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■ 西陣織会館（下図）での申告書作成
　２月12日㈬～３月16日㈪の平日
▶申告書作成…６階受付
▶作成済みの申告書などの提出…１階提出コーナー
① 税理士による申告書作成・相談
　（所得税・個人事業者の消費税）
▶期間＝２月12日㈬～ 14日㈮（午前９時30分～午後３
時）、譲渡所得・贈与税の申告相談はありません。
② 税務署職員による申告書作成・相談
　（所得税・贈与税・個人事業者の消費税）
▶期間＝２月17日㈪～３月16日㈪の平日と、２月24日
（月・休）、３月１日㈰の午前９時～午後４時
＊会場では納税できません。
＊納税証明書の発行は右京税務署でのみ行っています。

■ バンビオでの確定申告相談会
　（近畿税理士会右京支部による）
▶期間・場所＝２月18日㈫～ 21日㈮。受付は午前９時
30分～ 11時30分と午後１時～３時。バンビオ１番
館２階　市民ギャラリー１
▶対象＝前年分所得金額が300万円以下の事業所得者・
不動産所得者・雑所得者・給与所得者と年金受給者
＊パソコンでの申告書作成はありません。申告書控えに
受領印の押印はできません。
＊駐車場は有料です（割引券の配布はありません）。
＊整理券の配布はありません。
＊譲渡所得・贈与税の相談は西陣織会館の申告会場へ。
相続税の相談は、右京税務署（要事前予約）へ。

所得税の確定申告

税の申告

■ 確定申告書の作成
　用紙のダウンロードは国税庁 H

ホームページ
P で

　HP内の「確定申告書等作成コーナー」では、所得税、
消費税と贈与税の申告書などを画面の案内に従って金額
などを入力するだけで作成できます。
　作成した申告書などは e-Tax を利用していただくか、
印刷して郵送などで提出してください。
　ID・パスワード方式の届け出がお済みの人は、マイ
ナンバーカードなどがなくても、パソコンやスマートフ
ォン・タブレット端末から e-Tax で申告書の送信がで
きます。
　令和元年分の「所得税の確定申告書等作成コーナー」
は、２か所以上の給与所得者、年金収入や副業等の雑所
得者など、スマホ専用画面をご利用いただける人の範囲
が広がりますので、ぜひご利用ください。
＊詳しくは、国税庁HPか e-Tax・作成コーナーヘルプ
デスク（☎ 0570-01-5901）へ。
＊申告書などの用紙は、右京税務署と西陣織会館にも置
いています（一部の用紙は、市役所北棟２階税務課に
もあります）。
＊右京税務署では、申告相談を行っていません。作成済
みの申告書などは、郵送か税務署窓口で受け付けます。
 【郵送先（右京税務署）】
　〒615ｰ0007　京都市右京区西院上花田10・１

税の申告

西陣織会館（上京区堀川通今出川南入ル）

　令和元年分の所得税の確定申告と、令和２年
度の市府民税の申告が始まります。申告期間の
開始直後と終了間際は、窓口・会場が混雑します。
なるべく２月下旬～３月上旬にお越しください。
問税務課 市民税係　☎ 955-9507　℻   951-5410

西
陣
織
会
館

■ 市役所での申告書のお預かり
▶期間・場所＝２月17日㈪～３月16日㈪の平日（午前
８時45分～午後５時）、市役所北棟４階大会議室Ｂ

＊申告書の控えに受領印は押印できません。預かり証を
交付します。

＊マイナンバーの記載が必要です。その際、顔写真の付
いたマイナンバーカードの写しを添付するか、①身元
確認書類（運転免許証など）と②番号確認書類（マイナ
ンバー通知カードなど）の写しの添付が必要です。
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場所 期間 作成・相談 提出

所得税の
確定申告

西陣織会館
２月12日～２月14日
２月17日～３月16日

６階受付（所得税・個人事業者の消費税）
６階受付（所得税・贈与税・個人事業者の消費税）

１階提出コーナー

バンビオ ２月18日～ 2月21日 2階市民ギャラリー 預かりのみ
（受領印×）

市役所北棟４階
大会議室B ２月17日～３月16日 × 預かりのみ

（受領印×）
右京税務署 　　　　～３月16日 × ○

市府民税
の申告

市役所北棟４階
大会議室B ２月17日～ 3月16日 ○ ○

＊詳しい時間帯などは各項目をご覧ください。

　申告場所など一覧　

　各会場の注意点　

　本人確認ができる書類　

市府民税の申告

共通事項

■ 申告が必要な人
　今年１月１日現在、市内在住の人。申告が不要な場合
もあります（次項）。
▶ 申告期間・提出場所＝２月17日㈪～３月16日㈪の平日
　午前８時45分～午後５時、市役所北棟４階 大会議室Ｂ
▶必要書類＝申告書、身元確認書類、個人番号確認書類
かその写し（下図例）

＊顔写真の付いたマイナンバーカードの写しがある場合
は、下図①②の書類は不要です。

＊郵送の場合は、書類の写しを添付してください。
 【郵送先】
  〒617-8501（住所記載不要）
  長岡京市役所税務課市民税係

■ 申告が不要な人
▶所得税の確定申告をする人
▶勤務先や給与支払先から「給与支払報告書」が本市に
提出されていて、昨年中その他の収入がない人
▶公的年金受給者のうち、昨年中の給与所得かそれ以外
の所得がない人（公的年金などの収入金額が400万円
以下でその他の所得が20万円以下の人は、所得税が還
付になる場合を除いて申告が不要。ただし、年金の源
泉徴収票に記載されている以外の控除【社会保険料、
医療費、生命保険料、扶養控除などの各種控除】があ
る人は申告が必要）
▶昨年中に所得がない人
▶昨年中の所得が遺族年金、障害年金などの非課税所得
のみの人（非課税証明書が必要な場合、所得がないこ
との申告要。国民健康保険や後期高齢者医療制度、介
護保険に加入している人は、保険料などの算定に影響
する場合あり。該当する場合は、申告を）

個人番号カード ②通知カードなど①運転免許証など

＋

分からないことは
「確定申告
コールセンター」へ
右京税務署の代表電話
（☎ 311ｰ6366）にかけ、
音声案内の「０」を選
択してください。

＊駐車場に限りがありますので、公共交通機関でお越しください。
＊混雑状況により、予定終了時刻より前に受付を終了する場合があります。

①運転免許証など①運転免許証など個人番号カード個人番号カード

もしくは
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小学校区のふくしを
ともに学び・考え・つくる場
▶日時・場所＝〔長十小校区〕2月
29日㈯午後2時～ 4時、西山井ノ内
保育園（井ノ内南内畑） 〔長八小校
区〕3月7日㈯午前9時30分～ 11時
30分、介護老人保健施設春風（久貝
1丁目）　▶対象＝各小学校区に在
住・在勤・在学の人
問市社会福祉協議会（バンビオ）
　☎ 963-5508　℻   963-5509

乙訓文化芸術祭
●日本舞踊への招待
　乙訓地域の11団体が、歌謡舞踊
や古典舞踊を披露します。
▶日時・場所＝2月8日㈯午後1時か
ら、長岡京記念文化会館　
問「日本舞踊への招待」実行委員会
　（向日市総務課内）
　☎ 931-1111　℻   922-6587
●合唱フェア
　乙訓地域の23団体がすてきな歌
声を披露します♪
▶日時・場所＝2月9日㈰午後0時
30分から、長岡京記念文化会館
問合唱フェア推進委員会事務局
　（文化・スポーツ振興室内）
　☎ 955-9734　℻   955-3150

誰でもチームb
バ ン ビ オ

ambio!
　映像であそぶ会

　遊んでいるうちに動画作品ができ
ちゃうワークショップです。
▶日時・場所＝3月15日㈰午後1時
30分～ 3時、バンビオ　▶定員＝先
着10組20人　▶費用＝1組1,000円
問中央生涯学習センター（バンビオ）
　☎ 963-5500　℻   963-5504

 ~今日の楽しいが明日の福祉に~
ながおかきょう福祉まつり

　収益は市内の福祉・ボランティア
活動に役立てます。
▶日時・場所＝3月１日㈰午前11時～
午後3時、バンビオ　▶内容＝模擬店
やステージ発表、体験コーナーなど　
▶午前10時30分開始のブースあり
問市社会福祉協議会（バンビオ）
　☎ 963-5508　℻   963-5509

介護者同士で交流しませんか
男性介護者サロン

　悩んでいるのは自分だけではないと
知ることで楽になることもあります。
コーヒーを飲みながら話しましょう。
▶日時・場所＝2月29日㈯午後1時
30分～午後3時30分、きりしま苑　
▶対象＝介護中か介護経験のある男
性など
問東地域包括支援センター（バンビオ）
　☎ 963-5508　℻   958-6909

ティータイムとグループワークで
楽しみながら学ぼう「介護教室」
▶日時・場所＝①2月15日㈯②29
日㈯午前9時30分～正午、あったか
ふれあいセンター　▶内容＝①「高
齢者の権利擁護と介護保険の使い
方」②「動けなくなったときはどう
する？　今日からできる体作り」　
▶対象＝市内在住で2回とも参加で
きる人　▶定員＝先着20人　▶費
用＝各回300円　▶申込＝２月10
日㈪まで
問あったかふれあいセンター
　☎℻   963-5555

悩みを抱えている人を支える
自殺予防ゲートキーパー講座
▶日時・場所＝3月1日㈰午前10時
～正午、市役所　▶定員＝30人　
▶要申込　▶託児＝6か月～就学前
（先着5人）。2月21日㈮までに要申
込
問社会福祉課地域福祉・労政係（分庁舎３）
　☎ 955-9516　℻   951-7739

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
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
▶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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創業を考えている人・
創業したばかりの人を応援

●長岡京ビジネスカフェ
　～夢を叶える起業応援カフェ～
▶日時・場所＝2月8日㈯午後2時～
4時、ミントハウス　▶対象＝市内
在住・在勤・在学か長岡京市で起業
を考えている人（先着10人）　▶費
用＝500円　▶要申込
問商工観光課商工振興係
　☎ 955-9688　℻   951-5410
●創業者向けＩＴ活用セミナー
▶日時・場所＝2月19日㈬午後6時
～ 8時、産業文化会館　▶定員＝先
着20人　▶要申込
問長岡京市商工会
　☎ 951-8029　℻   958-2473

バンビオで開催
女性交流支援センターの講座
●「男性の家庭進出が社会を救う！」～
みんなが幸せになる男女共同参画とは～
▶日時＝2月15日㈯午前10時30分
～午後0時30分　▶定員＝先着40人　

▶要申込（手話通訳・要約筆記が必
要な人は2月3日㈪までに要申込）
●～誰も傷つかない、誰も傷つけな
いために～「性的同意って？」
　お互いを尊重するためのコミュニ
ケーションのとり方を学びます。
▶日時＝2月28日㈮午前10時30分
～午後0時30分　▶定員＝先着20人　
▶要申込（手話通訳・要約筆記が必
要な人は2月14日㈮までに要申込）
【共通事項】▶託児＝1歳～就学前。先
着6人。前の週の金曜日までに要申込
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

60歳以上対象 きりしま苑で
体操やストレッチをしませんか
●チェアヨガ
　椅子を使って家庭で気軽にできる
ヨガ教室です。
▶日時＝2月18日㈫午前11時～ 11
時45分　▶定員＝先着15人　▶申
込＝2月3日㈪午後2時受付開始

今月の
　いちエコ

お風呂は家族で続けて入りましょう。間隔が空くときは、保温にしておくより直前に　

追い炊きするほうが省エネです。窓対策も効果的。 問環境政策室　☎ 955-9542

●健康ストレッチ体操
　ゴムバンドを使って体を動かそう！
▶日時＝2月27日㈭午後2時30分～3時
●耳のストレッチ教室
▶日時＝①2月28日㈮②3月16日㈪
いずれも午後1時30分～ 3時　▶定
員＝各先着12人　▶内容＝①頭、
ストレス、腰痛スッキリ編 ②使え
る耳つぼをマスターしよう編　▶申
込＝2月3日㈪午後2時受付開始
問きりしま苑
　☎ 956-0294　℻   956-0290

絵本作家きむらゆういちさんの
講演も 人権問題研究市民集会
▶日時・場所＝2月15日㈯午後1時
30分～ 4時、中央公民館　▶内容
＝人権啓発作品の表彰式、講演会「あ
らしのよるに」のひみつ　▶定員＝
先着200人　▶託児＝6か月以上。
2月7日㈮までに要申込　▶要約筆
記、手話通訳、磁気ループあり
問生涯学習課生涯学習・文化財係
　☎ 955-9534　℻   954-8500

　私自身、前回東京オリンピックの聖火リレーをテレビで見た時の感動を
鮮明に覚えており、今回、地元で直接、聖火が見られることを大変うれし
く思っています。一生に一度のこの機会、私たち世代は当時の感動をよみ
がえらせるとともに、子どもたちには記憶に残る大会になればと願ってい
ます。

世紀の瞬間を、
共に楽しみましょう
東京2020オリンピック聖火リレー
長岡京市実行委員会委員長　樋口重明さん

▶活動日＝5月26日㈫午後3時～ 7時の
間で3時間程度
▶活動内容＝聖火リレールートの沿道警
備など
▶対象＝市内在住・在勤・在学の18歳
以上（未成年は保護者の同意要）
▶申込＝申込用紙に必要事項を記入し、
3月31日㈫までに下記へ。用紙は市ホ
ームページからダウンロードできます
問文化・スポーツ振興室スポーツ振興係
　 ☎ 955-9735　℻   955-9526
　 bunka-sports

\ こんなチャンスめったにない /

東京2020オリンピック聖火リレー
市内ボランティア募集！

オリジナル
スタッフ

Ｔシャツ支給（予定）
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2月6日と20日の㊍は、午後7時まで延長しています。税関係の証明書の発行など一部

取り扱いできない業務があります。 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

世界の文化に触れよう
友好交流協会のイベント

●やさしく健康　楽しい太極拳
　五

ご き ん

禽（虎・鹿・熊・猿・鳥）の動き
を取り入れた呼吸法を学びましょう。
▶日時・場所＝2月15日㈯午後2時
～ 3時30分、産業文化会館　▶定員
＝先着25人　▶費用＝100円　▶申
込＝2月7日㈮まで
●友好交流講演会
　「世界100カ国をめぐって」
　世界の素晴らしい情景や世界の現
状と日本とのギャップ、言語を超え
た人との触れ合いなど、遠くの国が
身近に感じられる講演会です。
▶日時・場所＝2月22日㈯午後2時
～ 3時30分、中央公民館　▶定員
＝先着30人　▶要申込
問友好交流協会事務局（秘書課内）
　☎ 955-9500　℻   951-5410

楽しく学ぼう整理収納術
がんばらなくても片付くおうち
▶日時・場所＝3月5日㈭午前10時
～正午、中央公民館　▶対象＝子育
て中の人（先着20人）　▶申込＝2月
3日㈪午前10時受付開始　▶託児＝

先着5人、要申込
問子育て支援課ファミリーサポートセンター
　（分庁舎３）
　☎ 959-3034　℻   959-3201

長岡京市少年少女発明クラブ
おもちゃ工作＆活動発表展

▶日時・場所＝2月1日㈯午後1時
20分～ 2時50分、中央公民館市民
ホール　▶おもちゃ工作体験コー
ナーも
問中央公民館
　☎ 951-1278　℻   955-4774

楽しく学ぼう
中央公民館の市民企画講座

●似合う色を知ればカンタンに
　これからもステキに輝けるわたし
▶日時＝①2月21日㈮ ②3月13日
㈮午前10時～11時30分　▶対象＝
市内在住・在勤でおおむね40歳以
上の人（各回先着4人）　▶内容＝①
ピンク色 ②好きな色と似合う色 に
ついて　▶費用＝各300円　▶申込
＝2月1日㈯午前11時受付開始
●アロマ・ハーブ・お花を使って健康に
▶日時＝2月27日㈭午後2時～ 3時

30分　▶対象＝市内在住・在勤の
人（先着20人）　▶費用＝1,000円　
▶申込＝2月1日㈯午前11時受付開
始
問中央公民館
　☎ 951-1278　℻   955-4774

多文化共生子育て講座
長岡京市で子育てを楽しもう
▶日時・場所＝3月4日㈬午前10時
～ 11時30分、中央公民館　▶対象
＝市内在住・在勤の子育て中の人（先
着10組）　▶内容＝バングラデシュ
の子育て事情　▶申込＝2月1日㈯
午前11時受付開始
問中央公民館
　☎ 951-1278　℻   955-4774

ギャラリーMACHIYA
伝統工芸 木型・金型の展示
▶日時・場所＝2月1日㈯～ 2月28
日㈮、神足ふれあい町家　▶内容＝
和菓子木型と茶釜ふた金型（ボック
スヒシダ所蔵）を展示
＊駐輪・駐車場はありません。
問神足ふれあい町家
　☎ 951-5175　℻   202-9239

ムラタセイサク君が

問㈱村田製作所
　ムラタイノべｰションミュージアム 一般見学応募係
　☎ 955-6786　 mim-koukai@murata.com
　〒617-8566 天神2丁目26－10

▶日時＝2月24日（月・休）　①午前9時30分から ②午前10
時30分から ③午後1時30分から ④午後2時30分から

▶対象＝市内在住の人（各回定員50人・応募多数の場合抽選）
▶申込＝はがきかメールに ①名前 ②住所 ③電話番号 
④申込人数 ⑤希望時間（複数選択可）を書いて、2月
11日 (火 ･祝 ) までに右記へ

＊ 所要時間1時間程度（自由見学）。
＊当選者には、2月17日頃に通知されます。

ムラタ イノベーションミュージアム
　長岡京の地に半世紀以上根付いて
きた歴史。若葉カップや、ロボット
を使った学校への出前授業など市内
での活動とその想いを紹介していま
す。普段は見る事ができない、ムラ
タセイサク君の内部を見ることがで
きるチャンス！

無料一般公開
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税のお支払い
は確実に♪ 固定資産税・都市計画税の第4期納期限（口座振替日）は3月2日㈪です。口座振

替の場合は残高をご確認ください。 問税務課収納管理係　☎ 955-9509
口座残高を
ご確認ください

傍聴しませんか
●社会教育委員会議
　令和2年度の社会教育の重点につ
いて話し合います。
▶日時・場所＝2月6日㈭午後2時か
ら、図書館　▶定員＝3人　▶申込
＝2月5日㈬まで
問生涯学習課生涯学習・文化財係　
　☎ 955-9534　℻   954-8500
●地域包括支援センター運営協議会
　センターの運営などについて話し
合います。
▶日時・場所＝2月12日㈬午後1時
30分から、産業文化会館　▶定員＝
3人　▶申込＝2月10日㈪まで
問高齢介護課高齢福祉係
　☎ 955-9713　℻   951-5410
●総合計画審議会
　第4次総合計画第2期基本計画に
ついて審議（3回目）します。
▶日時・場所＝2月18日㈫午前10時
～正午、市役所　▶定員＝5人　▶
申込＝2月17日㈪午後5時まで
問総合計画推進課企画総務・行革担当
　☎ 955-9502　℻   951-5410
　 sougoukeikaku
●男女共同参画審議会
　男女共同参画社会についての市
民・事業所意識調査の報告など。
▶日時・場所＝2月18日㈫午後2時か
ら、市役所　▶申込＝2月17日㈪まで
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
●図書館協議会
　図書館の運営などについて話し合
います。
▶日時・場所＝2月20日㈭午後2時
から、図書館　▶定員＝3人　▶申
込＝2月6日㈭午前10時受付開始
問図書館
　☎ 951-4646　℻   957-0732
●長岡京市公民館運営審議会
　中央公民館の運営などについて話
し合います。
▶日時・場所＝2月21日㈮午後2時
15分から、中央公民館　▶定員＝5
人　▶申込＝2月20日㈭まで
問中央公民館
　☎ 951-1278　℻   955-4774

今が旬！　長岡京の特産品
“花菜 ”摘み取り体験

▶日時・場所＝2月21
日㈮午前10時～ 11時、
西代里山公園（水車横）　
▶対象＝市内在住の人

（先着10人）　▶費用＝300円　▶
申込＝2月3日㈪午前9時から
問（公財）長岡京市緑の協会
　☎ 952-1900　℻   952-1905

 自然を目で見て感じよう
冬の観察イベント

●冬の星座を見てみよう
　スターウオッチング
▶日時・場所＝2月29日㈯午後7時
～ 8時30分、市役所　▶内容＝天
体望遠鏡による天体観測と学習会
（雨天・曇天時は室内で学習会）　
●小畑川バードウォッチング
▶日時・場所＝3月8日㈰午前9時～正
午、小畑川河川敷（古市橋～落合橋付近）
〔共通事項〕▶対象＝市内在住・在勤・
在学の人（先着40人。小学生以下は保
護者同伴）　▶申込＝2月3日㈪から
問環境政策室環境政策担当
　☎ 955-9542　℻   951-5410
　 kankyouseisaku

西山ファミリー環境探検隊
ようこそ西山へ！

　自然観察やバウムクーヘン作りを
楽しもう！　昼食には鹿肉カレーが。
▶日時・場所＝2月15日㈯午前9時
30分～午後2時、西山公園　▶対象
＝小学生の親子（先着15組50人）　
▶費用＝1人300円　▶申込＝2月3
日㈪から　▶荒天時は翌日に順延
問西山森林整備推進協議会事務局
　（環境政策室内）
　☎ 955-9542　℻   951-5410
　 kankyouseisaku

 バンビオファミリー人形劇
人形劇団クラルテ

▶日時・場所＝3月20日（金・祝）午前
10時30分～ 11時30分、バンビオ　
▶定員＝先着150人　▶演題＝「ゆ
らゆらばしのうえで」「どうして、
ぞうさんのはなはながいの？」　▶
申込＝2月3日㈪午前10時30分から
下記で　▶費用＝前売り1,300円、

当日1,600円（3歳未満無料）
＊未就学児は保護者の同伴が必要。
問中央生涯学習センター（バンビオ）
　☎ 963-5500　℻   963-5504

バンビオ健康のつどい
みんなでたのしくリズムダンス２
▶日時・場所＝3月16日㈪午前10時
30分～ 11時30分、バンビオ　▶対
象＝50歳以上（先着40人）　▶内容
＝キャンディーズの春一番に合わせ
て一緒にダンス　▶申込＝2月4日㈫
午前10時30分から　▶費用＝500円
問中央生涯学習センター（バンビオ）
　☎ 963-5500　℻   963-5504

スマホ写真でカレンダー作り
初心者向けパソコン教室

▶日時・場所＝2月10日㈪・12日
㈬ ①午前9時30分～正午 ②午後1
時30分～ 4時､ 北開田会館　▶対
象＝市内在住・在勤の18歳以上で
スマートフォンを持参できる人（各
回先着5人）　▶費用＝1,500円　▶
申込＝2月3日㈪午前9時受付開始
問北開田会館
　☎ 955-8844　℻   955-8845

長岡京市歴史講演会
●長岡京右京八条三坊十六町跡・
　伊賀寺遺跡の発掘調査成果
▶日時・場所＝2月16日㈰午後1時
30分～ 3時30分、産業文化会館　▶
定員＝先着100人　▶費用＝300円
問NPO法人長岡京市ふるさとガイドの会 高橋
　☎ 090-7366-3107　℻   955-8810
●特別歴史講演会
　勝龍寺城 ｰ石垣・瓦・天主の出現ｰ
▶日時・場所＝3月1日㈰午後1時
30分～ 3時45分、中央公民館　▶
定員＝先着200人　▶費用＝500円
問NPO法人長岡京市ふるさとガイドの会 中山
　☎ 050-1082-2636　℻   954-5523

友好・姉妹都市の作品も
長岡京市小中学校美術展

▶日時・場所＝2月15日㈯午前9時
～午後5時、16日㈰午前9時～午後
4時、中央公民館
問学校教育課学校教育係
　☎ 955-9533　℻   951-8400



12　-　長岡京ライフ 2020.2

・2月13日㈭午後2時～ 4時、済生会京都府病院（400㎖ 献血のみ）

・2月19日㈬午後2時～ 4時、新河端病院（400㎖ 献血のみ） 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

資格や経験を生かしませんか
●長岡京市まちづくり審議会委員
　良好な住環境をつくるため、街づ
くりについて話し合う会議です。
▶対象＝市内在住・在勤・在学の
18歳以上の人　▶定員＝2人　▶任
期＝令和4年2月まで　▶応募＝2月
14日㈮までに必要書類を下記へ
問都市計画課計画・景観担当
　☎ 955-9521　℻   951-5410
●長岡公園（テニスコート含む）管理臨時職員
▶対象＝パソコン（エクセル・ワー
ド）の基本操作ができる人　▶賃金
＝時給910円　▶応募＝2月14日㈮
までに必要書類を下記へ
問（公財）長岡京市緑の協会
　☎ 952-1900　℻   952-1905
●図書館協議会委員
　図書館の運営などを話し合います。
▶対象＝市内在住・在勤の18歳以
上の人　▶定員＝2人　▶任期＝令
和4年3月まで　▶応募＝2月20日
㈭までに必要書類を下記へ
問図書館
　☎ 951-4646　℻   957-0732

応募しよう

●地域健康福祉推進委員会
　障がい福祉部会委員
　障がい福祉施策などについて、各
分野の専門家と一緒に考えます。
▶対象＝市内在住・在勤・在学の
20歳以上の人　▶定員＝1人　▶任
期＝令和4年3月まで　▶応募＝2月
28日㈮までに必要書類を下記へ
問障がい福祉課社会参加支援係（分庁舎3）
　☎ 955-9549　℻   952-0001
　 syougaifukushi
●長岡京市文化財保護審議会委員
　文化財の保存と活用のための施策
などについて話し合います。
▶対象＝市内在住・在勤の18歳以
上の人　▶定員＝1人　▶任期＝令
和4年3月まで　▶応募＝2月28日
㈮までに必要書類を下記へ
問生涯学習課生涯学習・文化財係
　☎ 955-9534　℻   954-8500
●農業委員・
　農地利用最適化推進委員候補者
　農地利用の最適化のための活動や
審議などを行います。
▶定員＝農業委員14人、農地利用
最適化推進委員3人　▶任期＝令和
5年7月19日まで　▶応募＝2月28
日㈮までに必要書類を下記へ
問農林振興課・農業委員会事務局
　☎ 955-9536　℻   951-5410
●男女共同参画審議会市民公募委員
　男女共同参画の推進に関すること
について審議します。
▶対象＝市内在住・在勤・在学の18
歳以上の人　▶定員＝男女各１人　

▶任期＝令和4年3月まで　▶応募＝
2月29日㈯までに必要書類を下記へ
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
●竹寿苑非常勤職員
▶対象＝普通自動車の運転、パソコン
（エクセル・ワード）の基本操作ができ
る人で65歳未満の人　▶募集＝1人　
▶賃金＝月額143,612円（期末手当な
どあり、交通費別途支給）　▶応募＝
2月21日㈮までに必要書類を下記へ
問高齢介護課高齢福祉係
　☎ 955-9713　℻   951-5410
●放課後児童クラブアルバイト
①放課後児童支援員
▶対象＝放課後児童支援員認定資格
を持っている人　▶募集＝2人　▶
賃金＝時給1,180円
②放課後児童専任補助員
▶募集＝6人　▶賃金＝時給951円　
③放課後児童補助員
▶募集＝5人　▶賃金＝時給911円　
【共通事項】▶期間＝4月～来年3月
（更新あり）　▶②③は資格不問　▶
応募＝必要書類を下記へ
問文化・スポーツ振興室青少年育成担当
　☎ 955-9546　℻   955-9526

自衛官候補生
▶対象＝18歳以上33歳未満の人　
▶応募＝随時受付
問自衛隊京都地方協力本部宇治地域事務所
　☎℻   0774-44-7139

●本会議
2月21日㈮ 開会日 提案説明など
28日㈮ 第２日 一般質問

3月   2日㈪ 第３日 一般質問・質疑・付託
9日㈪ 第４日 先議案件採決
24日㈫ 最終日 採決など

●委員会
2月18日㈫ 議会運営委員会
3月   2日㈪ 予算審査常任委員会※

3日㈫ 総務産業常任委員会
予算審査常任委員会（第1分科会）※

4日㈬ 建設水道常任委員会
予算審査常任委員会（第2分科会）※

5日㈭ 文教厚生常任委員会
予算審査常任委員会（第3分科会）※

6日㈮ 予算審査常任委員会
議会運営委員会※

10日㈫ 予算審査常任委員会（第2・3分科会）
11日㈬ 予算審査常任委員会（第1・2分科会）
12日㈭ 予算審査常任委員会（第1・3分科会）
18日㈬ 予算審査常任委員会（小委員会）
19日㈭ 予算審査常任委員会（小委員会）

予算審査常任委員会（採決）※
議会運営委員会※

＊いずれも午前10時から（3月19日㈭のみ午後1時から）。
※は前の会議終了後から。
＊一般質問通告要旨は、2月25日㈫～ 3月2日㈪に市
役所南棟1階「市民情報コーナー」や市ホームペー
ジでご覧いただけます。なお、本会議は市ホームペ
ージでインターネット中継しています。
問議会事務局
　☎ 955-3148　℻   951-4091

令
和
２
年
長
岡
京
市
第
１
回
議
会
定
例
会

自分サポーター養成講座
▶日時・場所＝2月27日㈭午前10時
～ 11時、中央公民館　▶対象＝市
内在住・在勤・在学の人（先着20人）
問東地域包括支援センター（バンビオ）
　☎ 963-5508　℻   958-6909
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２月19日㊌午前11時から
Ｊアラート情報伝達訓練を実施

防災情報お知らせメール（登録制）が送信されます。未登録の人は右の

ＱＲコードから登録できます。 問防災・安全推進室　☎ 955-9661

確認してください
プレミアム付商品券の販売と
使用期限が迫っています

▶販売期間＝2月28日㈮午後5時ま
で　▶使用期限＝3月5日㈭まで
※商品券の払い戻しはできません。
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

市役所正面駐車場は
ご利用いただけません

　 庁舎建て替えのため、
正面駐車場を閉鎖して
います。第2駐車場をご
利用ください。台数に
限りがあるため、自転
車やバスなどの利用に、
ご協力をお願いします。

問公共施設再編推進室公共施設検討担当
　☎ 955-3161　℻   951-5410

２月５日㊌マイナンバーカード
申請が市役所でできます

　申請段階から、職員がサポートし
ます。この機会に作成しませんか。
▶日時・場所＝2月5日㈬午後1時30
分～ 5時、市役所東棟1階上下水道
部会議室　▶持ち物＝マイナンバー
通知カード、交付申請書（申請書 ID
のあるもの）、住民基本台帳カード
（持っている人のみ）、ハンコ、本人
確認書類（運転免許証やパスポート
など。もしくは、健康保険証・年金
手帳・医療受給者証などから2点）
＊必ず本人がお越しください。
問市民課住民記録係
　☎ 955-9557　℻   951-5410

経営者の退職金制度
「小規模企業共済」

　個人事業主や会社役員の人が加入
できる共済制度をご存じですか。掛
け金全額が所得控除されるなどのメ
リットがあります。詳しくは下記へ。
問（独行）中小企業基盤整備機構
　☎ 050-5541-7171

京都府母子家庭奨学金
（高等学校入学支度金）の入学前申請
　母子家庭奨学金を受けている人で、

高校入学前に支度金の交付を希望す
る人は、申請してください。
▶対象＝市内在住で①②を満たす人 
①4月1日現在で、母子家庭である
と見込める人 ②申請時点で高等学
校への入学が決定している児童を扶
養している人　▶申請＝2月3日㈪
～ 28日㈮に必要書類を下記へ　▶
支給時期＝3月27日㈮
＊母子家庭奨学金（高校生）の支給を
受けるためには、4月～ 5月にあ
らためて申請が必要です。
問子育て支援課子育て支援係（分庁舎３）
　☎ 955-9558　℻   952-0001

高校生給付型奨学金 1次申請
▶対象＝市内在住で①②を満たし、府
の同種の奨学金などを受けていない人 
①平成31年度の市民税が非課税の世
帯 ②ひとり親世帯（ほか要件あり）、
児童だけの世帯、父や母が身体障害者
手帳3級以上などの世帯、長期療養者
世帯のいずれかに該当　▶申請＝2月
3日㈪～ 28日㈮に必要書類を下記へ
＊2月7日㈮～ 14日㈮は、市役所教
育総務課でも申請書類を預かりま
す。内容の審査はできません。
問乙訓保健所福祉室
　☎ 933-1154　℻   932-6910

国民年金保険料は
口座振替がお得です

　国民年金保険料は、口座振替で納

付できます。保険料が自動で引き落
とされるので、金融機関に行く手間
が省け、納め忘れもなく便利です。　
　早割や前納割引などのお得な制度
も。希望する人は、納付書か年金手
帳、通帳、金融機関届け出印を持っ
て、希望する金融機関か年金事務所
で手続きしてください。
＊前納を希望する場合、申し込みの
締め切りは、2月末（必着）です。
問京都西年金事務所国民年金課
　☎ 323-1170　℻   314-8638

くらしの資金貸付相談
　一時的に生活資金に困っている世
帯に、生活費や療養費を貸し付けます。
▶対象＝市内に3か月以上住んでお
り、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＝2
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
が分かるもの（運転免許証、保険証、
公共料金の郵便物など）、貸し付け
が必要であることが確認できる書類
（見積書や請求書など）、ハンコ　▶
貸付額＝1世帯10万円以内　▶貸付
日＝2月19日㈬・20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（バンビオ）
　☎ 963-5508　℻   963-5509

● 団体登録終了のお知らせ
　2月末で長岡京市の団体登録が終了となるため、現在登録
いただいている団体登録が解除されます。市からのプレゼン
トは今回で終了しますが、アプリは引き続き利用できます。
● アンケートに答えて図書カードをもらおう
▶対象＝12月末時点で、長岡京市に団体登録していた人　
▶内容＝歩数の変化など（所要時間約５分）　▶賞品＝図書
カード500円分（最大200人。応募多数の場合抽選）　▶回
答＝2月16日㈰までに右記の回答フォーム（QRコード読み
取り）から
問健康医療推進室保健活動担当
　☎ 955-9705　℻   955-2054

● 団体登録終了のお知らせ

これからも
一緒に歩クト！

スマートフォン向けアプリ

一緒に歩クト！
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２日 ふじもと整形外科 ☎921-3300
　　（向日市寺戸町山縄手22-11）

24日 長岡京病院 ☎955-1151
　　 （開田4-9-10）

９日 向日回生病院  ☎934-6881
　　（向日市物集女町中海道92-12）

11日 済生会京都府病院 ☎955-0111
　　（今里南平尾８）

16日 繁本医院 ☎921-7520
　　（向日市寺戸町永田11-38）

23日 新河端病院 ☎954-3136
　　（一文橋2-31-1）

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

＊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 ２月26日㊌・27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。

●５月使用分
当選の確認…２月15日㈯～ 25日㈫
申請の締切…２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

相談 ＆ 説明会
視覚相談会・講演会

東京パラリンピックを楽しもう！
▶日時・場所＝3月10日㈫〔相談〕
午前10時30分～午後3時30分、〔講
演〕午後1時～午後2時、中央公民
館3階市民ホール　▶対象（相談会）
＝見えない・見えにくい人とその家
族　▶内容＝①困りごとなどの個別
相談 ②ロービジョン相談 ③子ども
の視覚の発達や子育ての悩み相談 
④盲導犬や拡大読書器、便利グッズ
など福祉機器の展示・体験 ⑤講演
会「東京パラリンピックを楽しも
う！」　▶申込＝①③のみ要申込
問障がい福祉課障がい支援係（分庁舎3）
　☎ 955-9710　℻   952-0001

法律問題や相続登記で
お困りの人へ　相談会を開催
●京都弁護士会南部一斉無料法律相談会
▶日時・場所＝2月14日㈮午後1時
～ 4時、市役所　▶定員＝先着6組
（1組30分）　▶申込＝2月3日㈪午
前8時30分から受付開始

●京都司法書士会相続・遺言無料相談
▶日時・場所＝2月28日㈮午後1時
～ 4時、市役所　▶定員＝先着18
組（1組30分）
問総務課市民相談・消費者行政担当（南棟１階）
　☎ 955-9501　℻   955-9703

働きたい気持ちを応援
就職相談

▶日時・場所＝2月7日㈮午後1時
30分～ 4時、2月8日㈯午前9時30
分～正午、北開田会館　▶対象＝求
職中の人　▶内容＝職務経歴書の書
き方や面接対策など　▶要申込
問人権推進課人権平和推進担当
　☎ 955-3180　℻   951-5410

きて・みて・きいて！
ポリテクセンター見学

▶日時・場所＝2月5日㈬・12日㈬・
18日㈫午後0時30分～ 3時、ポリテ
クセンター京都　▶対象＝離職中・
離職予定で職業訓練の受講を考えて
いる人　▶要申込
問ポリテクセンター京都訓練課
　☎ 951-7397　℻   951-7393

児童手当・特例給付の10月～ 1月分の支給日は17日㈪です。現況届をまだ提出されていない

人は、至急提出してください。 問子育て支援課　☎ 955-3155
児童手当
2月の支給日

公的職業訓練（ハロトレ）説明会
・職業理解セミナー

　いずれも2月5日㈬、ハローワー
ク京都七条３階会議室で行います。
▶時間・内容＝①午後2時～ 3時30
分、個別説明会 ②午後1時30分～
2時、職業理解セミナー
問ハローワーク京都七条
　☎ 341-5527　℻   371-9126

花と緑の川柳コンテスト
受賞者が決まりました

  ●一般の部　最優秀賞
　 角山 初美さん
     「公園の 花におはよう 私の朝」

  ●小・中学生の部　最優秀賞
　 戸﨑 成音さん（長法寺小）
     「長岡京 宝の竹林 あるこうよ」

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

第４回
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制度名 対象者 要件と助成内容

子育て支援
医療費助成制度

０歳～
中学３年生

＊所得制限なし

入院・外来⇨１医療機関につき自己負担額が月200円になるよう助成
（令和元年9月から拡充）

老人医療制度 65歳～ 69歳
＊所得制限あり

⇨ 医療機関での自己負担の割合が２割となるよう助成
＊60歳未満の人と同居の場合は、その世帯全員が「所得税非課税」の人
に限ります。また、昭和25年８月２日以降に生まれた人は、世帯全員
が「所得税非課税」の人に限ります。

ひとり親医療制度 ひとり親家庭
＊所得制限あり

満18歳までの子とその子を扶養している親 
⇨ 医療機関での自己負担額を助成

・障がい者医療制度
・重度心身障がい
  老人健康管理事業

重度の身体
障がいなど

＊所得制限あり

①身体障害者手帳１・２級の人　②療育手帳A判定の人
③身体障害者手帳３級で知能指数が50以下の判定を受けた人
④身体障害者手帳３級で世帯全員が「住民税非課税」の人
⇨ 医療機関での自己負担額を助成

不妊治療等への
助成制度

不妊治療・
不育症治療を
受けた人
＊④⑤は

所得制限あり

■市が実施　府内に１年以上在住の夫婦対象。治療日から1年以内に申請
①保険診療で治療を受けた　②人工授精を受けた　③不育症治療を受けた
⇨ 自己負担額の半額を助成（１年度で①６万円まで ②10万円まで ③保険   
    診療分は10万円まで、保険外診療は20万円まで）
＊①②両方申請する場合の限度額は併せて10万円。
■京都府が実施（申請・詳細は乙訓保健所☎933-1153へ）
④体外受精や顕微授精を受けた夫婦
⇨１回治療で15万円まで助成（初回治療に限り30万円まで助成）
⑤男性不妊治療を受けた ⇨ 20万円まで助成

　医療費（保険診療分）の自己負担を軽くする助成を
行っています。助成を受けるには申請が必要です。
内容など詳しくは市ホームページをご覧ください。医療費を助成します

対象の人は申請を！
申請書

問医療年金課医療係　☎ 955-9519　℻   951-5410

▶募集枠数＝毎月12枠以内。月単位で、連続する12か
月まで。年度をまたぐ申し込みも可能です
▶市トップページのアクセス件数＝1か月あたり約3万
4,000件（昨年4月～ 12月平均）　▶申込期限＝掲載希望
月の前月の10日まで

◆広報紙・バナー 共通事項
▶掲載要件＝企業や商工業者、医療機関、NPO法人、
個人の教室などの広告で、市の公共性や中立性、品位を
保つものであること（広告掲載基準により、掲載できな
い業種もあります。）　▶申込方法＝申込書に広告の原稿
イメージを添えて下記へ。ファクス・電子メール不可。
申込書は下記窓口や市ホームページから取得できます　
▶受付開始＝2月3日㈪。枠がなくなり次第終了
＊広告データは広告主が作成し提出してください。

問広報発信課広報戦略担当
　☎955-9660　℻   955-9703

広報紙＆ホームページ
広告募集
◆広報長岡京 紙面広告
　5月～来年4月の掲載分を先着順で受け付けます。年に何回
でも掲載できます。複数枠を使った広告も可能です。
▶規格＝1枠が縦5㎝×横5.5㎝、フルカラー　
▶料金＝1万5,000円／ 1枠　▶発行部数＝約3万7,000部
▶配布＝市内全世帯、公共施設など
▶申込期限＝原則掲載月の2か月前まで

◆ホームページのバナー広告
　市ホームページのトップページ下部に掲載します。さらに、
掲載広告から1つをランダムで右上部に表示します。
▶規格＝縦50ピクセル×横180ピクセル。10キロバイト以内、
静止画のみ　▶掲載期間と月額料金＝▷5か月まで月額3万円
　▷6～ 11か月は月額2万5,000円　▷12か月は月額2万円



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。
＊27日㈭の申込は25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】
12日㈬・19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）
26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
18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
☎ 955-9520生活習慣病予防・改善の食事相談（管理栄養士）

【各時間２人・申込制】17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】
17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（知的・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】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

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】
     5日㈬・26日㈬ 午後1時30分～4時30分
12日㈬・19日㈬ 午前9時30分～午後0時30分
女性の法律相談【申込制】
26日㈬ 午前10時～正午
男性電話相談（専用☎ 963-5522へ）
28日㈮ 午後7時～9時
特設人権相談 10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】1日㈯・29日㈯北包括、8日㈯南包括、
15日㈯西包括、22日㈯東包括、25日㈫きりし
ま苑、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
　市長杯百人一首大会　▷20日㈭午前10時30分
から　▷3日㈪～18日㈫に要申込

●きりしま苑　☎ 956-0294　℻   956-0290
　カラオケ大会　▷14日㈮・28日㈮午後1時から
　映画鑑賞会　▷21日㈮午前10時から「国際秘密警
察 火薬の樽」、午後1時30分から「蒲田行進曲」

　▷4月分までの空き部屋利用申請は3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　▷5日㈬体操と脳トレ、19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♪

日 開始時間 販売製品 販売事業所

      7日㈮ 午前11時 竹製品、縫製品、焼き
菓子、焼き芋 バスハウス

10日㈪ 午前
10時30分

メモ帳、フェルト製品、
一筆箋、染め手ぬぐい 友愛印刷

14日㈮ 午前11時 手作りクッキー、パウ
ンドケーキ あらぐさ

20日㈭ 午前
11時30分

ホワイトボード、自主
製品

乙訓聴覚言語障害者
地域活動支援センター

21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

28日㈮ 午前
11時30分

総菜パン、クッキー、
シフォンケーキ、スープ やよい工房

　障がいのある人が、就労自立のため製作・販売しています。
手と手をつないでつくるみんなの輪、「ほっこりんぐ」の　
ご利用をお待ちしています。
問 障がい福祉課社会参加支援係 ☎ 955-9549 ℻   952-0001

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

ほっこりんぐ
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シルバー人材センター入会説明会
14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
7日㈮午後7時から、10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（㊋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】
8日㈯西山公園体育館、15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　３月分の抽選日
19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
3月1日～ 31日使用分…2月14日㈮
3月16日～ 31日使用分…2月28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】
16日㈰ 午前9時～正午、向日消防署

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）
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 　2月22日は「猫の日」。猫の魅力たっぷりの、猫に
ちなんだ本をご紹介します。

■子どもの本を読む会
▷27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
▷8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、20～ 21ページを見てね。

図書館

今月のテーマ：　　  猫

■ ネコを撮る カラー新版
　 岩合光昭／著　朝日新聞出版／刊
■ 京のにゃんこ
　 京都しあわせ倶楽部ねこ課／編

　 PHP研究所／刊

■ なまえのないねこ
　 竹

たけした
下文

ふみ こ
子／著

ちょ
　町

まち だ
田尚

なお こ
子／画

が
　小

こみ ね
峰書

しょてん
店／刊

かん

■ ノラのボクが、家
いえ
ネコになるまで

　 ヤスミン・スロヴェック／著
ちょ

　 横
よこやま
山和

かず え
江／訳

やく
　文
ぶんけん
研出

しゅっぱん
版／刊

かん

図書館Web

　生きる上で誰もが抱える悲
しみや心の痛みに、そっと寄
り添う猫たち。淡々と語られ
る物語を通じて、猫の持つ不
思議な存在感が感じられる1
冊です。

一
般
書

みちづれの猫
唯川恵／著　集英社／刊　

　どうしても猫
ねこ

を飼
か

いたい女
おんな

の子
こ

が、猫
ねこ

に遊
あそ

びに来
き

てもらおうと
一
いっしょうけんめい

生懸命考
かんが

えます。でも遊
あそ

びに来
き

てくれた猫
ねこ

たちにはそれぞれ飼
か

い
主
ぬし

が。女
おんな

の子
こ

は自
じ ぶ ん

分だけの猫
ねこ

に
出
で あ

会えるのでしょうか。

児じ

ど

う

し

ょ

童
書

  わたしねこがかいたいの
ミシェル・ロビンソン／著

ちょ
　チンルン・リー／画

が
　

三
みはらいずみ
原泉／訳

やく
　岩
いわさき
崎書
しょてん
店／刊

かん
　

おすすめ！この本も

■図書館からの案内がメールで届くサービスがあります。2月は特別に説明会を開催！　詳しくは図書館へ。■

休業・休館
市役所、保健センター、
きりしま苑、竹寿苑 ㊏㊐㊗㊡

図書館 ㊊・1～ 4・25

北開田会館 ㊏午後、㊐㊗㊡

北開田児童館 “キッズナ ” ㊐㊗㊡

西山公園体育館 4・12・18・25

スポーツセンター 12

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 ㊊・25

長岡京こらさ 24

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 ㊌

2月4日から
アドレスが
変わります
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