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　アロマフレグランス作り
▶日時＝3月28日㈯午後1時～ 3時　
▶対象＝市内在住・在勤の人（先着
8人）　▶費用＝1,000円　▶託児＝
先着2人（6か月以上の乳幼児）
問中央公民館
　☎ 951-1278　℻   955-4774

乙訓文化芸術祭 ’20バレエの祭典
シンデレラ全幕の上演

▶日時・場所＝3月15日㈰午後1時
30分から（1時開場）、長岡京記念文
化会館　▶出演＝渥美桂子バレエス
クール、アリサバレエ教室、神谷道
子バレエ研究所、野村泰久クラシッ
クバレエスクール、バレエスタジオ
ソレイユ、宮崎バレエスタジオ、ユ
ニティバレエアカデミー
問同実行委員会長岡京バレエ協議会事務局（神谷）
　☎ 953-7688

ポイント５％還元は6月まで！
キャッシュレス使い方講座

　聞きなじみのない人も大丈夫。こ
れをきっかけにはじめませんか。
▶日時・場所＝3月6日㈮午前11時
～正午、産業文化会館　▶定員＝先
着280人
問商工観光課商工振興係
　☎ 955-9688　℻   -951-5410

外国人材活用セミナー
採用・ビザ手続きのノウハウ
　成功・失敗談をもとに、受け入れ
準備のノウハウやビザに関する知識
を採用のプロに学びます。
▶日時・場所＝3月16日㈪午後1時30分
～ 3時45分、産業文化会館　▶要申込
問長岡京市商工会
　☎ 951-8029　℻   958-2473

楽しく学ぼう
中央公民館の市民企画講座

【共通事項】　▶申込＝3月1日㈰午
前11時から。③④は現在受付中
①長岡京市民大学 音楽漫談
▶日時＝3月5日㈭午後2時～3時30
分　▶対象＝市内在住・在勤（先着
30人）
②１人で踊ろう！ ラテンダンス
▶日時＝3月7日㈯・28日㈯午前9
時45分～ 11時30分（両日同内容）　
▶対象＝市内在住・在勤・在学の小
学生以上（各先着10人）　
③にほんGOちょっと！ 帰国して
も作れる日本料理 ちらし寿司

▶日時＝3月15日㈰午前10時～正
午　▶対象＝市内在住・在勤の人（先
着24人）　▶費用＝300円　
④アスリートフードを学ぼう実習編
カラダを作るおうちごはん

▶日時＝3月25日㈬午前10時～午
後1時　▶対象＝市内在住・在勤の

親子（先着12組24人）　▶費用＝1
組1,000円　▶料理室での実習
⑤アロマを通じて心も身体も元気に！
▶日時＝3月19日㈭午後2時30分～
3時30分　▶対象＝市内在住・在勤
の人（先着20人）　▶費用＝1,000円
⑥足裏ほぐしと整体で健康を
▶日時＝3月20日（金・祝）午前10時
～ 11時45分　▶対象＝市内在住・
在勤の人（先着20人）
⑦小学生のための科学体験教室
▶日時＝3月22日㈰午後1時30分～
3時30分　▶対象＝小学3～ 6年生
（先着10人）　▶費用＝500円
⑧夏に快適！ からだにやさしい
　ふんどしパンツを作ろう
▶日時＝3月22日㈰午前10時～ 11
時30分　▶定員＝先着10人　▶費
用＝400円
⑨親子de遊ぼう！
▶日時＝3月26日㈭午前11時～正
午　▶対象＝市内在住の未就学児と
親（先着10組）　
⑩香水が苦手な人のための

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

便利なアイコン☆

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

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

広
告

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

各記事の詳細は「今月
の広報紙」で公開中！

「もっと知りたい」が
 きっと見つかる！

参加しよう
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３月11日㊌午前９時30分は
シェイクアウト訓練

　地震発生を想定し、決められた時
刻に、各自で安全行動を確認する訓
練です。
▶時間・内容＝午前9時30分、FM お
とくにの訓練放送や防災情報お知らせ
メールで合図します。「姿勢を低く、頭
を守り、動かない」を実施しましょう。
＊受信には登録が必要で
す。QRコードから空
メールを送信し、登録
してください。

●緊急速報メールを配信
　数分後、緊急速報（エリア）メール
で避難を促す内容を市内全域に配信
します。逃げ道を確保するなど、災
害を想定した行動をしましょう。
● プラス１の避難行動を確認！
　地震後の火災や、土砂災害などを
想定し、避難経路や備蓄物資の確認
をしておきましょう。
問防災・安全推進室防災・危機管理担当
　☎ 955-9661　℻   951-5410

六地蔵駅～醍醐・山科を歩く！ポー
ル・ハイキング enjoy フェスタ
▶日時・場所＝3月29日㈰午前9時、
市役所に集合　▶内容＝ JR六地蔵
駅～山科川沿い～随心院～醍醐寺を
歩く約10㎞のコース　▶対象＝市
内在住・在勤の18歳以上　▶費用
＝1,160円　▶要申込
問市スポーツ推進委員協議会事務局
　（文化・スポーツ振興室内）
　☎ 955-9735　℻   955-9526

ポールウオーキング
（健康ウオーキング）のお誘い
▶日時・場所＝3月13日㈮午前9時
30分、中央公民館に集合　▶対象
＝市内在住のおおむね60歳以上（先
着50人）　▶内容＝小倉神社～長岡
天満宮を歩くコース　▶要申込　
問やすらぎクラブ長岡京
　☎ ℻   956-6166

市民ワークショップ＆映画
「トークバック」鑑賞会

　デートDVと人間関係、DV被害
について考えるワークショップと映
画「トークバック 沈黙を破る女た
ち」を鑑賞します。
▶日時・場所＝3月14日㈯午後1時
30分～ 4時、バンビオ　▶定員＝
先着30人　▶要申込　▶託児＝1歳
～就学前（先着6人。3月7日㈯まで
に要申込）
問男女共同参画センター“いこ～る”プラス（バンビオ）
　☎ 963-5501　℻   963-5521
　 danjo-c

今月の
　いちエコ

暖かくなってきましたね。徒歩や自転車でゆっくりお出かけしませんか。エコで体力

もついて、花や虫やお店の再発見ができるかも。 問環境政策室　☎ 955-9542

アクアパルコ洛西
テニススクール

【共通事項】各日程ともに500円で
体験ができます
●ジュニア（小学生）の部
▶日時＝3月31日から毎週㊋、4月
1日から毎週㊌、4月3日から毎週㊎、
午後5時～ 6時　▶定員＝各10人　
▶費用＝全6回7,000円　▶要申込
●一般（18歳以上）の部
▶日時＝3月30日から毎週㊊～㊎、
各時間帯あり　▶定員＝各12人　▶
費用＝全8回9,000円から　▶要申込
問洛西浄化センター（アクアパルコ洛西）
　☎ 951-9161　℻   951-9162

里山講演会 植生調査とレーザー測
量に基づいた森林整備ゾーニング
　西山の竹林と人工林に着目し、整
備を進めていくべき場所や優先順位
について分析します。
▶日時・場所＝3月7日㈯午前10時～正午、
西代里山公園管理棟　▶定員＝先着50人　
問西山森林整備推進協議会事務局
　（農林振興課内）
　☎ 955-9687　℻   951-5410

染ラボ -SOME Lab- シルクスク
リーン捺

なっせん

染　古着を染めなおす
 シャツやジーンズなどをリメイク
し、手軽に染める方法を伝授します。
▶日時・場所＝3月22日㈰午後1時
～午後3時30分、バンビオ　▶定員
＝先着8人　▶費用＝1,500円
問中央生涯学習センター（バンビオ）　
　☎ 963-5500　℻   963-5504

広
告

新しいプレミアム体験観光ツアー、始まります

限定たけのこ昼食付き
座禅・特別拝観・御祈祷
特別体験ツアー

▶日時・集合場所＝4月8日㈬長岡天満宮社務所前
に午前9時45分集合　▶定員＝抽選で30人　▶費
用＝3,000円　▶申込＝3月19日㈭までに、名前・
住所・年齢・連絡先・参加希望の旨を記載し下記へ
問長岡京市観光協会
　☎℻   963-5510　info@nagaokakyo-kankou.jp

　神秘的で美しく歴史的にも貴重な建物が備わ

り、 普段は入ることのできない長岡禅塾での座

禅。 平安神宮を移築した京都府指定文化財の

長岡天満宮本殿の特別拝観と宮司による御祈

祷。 開田茶屋龍八では、 昼食に旬のたけのこ

入り特別メニュー “禅御膳” が楽しめます。

【長岡禅塾】
午前10時～正午

【開田茶屋龍八】
正午～午後1時

【長岡天満宮】
午後1時～ 1時30分



8　-　長岡京ライフ 2020.3

きりしま苑で開催
体操講座・陶芸教室

●リズム体操～音楽に合わせて体操
しましょう～

▶日時＝3月10日㈫午後1時15分～ 1時45分
●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＝3月26日㈭午後2時30分～ 3時
●春の陶芸教室
〔３歳～小学生対象〕▶日時＝3月
28日㈯午前10時～正午　▶定員＝
抽選で8人　▶費用＝500円　▶申
込＝3月7日㈯まで
＊小学3年生以下は保護者同伴で。
〔60歳以上対象〕▶日時＝3月28日
㈯午後1時30分～3時30分　▶定員
＝先着12人　▶費用＝500円　▶
申込＝3月3日㈫午前10時から
問きりしま苑
　☎ 956-0294　℻   956-0290

点字の読み・書きを知ろう
点訳奉仕員養成講座

▶日時・場所＝4月13日㈪～ 6月22
日㈪の毎週㊊（祝日を除く）午前10時
～ 11時30分、ボランティアセンター
（バンビオ内）　▶定員＝先着で15人　
▶申込＝3月2日㈪～ 4月6日㈪
問総合生活支援センター（バンビオ）
　☎ 963-5508　℻   963-5509

1部屋に１鉢，花と緑を
初級者向け寄せ植え造り講座
▶日時・場所＝3月19日㈭午後1時
30分～ 3時30分、西山公園グリー
ンハウス　▶定員＝先着16人　▶
費用＝1,000円　▶申込＝3月2日
㈪～ 6日㈮午前9時～午後5時
問（公財）長岡京市緑の協会
　☎ 952-1900　℻   952-1905

スライドでみるおとくにの発掘
令和元年度発掘調査成果

▶日時・場所＝3月8日㈰午後1時～
4時15分、大山崎ふるさとセンター
3階　▶定員＝先着100人
＊会場へは公共交通機関でお越しく
ださい。

問生涯学習課生涯学習・文化財係（図書館）
　☎ 954-3557　℻   954-8500

小学校区のふくしを
ともに学び・考え・作る場

　地域での助けあい活動に取り組む
人が校区ごとに集い、語ります。
▶日時・場所＝①3月14日㈯午前9
時30分～午前11時30分、立命館中・
高校 ②3月14日㈯14時30分～ 16
時30分、乙訓の里　▶対象＝①長
四小校区 ②長五小校区 に在住・在
勤・在学の人　▶要申込
問総合生活支援センター（バンビオ）
　☎ 963-5508　℻   963-5509

京都府立西乙訓高等学校
吹奏楽部 第34回 定期演奏会
▶日時・場所＝3月22日㈰午後6時
～ 8時30分、長岡京記念文化会館　
▶曲目＝エル・カミーノ・レアル、
もののけ姫セレクションなど
問京都府立西乙訓高等学校
　☎ 955-2210　℻   955-2209

春の訪れ
黄色に彩る花菜の観賞

▶日時・場所＝3月16日㈪～ 4月8
日㈬午前9時～午後5時、西代里山公
園体験農園　▶対象＝市内在住の人
＊持ち帰りできます。
問（公財）長岡京市緑の協会
　☎952-1900　℻   952-1905

神足ふれあい町家の
講座・イベント

【共通事項】▶定員＝50人
● 元バスガイドさんと一緒に
　行ったつもりのバスツアー
▶日時＝3月7日㈯午後1時30分～ 3時
30分　▶費用＝350円（ワンドリンク付）
● 落語会 素人寄席
▶日時＝3月15日㈰午後1時30分～ 4時
● アコーディオン演奏を楽しもう
　町家歌声喫茶
▶日時＝3月21日㈯午前10時～正午　
▶費用＝500円（ワンドリンク付）
● 町家ゼミ　メディアリテラシー
などの情報モラルについて

▶日時＝3月22日㈰午後1時30分～ 3
時　▶費用＝350円（ワンドリンク付）
● タオル帽子の会 作ってみましょう
　がん治療の過程で脱毛の症状が出る患
者に帽子を贈る活動を学び、体験します。
▶日時＝3月29日㈰午後1時～ 4時
▶費用＝550円（ワンドリンク付）
＊駐輪・駐車場はありません
問神足ふれあい町家
　☎ 951-5175　℻   202-9239

支える心を楽しもう！
スポーツボランティア研修会
　スポーツを「する」だけでなく「支
える」に興味・関心のある人大歓迎。
▶日時・場所＝3月20日（金・祝）午
前10時から、西山公園体育館　▶
対象＝18歳以上（定員50人。市内在
住・在勤・在学の人優先）　▶費用
＝500円　▶要申込
問（公財）長岡京市スポーツ協会
　☎ 953-1161　℻    953-1163
　moushikomi@sports-nagaokakyo.or.jp

観光竹林・たけのこ掘り体験西山公園・子どもの森フェスタ in2020春
春休み！ 自然の中で

旬のたけのこを掘って笑顔になろう！
▶日時・場所 =4月4日㈯・7日㈫・9日㈭・11日㈯・
14日㈫の午前10時～ 11時、井ノ内地区の竹林　▶対
象＝4年生以上（小・中学生は保護者同伴）　▶定員＝
各回10人か20人。多数の場合抽選　▶費用＝高校生以
上2,000円、小学4年生～中学生1,000円　▶申込＝3
月24日㈫必着で申込書を下記へファクスするか持参
＊たけのこ弁当と土産用たけのこ（時価）の追加分を注
文できます。要予約。

＊不作の場合、中止となることがあります。
問長岡京市観光協会　☎ ℻   951-4500

・3月8日㈰午前10時～正午、午後1時～ 4時、中央公民館

・3月24日㈫午前10時～ 11時45分・午後1時～ 3時30分、市役所 問社会福祉課　☎ 955-9516
市民献血デーに

ご協力をお願いします

応募しよう

▶日時・場所＝4月3日㈮午前10時～11時、西山公園子
どもの森　▶対象＝市内在住の、4月時点で小学4年生
～中学生（先着10組。家族1組につき子ども3人まで）　
▶費用＝1人1,000円（お土産用たけのこ代含む）。見学
は無料　▶申込＝3月9日㈪～27日㈮午前9時～午後5時
問（公財）長岡京市緑の協会
　☎ 952-1900　 ℻   952-1905
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５年に一度の国勢調査にあな
たの力が必要です 国勢調査員
▶対象＝市内在住の20歳以上で、
警察・選挙・税務事務に従事してい
ない人　▶内容＝説明会への出席、
担当調査区の世帯名簿の作成、調査
票の配布、回収など　▶勤務地＝市
内　▶任用期間＝8月下旬～ 10月
下旬　▶身分＝非常勤公務員　▶報
酬＝国基準で支給。1調査区4万円
程度　▶申込・選考＝4月15日㈬ま
でに登録書を持参
＊登録書は下記で配布。市ホームペー
ジからもダウンロードできます。

問総務課総務係
　☎ 955-9547　℻ 951-5410

放課後児童クラブ
　春休みアルバイト指導員

▶対象＝18歳以上（高校生を除く）　
▶期間＝3月25日㈬～ 4月6日㈪（㊐
と3月31日㈫を除く）　▶勤務内容
＝小学1 ～ 4年生の保育補助など　
▶勤務時間＝午前8時～午後6時の
間で応相談　▶勤務地＝市内小学校
（長五小、長七小、長九小、長十小
を除く）　▶時給＝910円　▶面接
あり（要申込）
問文化・スポーツ振興室青少年育成担当
　☎ 955-9546　℻   955-9526

市営住宅の月極駐車場
利用しませんか

▶対象＝市内在住の人（申込多数の
場合抽選）　▶場所＝市営神足住宅
駐車場（東神足2丁目4番11号）アス
ファルト舗装・屋根なし　▶募集件
数＝5区画（駐車位置は選択不可）　
▶契約形態＝月極駐車場。月額
10,000円　▶利用開始日＝4月1日
㈬以降（予定）　▶申込＝3月2日㈪
～ 13日㈮に申込書を下記へ持参
＊申込書は下記（夜間・土日祝は時
間外受付）で配布。市ホームペー
ジからもダウンロード可。

問住宅営繕課住宅係
　☎ 955-9523　　℻   951-5410

老人園芸広場「長岡園」
利用しませんか

▶場所＝長岡園（開田4丁目地内）。
約68畝　▶対象＝4月1日時点で60

歳以上の市民（井ノ内園・調子園利用
者を除く）　▶期間＝4月1日～令和4
年2月末の23か月　▶料金＝4,600
円 (1か月200円 )　▶申込＝3月2日
㈪～ 13日㈮に本人確認書類を持参
＊代理申請・名義の貸し借りはでき
ません。

＊園に駐車場はありません。
問高齢介護課高齢福祉係
　☎ 955-9713　℻   951-5410

傍聴しませんか
【共通事項】▶定員＝抽選で5人　
●長岡京市障がい者ネットワーク連
　絡調整チーム会議

　情報交換や課題検討をします。
▶日時・場所＝4月2日㈭午後1時
30分から、市役所　▶申込＝3月
26日㈭午後5時まで　▶手話通訳 ･
要約筆記＝3月19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
●長岡京市生活環境審議会
　地球温暖化対策実行計画（区域施
設編）の進捗報告をします。
▶日時・場所＝3月23日㈪午前10時～正午、
市役所　▶申込＝3月19日㈭午後5時まで
問環境政策室環境政策担当
　☎ 955-9542　℻   951-5410
　    kankyouseisaku

　震災の翌年に始まり、今年で9回目。福島県
をはじめとした全国の合唱団が歌で被災地に
エールを送ります。作曲家の信長貴富さんに
よるオリジナル作品の演奏も！　▶日時＝3月
7日㈯午後5時30分から・8日㈰午前10時から
▶場所＝長岡京記念文化会館　▶費用＝2日通し券1,500円。チケット
購入は下記事務局のホームページから
＊収益は被災地の合唱活動支援に役立てられます。
問（一社）H

ハ ー モ ニ ー

armony f
フォー

or J
ジ ャ パ ン

APAN事務局（パナムジカ内）
　☎ 080-4232-8762　

復興支援コーラスコンサート

～明日へつなぐ・明日へうたう～

Harmony  fo r  JAPAN2020
ハーモニー フォー ジャパン３

７㊏・

８㊐

学校 日にち 開演時間 場所
長岡中 28日㈯ 午後6時 長岡京

記念文化会館長二中 29日㈰
長三中 27日㈮
長四中 28日㈯ 午後2時 長四中体育館

▶日時・場所＝3月6日㈮～ 8日
㈰午前10時～午後5時（8日は午
後4時まで）、バンビオ2階市民
ギャラリーと3階特別展示室
問市文化協会事務局
　（文化・スポーツ振興室内）
　☎ 955-9734　℻   955-3150

▶日時・場所＝3月27日㈮～ 29
日㈰、長岡京記念文化会館（長四
中は同校体育館で）
問学校教育課学務係
　☎ 955-9544　℻   951-8400

１年間の活動成果を披露
市立中学吹奏楽部定期演奏会

部門 日にち 時間
書 6日㈮ 午前11時～正午
写真 7日㈯ 午後1時30分～ 2時30分
工芸 午後2時30分～ 3時30分
日本画 午後3時30分～ 4時30分
洋画 8日㈰ 午前10時30分～ 11時30分

▶作品の見どころ・評価を聞こう！
　ギャラリートーク（講評会）の日程

▶各市立中学校の定期演奏会日程

長岡京展
入選・入賞の公募作品を展示

＊8日㈰は午後2時30分からメインホール
で表彰式があります。

夕方に市役所屋上から流れる「ふるさと」の曲は、「これから暗くなるから、そろそろ家に帰り

ましょう」の合図です。問市青少年健全育成推進協議会（文化・スポーツ振興室内）☎ 955-9546
おかえりチャイムが

3月1日㊐から午後6時に

Harmony  fo r  JAPAN2020Harmony  fo r  JAPAN2020
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子ども家庭相談員・子育て支
援センター職員・保育士

①子ども家庭相談員（会計年度任用職員）
▶対象＝社会福祉士、精神保健福祉
士、臨床心理士、社会福祉主事、児
童福祉司の資格や幼稚園教諭、保育
士、教員の免許を持つ人。諸条件あ
り　▶募集人数＝1人　▶採用期間
＝5月1日～来年3月末（実績に応じて
3年までの更新あり）　▶勤務時間＝
平日（週30時間）　▶報酬＝月18万
232円（期末手当あり）　▶試験＝3
月23日㈪午前9時30分から　▶申込
＝3月13日㈮必着で必要書類を提出
問子育て支援課子育て支援係（分庁舎3）
　☎ 955-9558　℻   952-0001
②子育て支援センター職員
　（会計年度任用職員）
▶対象＝保育士、幼稚園教諭、教員
免許や社会福祉士の資格を持つ人　
▶勤務時間＝平日午前9時～午後4時
（週30時間）　▶報酬＝15万9,483円
③保育士（会計年度任用職員）
▶対象＝保育士資格を持つ人　▶勤
務時間＝平日午後2時～ 7時30分・
土曜日午後1時～ 7時30分（週33時
間）　▶報酬＝月18万1,393円
【②③共通事項】　▶募集人数＝若干
名　▶採用期間＝4月～来年3月末
まで（更新あり）　▶試験＝3月16日
㈪午前9時から　▶申込＝3月11日
㈬午後5時まで　▶期末手当あり
問子育て支援課保育係（分庁舎3）
　☎ 955-9518　℻   952-0001
　 kosodate

市内の公園にキッチンカーで
出店しませんか

▶対象＝キッチンカーを保有し、公
的機関の発行する営業許可証を持つ
などの条件を満たした個人や団体　
▶販売できる商品＝営業許可の範囲
内の飲食物（酒類は不可）　▶出店期
間・場所＝4月1日㈬～来年3月31日
㈬の希望日、各公園の開園時間内（西
山公園、勝竜寺城公園、西代里山公園）　
▶出店料＝1日につき売り上げの
10％　▶申込＝3月2日㈪～ 27日㈮
＊出店は1日につき1台、電気・水
道の使用はできません。

問（公財）長岡京市緑の協会
　☎ 952-1900　℻    952-1905

魅力あるまちづくりへ
市民活動応援補助金

①市民提案型協働事業コース
　総合計画のテーマに沿った事業を
自由に企画提案。プレゼン審査あり
②スタートアップコース
　設立3年以内の団体が行う事業
【共通事項】▶補助額＝①上限30万
円 ②上限5万円　▶申込＝4月1日
㈬～ 5月22日㈮
＊対象団体などの確認は下記へ。
問自治振興室市民参画協働担当
　☎ 955-3164　℻   951-5410
　 jichishinkou

妊娠希望の人・妊婦の家族
風疹ワクチン接種の助成

▶対象＝風疹抗体検査の抗体価が低い
人（HI価16以下かEIAｰ IgG価8.0未満）
で、妊娠を希望する女性か妊婦の同居
家族　▶ワクチン接種対象期間＝昨年
4月1日～今年3月31日までの接種分　
▶助成内容＝接種費用の3分の2を助
成。麻疹風疹ワクチン（MR）か風疹ワ
クチンのいずれか1回　▶申請＝3月末
まで（郵送の場合は当日消印有効）
● 男性の風疹第５期 クーポン券を
　早めに利用しましょう
▶対象＝1972年4月2日～ 1979年
4月1日生まれの男性。昨年6月に
クーポン券を送付しています　▶申
請＝クーポン券のない人は市ホーム
ページから申込フォームで申請する
か、身分証明書を持参し下記窓口へ
問健康医療推進室保健活動担当
　☎ 955-9704　℻   955-2054

ひとり親家庭の父母対象
就業支援制度

　いずれも所得制限があります。
●自立支援教育訓練給付金
▶対象＝国が指定した職業能力開発
のための講座を受講した人　▶支給
額＝教育訓練経費の60％（上限20
万円）　▶受講開始前に事前相談要
＊教育訓練給付金受給者も差額分の
併給が可能です。

●①高等職業訓練促進給付金
　②高等職業訓練修了支援給付金
▶対象＝看護師、介護福祉士、社会

福祉士、製菓衛生師などの資格取得
のため養成機関で1年以上修業し、
資格取得が見込まれる人　▶支給額
（月額）＝非課税世帯は①10万円 ②
5万円。課税世帯は①7万500円 ②2
万5,000円　▶支給期間＝上限3年
●ひとり親家庭高等職業訓練促進資金
▶対象＝高等職業訓練促進給付金を
受給している人で、将来取得した資
格が必要な業務に従事しようとする
人　▶貸付限度額＝入学準備金50
万円以内、就職準備金20万円以内
＊条件を満たせば返還不要。詳しく
は下記か京都府社会福祉協議会
（☎ 252-6292）へ。
問子育て支援課子育て支援係（分庁舎3）
　☎ 955-9558　℻ 952-0001

プレミアム付商品券
使用期限は３月５日㊍まで

　プレミアム付商品券の使用は3月
5日㈭で終了します。残った商品券
は払い戻しができません。期限まで
に使用してください。
問商工観光課プレミアム付商品券
　事務担当（分庁舎2）
　☎ 955-9712　℻   951-5410

自分の家が空き家になったら?!
終活に役立つ 空き家情報冊子 
　厳選された情報が詰まった空き家
情報冊子「考えよう！空き家になる
前に・空き家になったら」を配布・
配架しています。
▶配布場所＝市役所（下記・時間外
受付）、阪急長岡天神駅、JR 長岡
京駅、バンビオ、中央公民館
＊冊数には限りがあります。
問都市計画課空き家政策担当
　☎ 955-9743　℻   951-5410

京都地方気象台「天気に関す
る問合せ」対応時間の変更

　4月以降の電話対応時間は、平日午前
8時30分～午後5時15分（☎841-3008）
となります。夜間・休日は、自動音声サー
ビス（☎841-3050）をご利用ください。
休日は気象庁天気相談所（☎03-3214-
0218）もご利用いただけます。
問京都地方気象台
　☎ 841-3006

確認してください

長岡京市 プレミアム付商品券 検 索

加入希望の人は説明会への参加が必要です。▶時間・場所＝午前10時～11時30分、
中央公民館　 問ファミリーサポートセンター（分庁舎3）　☎ 959-3034

ファミリーサポートセンター
３月７日㊏は入会説明会
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有害鳥獣捕獲実施日は３月18日㊌
西山に入らないでください

　農作物や草木新芽への被害軽減の
ため、有害鳥獣（イノシシ・シカ）を
捕獲します。次の日程は西山へ入山
しないでください。
▶実施日時・場所＝3月18日㈬（荒
天時は19日㈭に延期） ①午前8時30
分～正午、奥海印寺野山一帯 ②午
後1時30分～ 4時、奥海印寺大尾な
ど長岡京市・京都市境界一帯
問農林振興課西山森林整備係
　☎ 955-9687　℻   951-5410

専修学校などで学ぶ人
技能修得資金の申請

▶対象＝次の要件を全て満たす人 
①経済的理由で技能修得が困難な世
帯の人（属する世帯の総収入が生活
保護基準額の1.8倍以内） ②授業時
間が1週間18時間以上（年間680時
間以上）の技能修得施設（看護師・准
看護師養成所を除く専修学校、専門
学校など）に入所している ③技能修
得施設入所時に20歳以下　▶申請
＝3月9日㈪～ 4月6日㈪に在学証明

書、源泉徴収票、口座情報がわかる
もの、ハンコ、学校パンフレットを
持って下記へ
問乙訓保健所福祉室
　☎ 933-1154　 ℻    932-6910

きて・みて・きいて！
ポリテクセンター見学

▶日時・場所＝3月10日㈫・17日
㈫ ･24㈫午後0時30分～ 3時、ポリ
テクセンター京都　▶対象＝離職

中・離職予定の人で職業訓練の受講
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

公的職業訓練（ハロトレ）説明会
▶日時・場所＝①3月9日㈪ ②3月
30日㈪、午後1時30分～ 3時30分、
ハローワーク京都七条3階会議室
＊①は4月、②は5月開始訓練が対象です。
問ハローワーク京都七条
　☎ 341-5527　℻   371-9126

1月（新規認定者は認定月）～ 2月分の児童扶養手当を、振り込みます。全部停止や平
成31年度の現況届が未提出の場合は支給されません。 問子育て支援課 ☎ 955-9558

３月は児童扶養手当の支給月
振り込み日は３月10日㊋です

１日 横関整形外科医院 ☎955-4700
　　（野添2-12-12）

22日 向日回生病院 ☎934-6881
　　（向日市物集女町中街道92-12）

８日 高山整形外科医院 ☎959-0955
　　（今里西ノ口7-1）

29日 済生会京都府病院 ☎955-0111
　　 （今里南平尾８）

15日 福田整形外科医院 ☎925-5113
　　（向日市寺戸町七ノ坪100
　　  ｼﾞｵ阪急洛西口ﾉｰｽﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ1階）

20日 千春会病院 ☎954-2175
　　（開田2-14-26）

文
長七小

Ｎ

国道171号へ

向
日
市
へ小

畑
川

保健センター
乙訓休日応急診療所

■内科・小児科
午前９時30分～午後４時（昼休憩あり）

乙訓休日応急診療所 ☎955-3320 
（今里北ノ町39-4）

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

【感染症の予防のために】こまめな手洗い・うがいや、症状のある人は咳エチケットを心がけましょう。
＊時間帯によっては、すぐに対応できない場合があります。

■外科　午前９時30分～午後４時

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

　▶相談時間＝午後７時～翌朝８時
　　（土曜日は午後３時～翌朝８時）

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

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

国民健康保険 夜間の窓口 ３月27日㊎・30日㊊ 午後８時まで
　国保の加入・脱退の手続きは14日
以内に行わないと、保険料をさかのぼ
って請求されたり、医療費が全額自己
負担となる場合があります。

●６月使用分
当選の確認…３月15日㈰～ 25日㈬
申請の締切…３月25日㈬
＊各施設の休館日にご注意ください。
＊申請には利用料金が必要です。
●お問い合わせは、各公共施設へ

公共施設の予約や確認

 長岡京市公共施設 検 索

　一般住宅（共同住宅を含む）を対象に、住宅用火災警報器
の設置状況調査を実施します。消防職員が直接伺い、身分
を証明するものを提示しますので、ご協力をお願いします。
▶期間＝3月1日㈰～ 14日㈯
▶対象＝乙訓2市1町で無作為に抽出した約400世帯
＊警報器や消火器の販売はしません。消防職員を装った訪
問販売には注意してください。

問乙訓消防組合 消防本部予防課
　☎ 953-6042　 ℻    953-1191

                  “ ひとつずつ いいね！で確認 火の用心 ” 春季火災予防運動実施中

                         住宅用火災警報器 設置状況を調査します
３月１日㊐
  ～ 14日㊏

住宅用火災警報器
の設置は法令で

義務化されています

寝室・階段・台所
に必要です

相談 ＆ 説明会



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。
＊26日㈭はありません。
＊4月2日㈭の申込は3月30日㈪から受付。

総務課
市民相談・
消費者行政担当
☎ 955-9501

全て
市役所1階
市民相談室

司法書士相談【申込制・先着6人、1人30分】
11日㈬・18日㈬ 午後1時30分～ 4時30分
行政相談（相談受付は午後3時30分まで）
18日㈬午後1時～ 4時
消費生活相談
平日（㊋除く） 午前9時～正午、午後1時～ 4時
行政書士相談（暮らしや事業の手続き相談）
25日㈬ 午後1時30分～ 4時30分
不動産無料相談（空き家対策含む）予約可
17日㈫ 午後1時～ 4時、市役所1階市民相談室

都市計画課
☎ 955-9743

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

健康医療推進室
☎ 955-9704生活習慣病予防・改善の食事相談（管理栄養士）

【各時間２人・申込制】16日㈪ 午後1時・2時・
3時、20歳以上の市民、市役所か保健センター
ハローワーク職員によるお仕事相談会【申込制】
16日㈪ 午後2時～ 4時、市役所分庁舎3

福祉なんでも
相談室
（分庁舎３）
☎ 955-3177

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

家庭児童相談室
☎ 953-7710

教育相談 
㊊～㊏ 午前9時～午後5時、教育支援センター

同相談専用
☎ 963-5533

市民無料相談 相談日は変わることがあります
心身障がい者相談（視覚・肢体）
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】10日㈫午後1時～ 4時、東
地域包括支援センタ－

同センター
☎ 963-5508

高齢者の虐待などに関する相談
平日 午前8時30分～午後5時15分、市役所東棟1階

高齢介護課
☎ 955-9713

一般・DV相談（面接は申込制）
平日 午前9時～午後5時
【一般相談☎ 963-5522】【 DV相談☎ 874-7867】

男女共同参画
センター 
“ いこ～る ”
プラス
☎ 963-5502

全て
バンビオ6階

女性のカウンセリングルーム【申込制】
    4日㈬・25日㈬ 午後1時30分～4時30分
11日㈬・18日㈬ 午前9時30分～午後0時30分
女性の法律相談【申込制】
25日㈬ 午前10時～正午
男性電話相談（専用☎ 963-5522へ）
27日㈮ 午後7時～9時
特設人権相談 9日㈪ 午前10時～正午、18日㈬
午後1時～ 3時30分、市役所１階市民相談室

人権推進課
☎ 955-3180

弁護士による無料相談【各センターへ申込制、
1人30分】7日㈯南包括、10日㈫・24日㈫き
りしま苑、14日㈯西包括、21日㈯東包括、28
日㈯北包括、午前10時～正午

総合生活支援
センター
☎ 963-5508

60歳以上のための  憩  い
●竹寿苑　☎℻   954-6830
　今月の催しはありません。

●きりしま苑　☎ 956-0294　℻   956-0290
　カラオケ大会　▷13日㈮・27日㈮午後1時から
　▷5月分までの空き部屋利用申請は、

2日㈪から受付

●老人憩の家（東地域包括支援センター）
　☎ 963-5508　℻   958-6909
　脳はつらつ教室　▷4日㈬体操と脳トレ、18日
㈬体操とビリヤード　▷各午後1時30分から

心を込めた手作り品をあなたに

毎週㊎と ｢０のつく平日」に市役所ロビーで販売中♪

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

心を込めた手作り品をあなたに心を込めた手作り品をあなたに心を込めた手作り品をあなたに心を込めた手作り品をあなたに心を込めた手作り品をあなたに心を込めた手作り品をあなたに心を込めた手作り品をあなたに心を込めた手作り品をあなたに心を込めた手作り品をあなたに心を込めた手作り品をあなたに心を込めた手作り品をあなたに

ほっこりんぐ
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日 開始時間 販売製品 販売事業所

      6日㈮ 午前
10時30分

和の小物、アクセサリー、
巾着、ブックカバー ステージ

10日㈫ 午前11時 花苗、寄せ植え、多肉植物、
雑貨類 草のたね

13日㈮ 午前
10時30分

昆布製品、お茶葉、紙製品、
縫製品、アクセサリー、小物

乙訓の里・
乙訓楽苑

27日㈮ 午前
11時30分

焼き菓子、季節のスイーツ、
手作り小物 やまびこ

30日㈪ 午前
10時30分

フェルト製品、染め手拭い、
メモ帳、一筆箋 友愛印刷



シルバー人材センター入会説明会
13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
6日㈮午後7時から、10日㈫・19日㈭午後1
時30分から、産業文化会館

音頭保存会事務局
（商工観光課）
☎ 955-9515

西山公園体育館トレーニング室利用説明会
【申込制・先着順】18歳以上対象（㊋休館） 西山公園体育館

☎ 953-1161

スポーツセンター
☎ 951-3363

個人開放デー【申込制・先着順】
28日㈯西山公園体育館、14日㈯スポーツセ
ンター　いずれも午前9時～ 11時40分
学校グラウンド夜間照明　４月分の抽選日
18日㈬午前9時から、市役所東棟3階会議室7

文化・スポーツ振興室
☎ 955-9735

学校特別教室開放 午前9時～正午に右記で
4月1日～ 30日使用分…3月13日㈮
4月16日～ 30日使用分…3月31日㈫

生涯学習課
（図書館3階）
☎ 955-9534

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

健康医療推進室
☎ 955-9704

普通救命講習（心肺蘇生法やAEDの取り扱
い、止血法、応急手当など）【申込制】
15日㈰ 午前9時～正午、大山崎消防署

長岡京消防署
☎ 957-0119

ふれあい朝市・夕市　毎週㊊ ▷午前8時30
分～ 9時 ( 中央公民館市民ひろば ) 毎週㊍ 
▷午前8時30分～9時(勝竜寺城公園駐車場） 
毎週㊏ ▷午後4時～ 6時（バンビオ広場公園）
ふれっしゅ交流市　毎週㊊㊌㊏　▷午前8
時～ 10時　金ケ原の湯川酒店前

海印寺ふれあい市　毎週㊋㊍㊏　▷午前9時
～ 11時　JA海印寺支店駐車場　＊売り切
れ次第終了、ペットの入場はお断りします。

農林振興課
☎ 955-9514

☎ 951-4646　℻   957-0732

に

行こっ♪

◆ Book Guide 　春は別れと出会いの季節。大切な人への想いを伝え
るなら、メールより手紙はいかがでしょうか。

■子どもの本を読む会
▷12日㈭午前10時～正午　▷対
象は大人　▷子どもの本の読書
会　▷3階大会議室

■おはなしとブックトークの会
▷14日㈯午後2時30分～3時　▷
対象は小学生　▷2階おはなしコ
ーナー　▷おはなしと本の紹介

＊幼児・小学校低学年向けのイベントは、16～ 17ページを見てね。

図書館

今月のテーマ：　　手紙

■ 大富豪からの手紙
　 本田健／著

　ダイヤモンド社／刊
■ おとなの手紙時間

　 むらかみかずこ／著
　 サンマーク出版／刊

■ アサギマダラの手
てがみ
紙

　 横
よこ た
田明

あき こ
子／著

ちょ
　国

こく ど
土社
しゃ
／刊
かん

■ ともだちからともだちへ
　 ティファニー・ビーク／画

が

　 アンソニー・フランシス／著
ちょ

　木
きさ か
坂涼
りょう
／訳
やく
　理

りろんしゃ
論社／刊

かん

図書館Web

　米国在住の作家・小手鞠さん
と、日本在住のフリーライター・
望月さんの往復書簡。働くこと、
大人の友情など、二人の間で行
き交うメッセージは、働く女性に
励ましと元気を与えてくれます。

一
般
書

働く女性に贈る27通の手紙
小手鞠るい・望月衿子／著　
産業編集センター／刊　

　交
こうりゅうかい

流会の案
あんない

内を届
とど

けたのに、
佐
さ や ま

山さんだけ返
へ ん じ

事が来
こ

ない。大
だ い ち

地
は佐

さ や ま

山さんが白
しろ

いつえをついている
ことを知

し

り、目
め

が不
ふ じ ゆ う

自由なのだと
気
き

づきます。そこで、点
て ん じ

字で手
て が み

紙を
書
か

くことを思
おも

いつくのですが…。

児じ

ど

う

し

ょ

童
書

  凸凹あいうえおの手紙
別
べっし
司芳

よし こ
子／著

ちょ
　ながおかえつこ／画

が
　

くもん出
しゅっぱん
版／刊

かん
　

おすすめ！この本も

休業・休館
市役所、保健センター、
きりしま苑、竹寿苑 ㊏㊐㊗

図書館 ㊊・3

北開田会館 ㊏午後、㊐㊗

北開田児童館 “キッズナ ” 7・㊐㊗

西山公園体育館 ㊋

スポーツセンター なし

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 なし

シルバー活動交流フロア ㊏㊐㊗

あったかふれあいセンター ㊐㊗

バ
ン
ビ
オ
１
番
館

市民活動サポートセンター
市民交流フロア
中央生涯学習センター
生涯学習団体交流室

なし

教育支援センター
男女共同参画センター
総合生活支援センター

㊐㊗

観光情報センター ㊌
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