門相談会【申込制】
12日㈫ 午後2時～ 4時、市役所分庁舎3
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

心身障がい者相談（肢体・聴覚）
19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
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】4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

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）
【申込制・各時間２人】25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
特設人権相談
8日㈮ 午前10時～正午、19日㈫ 午後1時～3時
30分、市役所1階市民相談室

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
19日㈫ 午後1時30分～ 3時
＊上記時間内に右記へ電話を。事前予約可。

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 ※電話相談
【各センターへ申込制、1人30分】
2日㈯・30日㈯東包括、9日㈯北包括、
12日㈫・26日㈫きりしま苑、16日㈯南包括、
23日㈯西包括、午前10時～正午

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

　 60歳以上のための  憩  い

● 竹寿苑　☎℻ 954-6830
第48回市長杯将棋大会　▷27日㈬午前9時30
分~　▷申込＝1日㈮～21日㈭　▷定員＝16人

● きりしま苑　☎ 956-0294　℻ 956-0290
映画鑑賞会
▷15日㈮午前10時~「親馬鹿大将」、午後1時
30分~「子連れ狼　死に風向かう乳母車」
市民カラオケ　▷8日・22日の㊎午後1時30分～
（入場制限あり）
空き部屋利用申請　▷9月分は1日㈮から、10
～12月分は1日㈮～15日㈮に受付

日 開始時間 販売製品 販売事業所

  1日㈮ 午前
11時30分

お弁当、スイーツ、
コーヒー

暮らしランプ・
なかの邸

  8日㈮ 午前
10時30分

着物の生地を使った
和の小物 など ステージ

15日㈮ 午前
11時30分

ホワイトボード、
自主製品 乙訓聴言デイ

20日㈬ 午前
11時30分

クッキー、ケーキ、
染め製品 など あらぐさ

22日㈮ 午前
11時30分 こっぺぱん、菓子パン カメリア

29日㈮ 午前
11時30分

パン、クッキー、
ラスク 乙訓ひまわり園

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
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　破れた本は、専用ののりやテープで修理するので、そのま
ま図書館へ持ってきてください。セロハンテープを使うと、
時間とともに黄色く変色し、劣化の原因になってしまいます。
　また濡れた本は、そのまま乾かすとページが波打って読み
にくくなるので、なるべく早く図書館まで持ってきてくださ
い。本を長持ちさせるため、皆さんのご協力をお願いします。

◆ ブックガイド＆サービス Pick Up

◆ イベントガイド

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・19
北開田会館 ㊏午後、㊐㊗
北開田児童館“キッズナ” ㊐㊗と21午前・26
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 ㊏㊗と 3・17・31

観光案内所（長岡天神駅前）
長岡京＠ navi.　　　　　　　

㊌

中央公民館 ㊊と 19
長岡京こらさ 18

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 ㊋

（西山天王山駅前）

　10年で約30頭のキリンを解剖して
きた研究者による、出会い、学び、発見
の物語。長い首を器用に操るキリンの
不思議に、解剖学で迫ります。
　知りたいことを追求している筆者の
ように、「私も何かを極めてみたい」と
思わせてくれる本です。

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
2日㈯・11日㈪・20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
スポーツセンター
☎951-3363

個人開放デー【申込制・先着順】
9日㈯西山公園体育館、18日 (月・祝)スポー
ツセンター、いずれも午前9時～ 11時20分
学校グラウンド夜間照明　8月分の抽選日
20日㈬午前9時から、市役所3階会議室7

文化・スポーツ振興課
 ☎ 955-9735

学校特別教室開放 午前9時～正午に右記で受付
8月11日～ 31日使用分…7月15日㈮
8月16日～ 31日使用分…7月29日㈮

生涯学習課
☎ 955-9534

☎ 951-4646　℻ 957-0732

に

行こっ♪
図書館

図書館Web

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で8回実施

健康づくり推進課
☎ 955-9705

普通救命講習（心肺蘇生法・AED実技）
【申込制】17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

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 ㊌

定期開催

■ 文庫まつりミニ
　読み聞かせや紙人形劇を楽しもう！
▷9日㈯午前11時～ 11時30分、図書館
▷小学生以下（事前申込不要）

■ 大人による子どもの本を読む会
▷14日㈭午前10時～正午、図書館

■  ぶんこピクニック
　読み聞かせ
▷23日㈯午後2時30分～ 3時、
　勝竜寺城公園管理棟
▷小学生以下（当日先着8人）

■ いい本みっけ！
　小学生対象の本紹介
▷28日㈭午前11時～ 11時30分、図書館

キリン解剖記
郡司芽久／著　ナツメ社／刊

もし借りた本を壊してしまったら…　　

これからは
夏も冬も

左記の時間に
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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：
　6月に移転する乙訓休日応急診療所と京都済生会病院（現  済生会
京都府病院）。移転先は阪急〇〇〇〇〇駅から徒歩５分！

 （ヒントは３ページ）

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  

】

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：
　長岡京〇〇〇〇祭が３年ぶりに復活します！
　行列巡行は11月13日㈰です。お楽しみに！　（ヒントは6-7ページ）

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7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 
７月号プレゼントクイズ係

【  

宛 

先  

】

「あなたのコーナー」申込期限が変わります

問広報発信課 広報戦略担当　☎ 955-9660　℻ 955-9703

「あなたのコーナー」掲載の申込期限が、発行日の前々月の20日
に変わります。申し込みを検討されている方はご注意ください。

（例） 9月号に掲載希望 ⇨ 7月20日が申込締め切り日読者のお便りや
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。

◆教育講演会としゃべり場
▷7月2日㈯18時半～21時、バンビオ
▷校則をなくした中学校～たった一つ
の校長ルール
問乙訓少年支援の会「ひまわり」
   東（☎ 090-9289-2600）

◆勝龍寺ほてい市
▷7月3日㈰ 10時～ 15時、勝龍寺
▷境内で七夕まつり（金魚すくい、紙す
き体験など）を開催▷インスタあり
▷８月のほてい市は休み
問n

ネ オ シ ー ド

eoseed K
カ ミ コ

AMICO（☎ 951-6906）

◆月曜歌いましょう会
▷7月4日㈪、８月１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）

◆初心者のための茶道～茶道体験教室
▷7月7日㈭ 14時～ 15時、バンビオ
▷分かりやすい指導で安心して参加で
きます。手ぶらでOK▷1,000円
▷要申込 問ふれあいサロンさつき会 
長谷川（☎ 090-1905-0925）

◆五感アート展「ミチテラス」
▷7月8日㈮～12日㈫10時～16時、
勝龍寺▷切り絵・絵画展示、五感を整
えるワークショップ▷インスタあり
問n

ネ オ シ ー ド

eoseed K
カ ミ コ

AMICO（☎ 951-6906）

◆おはなしを語ってみませんか！
▷7月13日㈬ 10時 15分～正午、図
書館▷市内在住の人 (先着 15人)▷ 昔
から語り継がれる「おはなし」の語り方
問長岡京おはなしの会 “ささぶえ”
　亀井（☎ 090-2285-6470）

◆0歳児から聴かせたいサマーコンサート
▷7月15日㈮ 10時半～ 11 時半、中央
公民館▷クラリネットなどの演奏と絵本
読み聞かせ ▷500円▷アロマハンドマッ
サージ（先着 6人無料） ▷HPあり問ム
ジクリ企画 小西（☎ 080-1418-5044）

◆講演会▷①7月16日㈯ ②8月20日㈯ 
13時半～16 時半、中央公民館 ▷①「前
ドイツ首相メルケル氏の16年間」ジャー
ナリスト細見三英子さん②「南極今昔物
語」京大名誉教授西山孝さん▷HPあり
問時事問題研究会 小谷（☎ 951-1776）

◆クラシック and ベビーチャイルド
親子ふれあいマッサージ▷7月22日㈮ 
10 時 40 分～、長岡京こらさ ▷簡単リ
トミック、足つぼ足もみ、お茶作法のお
話 ▷500円▷HPあり 問ムジクリ企画　
小西（☎ 080-1418-5044）

◆夏休み子ども工作教室
▷7月30日㈯ 9時半～ 11時
半、バンビオ▷小学生の親子
▷「わたしのおうち」「みんなの地球」
▷2,000円▷HPあり。詳細はQRから 
問西山ものつくり 大藪（☎952-2305）

◆テレイドスコープづくり体験
▷8月7日㈰ 9時～正午、市内
▷年長～小２の男女▷工作後、自然体験
▷300円▷女の子も大歓迎▷HPあり
問ボーイスカウト長岡第４団
　納谷（bvs.kaede.troop@gmail.com）

催しの案内

● 先月号の答え…長岡
26　-　長岡京ライフ 2022.7



問環境業務課　☎ 955-9548

●譲ります
電気ケトル、シングルマットレス、テー
ブル、電話台、ベビーお昼寝布団セッ
ト、ゴルフセット、バドミントンラケット、
除湿器、紅茶茶碗セット、こたつ布団 
 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。

●譲ってください
　三線 ( 楽器 )、ポータブルラジカセ、
　ミシン、料理のレシピ本、電子ピアノ、
　子ども用椅子、ダイニングテーブル
  など

家庭から出た　もえるごみの量　
　5月分　1,075.29ｔ
( 前年同月1,065.83t）

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

第60回 市民文化まつり

■ 美術作品・手工芸作品の展示
▶日時・場所＝ 10 月 14日㈮～ 16日㈰午前 10時～午後 5時（最終日は午後 4時まで）、
                     中央公民館・図書館
▶費用＝〔美術作品〕1,200 円

〔手工芸作品〕会議机 1本 2,500 円、パネル 1面 2,800 円
＊文化協会員は割引あり。

■ 長岡京記念文化会館での芸能発表
▶日時＝ 10月 15日㈯ 午後 0時 10分～ 2時 10分　古典芸能

 　　　午後 2時 20分～ 4時 20分　日本舞踊
10月 16日㈰ 午後１時～ 3時 30分　音楽

午後 5時 30分～ 8時　洋舞
▶費用＝部門ごとに決定。1部門 180,000 円を参加団体で割って負担。そのほか諸条件あり。

【共通事項】
▶対象＝市内在住・在勤・在学の人か市内を拠点に文化活動をしている人
▶申込＝ 7 月 1日㈮～ 29 日㈮。出品は各分野で 1人 1点

問市文化協会事務局（文化・スポーツ振興課内）　☎ 955-9734　℻ 955-3150

＊詳しくは下記や中央公民館などにある募集要項をご確認ください。市ホームページからもダウンロードできます。

市HPへ

市制施行
50周年記念

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）

相
談
し
よ
っ
！

京都府 18歳成年
応援キャラクター
乙訓琴美

無料体験のはずが・・・高額なエステ契約  編
シリーズ：消費者トラブル 新成人 （18歳） は 気を付けて

　街中で声を掛けられ、脱毛エステの無料体験に誘われ
ました。サロンで無料体験を受けた後、別室に案内され、
「続けないと効果がない」「今日契約したら半額になる」

などと、有料エステの勧誘を受けました。断り切れず、その場で高
額なエステコースの契約をしてしまいました。とても後悔しています
が、どうしたらよいかわかりません。

消費者
トラブル

　「無料だと思っていたのに、体験後に高額な契約を勧
められた」という相談が、全国の消費生活センターに寄
せられています。有料の契約を勧誘されたときは、すぐに

契約せず、よく考えましょう。サービスの効果やリスクについての
説明を求めるとともに、本当に必要な契約なのか、
他のお店の価格はどうなのかなど、慎重に検討する
ことが大切です。
　契約してしまった場合は、クーリング・オフや中途
解約できることもあります。6月1日からは、従来の
はがきに加え、電子メールやファクスなどでも、クー
リング・オフをすることができるようになりました。
1人で悩まず、下記窓口までお早めにご相談ください。

予防の
ポイント

展示作品・芸能発表者を
募集します！
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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

　中央公民館　　　　　　　 ☎ 951-1278　℻ 955-4774

児童室の開放 9:00 ～ 17:00/ 就学前の子と保護者

子育てふれあい
　   ルーム

子育てサポーターがいます。10:00 ～ 正午・
13:30 ～ 15:30/ ３か月～就学前の子
＊各時間15人まで。16人目から別室を案内。

　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

  C 「お手てでコミュニケーション」/10:30 ～ 11:00/
０歳児と保護者（5組）

  E テーマ「冷たいもの特集～夏に食べたいもの～」/
10:30 ～ 11:30/ 就学前の子と保護者（5組）

  G ベビー、キッズのおさがり品の交換会 /10:00 ～正午 /
【参加費】交換品の持ち込み有300円、無 500円 / 申込不要

  H おもちゃや絵本の収納に困ったママのお悩み相談会 /
10:30 ～ 11:30/ 就学前の子と保護者（10組）

   CEHの申込は、いずれも1日㈮ 14:00 ～
   イベント詳細は、右記QRからきりしま苑 Facebook へ

　図書館　　　　　　　　　 ☎ 951-4646　℻ 957-0732

 DI 13日㈬ 14:00 ～ 15:00、26日㈫ 11:00 ～正午 /
乳児の本の選び方に迷っている人（1組あたり約10分）

日 7月のイベント 施設開放
  1㊎

  2㊏

  3㊐

  4㊊

  5㊋

  6㊌ Aたんぽぽにあつまれ～
  7㊍ Bぷちキッズナ「遊びの広場」
  8㊎
  9㊏
10㊐
11㊊

12㊋ C 子育てぴよぴよ教室
13㊌ D あかちゃん絵本の相談会
14㊍
15㊎
16㊏  
17㊐
18㊗
19㊋ E ママのしゃべり場
20㊌ Fたんぽぽにあつまれ～
21㊍
22㊎

23㊏ G おさがりマーケット
24㊐
25㊊

26㊋
H 私のおうちお片付け
I あかちゃん絵本の相談会

27㊌
28㊍ 笑って子育て
29㊎
30㊏ 夏の子ども陶芸教室

31㊐

　北開田児童館 “キッズナ”　☎ 955-1110　℻ 955-1162

キッズルームの
　   開放

10:05 ～・ 11:05 ～・ 13:05 ～・14:05 ～・ 
15:05 ～・ 16:05 ～ / 就学前の子と保護者
＊密集を避けるため、各区分50分間、
　２家族７人まで。おもちゃはありません。

 AF
おもちゃを使った自由遊びやふれあい遊び、育児相談 /
6日㈬・20日㈬ 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～

  B 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）/6月 23日㈭～申込受付中

たんぽぽにあつまれ～ /8月 3日㈬ 10:30 ～ 11:30/
就園前の子と保護者（8組）/申込は 20日㈬ 10:00 ～

ぷちキッズナ「遊びの広場」/8月 4日㈭10:30～ 11:30/
就園前の子と保護者（5組）/申込は21日㈭10:00～

８月の
イベント

マークは各施設の開放日です。詳細は各施設の欄をご覧ください。「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。　 のイベントの詳細は「情報 INDEX」ページへ。
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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

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 要申込

予防接種・健診・教室

健診など 予防接種

対象者には案内を送ります

　言葉のリズムが心地よく、歌
うように読める赤ちゃん絵本で
す。食パン、あんパン、ロール
パンなど、普段食卓で目にする
パンが登場。ページをめくるたびに出てくるパ
ンの表情に、思わず笑ってしまいます。
　ファーストブックにはもちろん、お子さんと
一緒にアレンジして読んでみるのもおすすめ。
間違いさがしをしてみたり、言葉に合わせて手
をたたいてみたり…。親子で楽しむのにぴった
りな１冊です。

問図書館　☎ 951-4646　℻  957-0732

えほんの紹介♪

 司書のおすすめ！

ぽんちんぱん
柿木原 政広／作
福音館書店／刊

Hello Baby 教室
7月9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
7月11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

子育て応援講座 ZOOMで
開催♪

1歳からの歯の教室
7月11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

【お父さん、お母さんより】
琴春の笑顔に家族みんな癒されてい
ます。これからも沢山食べて遊んで、
すくすく成長してね！

【パパ、ママから】
いつも元気いっぱいの茉莉ちゃん♪
これからもすくすく育ってね。
生まれてきてくれてありがとう！

【パパ・ママより】
パパとママのもとに生まれてきてく
れてありがとう。これからも元気に
すくすく育ってね。

長岡 開田下海印寺

   

橋
本  

茉ま

り莉 

ち
ゃ
ん （
１
歳
１
か
月
）

    

西
川  

琴こ
と
は春

ち
ゃ
ん （
１
歳
１
か
月
）

   

井
上  

結ゆ

の乃 

ち
ゃ
ん （
7
か
月
）

戻りました
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「　祝 卒業　」

浪
な み え

江 春
は る か

佳 さん / ２年生

見てほしいところは、髪の毛の部分です。
1本1本をていねいに描きました。
なぜこの絵を選んだかというと、
卒業シーズンで描いたイラストが
一番気に入っていたからです。
卒業のさみしい感じが
伝わればいいなと思います。

「　Japanese history　」

日本の和風を意識しつつ、 今風な色合いや
アクセサリーを入れて、日本の歴史の流れを
イメージできるようなデザインにしました。

寳
ほうざん

山 明
め い

依 さん / ２年生

川
か わ の

野 美
み れ い

怜 さん  小
こ い で

出 唯
い ち の

乃 さん  八
や ぎ

木 美
み お う

桜 さん / ３年生

「　トランプ　」

トランプの絵札のキングとクイーンとジャックを描きました。
影のつけ方やコピックの塗り方など、
それぞれ三人の個性が出せました。

長岡第三中学校から
ステキな作品が届いたよ！

今月は
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担い手不足の竹林整備　中学生が体験

　6月9日、長岡第三中の生徒が市内で竹林整備を
体験しました。コロナ禍で職業体験が難しい中、学
校と同校出身の竹垣職人や市民団体などが企画。竹
の魅力や、担い手不足による放置竹林などの地域課
題を伝えるプロジェクトです。切り倒しなどの整備
を体験した生徒は「貴重な機会をつくってくれてう
れしい。楽しかった」と笑顔で話していました。伐
採した竹を使って竹明かりイベントを開催予定です。

　6月の澄み渡る青空の下、西代里山公園の体験
農園で、昔ながらの田植え体験がありました。この日
はきらら保育園の年長さん10人が参加。緑の協会
職員から説明を聞いた後、恐る恐る田んぼの中にズ
ブリ。ひざ下まで泥につかり、動くのも一苦労の様子
でしたが、地元農家さんに支えられ、ひとつひとつ丁
寧に苗を植えていきました。 「 楽しかった‼」 と笑顔を
見せてくれた子どもたち。秋の収穫が楽しみですね。

泥だらけでもへっちゃら！  田植え体験

はっぴぃバス　拡大でさらに便利に

　6月 1日、市のコミュニティバス「はっぴぃバ
ス」のルートが、これまでの 2コースから 3コ
ースに増えました。全ての便が、西山天王山駅近
くに移転した京都済生会病院を経由します。同病
院を利用する場合は、運賃も無料に。5月 28日
には JR 長岡京駅西口で記念式典も実施されまし
た。これを機に、今まで乗ったことがない人も、
ぜひ「はっぴぃバス」をご利用ください。

村田製作所と連携 持続可能なまちづくり 

　地域の発展や持続可能なまちづくりを目指し、市
は5月19日、株式会社村田製作所と包括連携協
定を結びました。取り組みの第 1弾は JR 長岡京駅
東口駅前広場の「ゼロカーボン化」。村田製作所の
寄付で太陽光パネルと蓄電池を設置するとともに、
センサーを活用してスマートに消費電力を削減しま
す。村田製作所の中島社長は「共通の目標に向かっ
て、わが社の技術で協力していきたい」と話しました。

長岡京 ★ Now
すてきな「まちの話題」みつけたっ！

ま
ち
の
姿

人口  81,706 人 / 世帯数  37,077 世帯
（ 6月1日現在 ）
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