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みんなの思いで
－　まちをつくろう　－

未来へつなごう

さあ、次の50年へ！

昨年10月に50周年を迎えた長岡京市。
今年に入ってからも、

まちづくりに関するさまざまな動きが。
そのどれもが、

長岡京市がこれから歩んでいく道のりの中で
とても重要なことです。

これまでの歴史を受け継ぎ、未来へとつないでいくために。
そこには、あなたの力が必要です。
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　任期３期目も、市民や議会の皆さんと「対話」を重ねながら、「新・
未来を創る：４つの長岡京市づくり」をキーワードに、市民の皆さんとと
もに、力強く前進してまいりたいと思います。

動き①
中小路市政３期目

次の50年を見据えたまちづくりを

中小路市長が語る
これからの長岡京市

問秘書課 秘書係　☎ 955-9500　℻ 951-5410

昭和48年長岡京市生まれ。長岡第四
中・西乙訓高・同志社大・同大学院卒。
衆議院議員秘書を経て、京都府議を３
期務め、平成27年１月から第５代長岡
京市長。下海印寺在住。

プロフィル

■ 安心で豊かな暮らしづくり
　保育環境と子育て支援の充実、子どもの学び環境の充実、医療や介
護の連携と基盤の強化、とりこぼさない支援体制の構築など、これまで
取り組んできた各分野の施策をさらに前へと進めます。

■ 次の世代へとつなぐ魅力づくり
　５０周年を機に制定した条例や策定した計画に基づき、各種施策を推
進します。そして、未来への責任として2050年ゼロカーボンを目指した
取り組みをさらに力強く推進します。

■ 新しいまちのかたちづくり
　市役所庁舎や周辺の整備、長岡天神駅周辺のまちづくりの推進など、
市制施行50周年を経た今だからこそできる「まちの新陳代謝」を進めな
がら、これまでよりもさらに豊かに暮らせるまちづくりを推進し、未来の
世代へとつないでいきます。

■ 市民の期待を超える市役所づくり
　未来への責任を果たしていく上で重要な「持続可能な行財政運営」を
進めるとともに、市民サービスの向上とデジタル化を推進し、文字どおり
「市民の期待を超える」市役所づくりを進めます。

市長選挙・
市議会議員補欠選挙の

結果
　１月15日㈰に長岡京市長
選挙と市議会議員補欠選挙が
行われました。当日の有権者
数は６万6,835人。選挙結果
は次のとおりです。
問市選挙管理委員会（総務課内）
　☎  951-2121㈹　℻ 951-5410 ＊無効投票があったため、得票数の合計と投票者数は一致しません。

市長選挙 市議会議員
補欠選挙

投票者 2 万 6,126人 2 万 6,115人
投票率 39.09％ 39.07％

当
選
中小路 健吾

2 万 47票

当
選
中村 亮太

8,508票

候補者 当
選
干場 志都恵

8,265票
浜野 利夫

5,744票 八木 優貴
8,067票

【新しい市議会議員】

中
な か む ら

村 亮
り ょ う た

太
▷39歳
▷一里塚
▷日本維新の会（新）

干
ほ し ば

場 志
し ず え

都恵
▷50歳
▷開田４丁目
▷無所属（新）
＊掲載は得票順。敬称略。
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動き②
条例できました

■ 条例の基本理念
（1） 地域のつながりを深め、日々を安心・安全に暮らせるまち
(2) 市民等の自主的な活動が尊重され活力のあるまち
(3) 多様な主体の協力・連携が図られているまち
　長岡京市が未来にわたって住みやすいまちであり続けるた
めに、市民の皆さんに期待する活動と市の責務について定
めています。一人一人が少しずつ力を合わせて、地域の環
境を守ったり、災害に備えたり、困っている人を手助けして、
自分たちで安心・安全に暮らせるまちをつくっていこうよ、
という条例です。

　長岡京市に関わる皆さんが「助け合って」「つながって」「安
心・安全で住みよいまち」を守り続けるために、あなたな
らどんなことができるでしょうか。ぜひ一緒に考えましょう。
問自治振興室 市民参画協働担当
　☎ 955-3164　℻ 951-5410
　  jichishinkou@city.nagaokakyo.lg.jp

（例）参加したいイベントがあるけど、LINEでの申
　　し込み方が分からないご近所さんをお手伝い
　　⇒近所の人と知り合いになって、お互いに安
　　　心感を持って暮らせるようになる
　　　⇒助け合いとつながりのまちづくり

あなたの日常にも「まちづくり」！

助け合いとつながりの
まちづくり条例

助け合いとつながりのまちづくり条例
キックオフイベント

　「まちづくり」をしている団体向けの補助金説明会と、補
助金を活用した団体の活動発表会・交流会です。まちをよく
する活動に興味のある人はぜひお越しください♪
▷日時＝３月18日㈯ 午後１時30分～４時
▷場所＝中央公民館市民ホール
▷定員＝ 100人　▷申込＝３月10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@city.nagaokakyo.lg.jp

　これからのまちづくりの
指針となる条例や計画。制
定・策定を記念したイベン
トを開催します。先人の皆
さんが築いた「まちの魅力」
というバトンを受け継ぎ、次
の世代へとつなぐ。持続可
能な取り組みを一緒に進め
ていきましょう！

　みんなで「助け合いとつながりによる安心・安全で
住みよい、いきいきと暮らせるまちづくり」を進めるた
め、毎年１０月を「長岡京市助け合いとつながり推進
月間」と定めます。

毎年10月は「助け合いとつながり推進月間」

例えばこんなこと…
　あなたもまちづくりの一員です♪

　できる範囲での
　ちょっとした行動が、
よりよいまちづくり
につながります。

ま
ち
づ
く
り
イ
ベ
ン
ト
①

主
役
は
あ
な
た
！

裏表紙でも条例について掲載しています。ぜひご覧ください。
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■ 文化財保存・活用の方針
　 7つのものがたり・８つのビジョン・4つの基本方針
　地域計画では、長岡京らしさを「７つのものがたり」
としてまとめ、それらを広く共有しながら、現状と課題
から導く「8つのビジョン」の実現を目指します。その
ために、「4つの基本方針」にそった具体的な取り組み
を進めていきます。
　【７】つのものがたり、【8】つのビジョン、【4】つの基
本方針には長岡京遷都の年、「784年」への思いを込めて
います。

　長岡京市にはさまざまな歴史や文化があり、それを伝え
る文化財があります。これまで大切に守り伝えられてきた
文化財を、未来へいかにつなげていくのか。楽しみながら
考えていきましょう。
問文化財保存活用課 文化財保存活用担当
　☎ 954-3557　℻ 954-8500

動き③
計画できました

文化財を守る＝長岡京らしさを磨くこと！
キャッチフレーズは「歴史文化×

か け

めぐる！
かしこ暮らしっくなまちにせんと（遷都）！」

文化財保存活用地域計画

地域計画文化庁認定記念
シンポジウム

　長岡京らしさを守り、生かすために私
たちができることは。一緒に考えてみま
せんか。
▷日時＝２月18日㈯ 午後１時30分～４時
▷場所＝中央公民館市民ホール
▷定員＝ 100人
▷内容＝第１部：基調講演
　①「文化財保存活用地域計画とは」

７
つ
の
も
の
が
た
り

詳
細
は
市
HP
へ

　市制施行50周年を記念し、長岡町時代からこ
れまでの歩みをたどる写真集を刊行しました。50
年前と現在を比較しながら、まちの歴史や景観の
移ろいを楽しめる1冊です。
▷体裁＝A4判・124ページ
　フルカラー
▷価格＝2,000円
▷販売場所＝文化財保存活用
　課（図書館3階）、会計課、
　各観光案内所

歴史資料集成２
「写真でふりかえる長岡京市」販売中

ま
ち
づ
く
り
イ
ベ
ン
ト
②

主
役
は
あ
な
た
！

　　文化庁文化財調査官　岡本公秀氏
　②「長岡京市文化財保存活用地域計画の特徴
　　　ー府立大生がみつけた長岡京市 “らしさ” ー」
　　京都府立大学准教授　上杉和央氏
第２部：パネルディスカッション
「文化財保存活用地域計画でつなぐ！

　長岡京市の過去・現在・未来」
＊手話通訳・要約筆記をご希望の場合は、２月10日
㈮までにお申し込みください。
問文化財保存活用課 文化財保存活用担当
　☎ 954-3557　℻ 954-8500
　  bunkazai@city.nagaokakyo.lg.jp 詳細はHPへ
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　「にぎわい溢れ、安心に包まれる、未来の長岡京
を創造する庁舎」がコンセプトの新庁舎。皆さん
に親しまれ、気軽に立ち寄れる交流拠点となるよ
う整備を進めます。
問公共資産活用推進室 庁舎・財産管理係
　☎ 955-9680　℻ 951-5410

　創業や事業変革をした市内の事業者から、成功の秘
ひ

訣
けつ

や苦労話が聞けます。お茶やお菓子を片手に、楽し
くお話ししましょう。
▷場所＝産業文化会館　▷定員＝ 100人
▷申込＝２月８日㈬ 午後5時まで。当日参加も可
＊手話通訳・要約筆記のご希望は２月３日㈮まで。

■ おすすめのお店、教えてください！ ■
　市役所など市内各所で募集します。市内のお店を
買い物で応援！　みんなでお店を盛り上げよう。
問商工観光課 商工振興係
　☎ 955-9688　℻ 951-5410
　  syoukoukankou@city.nagaokakyo.lg.jp

動き④
進む新庁舎工事

にぎわいあるまちづくりの拠点として整備

市民に開かれた
親しみやすい庁舎へ

市ホームページでも庁舎建設の詳細を
お伝えしています。

H
P
へ

▲全体完成後の1階市民ロビーイメージ 市民広場イメージ▼

ま
ち
づ
く
り
イ
ベ
ン
ト
③

主
役
は
あ
な
た
！

午後2時～ 4時 詳細はHPへ

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ッ
チ
ン
グ
も
！

市
内
の
お
店
を
知
る
チ
ャ
ン
ス
！

■ 滞在時間を快適に　利用が始まる１期庁舎
〇待合スペースはゆったりとした空間を確保しました。
〇１階ロビーには、誰でも利用できる椅子、テーブ
ルがあります。

■ １期庁舎東側にはメインの交流拠点「市民広場」が
〇イベントや市民の憩いの場として活用。１階ロビ
ーと一体的に使えるよう扉が開放できます。
〇雨天時でも快適に利用できるよう、屋根とライト
を設置します。
〇災害時には防災拠点として機能します。

■ これからできる２期庁舎は
　これまで以上に「交流」しやすくなるスペースが
〇観光、歴史、イベントなどの情報を発信する展示ス
ペースや、販売に活用できるスペースができます。
〇「休日開放エリア」を設けることで、市民活動を
支えるとともに交流を育みます。
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　旧庁舎に残る部署の一部は、2月20日㈪～ 3月6
日㈪の期間に順次、北棟や分庁舎に引っ越します。
これまでと場所が変わりますので、ご注意ください。

２月20日㊊以降
旧庁舎のフロア配置が変わります

ご注意ください

移転する部署 移転先
移転先での
業務開始日

広報発信課、水道施設課、
上下水道総務課

旧庁舎（北棟）
１階

2月20日㈪

公共資産活用推進室、
総合計画推進課、財政課、
契約課、環境政策室、
農林振興課

旧庁舎（北棟）
２階

2月27日㈪

共生社会推進課、
監査委員事務局

旧庁舎（北棟）
４階

３月６日㈪
検査指導課 分庁舎２ ２階

交通政策課、公園緑地課、
道路・河川課

分庁舎３
１階

まちづくり政策室、
都市計画課、住宅営繕課

分庁舎３
２階

２
６ ㊊

　２月６日㈪から、下記の部署は新庁舎に移転します。
新庁舎の１階には総合案内がありますので、ご不明な
点はお尋ねください。
問公共資産活用推進室 庁舎・財産管理係
　☎ 955-9680　℻ 951-5410

■…庁舎入口

新庁舎
（１期）

旧庁舎（北棟）

アゼリア通り

分庁舎１

分庁舎2

工事エリア

来庁者用
駐車場

道
路
建
設
中（
R
５
年
度
完
成
予
定
）

分庁舎3

京都信用金庫
長岡支店 長岡交番

開田郵便局

来庁者用
駐輪場

庁舎案内パンフレット
新庁舎でお配りします。
ホームページにも掲載しています。

５
階

議場、議長・副議長室、議員控室、第１・第２委員会室、
議会事務局

４
階

市長室、副市長室、秘書課、総務課、自治振興室、
防災・安全推進室、総合調整法務課、デジタル戦略課

３
階

社会福祉課、福祉なんでも相談室、障がい福祉課、
福祉政策室、子育て支援課、健康づくり推進課

２
階

税務課、国民健康保険課、高齢介護課、医療年金課、
新型コロナウイルスワクチン接種事業担当

１
階 市民課、会計課、総務課（市民相談・情報公開）

N
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机やルームプレートなどの
備品が、想像もしないような
作品に変身します。

アップサイクル空間
暮らしランプ所属のアーティ
ストが香り付き絵の具で描き
上げる、独創的な作品です。

ウォールアート
市内在住の作家がつくる、
驚くほど精巧で可愛らしい
作品が並びます。

ミニチュア展

by atelier CLOSETby 暮らしランプby matic × ROKKAN DESIGN

文化と芸術の祭典「長岡京展」の、歴代大賞受賞作品を一斉展示長岡京展の歴史 ◆25日㈯まで

2.18
SAT

SUN2.26▶

　レトロな懐かしさや、未来への
ワクワク感があふれる空間を演出
します。見て、触れて、体感して
楽しい9日間！

ここでは紹介しきれない企画が
他にも盛りだくさん！
詳しくは
市ホームページで ▶▶

＠市役所旧庁舎
入場無料

9:00 - 17:00
＊25日㈯は15:00まで

市制50周年 アートプロジェクト

　市制50周年企画もいよいよ終盤。みんなで楽しめる
「アートプロジェクト」のイベントがめじろ押しです。

問市制50周年プロジェクトチーム
　広報発信課　☎ 955-9660　℻ 955-9703

旧庁舎がアトリエに⁉市
役
所
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2
26 SUN

10:00
▼

16:30

旧庁舎で
同時開催 京都まるごと芸術祭京都まるごと芸術祭

Stage Everywhere 

文化庁京都移転記念事業

長岡京市＆京都府＆よしもとタレント
市民からプロまで さまざまなアートが集結！

村上ショージさん

しずちゃん
南海キャンディーズ

ⒸYOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD

スペシャルトークショー

IKENOBOYS
華道家元池坊 プロデュース

生け花パフォーマンス＆体験
問文化芸術発信強化実行委員会
　（京都府文化政策室）
　☎ 414-5140　℻ 414-4223

       詳細は 
コチラ >>

音楽や伝統芸能の
ステージ

華道・お茶・竹細工の　
ワークショップ

アート・クラフト作品の　
展示＆販売

よしもとタレントの
作品展示

市内の左官職人が手掛ける、大人気のワークショップ

▶定員＝抽選で各回25人ずつ ＊就学前の子は保護者同伴
▶申込＝2月10日㈮午後5時までに右記QRから

◆ 19日㈰・23日（木・祝）　①10:30 ～　②14:00 ～

NAKANOTEI
COFFEE
10:00 ～ 15:00

ア
ー
ト
空
間
で
味
わ
う

　
　50
周
年
特
別
コ
ー
ヒ
ー

＊日付の記載がないイベントは、2/18 ～ 26に開催しています。

by 京都ぬりかべ屋 三谷左官店

◆25日㈯　①10:30 ～ ②13:00 ～ ③15:00 ～
ギターやウクレレなどの弦楽器体験

「楽器で遊ぼう！ はじめました」

ミッションクリアで記念品ゲット
Wチャンスで豪華商品も当たる！

探検ゲーム

未来の自分や大切な人に宛てた手紙を
3年後にお届け

タイムカプセル郵便
手紙に使える
消しゴムはんこづくりも

by 久保田奈生子

18日㈯は

廃棄野菜で
絵画体験

廃棄野菜からつくった絵の具で
お絵描きしよう

フォトスポット巡り
普段はあまり入らない、議場や
市長室がフォトスポットに。
撮影した写真をSNS投稿して、
豪華商品をゲット！

要申込

100年光る

泥団子
づくり

要申込

by 暮らしランプ

旧庁舎の壁にお絵描き
×

メッセージウォール

広い壁に思う存分描きましょう！
19日㈰・23日（木・祝）の14:00 ～は、アーティ
ストRIKU によるライブペインティングのパ
フォーマンスも

スイーツや
軽食も !

by トミオカギターアカデミー

by Lápiz Private

長岡京ライフ 2023.2　-　9
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税の申告
　令和４年分の所得税の確定申告と、令和５年度
の市府民税の申告が始まります。申告は e-Tax や
郵送が便利です。
問税務課 市民税係　☎ 955-9507　℻ 951-5410

【郵送先】
〒615ｰ0007
京都市右京区西院
上花田町10－１ 右京税務署

■ マイナンバーカード＆スマホがあれば
　24時間 自宅で作成・提出できます
　　国税庁HP内の「確定申告書等作成コーナー」では、
画面案内に従って入力するだけで、申告書を作成でき
ます。作成した申告書は、マイナンバーカードを使用
して e-Tax で送信できます。

確定申告書等
作成コーナー

所得税の確定申告

西陣織会館（上京区堀川通今出川南入西側）

■ スマホ申告をお手伝いします
　西陣織会館の申告会場
　スマホ申告を推奨する会場です。スマホをお持ちの方
は持参してください。混雑緩和のため、入場時間枠が指
定された整理券を配布します。会場での当日配布か、国
税庁公式 LINE で事前取得できます。配布状況により、
後日の来場をお願いする場合があります。
▶期間＝ 2月16日㈭～３月15日㈬の平日と、
　2月19・26日㈰の午前9時～午後4時
▶作成済みの申告書の提出
　＝１階提出コーナー
・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。

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（☎ 311ｰ6366） ➡ 音声案内の「０」
・右京税務署では、申告相談を行っていません。

２月８・９日 ２月16日～ 3月15日

産業文化会館 右京税務署 西陣織会館 市役所

所得税
確定申告

作成・相談 〇 × 〇
（スマホ作成） ×

提出 × 〇
（郵送可） 〇 預かり〇

（受領印はありません）

市府民税
申告 作成・相談・提出 × × × 〇

（郵送可）

国税庁
公式 LINE

　カメラで源泉徴収票が読み取れる

　自動計算されるから面倒な計算が不要

　書面提出より早く還付金が受け取れる

ここが便利！

チャット
ボット

・詳しくは、国税庁ホームページか 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、右京税務署に置いています。
　一部の用紙は、市役所税務課にもあります。

・各会場には、できる限り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。
・発熱など、体調の優れない方は入場をお断りしますのでご了承ください。
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マスク着用筆記用具は

持参

来場は

体調と相談

市府民税の申告
■ 期間は2月16日㈭～３月15日㈬の平日
▶ 時間＝午前８時45分～午後５時
▶ 提出場所

▶必要書類＝申告書、
　本人確認書類・マイナンバー
　確認書類かその写し（下図参照）、
　各種控除証明書など
・前年度の申告をした人には、2月上旬に市から
　申告用紙を発送します。
・申告用紙は市HPからダウンロードできます。
＊1…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。

■ 申告が必要な人
　今年１月１日現在、市内在住で、以下に該当する人
▶給与所得者で、事業所で年末調整をしているが、事業
所から市役所に給与支払報告書が提出されていない人

▶事業所得（営業・農業など）・不動産所得・土地や建物
を売った所得があり、確定申告には該当しない人

▶公的年金受給者のうち、確定申告が不要の人（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）で、扶養・医療費・社会保険料などの各
種所得控除を受けようとする人
▶昨年中に所得がない人のうち、国民健康保険や介護保
険、後期高齢者医療制度に加入していて、保険料など
の算定に影響がある人

▶扶養されている人のうち、非課税証明書が必要な人

 【郵送先】
  〒617-8501（住所記載不要）
  長岡京市役所税務課市民税係

共通事項

■ 市役所での確定申告書のお預かり
　（平日 午前8時45分～午後5時）
　完成した申告書を市職員が 「お預かり」 し、税務署へ
受け渡します。申告書の書き方などの質問や相談は、
「確定申告コールセンター」へ（☎ 311ｰ6366）。
▶期間・場所

・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。

■ 長岡京市産業文化会館での確定申告相談会
 （近畿税理士会右京支部による申告相談）
　ご自身での申告書作成や、会場に設置された端末を使
ったオンライン相談ができます。相談時間は30分です。
状況により、当日整理券を配布する場合があります。
▶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
▶受付日時＝2月8日㈬・9日㈭
　①午前9時30分～ 11時30分  ②午後1時～ 3時30分
・会場で申告書の提出はできません。

マイナンバーカード ②通知カードなど①運転免許証など

＋
もしくは

■ 医療費控除には「医療費控除の明細書」の添付が必要です
　医療費控除の適用を受けるには、自身で記入する「医療費控除の明細書」か、
健康保険組合などが発行する「医療費通知」を申告書に添付してください。
医療費の領収書を添付しても、控除の適用を受けることはできません。

申告書
ダウンロード

２月16日㈭～ 28日㈫ 3月1日㈬～ 3月15日㈬
市役所新庁舎４階 会議室402 市役所新庁舎２階 会議室201

２月16日㈭～ 28日㈫
市役所新庁舎４階 会議室402

3月1日㈬～ 3月15日㈬
市役所新庁舎2階 会議室201

今年から
　新庁舎で

　申告書には、マイナンバーカードの写しか、
本人確認書類とマイナンバー確認書類の写しを
必ず添付してください。

所得税の確定申告
市府民税の申告

今年から
　新庁舎で

＊1

本人確認
マイナンバー確認
必要なもの



市民企画講座
●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＝2月16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　▶託児＝6か月～就学前の子（2
人）。2月9日㈭までに要申込
●高齢者のためのボイストレーニング
講座 《企画：長岡京市民コーラス》

▶日時＝2月17日㈮午前 10 時～
11 時 30 分　▶対象＝おおむね 50
歳以上（30人）
●赤ちゃんも大人も楽しもう!
　絵の本ひろば 《企画：小矢野由美》
▶日時＝2月19日㈰①午前 10 時
～正午 ②午後１時 30 分～午後３時　
▶定員＝各 25人
●初級レザークラフト
　お財布ポシェット作り《企画：石神誠》
▶日時＝2月21日㈫午
前 9 時 30 分 ～ 11 時
30 分　▶定員＝8 人　
▶費用＝2,000円

●ある日突然「介護」がやってきた
　 《企画者：八木仁美》
▶日時＝2月24日㈮午後 2時～ 3
時 30 分　▶対象＝おおむね 40 歳
以上 （30 人）　▶内容＝介護知識や
介護に関する家族の備えについて
●歌の絵本で「英語」のいっぽ
 《企画：塩見徳子》
▶日時＝3月1日㈬午前 10時～ 11
時 30 分　▶対象＝就学前の子と保
護者 （10組）
●音楽のリズムに合わせて用具を
使って筋力アップ＆ストレッチ

《企画：日本３Ｂ体操協会京都南支部》
▶日時＝3月10日㈮午後１時 30分
～２時 45分　▶定員＝30人
●親子体操を楽しもう
 《企画者：松岡哲雄》
▶日時＝3月12日㈰午前 10 時～
11時　▶対象＝年中・年長の子と保
護者 （10組）

●乙訓の歴史や文化連続講座
《企画：乙訓地名詩編纂 「チーム乙訓」》
▶日時＝3月 12日㈰午後 1 時 30
分～ 3時 30分　▶定員＝25人
●緘黙のお子さんへの支援講座
　《企画：京都西山短大・西山こども
WSグループ》

▶日時＝3月 19日㈰午後 1 時 30
分～ 3時 30 分　▶対象＝場面緘

かんもく

黙
のある子と保護者・支援者 （5組）

問中央公民館
　☎ 951-1278　℻ 955-4774

【共通事項】
▶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＝２月1日㈬午前 11時から

参加しよう 2月6日㊊から、新庁舎の利用が始まります
新庁舎に移転する部署や、工事の関係で旧庁舎内で移転する部署が
あります。詳しくは 7ページや市ホームページをご覧ください。  ▷▷
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＊ 1月23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‼



  み
んな
の環境メッセージ 子どもや孫の世代のために、今問題になっているプラごみの削減など、できることから

始めよう。 （下海印寺・70代・ハッピーライフ さん）

市内小・中学生などの作品を展示
人権問題研究市民集会

▶日時・場所＝2月4日㈯午前 9時
30分～午後 4時、中央公民館
問生涯学習課生涯学習係
　☎ 955-9534　℻ 955-9526

今年も開催します!
富くじで恩返し 大抽選会

　市内の登録店舗で５００円以上の
買い物をすると抽選券をプレゼント。
店頭設置の抽選箱に入れると、抽選
で素敵な景品が当たります。「地元
消費」で市内を盛り上げましょう !
▶抽選券配布期間＝2 月 14 日㈫～ 3
月 14 日㈫　▶抽選日＝ 3 月 21 日 （火・祝）
問長岡京市商工会
　☎ 951-8029　℻ 958-2473

都の市に迫る～平城京跡・
長岡京跡・平安京跡～

▶日時・場所＝3月19日㈰午後 1
時 30 分～ 4時 30 分、産業文化会
館　▶定員＝120 人　▶申込＝2月
15日㈬までに、往復はがきで下記へ
問〒 617-0853 奥海印寺東条 10-1
　 （公財） 長岡京市埋蔵文化財センター
　☎ 955-3622　℻ 951-0427

長岡京市小中学校美術展
友好・姉妹都市の作品も

▶日時・場所＝2月18日㈯・19日
㈰午前 9時～午後 5時 （19日は午
後 4時まで）、中央公民館
問学校教育課学校教育係
　☎ 955-9533　℻ 951-8400

わくわく講座
東洋医学でセルフケア

　「眠たい」「気力が湧かない」など
の不調はありませんか？　季節の変わ
り目を快適に過ごす方法を学びます。
▶日時・場所＝3月15日㈬午前 10 
時 15 分～ 11 時 45 分、バンビオ　
▶対象＝ 18 歳以上 （12 人 ）　▶費
用＝400円　▶申込＝2月1日㈬午
前 11時から
問生涯学習団体交流室
　☎ 963-5518　℻ 963-5519

夢サポーター
No. ８ 株式会社 村田製作所 さん

電子工作教室夢プロジェクト
作って楽しい！
動かして楽しい！

2
23（木・祝）
/

午後1時～4時

日時

小学4～ 6年生
＊保護者1名同伴で

対象

　㈱村田製作所の夢プロ第2弾！ 子どもたちにモノづくりの魅力を
伝える工作教室です。障害物をよけながら走る「光センサーアボイ
ドカー」を作ります。あ

・ ・

のロボットにも会えるかも♪

▶場所＝㈱村田製作所 長岡事業所（天神2-26-10）
               ＊ JR 長岡京駅前の本社ではありません。
　　　　　  また、駐車場はありません。

▶定員＝抽選で12組24人
　　　　＊参加者には事前にガイドブックを郵送します。
▶申込＝2月12日㈰までに右記QRから
　　　　＊電話やメールでの申込はできません。
問㈱村田製作所 総務部　☎ 955-6502

「夢叶えたい人、この指とまれ」プロジェクト市制50周年　「夢叶えたい人、この指とまれ」プロジェクト

イベントの詳細や
申込はこちら
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▶2月11日 (土・祝)午前10時～ 11時45分と午後1時～４時、イズミヤ長岡店
＊状況により午後の開始時間を変更する場合があります。 問健康づくり推進課　☎ 955-9705

市民献血デー
ご協力ください

ふれあい町家で
イベントいろいろ

●わたしの人形展
　～佐野知子 人形工房便り～
　2月は和・洋人形や現代人形、3月は
個人からお借りした人形を展示します。
▶日時＝2月1日㈬～27日㈪、3月1
日㈬～30日㈭午前9時～午後6時（30
日は午後4時まで）
●ひなまつり
　ひな人形の展示や音楽演奏を楽し
みませんか？

▶日時＝2月4日㈯～ 3月5日㈰午
前 9時～午後 6時
問神足ふれあい町家
　☎ 951-5175　℻ 202-9239

乙訓文化芸術祭

●合唱フェア
　乙訓地域の 23団体が歌声を披露
します♪
▶日時・場所＝2月12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・スポーツ振興課内）
　☎ 955-9734　℻ 955-3150
●日本舞踊への招待
　乙訓地域の 7団体が、歌謡舞踊
や古典舞踊を披露します。
▶日時・場所＝2月18日㈯午後 1
時から、永守重信市民会館 ( 向日市 )
問 「日本舞踊への招待」実行委員会
　（向日市ふるさと創生推進部市民会館内）
　☎ 874-1409　℻ 922-6587

60歳以上の人対象!
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＝2月9日㈭午後 2時～ 3時　
▶定員＝20 人　▶申込＝2月1日
㈬午後 2時から
●チェアヨガ教室
▶日時＝2月16日㈭午後 1時 30分
～2時 15分　▶定員＝15人　▶申
込＝2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＝2月22日㈬午後 2時 30分
～ 3時
●音楽に合わせて♪　リズム体操
▶日時＝2月28日㈫午後 1時 15分
～1時 45分
問きりしま苑
　☎ 956-0294　℻ 956-0290

長岡京市の自然と触れ合おう♪

今が旬の特産品!
“花菜”摘み取り体験

▶日時・場所＝2月16日㈭午前
10 時～ 11 時、西代里山公園　
▶対象＝市内在住・在勤・在学の
人 （10 人）　▶費用＝500円
問 （公財） 長岡京市緑の協会
　☎ 952-1900　℻ 952-1905
　nagaokakyo_midori
　　@gaia.eonet.ne.jp

 小畑川バードウォッチング

▶日時・場所＝2 月 19 日㈰午前 9
時～正午、 小畑川河川敷 （古市橋
～落合橋付近）　▶対象＝市内在
住・在勤・在学の人 （小学生以下は
保護者同伴、 15 人）　▶雨天中止
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
～冬山の自然を探索しよう！～

▶日時・場所＝3月11日㈯午前 9時 30分
～正午、西山公園　▶対象＝小学生と保護者
（8組 25人）　▶雨天中止
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

　この時期ならでは、長岡京市ならではのイベントが盛りだくさん!
家族や友達と参加しませんか？

冬の星座を見てみよう
スターウオッチング

▶日時・場所＝3月4日㈯午後 6時 30 分
～ 8 時 30 分、西山ホタルの家 （西代里山
公園管理棟）　▶対象＝市内在住・在勤・在
学の人 （小学生以下は保護者同伴、20 人）　
▶雨天・曇天時は室内で学習会
問環境政策室環境政策担当
　☎ 955-9542　℻ 951-5410
　  kankyouseisaku

ボランティア養成講座
～竹林整備を体験してみよう～
▶日時・場所＝2月25日㈯午後
1時～ 5時、西代里山公園　▶
対象＝市内在住・在勤・在学の中
学生以上 （20 人）　▶内容＝安全
講習会、枯竹の整備
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
　  nourinshinkou

【共通事項】
▶申込＝2月1日㈬から
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気象警報や災害時の情報を受けとれる 「防災情報お知らせメール」 を訓練で
配信します。登録は右記QRから。　　　問防災・安全推進室　☎ 955-9661

2月15日㊌ 午前11時
Ｊアラート情報伝達訓練

●社会教育委員会議
▶日時・場所＝2月10日㈮午後 2
時 30 分から、市役所　▶定員＝3
人　▶内容＝令和５年度 「社会教育
を推進するために」 について
問生涯学習課生涯学習係
　☎ 955-9534　℻ 955-9526

●地域健康福祉推進委員会
　障がい福祉部会
▶日時・場所＝2月14日㈫午後 1
時 30 分から、市役所　▶定員＝5
人　▶内容＝障がい者 （児） 福祉基本
計画の進捗について　▶手話通訳・
要約筆記＝2月3日㈮までに要申込
問障がい福祉課社会参加支援係
　☎ 955-9549　℻ 952-0001

●児童対策審議会
▶日時・場所＝2月15日㈬午後６時
３０分から、市役所　▶定員＝5人　
▶内容＝子ども・子育て支援施策や
保育施策について
問子育て支援課子育て支援係
　☎ 955-9558　℻ 952-0001

●公民館運営審議会
▶日時・場所＝2月24日㈮午後2時
15分から、中央公民館　▶定員＝5
人　▶内容＝公民館の運営について
問中央公民館
　☎ 951-1278　℻ 955-4774

●障がい者ネットワーク連絡調整
　チーム会議
▶日時・場所＝3月2日㈭午後 1時
30分から、産業文化会館　▶定員＝
5人　▶内容＝情報交換と課題検討　
▶手話通訳・要約筆記＝2月20日㈪
までに要申込
問障がい福祉課社会参加支援係
　☎ 955-9549　℻ 952-0001

●生活環境審議会
▶日時・場所＝3月9日㈭午後 2時
30 分から、市役所　▶定員＝5人　
▶内容＝市地球温暖化対策実行計
画 （区域施策編） の進捗評価
問環境政策室環境政策担当
　☎ 955-9542　℻ 951-5410

傍聴しませんか ▶申込＝前日午後 5時まで

体幹・エアロビ講座

　奇数週はストレッチと体幹トレーニ
ング、偶数週は初級エアロビクスを
実施します。
▶日時・場所＝2月2・9・16日の
㊍午前 9時～ 10時、西山公園体育
館　▶定員＝各 30 人　▶費用＝1
回 1,000円　▶要申込
問 （公財） 長岡京市スポーツ協会
　☎ 953-1161　℻ 953-1163

やさしく健康 呼吸を意識して
楽しい太極拳を学ぼう

▶日時・場所＝ 3月12日㈰午後 1
時 30分～ 3時、産業文化会館　
▶定員＝30 人　▶費用＝100 円　
▶申込＝3月3日㈮まで
問友好交流協会事務局 （共生社会推進課）
　☎ 955-3180　℻ 951-5410
　  kyouseishakai

3月8日は 「国際女性デー」
バンビオで講座を開催します

●「生理の貧困」ってだれの問題 ?
　～月経から見る社会＆世界の課題～
▶日時＝3月3日㈮午前 10
時 30 分～午後 0 時 30 分　
▶定員＝30人
●「若い女の子たちのいま・・・」
　少女の居場所 「わかくさリビン
グ」 から講師を招きます。
▶日時＝3月6日㈪午前 10時
30分～午後0時30分　
▶定員＝30人
●【女性活躍推進講座】自己表現・
コミュニケーションする英会話

　｢得意｣・｢好き｣ を仕事に
している市民を講師に迎え、
歩みについて話を聞きます。
▶日時＝3月14日㈫午前 10 時 30
分～正午　▶対象＝女性 （30 人）
【共通事項】
▶手話通訳・要約筆記＝2週間前ま
でに要申込　▶託児＝1歳～就学前
の子 （6人）。1週間前までに要申込
問男女共同参画センター“いこ～る”プラス
　☎ 963-5501　℻ 963-5521
　  danjo-c

市HPへ

市
Ｈ
Ｐ
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市
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土日開催!
マイナンバーサポート窓口

　マイナポイントの手続きや健康保
険証利用申し込み、公金受取口座の
登録、マイナンバーカードの交付申
請などをサポートします。
▶日時・場所＝2月11日（土・祝）・12
日㈰午前 9 時～午後 3 時、市役所　
▶持ち物＝〔マイナポイント手続〕
マイナンバーカード、登録する口座
が分かるもの、キャッシュレス決済
サービスの ID・セキュリティコード〔交
付申請〕マイナンバーが分かるもの
＊マイナポイントは、2月末
までにマイナンバーカー
ドの交付申請をした人が
対象です。

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

京都西山短大の
お兄さんお姉さんと遊ぼう!

▶日時・場所＝2月23日（木・祝）午
前 10時 15分～ 11時 15分、中央
公民館　▶対象＝2～ 3歳の子と保
護者（10 組）　▶申込＝２月1日㈬
午前 11時から
問中央公民館
　☎ 951-1278　℻ 955-4774

きこえ や 補聴器 で困って
いませんか【きこえの教室】

　会話や生活がしやすくなる方法を、
言語聴覚士がお話しします。
▶日時・場所＝2月7日㈫午後 2時
から、産業文化会館　▶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
　☎ 955-9710　℻ 952-0001
　  syougaifukushi
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▶電気機械器具製造業＝時給 986 円　▶輸送用機械器具製造業＝時給 993 円
＊ 詳しくは右記ＱＲへ　　　　　　　　　問京都労働局賃金室　☎ 241-3215

京都府の最低賃金は
時給968円になりました

HPへ

法律の専門家が解説
成年後見制度活用講座

▶日時・場所＝3月3日㈮午後 2時
～3時 30分、バンビオ （オンライン
配信も）　▶定員＝会場20人　▶申
込＝2月22日㈬まで　▶手話通訳・
要約筆記あり
問 総合生活支援センター
　☎ 963-5137　℻ 963-5509
　kizuna@nagaokakyo-shakyo.jp

重度訪問介護従事者を養成
障がい者ヘルパー研修

▶日時・場所＝ 【学科】 ２月18日㈯・
19日㈰午前 9 時～午後 5時 30 分
【実習】 2月 20日㈪～ 3月24日㈮
の間で1日(6 時間 ) の計 3日、 （福）
乙訓福祉会 「乙訓の里」 など　▶定
員＝20 人　▶費用＝一般 10,000 
円、学生 7,000 円
▶要申込
問乙訓福祉会
　ライフサポート事業所
　☎ 874-7373　℻ 874-6510
　lifes.otokunif@iaa.itkeeper.ne.jp

▶手続き＝確認書に同封の案内に記載の方法
　　　　   （市公式 LINEまたは郵送）
＊ 確認書は、対象世帯へ１月末から順次お送りしています。
問給付金担当（平日 午前９時～午後 5 時）
　☎ 955-9545　℻ 951-5410

市HPへ

申請は
2月末まで 給付金の手続きは

　　　　お済みですか?
◆ くらし支援給付金

▶支給額＝児童 1人あたり5万円
▶手続き＝申請書類を持参または郵送
＊ 令和5年3月分の児童手当・特別児童扶養手当の認定・額改定の申請
    をする人は、期限が 3月15日㈬となる場合があります。
＊ 対象かどうかわからない場合は
    下記までお問い合わせください。
問子育て支援課子育て支援係
　☎ 955-9558　℻ 952-0001

◆ 低所得の子育て世帯に対する
　 子育て世帯生活支援特別給付金

ひとり親世帯 その他世帯

詳細はこちら

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
的機関発行
の営業許可

証を持つなど、条件を満たす個人や
団体　▶販売できる商品＝営業許可
の範囲内の飲食物 （酒類不可）　▶
出店場所＝西代里山公園、西山公
園 （ジャブジャブ池）　▶期間＝4月
～来年 3月末の希望日、各公園の開
園時間内で任意の時間　▶出店料＝
1日につき売上の 10％ （施設の電気・
水道使用不可）　▶申込＝2月20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
　nagaokakyo_midori@gaia.eonet.ne.jp

あなたの力を「子育て」に
生かしませんか

● 【月額】 会計年度任用職員 ( 保育士 )
▶対象＝保育士資格を持つ人　▶採
用期間＝4月～来年 3月 （更新あり）　
▶勤務地＝公立保育所　▶勤務時間
＝午後 1時～ 6時 30分 （もしくは 7
時 30分、1時間休憩あり）、週 4日　
▶賃金＝月額 122,632 円 （各種保険
加入、期末手当あり）　▶選考＝作
文と面接 （3月7日㈫午前 9時から）　
▶申込＝事前に申込書を入手し、2
月28日㈫午後 5時までに下記へ
● 【日額】 会計年度任用職員の登録
①保育士 （保育士資格を持つ人）
▶賃金＝日額 9,686円
②看護師 （看護師資格を持つ人）
▶賃金＝日額 9,981円
③調理員 （資格不問）
▶賃金＝日額 7,516円
【①～③共通】
▶勤務地＝公立保育所　▶勤務時間
＝午前 8時 30 分～午後 5時　▶申
込＝随時下記へ　▶選考＝面接 （登
録者の中から必要に応じて随時）
＊ 勤務条件によって各種保険加入・
期末手当あり。

＊ 4月から賃金が変わります。詳しく
は下記まで。
問子育て支援課保育係
　☎ 955-9518　℻ 952-0001

小中学校の支援員・司書

● 特別支援教育支援員
▶対象＝短大卒以上　▶勤務内容＝
小中学校の特別支援学級在籍児童・
生徒の生活や学習支援など　▶勤務
時間＝週 20時間程度 （応相談）
● 学校図書館司書
▶対象＝図書館司書か司書教諭の資格
を持つ人　▶勤務時間＝週 12 時間程度
【共通事項】
▶募集人数＝若干名　▶採用期間＝
４月１日～来年３月31日 （更新あり）　
▶勤務地＝市内小中学校　▶賃金＝
時給 1,092 円　▶選考＝面接　▶申
込＝ 2月28日㈫までに下記へ
問学校教育課学校教育係
　☎ 955-9533　℻ 951-8400

応募しよう
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   ● 本会議
2月20日㈪ 開会日 提案説明など
27日㈪ 第2日 一般質問
28日㈫ 第3日 一般質問・

質疑・付託
3月  7日㈫ 第4日 先議案件採決
22日㈬ 最終日 採決など

   ● 委員会
2月15日㈬ 議会運営委員会
28日㈫ 予算審査常任委員会※

3月  1日㈬ 総務産業常任委員会
予算審査常任委員会

（第 1分科会）※
2日㈭ 建設水道常任委員会

予算審査常任委員会
（第 2分科会）※

3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

（先議案件採決）
議会運営委員会※

8日㈬
   予算審査常任委員会
 （第 1 ～第 3 分科会） ※ 29日㈭

10日㈮
16日㈭ 〃（小委員会）
17日㈮ 〃（小委員会）

〃（採決）※
議会運営委員会※

＊ いずれも午前10時から。
   ※は前の会議終了後から。
     ※2は各分科会の日程が決まり次第、
     市 HPでお知らせします。
＊ 一般質問通告要旨は、2月21日㈫から
  市HPや市役所「市民情報コーナー」 で
   ご覧いただけます。本会議は市HPで
   インターネット中継します。
問議会事務局
　☎ 955-9731　℻ 951-4091

令和5年 長岡京市
 第１回議会定例会

}

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 2月28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

長岡京こらさで
市民活動しませんか

● 市民活動オフィスフロア
▶対象＝主に市内で活動する団体
▶設備＝全10 ブース、机・椅子・ロッ
カー、会議スペース、カラーコピー
機 （有料） など　▶使用料＝月3,300 
円　▶申込＝随時受付。４月からの利
用を希望する場合は、3 月10日㈮まで
＊使用開始日は承認日の翌月1日。
問自治振興室市民参画協働担当
　☎ 955-3164　℻ 951-5410
　  jichishinkou
● 男女共同参画フロア
▶対象＝市内で活動する男女共同参画
を推進する団体　▶収容人数＝30 人
問男女共同参画センター “ いこ～る ” プラス
　☎ 963-5501
　℻ 963-5521
　  danjo-c
【共通事項】
▶利用時間＝午前 9時～午後 9 時
（祝日の月曜日と年末年始は休館）
▶所在地＝長法寺谷山 13-1
＊ 申請書は市のホームページから
　ダウンロードできます。

利用しませんか
老人園芸広場

▶場所＝調子園約 70 畝 （調子 2 丁
目地内）、 井ノ内園約 25 畝 （井ノ内
頭本地内）　▶対象＝市内在住の 60 
歳以上 （長岡園利用者を除く）　▶期
間＝4月～令和 7年 2月末　▶料金
＝4,600 円 （月200 円）　▶申込＝
2月6日㈪～ 17日㈮に本人確認書類
を持参（例年と時期が異なります）
＊ 応募多数の場合は抽選。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

(公財)長岡京市スポーツ協会
臨時職員

▶募集人数＝2人　▶勤務地＝西山
公園体育館、スポーツセンター　▶
勤務時間＝1日8時間、週 3日以内　
▶時給＝992円　▶選考＝書類審査、
面接　▶申込＝2月1日㈬～15日㈬
問 （公財） 長岡京市スポーツ協会事務局
　☎ 954-8011　℻ 953-1163

審議会などの委員として
経験や知識を生かしませんか

●社会教育委員
▶対象＝次のいずれかに該当する人
①青少年の体験活動等に従事 ②家
庭教育を集団で実践 ③ボランティア・
NPO活動を実施 ④市民・子どもの
文化活動、民間企業における文化活
動を実施 ⑤これまでに社会教育活動
に積極的に関与　▶募集人数＝2人　
▶内容＝社会教育全般について　▶
任期＝4月から2年間　▶申込＝2
月28日㈫まで
問生涯学習課生涯学習係
　☎ ９５５-9534　℻ ９５5-9526
●障がい福祉部会委員
▶募集人数＝1人　▶内容＝障がい者
福祉に関する計画や条例について　▶
任期＝令和7年 3月まで　▶報酬＝1
回5,000円　▶申込＝2月28日㈫まで
問障がい福祉課社会参加支援係
　☎ 955-9549　℻ 952-0001
●農業委員・
　農地利用最適化推進委員候補者
▶定員＝農業委員 14 人、農地利用
最適化推進委員3人　▶内容＝農地
利用の最適化のための活動や審議な
ど　▶任期＝令和 8年 7月19日ま
で　▶申込＝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
●長岡京市平和ビジョン懇談会委員
▶募集人数＝2人　▶内容＝市の平
和施策について　▶任期＝令和 7年
3月まで　▶報酬＝1 回 5,000 円　
▶申込＝ 2 月24日㈮まで
問共生社会推進課人権・共生社会推進係
　☎ ９５５-３１８０　℻ ９５１-５４１０
●食育推進委員会委員
▶募集人数＝1 人　▶内容＝市の
食育に関する取り組みや食育の推進
について　▶任期＝令和 8 年 3月
31日まで　▶ 報酬＝1回 5,000 円　
▶申込＝2月24日㈮まで
問健康づくり推進課　
　☎ 955-9705　℻ 955-2054
【共通事項】
▶対象＝市内在住・在勤・在学の 18歳
以上　▶申込＝必要書類を各担当課へ
＊ 本市の他の審議会などの委員の人
はご応募いただけません。

医科・歯科幹部自衛官

▶対象＝医師・歯科医師の免許取得者　
▶申込＝2月1日㈬～6月8日㈭
問自衛隊京都地方協力本部宇治地域事務所
　☎ 0774-44-7139
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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

25日 こうよう整形外科 ☎921-3300
　　 （向日市寺戸町山縄手22-11）

23日 長岡京病院 ☎955-1151
　　 （天神1-20-10）

11日 向日回生病院 ☎934-6881
　　 （向日市物集女町中海道92-12）

26日 横関整形外科医院 ☎955-4700
　　 （野添２-12-12）

12日 新河端病院 ☎954-3136
　　 （一文橋2-31-1）

19日 繁本医院 ☎921-7520
　　 （向日市寺戸町永田11-38）

㊐㊗㊡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）

2月2・16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

広報紙に広告を掲載しませんか?

\ 企業・団体のみなさまへ /

◆広報長岡京 紙面広告 （フルカラー）

枠数 サイズ（縦×横） 料金
１ 50×55 ㎜ 15,000 円
２ 50×117.5 ㎜ 30,000 円
３ 50×180 ㎜ 45,000 円

▶発行部数＝約 3万 8000 部
▶配布＝市内全世帯・事業所・公共施設など
▶申込＝掲載月の２か月前まで。枠がなくなり次第終了。

問 広報発信課広報戦略担当
　☎ 955-9660　℻ 955-9703　  kouhou

　市内の全世帯に配布している広報紙。あなたの所属する企業や団体の
取り組みを、8万人の市民にPRしませんか？

詳しくは市ホームページへ。 　　
申請書もダウンロードできます。　▷▷

5月号～来年 4月号は

2 月 1日 ㊌
受付開始

国民年金保険料の
前納手続きは2月末までに

　口座振替やクレジットカードなどで
まとめて前払い （前納） すると割引が
あります。口座振替には早割も。
【口座振替】 基礎年金番号がわかる
もの、 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へ
【クレジットカード払い】基礎年金番
号がわかるもの、クレジットカードを
持って年金事務所へ
問京都西年金事務所国民年金課
　☎ 323-1170　℻ 314-8638

【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　▶
日時＝ 〔平日〕 2月2・16日、3月2・
16日の㊍午後５時～７時 〔休日〕 2
月12日・26日の㊐午前 9時～正午　
▶申込＝直前開庁日の正午まで
問市民課住民記録係
　☎ 955-9564　℻ 951-5410

確認してください

【2月3日㊎】新庁舎移転のため
利用時間を短縮します

●庁舎内設置のマルチコピー機
▶正午まで ( 住民票等の証明書発
行、コピーができません )
●マイナンバーサポート窓口
▶午後3時まで
問デジタル戦略課デジタル推進担当
　☎ 955-9503　℻ 951-5410

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子を扶養している人　
▶申請＝2月28日㈫までに必要書類を
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
　☎ 955-9558　℻ 952-0001

【申請は3月末まで】小規模
事業者等省エネ対策緊急支援金
▶対象＝市内の事業所に省エネ機器等
を導入し、京都府の「原油価格・物価
高騰等小規模事業緊急支援補助金 （受
付終了）」の交付決定を受けた中小企
業・小規模事業者等　▶支援額＝府補
助対象経費に応じて、5～ 10万円
＊京都府の交付決定後、 長岡
   京市に申請が必要です。
問商工観光課商工振興係
　☎ 955-9688　℻ 951-5410
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おめでとう
　　　  ございます
◆ 令和４年度気候変動
　アクション環境大臣表彰

　立命館中学校・
　　　　　高等学校

公共施設の予約や確認

 長岡京市公共施設 検 索

●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

国民健康保険 夜間の窓口　2月2・16日木 午後７時まで

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

2月16日㈭からは新庁舎２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。
＊夜間窓口は 3月末で終了予定です。
加入・脱退手続きは郵送でも受け付
けています。

●夜間・休日の納付は旧庁舎１階で
＊納付には納付書が必要です。
＊新庁舎移転後も場所は変わりません。

【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。

きて・みて・きいて！
ポリテクセンター見学

▶日時・場所＝2月7・14・28日の㊋
午後1時～3時30分、ポリテクセンター
京都　▶対象＝離職中 （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

賃貸住宅への住み替えや
空き家などの相談会

▶日時・場所＝2月28日㈫午前 10
時～正午、市役所　▶対象＝市民や
その家族、市内に住宅を所有してい
る人 （6 組）　▶申込＝2月15日㈬
までに申込書を下記へ
問住宅営繕課住宅係
　☎ 955-9523　℻ 951-5410

乙訓で働きたい人のための
就職フェア

▶日時・場所＝2 月17日㈮午後 1 
時 30 分～ 3 時 30 分、イオンモー
ル京都桂川３階イオンホール　▶内
容＝乙訓地域の企業 （15 社程度） と
の相談や面接
問ハローワーク京都七条
　☎ 341-8609

あなたの「はたらく」をサポート
京都ジョブパーク出張相談会

▶日時＝2月9日㈭午前10時～正午、
バンビオ　▶対象＝求職中や離職中、
転職を検討中の人　▶申込＝2月7
日㈫まで （2人以下の場合は中止）
問男女共同参画センター “ いこ～る ” プラス
　☎ 963-5501　℻ 963-5521
　  danjo-c

京都弁護士会・司法書士会
出張無料相談会

●京都司法書士会の相続登記相談会
▶日時・場所＝2月14日㈫午後 1
時～ 4 時、市役所　▶定員＝先着
18組 （1組 30分）　▶当日受付
●京都弁護士会の相談会
▶日時・場所＝2月17日㈮、午後
1時～ 4時、市役所　▶定員＝6組
（1組 30 分）　▶申込＝2月1日㈬
午前 8時 30分から
問総務課市民相談担当
　☎ 955-9501　℻ 955-9703

オンラインでも参加可能!
FUKUSHI就職フェア

▶日時・場所＝3月5日㈰午後１時
～４時３０分、みやこめっせ
問福祉職場就職フェア実行委員会
　☎ 252-6297　℻ 252-6312

相談 ＆ 説明会

生活費や療養費に困ったら
くらしの資金貸付相談

▶日時・場所＝2月6日㈪～ 9日㈭
午前 9 時～午後 5 時、総合生活支
援センター　▶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　▶
要申込　▶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
＝2月24日㈮・27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

土曜日に開催します!
福祉なんでも相談

▶日時・場所＝2月4日㈯午前 9時
～正午、総合生活支援センター
問福祉なんでも相談室
　☎ 955-3177　℻ 951-7739

児童手当・特例給付の10月～1月分の支給日は2月15日㈬です。現況届をまだ提出していない人は、
お早めに提出してください。 問子育て支援課子育て支援係　☎ 955-3155

児童手当
2月の支給日

高校生給付型奨学金
一次申請

▶対象＝市内在住で下記の①②を満た
し、府の同種の奨学金等を受けてい
ない人 ①令和4年度の市民税非課税
世帯 ②ひとり親世帯 （ほか要件あり）、
児童だけの世帯、 長期療養者世帯、 保
護者が身体障害者手帳3級以上など
の世帯のいずれかに該当　▶申請＝
2 月 28 日㈫までに必要書類を下記へ
＊13日㈪～ 17日㈮は、 市教育総務課
でも申請書類を預かります。内容
の審査はできません。

問乙訓保健所福祉課
　☎ 933-1154　℻ 932-6910
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＊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
　☎ 955-9549　℻ 952-0001

心を込めた手作り品をあなたに

日 開始 販売製品 事業所

10日㈮ 11:30~ ホワイトボード、自主製品 乙訓聴言
デイ

17日㈮ 11:00~ クッキー、焼き芋、縫製品、
エコバッグ など バスハウス

20日㈪ 10:30~ 一筆箋、メモ帳、染め製品 友愛印刷

24日㈮ 10:30~ 窯業製品、縫製製品、竹工
製品、ドライフラワー など

向日が丘
支援学校

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

●  映画鑑賞会
▷17日㈮午前10時から「痴人の愛」、
　午後1時30分から「喜劇 一発大必勝」
●  市民カラオケ
▷10・24日㊎午後1時30分から（入場制限あり）
●  空き部屋利用申請（4月分まで）
▷1日㈬から随時受付

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。23日（木・祝）はありません。

総務課
市民相談担当
☎ 955-9501

全て市役所で

＊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】
8・15日㊌ 午後1時30分～ 4時30分
＊予約は1か月前から。
行政相談 
20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）
22日㈬ 午後1時30分～ 4時30分
女性の一般相談・男性女性のDV相談
【いずれも面談は申込制】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】
1・22日㊌ 午後1時30分～ 4時30分
8・15日㊌ 午前9時30分～午後0時30分

女性の法律相談【申込制】   22日㈬午前10時～正午

男性電話相談（☎ 963-5522へ）
24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

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】
13日㈪ 午後2時～ 4時、市役所
「乙訓もも」によるひきこもり専門相談会【申込制】
14日㈫ 午後2時～ 4時、市役所
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

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（知的・肢体）
20日㈪ 午後1時～ 4時、市役所

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】6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

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】
20日㈪ 午後1・2・3時、市役所か保健センター

特設人権相談 　
8日㈬ 午前10時～正午・20日㈪ 午後1時～
 3時30分、市役所

共生社会推進課
☎ 955-3180 

不動産無料相談（空き家対策含む） ※予約可
24日㈮ 午後1時30分～ 3時、市役所

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－
☎ 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
  4日㈯ 北包括、14・28日㊋ きりしま苑、
18日㈯ 南包括、25日㈯ 西包括

東地域包括
支援センター
☎ 963-5508

市民無料相談　

きりしま苑　 ☎ 956-0294　℻ 956-0290

●  第35回市長杯百人一首大会
▷21日㈫午前10時から  ▷1日㈬～16日㈭に要申込

 竹寿苑　 ☎℻ 954-6830

ほっこりんぐ

＊20,21ページにおける「市役所」の表記はいずれも新庁舎です。
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に

行こっ♪
図書館

☎ 951-4646　℻ 957-0732

図書館HP

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～ 8
北開田会館 ㊏午後・㊐㊗
北開田児童館 “キッズナ ” ㊐㊗と 18
西山公園体育館 ㊋
スポーツセンター 14
埋蔵文化財調査センター ㊏㊗と 5・19

観光案内所（長岡天神駅前）
長岡京＠ navi.（西山天王山駅前）

㊌

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 ㊐㊗
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 ㊌

定期開催
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
10日㈮・20日㈪・25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】
4日㈯スポーツセンター、11日（土・祝）  西山公
園体育館、いずれも午前9時～ 11時20分
学校グラウンド夜間照明　3月分の抽選日
20日㈪午前9時から、市役所

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
3月  1日～ 31日使用分…2月15日㈬
3月16日～ 31日使用分…2月28日㈫

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】19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

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

◆ ブックガイド

■ むか～しあったとさ　小学生対象のおはなし会
▷11日（土・祝） 午後2時30分～ 3時、図書館
▷25日㈯午後2時30分～ 3時、勝竜寺城公園管理棟

（当日先着8人）
■ 大人による子どもの本を読む会
▷16日㈭午前10時～正午、図書館　▷テーマ本：サン
ディスターク・マギニス 『わたしが鳥になる日』 （小学館）

■ めっちゃ図書館　読み聞かせと工作を楽しもう！
▷18日㈯ 午前10時30分 ~11時30分、図書館
▷3歳～低学年（先着12組）　▷申込受付中

■ おとなのちいさなおはなし会　昔話のおはなし会
▷24日㈮午前11時～ 11時20分、図書館

　タンポポにいろんな種類があ
ることを知っていますか？ 実際に
観察・実験したことが、絵や写真
でたくさん紹介されています。
　春になったら、家の周りに咲い
ている花を観察してみませんか。

タンポポのたんけん ぼくの自然観察記
おくやま ひさし／著　少年写真新聞社／刊

◆ イベントガイド

　蔵書点検では、図書館の本が無くなっていないか、
正しい場所に置いてあるかなどを確認します。確認
するのは、図書館全部の本。その数は約25万冊！
　長い間お休みになってしまいますが、みなさんが
快適に図書館を利用することができるように、1冊ず
つ丁寧に点検します。

蔵書点検のため
2/8㈬までお休みです
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■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  

】
問環境業務課　☎ 955-9548

●譲ります
赤ちゃん用メリー、ベビーカー、ひな人形、五月人形、子ども用自転車、
子ども用食卓椅子、鍋、蒸し器、足踏みミシン、こたつ布団、二段ベッド、
洋服タンス、エアロバイク など

●譲ってください　デジタル一眼カメラ、けん玉、ままごと用キッチン など

＊修理不要な物に限ります。
＊市は品物を預かりません。
＊品物の詳細は市HPに
　掲載しています。

市役所で

2 ㊌1 食品のご寄付を
お願いします

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。

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

家庭から出た
可燃ごみの量
12月分

（前年同月 1,049.11 t）

減量へのご協力を
引き続きお願い
します！

1,021.45 t

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。

◆初心者のための茶道体験
▷2月4・18・25日㊏14時～15時、バン
ビオ▷コミュニケーションしながら楽し
く。手ぶらでOK▷1,000円▷要申込。
留学生大歓迎 問ふれあいサロンさつき
会 長谷川（☎ 090-1905-0925）

◆勝龍寺ほてい市
▷2月12日、3月5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 K
カ ミ コ

AMICO（☎ 951-6906）

◆乙訓不登校講演会「不登校は怖くない！ 
子どもがなりたい自分に向かえるために」
▷2月19日㈰14時～16時半、産業文
化会館▷一般500円▷要申込
問乙訓不登校を考える親の会「大地」三浦
（otokunifutoukoudaichi@yahoo.co.jp）

◆親子で英語ミュージック
▷2月22日㈬ 10 時半～ 11 時半、バ
ンビオ▷未就学児と保護者（先着10組）
▷ふれあい遊びやリズム遊びを楽しむ▷
要申込▷HPあり 問おやこのいっぽの会 
塩見（fabmusic2014@gmail.com）

◆映画カフェ
▷2月23日（木・祝）12時半～ 15時半、バ
ンビオ ▷映画についてのダベリングお
茶会▷300 円 ▷食べ物を一品持ち寄り 
▷HP あり 問映画カフェ長岡京 船越（☎ 
070-1786-2794）

催しの案内

◆ベビー＆チャイルド親子ふれあいマッ
サージ▷2月24日㈮10時40分～正午、
長岡京こらさ▷足もみ、打楽器を使った
リトミック、お抹茶体験▷500円▷HP
あり 問ムジクリ企画 小西（☎ 080-
1418-5044）

◆終活って何から始めたらいいの？
▷2月25日㈯13時半～ 15時、バンビオ
▷終活プロデューサー池原氏がお話しし
ます▷500円▷要申込▷HPあり 問セカ
ンドライフの会 中川（☎ 963-5505：市
民活動サポートセンター）

◆トランポリンフェスティバル
▷2月26日㈰①9時40分～11時45分②12
時25分～ 14時半、西山公園体育館▷3
歳以上（各30人）▷500円▷2月1日㈬から
要申込 問長岡京市トランポリン協会 菅谷
（nagatora28uketsuke@gmail.com）

◆健康体操と健康づくりダンス体操
▷2月の㊌13時～ 14時、バンビオ▷お
おむね60歳以上▷「健康寿命の延長」
を目標に楽しく継続できる体操▷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）

◆創18th～えがおの手しごと展～
▷3月4日㈯正午～17時、5日㈰9時～
17時、産業文化会館▷さをり織り、染
め、フェルトなどの作品展示▷HPあり
▷感染症対策しています 問障害福祉セ
ンターあらぐさ 松村（☎ 953-9212）

◆第75回協会コンペ ▷3月13日㈪8時
半～ 11時55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 ▷2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）

◆第46回市長杯争奪サッカー大会
▷3月19・26日㊐9時～ 17時、洛西浄
化センター▷市内在住・在勤・在学の人
▷1チーム6,000円▷2月8日㈬18時半～
19時半に中央公民館で受付 問長岡京
市サッカー協会 河村（☎ 932-9553）

◆百人一首同好会▷月2回㊍10時～14
時半、竹寿苑▷60歳以上▷初心者大歓
迎▷月100円 問松尾（☎ 952-3413）

募集します
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■応募方法（締め切り2月10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 
２月号プレゼントクイズ係

【  

宛 

先  

】

■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　主役はあなた。新しい条例の名前は「助け合いと〇〇〇〇のまちづくり条例」（ヒントは4ページ）

● 先月号の答え…6

正解者 10組 20人に抽選で、

一等席 無料招待券 (3/6㊊午後の部)が当たります！

▶場所＝南座（京都市東山区四条大橋東詰）
▶出演＝中村壱太郎、尾上右近、中村鷹之資、片岡千之助、中村莟玉

①午前の部：11：00 ～
②午後の部：15：30 ～3/4 [土] ～26 [日]

　長岡京市から大山崎までの山崎街道を舞台としたお話です。
五・六段目が南座で上演されるのは 10年ぶり。上演を記念して、市民
無料招待券をプレゼントします。市民特別半額観劇券もありますよ♪

問京都四條 南座 （10時～17時）
　☎ 561-1155　℻ 531-6222

市民特別半額観劇券
▶販売期間＝ 2月 9日㈭～ 28日㈫　▶一等席〔定価 11,000 円（税込）〕＝一般 5,500 円、
18歳以下 3,500 円、発券手数料 330円　▶ Pコード＝ 517-355　▶購入は右記QRから

Pプ
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ン
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T 

Qク
イ
ズ
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三月花形歌舞伎 
「仮名手本忠臣蔵 五・六段目」 ほか

QRなら
応募が
簡単♪

公演期間

応募は
2/10㊎
　　　まで

＊割引対象日は販売ページでご確認ください。

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）断った後の「再勧誘」は違法です！編

消費者トラブル 豆知識

消費者
トラブル

　商品やサービスについて、「断っているのにしつこく勧誘され、仕方なく契約
してしまった」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。

　特定商取引法では、訪問販売や電話勧誘、訪問買
い取りをする業者に対し、消費者が断った後の再勧誘
を禁止しています。はっきりと断っているのに、勧誘を
続けたり、日を改めて勧誘したりする行為は違法です。
その場合は、国や府に適切な措置を求めることができ
ます。不安を感じたら、お早めに上記窓口までご相談
ください。

　不要な勧誘を受けたとき、契約したくないと
思っていても、「今日は忙しいので…」「自分で

は決められないから…」などのあいまいな言葉を使って
しまいがちですよね。ですが、これでは、契約しない
意思が相手に伝わりません。まずは、きっぱり断ること
が大切です。「お断りします」「契約しません」などの言
葉を伝えましょう。

もしも の
ときは
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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 / 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。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20人 （21人目から別室を案内）

2月のイベント 施設開放

1 ㊌ A たんぽぽにあつまれ～
2 ㊍ B ぷちキッズナ 「 遊びの広場 」
3 ㊎
4 ㊏
5 ㊐
6 ㊊
7 ㊋ C 子育てミニ教室
8 ㊌
9 ㊍
10 ㊎ D あかちゃん絵本の相談会
11 ㊗
12 ㊐
13 ㊊
14 ㊋
15 ㊌ A たんぽぽにあつまれ～
16 ㊍ D あかちゃん絵本の相談会
17 ㊎
18 ㊏
19 ㊐

20 ㊊ Eファミリー防災ひろば
21 ㊋ Fママのしゃべり場
22 ㊌
23 ㊗
24 ㊎ G 子育てぴよぴよ教室
25 ㊏
26 ㊐
27 ㊊
28 ㊋

　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  
就学前の子と保護者 /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）
3月は1日㈬に開催（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）/ 申込受付中

　図書館 ☎ 951-4646　℻ 957-0732

D   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）

 7 日 ㊋ 子育てミニ教室　
耳つぼファミリーケアレッスン
10:30～ 11:00 / 3 か月～ 3歳の子と保護者
（10組） /  申込は2月1 日㈬ 14:00～

3月

読み聞かせも
あるよ

　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歳の子と保護者

C
  おもちゃの片付けワンポイントアドバイス
 10:30 ～ 11:00  
3 か月～ 3歳の子と保護者（10組）/申込受付中

E 災害が起きる前に !　ハザードマップを確認しよう !
10:30 ～ 11:30 / 未就学児と保護者（10組）

F   テーマ：平日の時短料理 / 10:30～ 11:30  
未就学児の保護者（5組）

G Fab Music. ～親子で英語ミュージック～
10:30 ～ 11:00 / 0 歳児と保護者 （10組）

申込開始

2月1日㈬
14：00

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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問ファミリーサポートセンター　☎959-3034　℻959-3201

　大学教授を講師に招き、子どもと関わる
ヒントを学びます。

ファミリーサポートセンター交流会

テーマ：なんでそんなことするの⁈　「発達」の観点
　　　   から子どもの「困った行動」を読み解く 
時間：10:00 ~ 11:30　　場所：中央公民館
対象：子育て中の人、ファミリーサポートセンターの
　　　活動に興味がある人（30人）
申込：2月1日㈬10:00 ～　　託児：5人（要予約）

2
17
Fri

えほんの紹介♪

もりのおふとん

西村敏雄 /さく
福音館書店 長岡京市文庫連絡会　

グリーン文庫　向井和泉さん

　大きなおふとん、だれのかな？　月夜の森で「ふかふか」
を満喫する何とも言えない表情の動物たちと、「どうぞど
うぞ」の優しさがステキです。ハプニングにも優しい心遣
いで、最後はみんな仲良くいい気持ち !　寒い時期
ならではの幸せを感じられる絵本です。

本の
紹介

問図書館　☎ 951-4646　℻  957-0732

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

【パパとママから】
蓮ちゃんのその可愛い笑顔で毎日
私たちを幸せにしてくれてありが
と。愛してるよー♥

【パパ、ママより】
かほこ、かのんはパパとママの
宝物！ 姉妹仲良く元気に大きくな
ってね！

天神 奥海印寺

吉
川  

花か

ほ

こ
穂
子 

ち
ゃ
ん （
3
歳
2
か
月
）

   

　
　花か

の
ん音 

ち
ゃ
ん （
5
か
月
）

【パパとママより】
元気いっぱいの男の子！
お喋りが上手になってきたね。
海州の成長が楽しみ！

久貝

 

原
口  

海か
い
し
ゅ
う州 

ち
ゃ
ん （
3
か
月
）

  

渕
上  

蓮れ
ん 

ち
ゃ
ん （
7
か
月
）

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

Hello Baby 教室 /離乳食教室 /
1 歳 3 か月歯の教室　 開催状況はこちら ▷▷▷

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

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

何でも
相談してね
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福
ふくなが

永 葵
あ こ

子 さん / ６年生
光があたっているところとかげが区別できる
ように色を工夫しました。さくの間から柱や
まどが見えるように細かいところまでていね
いに描けました。

「思い出校舎」

西
にしおか

岡 凜
りん

 さん / ４年生
工夫したところは、月の光の色が近くは
こくて、月から遠くなるほど色がうすくな
るというところです。

「光る町」

尾
お も と

本 清
せ い し ろ う

心朗 さん / ２年生

バッタや、じぶん、いろいろなところをくふう
しました。じょうずにできたとおもいます。

「むしとなかよし」

長岡第七小学校 の
ステキな作品をご紹介！

今月はスクール
ぎゃらりー
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節目の年　20 歳おめでとう

　1月 9日、長岡京記念文化会館で20歳を祝う
式典がありました。成年年齢の引き下げに伴い、今
回から「二

は た ち
十歳の祝典～未来へのはばたき～」と名

称を変更して実施。会場では友人との再会を喜ぶ参
加者の姿が見られました。代表あいさつを務めた、
長岡中出身の金子陽緒さんは、「『今』を大切に、
一度きりの人生を自分色に染めていきたい」と決意
を新たにしていました。

　新春を迎えた 1月 7日、消防出初式がありま
した。市制 50周年を記念し、式典は長岡京記念
文化会館で実施。分列行進や消防功労者への表彰・
感謝状贈呈のほか、消防団員の家族から、日頃の
活動への感謝のスピーチが行われました。小倉消
防団長は「市民の安心・安全を守るという使命の
もと、これからも消防や防災の中核として活動し
ていきます」とまちを守る決意を語りました。

一年の安心・安全を願って　消防出初式

ガラシャ祭を応援！  企業版ふるさと納税

　３年ぶりの開催となったガラシャ祭を応援するた
め、株式会社ケーケーシー情報システムから、100
万円の寄付がありました。自治体が行う地方創生の
取り組みに企業が寄付する「企業版ふるさと納税」
を活用。12月19日の贈呈式で、中小路市長は「コ
ロナ禍で中止が続き、市民の皆さんから大きな期待
が寄せられていたイベント。安心・安全な開催のため、
有効に活用させていただいた」と感謝を伝えました。

50周年記念「夢プロ」ビームピストル体験

　ラピッドファイアピストル選手の吉岡大さんを
招いたビームピストル体験会が、12 月 17 日、
母校の長六小で開催されました。普段なかなか体
験できない射撃競技に子どもも大人も熱中。参加
者は照準の合わせ方などを教わり、慎重に的を狙
いました。その後の質問会では、「どうしたら射
撃が上手くなりますか」「六小の校歌は覚えてい
ますか」などたくさんの質問が出ていました。

長岡京 ★ Now
すてきな「まちの話題」みつけたっ！

ま
ち
の
姿

人口  81,935 人 / 世帯数  37,314 世帯
（ １月１日現在 ）
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