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　西国街道に建つ、江戸時代後期の面影を今に伝える町家。国登録
有形文化財に登録され、現在はカフェ、レンタルスペース、ギャラ
リー、物販スペースなど、市民の憩いの場として愛されています。

スタッフのおすすめは
町家あんみつ♪

ひと休
み

してい
きませ

んか？

長岡京の
歴史散歩はいかが。
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問 秘書課
　秘書係

「あなたのおすすめの
　歴史文化の楽しみ方を教えてください！」

　☎ 955-9500 ℻ 951-5410
　  hisyo@city.nagaokakyo.lg.jp

対話ウィーク
市長と語る

▶応募方法＝電話・ファクス・メールまたはQRコードから
　回答は、9月30日㈮から市HPに掲載予定

QR で
簡単に
応募♪

①物販スペースでは、食品や雑貨など市ゆかり
の品を販売中 ②どこか懐かしい空気が漂う縁側
③４室の和室は団体や個人の利用に貸出可能

①

②

③

　茶舗であった築約170年
の町家。京都市内の町家と
違って間口が広く、商家と
農家の性質を併せ持つ。「田
の字形」の間取りが特徴的。

③

神足ふれあい町家
長岡京市神足２丁目13-10
午前9時～午後6時
年末年始休　入館無料
JR長岡京駅 徒歩５分
（運営：NPO法人乙訓障害者事業協会）

こうたりふれあいまちや

開館 15 周年

長岡京市今
こんじゃく

昔写真館
～西国街道の今むかし～

　ふれあい町家や、
西国街道周辺などの
懐かしい写真を展示♪

問 市観光協会　☎ ℻ 963-5510

9/3㊏～10/31㊊
神足ふれあい町家で

開館15周年
特別イベント

　いよいよ来月、50歳の誕生日を迎える「長岡京市」。
それよりも一足先に周年を迎える２つのスポットを
紹介します。この機会に、ぜひ訪れてみませんか。
問 神足ふれあい町家　☎ 951-5175　℻ 202-9239
問 中山修一記念館　　☎ ℻ 957-7176

表紙の答えは
神足ふれあい町家の前！

応募期間
9/1㊍～9/7㊌
いただいたご意見に
　市長がお答えします



中山修一記念館
長岡京市久貝３丁目３ー３
午前10時～午後4時
火曜・年末年始休　入館無料
阪急西山天王山駅 徒歩14分
阪急バス「久貝」バス停 徒歩1分
（運営：NPO法人長岡京市ふるさとガイドの会）

なかやましゅういちきねんかん

　“幻の都”と言われていた長岡京の歴史解明に生涯をささげ、
多大な功績を残した中山修一さん。記念館では、その足跡と
歴史資料を展示しています。

長岡京ライフ 2022.9　-　3

①ご遺族から
寄贈された生
家の一部を改
修して利用
②③ふるさと
ガイドの会の
皆さんが説明
してくれます③②

　「子が２人いながら大学に入学するって、
なかなかないですよね」と笑顔で話す忠
彦さん。「周りに愛されている人でした」
と続けます。活動には、多くの協力者が
いたそう。「当時のことを語れる人が減っ
ていく今、まずは親子連れなどで気軽に
足を運んでいただきたいです。語り部と一
緒に昔話をしませんか」

神足ふれあい町家神足ふれあい町家

中山修一記念館中山修一記念館

阪急
長岡天神駅
阪急
長岡天神駅

歴史スポット
MAP 西

国
街
道

新
西
国
街
道

中山 忠彦さん

館長（ご子息）が語る
中山修一さんの姿

　1915年、現長岡京市久貝生まれ。
小・中学校の教員を経て、終戦後30歳
で京都大学へ入学し地理学を専攻する。
卒業後は高校教師として働きながら執筆
活動を行う中で、長岡京の研究に着手。
1955年、長岡京の存在を明らかにした。
81歳でその生涯を終えるまで歴史解明
や文化財保護活動に取り組んだ。

“長岡京発掘の父”
中山修一さん

開館 20 周年

①

　中山修一さんと共に長岡京発掘に関わった人たちの
トークセッション。その素顔に迫りながら、長岡京発
掘の半世紀の歩みを振り返ります。

問 中山修一記念館　☎ ℻ 957-7176

長岡京発掘！　
これまでの歩みとつなぐ思い

開館20周年記念
トークセッション

▶日時＝９月18日㈰午後２時から
▶場所＝産業文化会館　▶定員＝先着70人
▶申込＝９月2日㈮から、電話かファクスで

●コーディネーター＝京樂 真帆子さん（滋賀県立大教授）
●パネリスト＝中井 均さん（滋賀県立大名誉教授）
　　　　　　　山本 輝雄さん（（公財）市埋蔵文化財センター）
　　　　　　　木村 泰彦さん（市教委）、中山 忠彦さん

いただいたご意見に
　市長がお答えします



　 「 “環境の都” 長岡京市環境都市宣言 」 など、地域
と地球の環境を守る活動を続けてきた長岡京市と、
世界シェア１位の電子部品を多く開発し、グローバル
企業として、世界の環境課題に取り組む村田製作所。
リーダー２人が描く、ゼロカーボンシティへのロードマ
ップを語ります。

事前予約制（先着300人）

市制施行50周年記念フォーラム

とき       １０月１日㊏
ところ    長岡京記念文化会館
時 間     午後２時１５分～
※50周年記念式典後、午後２時入場開始（ 予定 ）

司会
毎日放送アナウンサー 

西村 麻子さん

長岡京市
市長　中小路 健吾

株式会社 村田製作所
代表取締役社長  中島 規巨 氏 午後２時１５分～

ゼロカーボンシティ
 長岡京への挑戦

世界的な総合電子部品メーカーのトップと語る

　10月１日、長岡京市は市制施行50周年
を迎えます。 多くの人に支えられ、 「 かしこ暮
らしっく 」 な街へと成長してきた長岡京市。

次の50年、子どもや孫の世代に、私たちが
残せるものは何でしょう。新しい長岡京市の
これからを、一緒に考えてみませんか。

ここから始まる
次の５０年

第１部

コメンテーター
立命館大学 政策科学部
小幡 範雄  特別任用教授

4　-　長岡京ライフ 2022.9



乙訓 · 西乙訓 · 立命館高校の
高校生たち

サントリー株式会社  京都ビール工場
 工場長　小銀 明  氏

問広報発信課　☎ 955-9660  ℻ 955-9703
　  kouhou@city.nagaokakyo.lg.jp

右記QRコードから ▷ ▷
メール・電話・FAXでも
申し込みできます。
受付開始は、9月1日㈭午前9時から。

参加申し込みはこちら

　もはや避けられない気候変動から、 未来を守るために
世界中で、生活様式や意識の変革が求められています。

「 水源保全活動 」 や 「 水
みずいく
育 」 など、サステナブル経営を

掲げ、国内屈指のCSR活動に取り組むサントリーから、
京都ビール工場長を招き、未来を担う高校生たちと、
持続可能な長岡京市について考えます。

サステナブルってなに？
水と生きる企業に聞く
実は身近な SDGs

午後３時１０分～

第２部

SDGs:Sustainable Development Goals は、
2030年までに持続可能でよりよい世界を
目指す国際目標です。

世界を変えるための17の目標

　コメンテーター :
　　　　 立命館大学政策科学部
　　　　 小幡 範雄  特別任用教授

　司 会  : 毎日放送アナウンサー
　 　    西村 麻子 さん

長岡京ライフ 2022.9　-　5



9/10
﹇ 

土
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日
﹈

バンビオ3階フロアが
まるごとイベント会場に！

市制施行５０周年記念

１０:00 16:00

レシピ
コンテスト

１０:00 13:45
あなたのお気に入りの 「 ながおかきょうの料理 」 はどれ !?
あなたの投票で決まる、食育アイディアレシピコンテスト♪  （プレゼンテーション形式）

メインホール

問 健康づくり推進課 ☎ 955-9705　℻ 955-2054　
　  kenkou@city.nagaokakyo.lg.jp HP はこちら→

LIVE
クッキング

管理栄養士考案
簡単つくりおき
バランスレシピ
実演コーナー

OTOKUNI
レザミ

コラボ企画

・マタニティヨガ
・手形足形ワークショップ
・食のマルシェ　など
楽しい企画が盛りだくさん !

くわしくは
こちら

カラダ
測定会

１3:00 16:00
大人気 ！　10分間親子体力測定

ほかにも、いろいろな測定が！　１0:00~　予約不要
▷隠れ肥満こっそり測定（体組成測定）
▷血管年齢測定  ▷ 野菜充足度測定  など

小学生と保護者対象
事前予約制/先着順

測定協力：

事前予約制
先着順

歯の
ひろば

メインホール

予約方法は 2 通り

① LINEで 予約
市の公式LINEをお友だち登録し、
 「 申請 」 メニューから
まるごとヘルシーフェスタをタップ！

②電話などで予約
上記の問い合わせ先まで
ご連絡ください。

9/1㊍ 前午 9 時 受付開始

歯のひろば /親子体力測定の１4:00
乙訓歯科医師会の歯科医師による講演と相談会　
▷１４ : ００~　「 ご存知ですか？　子どもの健

けんこう

口について 」　
▷１４ : ３０~　「 咬むこと・飲み込むこと 」 
 　　~口腔機能低下症について~

16:00

YouTube で LIVE配信も !

登録会

豪華賞品当たる！  スマホを持って歩くだけで地域名産品が当たる、
一歩先ゆくウォーキングアプリ 「 あるくと 」 の登録をお手伝いします。
その場で豪華賞品が当たる抽選会も

協
賛
店
洋食屋AKIRA / Kitchen Blue Lake /エステインPOLAクルール店
文京堂書店 /スポーツクラブBASE１/ANYTIMEフィットネス長岡京店

あるくと

登録会に来れない人も、
ここから登録できるクト♬

▷歯の相談会 （ ひとり5分程度 ）

6　-　長岡京ライフ 2022.9



　　スターターには、
５０周年夢サポーターの
山西利和選手が登場 !

ガラシャロードレース

交通セイフティ体感フェスタ

市制施行５０周年

Special 01

市制施行５０周年

Special 02

市制施行５０周年

Special 03
今年は秋開催に

古城で繰り広げる

芸能の夕べ

9/10土
勝竜寺城公園

午後 5 : ４０ -８:３０

50周年記念50周年記念50周年記念
スペシャルスペシャルスペシャル イベントイベントイベント

明智光秀 ・ 細川ガラシャゆかりの
勝竜寺城公園で、古典芸能や
雅な音楽を楽しみませんか。
今年は、竹灯籠と市内の
小学生がつくったランタンが、
華やかに会場を彩ります。
問市文化協会事務局
（文化 ・ スポーツ振興課 文化振興係内）

　☎ 955-9734　℻ 955-3150　＊雨天時は翌日に開催

9/25

11/27

日

日

イズミヤ長岡店&長岡自動車教習所
午前 10 : 00 - 午後 4 : 00

西山公園体育館周辺（ 3•5•10㎞コース ）
午前 9 ： 30 スタート

最先端技術で交通安全を学ぼう!
バリアフリー教室 /安全運転シミュレーター体験 /
絵 · 文字描きタクシー /クルマ自動ブレーキ体験 /
次世代型電動車体験 /VR使用歩行者体験　など
問交通政策課 交通対策係
　☎ 955-9686　℻ 951-5410

はっぴぃバス乗車体験も！

次世代型電動車イメージ

問市スポーツ協会　☎ 953-1161　℻ 953-1163

エントリー期間
9/1㊍ - 10/15㊏
参加費
一般 - 3,000円
中高生 - 2,000円
小学生 - 1,500円

申込方法などの
詳細はスポーツ協会

ホームページへ

長岡京ライフ 2022.9　-　7



▶対象＝８月１日現在、本市の住民基本台帳に登録されている、
 世帯主の令和３年中の合計所得が972万円未満の世帯
▶給付額＝１世帯3,000 円と、世帯員１人につき2,000 円
　（例：４人家族の場合、世帯分3千円+2千円×４人＝１万１千円）
▶手続き＝ 「 確認書 」 が届いたら、内容をご確認の上、
 　市公式 LINEまたは  郵送でお手続きください。
※DVなどの理由で住所地以外に避難している人は、
　下記までご連絡ください。
問家計支援給付金担当 ☎ 955-9545 ℻ 951-5410

事
業
者
へ
の
支
援

柱２

原油価格・
物価高騰に対応

　長引くコロナ禍での原油価格・物価高騰は、
私たちの生活に大きな影響を及ぼしています。
市民の暮らしや事業者の経営を支えるため、
市は緊急対策として、 「 ３つの柱 」 で、支援を
行います。

マークの事業は、
対象者に通知が届きます。

を

つの柱で

えます支
暮らし 経営と

家
計
へ
の
支
援

柱１

交通事業者
燃料価格高騰 対策補助金

　原油価格高騰の影響を受ける交通事業者
を支援するため、経費の一部を補助します。

▶対象＝市内を運行する民間の路線バス事業
者、市内に事業所などがあるタクシー事業者

（介護タクシーを除く）、市内に本社または支
店などがある貸切バス事業者

問交通政策課 ☎ 955-3160　℻ 951-5410
問商工観光課（貸切バス）☎ 955-9515

物価高騰に対する
農業者支援

　原油価格 ・ 物価高騰の中での営農継続を支
援するため、各種奨励金に上乗せ支給します。
▶対象＝市内の農家組合員　
▶上乗せ額（10a当たり）＝
　米生産調整推進事業奨励金：4,000円
　水稲病害虫防除対策事業奨励金：1,000円
▶手続き＝各農家組合長が取りまとめて申請
問農林振興課   ☎ 955-9514　℻ 951-5410

市 HPへ

家計支援給付金
　原油価格 ・ 物価高騰による家計負担に対し、生活に役立てて
いただくため、世帯員の人数に応じた額を給付します。
対象世帯へ９月中旬～１０月上旬に、 「 確認書 」 を送ります。

３３

8　-　長岡京ライフ 2022.9
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柱３
省
エ
ネ
・

転
換
を
支
援

省エネ推進 エコリフォーム工事券

　再生可能エネルギーを取り入れる・窓を高断熱な
製品に変える・次世代自動車を使うなど、省エネ転
換の取り組みは、原油価格高騰の影響を受けにくく、
脱炭素社会にもつながります。環境に優しいライフス
タイルへ切り替えませんか。家庭や事業者の再エネ・
省エネ化で、中長期的な負担軽減を支援します。

▶プレミアム額＝最大９万円
▶対象＝市内の住居をリフォームする市民
▶エコリフォーム例＝複層ガラス取付工事や
  　　　LED照明器具取付工事など
▶申請＝９月12日㈪～ 10月14日㈮までに、工事券の
 　登録事業者へ。申込多数の場合は抽選。

応援します
環境に優しい暮らし”“

問長岡京市商工会
　☎ 951-8029　℻ 958-2473

　 通常リフォームに使える
 プレミアム額最大４万円の 「 リフォーム工事券 」 もあります。
　＊ 「 省エネ推進エコリフォーム券 」 との併用不可。

次世代自動車 導入補助
　環境にやさしい車の利用を推進します。リースで導入
する場合も対象となります。

▶対象＝国産の電気自動車 · PHV · 
 燃料電池自動車を導入する事業者
▶支援額＝定額10万円
▶申請＝来年３月15日必着で下記へ
問環境政策室 環境政策担当 ☎ 955-9542 ℻ 951-5410

個人向けの
補助もあります
詳細は市 HPへ

　市内事業所の省エネ推進を支援します。

▶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」
  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、5万円～ 10万円
問商工観光課 商工振興係
　☎ 955-9688　℻ 951-5410

小規模事業者等
省エネ対策緊急支援金

　省エネ機器を導入した、市内の福祉事業者等を支援します。
▶対象と支援額＝
　①府の 「 社会福祉施設等省エネ推進緊急対策事業 」 の
　　交付決定を受けた福祉事業者等：最大20万円
　②府対策事業の対象外の福祉事業者等：最大30万円
問福祉政策室 福祉政策担当 ☎ 955-3135 ℻ 952-0001

福祉事業者等の
省エネ推進を支援

　再生可能エネルギーの利用を
推進します。蓄電池を同時に設
置する場合が対象です。

▶対象＝市内で、申請者が居住
　　　　する住宅に太陽光・
  蓄電池を設置した人
▶支援額＝最大14万円。設計仕様に応じて計算
▶申請＝来年３月15日必着で下記へ
問環境政策室 環境政策担当 ☎ 955-9542 ℻ 951-5410

太陽光 ・ 蓄電池 同時設置補助

登録事業者の
一覧など詳細は、
商工会HPへ

詳細は
市HPへ

家庭向け支援 事業者向け支援

　市内の住宅などを、
エコリフォームするときに
使えます。申し込みは、
１世帯１回限り。

長岡京ライフ 2022.9　-　9



新型コロナ
ワクチン

市の４回目集団接種は
９月11日㊐まで

　バンビオで実施している集団
接種は、９月 11日㈰までの予定
です。対象者で、希望する人は予
約をお願いします。対象者で接

種券が届いていない
人、３回目の接種を
希望する人は、下記
へ連絡してください。

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

市HPへ

【対象となる人】
３回目接種後５か月を経過した
（1）60歳以上の人
（2）18歳以上で基礎疾患がある人や
　　 重症化リスクが高いと
        医師が認める人
（3）18歳以上の医療従事者や
　　  高齢者施設等従事者

クーポン利用　も
ワクチン予約　も

簡単に！
市公式

LINE アカウント
お友だち登録は
こちら↓↓

　申し込み時に設定額を指定してください。最大
1,500円割引になります。
　（例）　税込1,000円以上の利用で300円割引
　　　　税込5,000円以上の利用で1,500円割引

　今回は全ての店舗のクーポンが、期間中いつで
も使えます。
※クーポンの使用は各店1アカウント1回限り。

　「お友だち」が一気に５万人を超えた市公式 LINE
で、お店をPRしませんか。画面を見せるだけで割引
になる「LINE クーポン祭おかわり」を実施します。
配信は無料で、割引額は全額市が負担します。
問商工観光課 商工振興係
　☎ 955-9688　℻ 951-5410

■ 店舗登録は LINEか市HPから
　募集要項を確認の上、必要事項の入力と、店舗か商
品の画像登録をお願いします。

11
16/

10
20/

申し込みや募集要項など
詳しくはこちらから

祭祭LINE
クーポン

30
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J
R　
　

駐
輪
場

西 東

　利便性アップや、コロナ禍で求められる非
接触への対応のため、JRの駐輪場に精算機
を導入します。入口へのゲート設置やタイヤ
ロックで、セキュリティ面も向上します。
問交通政策課 交通対策係
　☎ 955-9686　℻ 951-5410

　JR長岡京駅東西の駐輪場は、10月から指定管理者
制度を導入し、株式会社アーキエムズが管理します。
平日は午前６時30分から、土休日は午前７時から係
員が常駐します。

係員が午後10時までいます

　10月から、小学生以下は無料で利用
できます。阪急長岡天神駅東と阪急西山
天王山駅の駐輪場も無料
になります。中学生以上の
料金は変わりません。

小学生以下は無料に

車種 一時利用 回数カード・
券（11回分）

自転車
（中学生以上） 150円 1,500円

ミニバイク 250円 2,500円
バイク 350円 3,500円

利用料金表

駐輪スペースで
個別にロック
退場時は精算機で支払い

ご注意
ください

　精算機の導入に伴い、JRの駐輪場で発行する回
数券がカードタイプに変わります。阪急の駐輪場
では使えませんのでご注意ください。10月１日以
降に阪急の駐輪場で購入した回数券
は、JR の駐輪場で使えません。購入
済み回数券は回数カードに交換できま
すので、窓口で手続きしてください。 詳細はHPへ

回数券の共通利用が
できなくなります ▼

▼
▼
▼

JR 東西 阪急×

出入口にゲートを設置
入場時に発券し、
退場時は精算機で支払い

精算方法 が から　 へ
対面 機械

10月末から非接触対応に

長岡京ライフ 2022.9　-　11
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参加しよう
ポールウオークで

大原野神社や大蔵神社を巡ろう
▶日時・集合＝9月16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

レベル別スクールで
楽しみながらテニスしよう

①小学生テニススクール（小学1年生）
②キッズテニススクール（年中・年長児）
 【共通】▶日にち・場所＝10月4
日～ 11月29日の㊋、スポーツセン
ター　▶対象＝市内在住の人　
▶申込＝9月1日㈭午前 10時から
問スポーツセンター
　☎ 951-3363　℻ 951-3666

敬老の日にぴったり
お花のワークショップ

　市内のお花屋さん
N
ナ オ ベ ル

aobell から、鈴木さ
んを講師に招きます。
▶日時・場所＝9月17
日㈯午後1時～3時、神足ふれあい町
家　▶定員＝10人（小学生は保護者
同伴）　▶費用＝3,000円　
▶申込＝9月1日㈭から
問らしく長岡京事務局
　☎ 090-7356-2855

打楽器♪ アンサンブルコンサート
長岡京芸術劇場

10月2日（日） 午後３時開演 長岡京記念文化会館 で
【演目】　アンダーソン /そりすべり
　　　　ドヴォルザーク /交響曲第9番「新世界より」家路
　　　　ガーシュイン・塚田優乃編 /パリのアメリカ人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  など
【費用】　中学生以上500円、小学生以下無料
　　　　（全席自由）

問長岡京記念文化会館　☎ 955-5711　℻ 955-4774

申込はこちら

講演会「小学校に向けて、
今つけておきたい力」

　お子さんへの接し方や発達につい
て、後日保健師に電話相談もできます。
▶日時・場所＝9月10日㈯午前 10
時～ 11 時 30 分、バンビオ　▶対
象＝年中・年長児の保護者、市内
在住で子どもの発達に関心のある人
（40人）　▶申込＝9月7日㈬まで
問健康づくり推進課
　☎ 955-9705
　℻ 955-2054

12　-　長岡京ライフ 2022.9

＊ 8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

登録すると、
市からのお知らせや

イベント情報が届きます‼

市公式



  み
んな
の環境メッセージ

食品やせっけんなど、紙箱はいろいろありますが、広げて束ねて資源ごみに出しています。箱のデザ
インは楽しいですが、たくさん消費していることに驚きます。 （高台・70代・地元愛ちゃん さん）

市民企画講座

●災害が起こったら、を体験する
　避難所運営ゲーム (HUG)
 《企画：チーム防災OTOKUNI》
▶日時＝9月15日㈭午前 10 時～
11時 30分　▶定員＝20人

●長岡京市民大学 《企画：西村日出男》
▶日時＝① 9月22日 ② 10月27日 
③ 11月24日の㊍午後 2時～ 3時
30 分　▶定員＝各回 25 人　▶内
容＝①男女共同参画社会の実現に向
けて　②さぁ、ワクワクする未来をえ
がいていきましょう　③子育てを見守
り、支えるためのリスクマネジメント

●自然に親しみ自然を守ろう 
   ー親子で里山体験ー
 《企画：乙訓の自然を守る会》
▶日時・集合＝①9月23日(金・祝) 　②
11月3日(木・祝) ③１１月23日(水・祝) 、
午前9時～正午、光明寺山門　▶対象
＝3歳以上の子と保護者（各回計10
人）　▶内容＝森の観察や里山の手入
れ体験、焼き芋など　▶費用＝300円
＊参加はいずれか1日のみ

●童謡・唱歌の世界《企画：島袋章》
▶日時＝9月24日㈯午前 10 時～
11 時 30 分　▶対象＝おおむね 30
歳以上（25人）

●笑って子育て  《企画：澤田和子》
▶日時＝9月27日㈫午前 10 時 30
分～ 11 時 30 分　▶対象＝0 ～ 4
歳の子と保護者（10組）　▶内容＝
笑いヨガを通して歌とゲームを楽しむ

●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＝9月28日㈬午前 10 時 30
分～ 11 時 30 分　▶内容＝長岡京
市の魅力を「やさしい日本語」で伝
える　▶定員＝15人

●初級レザークラフト
　小物アラカルト作り《企画：石神誠》
▶日時＝9月29日㈭
午前 9時 30分～ 11時
30分　▶定員＝8人
▶費用＝2,000円

●笑って楽しく健康体操
 《企画：森田佐代子》
▶日時＝9月30日㈮、10月4・18・25
日の㊋、午後1時30分～2時30分（25
日は午前 10時 30分～ 11時 30分）　
▶対象＝60歳以上（各回20人）

●パネルシアター養成講座 ～入門から
応用まで～歌パネル編 《企画：髙橋司》

▶日時＝10月 1日㈯午前 10 時～
正午　▶定員＝15 人　▶費用＝
1,500 円　▶内容＝パネルシアター
の実演と制作

●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＝10月 2日㈰午後 1 時 30
分～ 3 時 30 分　▶定員＝25 人　
▶内容＝滝ノ町の今昔

●年齢を重ねてからはじめる
　布ナプキン 《企画：土居亜季》
▶日時＝10月4日㈫午前 10 時～
11時 45分　▶対象＝前更年期～閉
経後の女性（10人）　▶費用＝300
円　▶託児＝9月27日㈫までに要申
込（1歳以上の未就学児、1人）

●足裏ほぐしと整体で健康を！
　 《企画：千葉善清》
▶日時＝10月 6日㈭午前 10 時～
正午　▶対象＝20～ 75歳（20人）

●毎日のメニューを薬膳的に解説
　～薬膳をより身近に～
 《企画：弓倉靜英》
▶日時＝10月7日㈮午前 10 時 30
分～正午　▶定員＝20人

●アンガーマネジメント キッズ講座
 《企画：小野汐里》

▶日時＝10月8日㈯午前10時～11
時　▶対象＝小学1～4年生（10人）　
▶内容＝怒りを反射的にぶつけない、
自分の欲求や感情を適切に表現する
方法を身に付ける　▶費用＝200円　

●作るは楽し手仕事♪ ーやさしく
作れるネコのぬいぐるみー

 《企画：乙訓ハンドワークカフェ》
▶日時＝10月 8日㈯午
後1時 30分～4時 30分　
▶定員＝10人
▶費用＝800円

【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＝
9月1日㈭午前 11時から
問中央公民館
　☎ 951-1278　℻ 955-4774
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問市人権啓発推進協議会事務局（共生社会推進課内）
　☎ 955-3180　℻ 951-5410　  kyouseishakai

人権問題を考えるきっかけに 市民公開講座
内容 日時

① 部落問題を境として
さまざまな人権問題を考える 10月5日㈬ 午後７時から

② SNS等を含めた
ネットモラルについて 10月7日㈮ 午後７時から

③ 幼児期の性教育について 10月8日㈯ 午後２時から

④ 発達障害の特性の理解と
そのサポート 10月13日㈭ 午後７時から

▶場所＝ ①②④市役所、③産業文化会館　▶定員＝各回 50人
▶申込＝9月1日㈭から　▶手話通訳、要約筆記、ヒアリングループあり

令和３年度
発掘調査成果報告会

 　長岡京跡の条坊側溝や弥生時代の
流路などを写真と遺物で紹介します。
▶日時・場所＝9月10日㈯午後2時
～4時、中央公民館　▶定員＝40人
問（公財）長岡京市埋蔵文化財センター　
　☎ 955-3622　℻ 951-0427

傍聴しませんか
児童対策審議会

▶日時・場所＝
9月 28日㈬午
前 10 時 か ら、
市役所　▶定員
＝抽選で 5人　▶内容＝子ども・子
育て支援施策や保育施策について　
▶申込＝9月26日㈪午後 5時まで
問子育て支援課子育て支援係（分庁舎3）
　☎ 955-9558　℻ 952-0001

申請はお済みですか？
マイナンバー出張サポート

　マイナンバーカードの交付申請やマ
イナポイントの手続き、健康保険証
利用申し込み、公金受取口座の登録
などをサポートします。
▶日時・場所＝9月17日㈯・18日
㈰午前 10時～午後 4時、バンビオ　
▶持ち物＝〔交付申請〕マイナンバー
が分かるもの〔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
 ＊ マイナポイントは、9月30日までに
マイナンバーカードの交付申請を
した人が対象です。
 ＊ 市役所でも、平日午前9時～午後
５時までサポート窓口開設中です。
問デジタル戦略課デジタル推進担当
　☎ 955-9503　℻ 951-5410

さらに能力を発揮したいあなたへ
第40回 京都府女性の船

　地域や職場での女性のさらなる活躍
を目指して、共に学び、語り合います。
新たな一歩、踏み出してみませんか。
▶日にち・訪問地＝10月29日㈯・ 
30日㈰の 1 泊 2日 ( 後日修了研修
あり)、京都府内　▶対象＝府内在
住・在勤・在学のおおむね 18 歳以
上の女性（50人）　▶内容＝講義や
視察、他団体との交流など　▶参加
費＝１万円　▶申込＝9月15日㈭ま
でに参加申込書を下記へ
問京都府男女共同参画課
　〒602-8570
　京都市上京区
　下立売通新町西入
　☎ 414-4292　℻ 414-4293
　danjokyodo@pref.kyoto.lg.jp

生命保険の基礎知識
消費生活講演会

▶日時・場所＝9月 22日㈭午前
10時 30分～ 11 時 30分、市役所　
▶対象＝市内在住・在勤の人（30人）　
▶内容＝加入や見直しのために、生
命保険の仕組みについて学ぶ　▶要
申込　▶手話通訳・要約筆記＝9月
15日㈭までに要申込
問総務課市民相談担当
　☎ 955-9501　℻ 955-9703
　  soumu

整形外科医のミニ講演＆相談会
膝の痛みについて

▶日時・場所＝9月16日㈮午後1時
30分～3時、保健センター　▶定員
＝15人　▶申込＝9月9日㈮まで
問健康づくり推進課
　☎ 955-9705　℻ 955-2054

府
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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＝9月7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

9 月は世界アルツハイマー月間

認知症を知ろう ！ イベントを開催

問（一財）長岡記念財団オレンジルーム　☎ 952-3794　℻ 951-9250

●映画観賞会「ぼけますから、よろしくお願いします
 おかえりお母さん」

認知症の母と老老介護をする父と
の暮らしを、一人娘である監督が記
録したドキュメンタリーです。
▶日時＝9月28日㈬ ①午後 1時 30
分～ ②午後 6時 30分～

●講演会「認知症世界の歩き方」
　認知症の人が見ている世界を学んでみませんか。
昨年出版された「認知症世界の歩き方～認知症のあ
る人の頭の中をのぞいてみたら？」の著者、
筧裕介さんからお話を聞きます。
▶日時＝9月21日㈬午後 1時 30分から

▶場所＝中央公民館　
▶対象＝市内在住・在勤の人（各 100人）
▶申込＝9月16日㈮まで

市
H
P
へ

マインドフルネスを
体験してみよう

　頭を緊張から解放し、ゆったりとし
た自分時間を味わいましょう。
▶日時・場所＝10月7日㈮午前 10
時 30 分～午後 0時 30 分、バンビ
オ　▶定員＝30 人　▶要申込　▶
託児＝9月30日㈮までに要申込 (1
歳以上の未就学児、6人 )　▶手話
通訳・要約筆記＝9月22日㈭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

「きこえ」や「補聴器」で困って
いませんか【きこえの教室】

▶日時・場所＝9月15日㈭午後 2
時から、図書館　▶内容＝認定補聴
器店による、補聴器の使い方・きこえ
を補う機器についての話　▶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

視覚障がいのある人の外出を支援
同行援護従業者 養成研修

▶日にち・場所＝ 〔一般課程〕11月
11日㈮・13日㈰・15日㈫・16日㈬　
〔応用課程〕11月21日㈪・25日㈮、
京都府情報コミュニケーションプラザ
など　▶申込＝10月21日㈮まで
問 （公財） 京都府
　視覚障害者協会
　☎ 463-5569
　℻ 463-5509

点訳ボランティア講座
●講演「見えない世界をのぞいてみ
ませんか？」とミニガイド講座

▶日時・場所＝9月16日㈮午前 10
時～正午、産業文化会館　▶定員＝
50人　▶申込＝9月14日㈬まで
●点訳学習
▶日時・場所＝10月7日～11月25
日の㊎午前10時～11時30分、バン
ビオ　▶対象＝市内在住・在勤・在学の
人（10人）　▶申込＝9月30日㈮まで
問長岡京市社会福祉協議会
　☎ 958-6912　℻ 963-5509

コミュニケーションの支援者に
京都府 要約筆記者養成講座

▶日時＝〔共通講座〕11月6・27日、
12月11日の㊐ 　〔手書きコース〕
来年 1月15日㈰・28日㈯、2月18
日㈯ 　〔パソコンコース〕来年 1月7・
21日、2月25日の㊏、いずれも午
前 10時 30分～午後 4時 30分 　
▶場所＝〔共通講座・手書きコース〕
京都府聴覚言語障害センター（城陽
市） 〔パソコンコース〕京都市聴覚
言語障害センター　▶対象＝受講後、
要約筆記者として登録・活動できる
人　▶費用＝テキスト代 3,670 円ほ
か　▶申込＝10月14日㈮まで
問 （福） 京都聴覚言語障害者福祉協会
　☎ 841-8337　℻ 841-8315

認知症予防や体力づくりに
　スクエアステップ

▶日時＝9月8日㈭午後 2時～ 3時　
▶対象＝60歳以上 (20 人 )　
▶申込＝9月1日㈭午後 2時から
問きりしま苑
　☎ 956-0294　℻ 956-0290

詳しくはこちら
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魅力あるまちづくりへ
市民活動応援補助金（第二期）
　設立 3年以内の団体が行う、地
域の課題解決に取り組む事業につい
て、経費を助成します。
▶補助額＝上限 5万円
▶申込＝9月30日㈮まで
問自治振興室市民参画協働担当
　☎ 955-3164　℻ 951-5410
　  jichishinkou

まちづくりにあなたの意見を
聞かせてください

　市民のみなさんの意見を市政に反
映するために、意見公募（パブコメ）
や審議会・協議会・各種委員会など
の委員を募集しています。募集中の
意見や委員の情報、寄せられた意見
とそれに対する市の考えなどは、市
ホームページで公表しています。
問自治振興室市民参画協働担当
　☎ 955-3164　℻ 951-5410
　  jichishinkou

市
H
P
へ

自分のペースで自由に学ぼう
放送大学10 月入学生

　大学卒業資格が取れる通信制大学
です。テレビやパソコンで、いつで
もどこでも幅広い分野を学べます。
資料請求・出願はホームページから。
▶申込＝9月13日㈫まで
問放送大学京都学習センター
　☎ 371-3001
　℻ 371-3033

応募しよう

市
H
P
へ

HPへ

“環境の都”賞　表彰者
▶対象＝活動歴約 10 年以上で、持
続可能なまちづくりに貢献した市内在
住・在勤・在学の個人か、活動範囲が
原則市内の団体・事業所　▶応募＝9
月16日㈮までに推薦調書を下記へ
問〒617-8501（住所記載不要）
　環境政策室環境政策担当
　☎ 955-9542
　℻ 951-5410
　  kankyouseisaku

(公財)長岡京市緑の協会
臨時職員(事務員)

▶対象＝経理経験のある、おおむね
65 歳までの人　▶募集人数＝1人　
▶採用期間＝10月1日～来年 3月
31日　▶勤務時間＝平日午前９時～
午後 4時、週に２日程度　▶時給＝
951円 (9月1日現在 )　▶選考＝書
類審査、面接　▶申込＝９月１4日㈬
までに履歴書を下記へ
問 （公財） 長岡京市緑の協会
　☎ 952-1900　℻ 952-1905

危険物取扱者試験
予備講習会

▶日時・場所＝10月1日㈯午前 9
時～午後 4時 30分、乙訓消防組合
消防本部　▶費用＝一般 7,000 円、
学生・会員（乙訓防火・危険物安全
協会、府内の危険物安全協会に加入
の事業所の人）5,000 円　▶申込＝
9月1日㈭～ 30日㈮
問長岡京消防署庶務予防課
　☎ 957-0119　℻ 957-4357

12月13日㊋
西山公園体育館

大相撲 
長岡京場所
大相撲 
長岡京場所

令
和
４
年
度

冬
巡
業

8:00 開場・公開稽古
11:30 幕下以下の取組

初
しょっきり

切・相撲甚
じ ん く
句・櫓

やぐら
太鼓実演

13:00 十両土俵入り、十両取組
13:30 幕内・横綱土俵入り

幕内取組、弓取式
15:00 打出し（終了）

　＊お好きな時間から入場できます。

長岡京市市制50周年記念

市
民
先
行
予
約
を
受
付
！

９
月
上
旬
に
全
戸
配
布
さ
れ
る

チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

料金＝▶タマリ席 S：14,000 円 （１人席）　▶タマリ席 A：
12,000 円 （１人席）　▶２人マス席 S：22,000 円 （２人席）　
▶２人マス席 A：20,000 円 （２人席）　▶イス席 S：9,000 円
（１人席）　▶イス席 A：8,000 円 （１人席）　▶２階席 A：
6,000 円 （１人席）　＊全席お弁当お茶付き
9月上旬に全戸配布されるチラシに印刷されたはがきに
必要事項を記入し、 9月15日㈭までに実行委員会に返信
（多数の場合抽選）
＊詳しくはチラシやポスターをご覧ください。

問大相撲長岡京場所実行委員会
　☎ 954-1780　℻ 954-7280（平日の午前 10時～午後５時）

市
民
先
行
予
約

進行表（時間・内容は予定）
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9月1・15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

確認してください

【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＝9月1・15日、10月 6・
20日の㊍　▶申込＝前日正午まで
●休日（午前9時～正午）
▶日にち＝9月25日㈰　▶申込＝2
日前の正午まで
問市民課住民記録係
　☎ 955-9564　℻ 951-5410

9月は児童扶養手当の支給月
振り込みは9月12日㊊です

　7月（新規認定者は認定月）から
8月分の児童扶養手当を口座に振り込
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

就業構造基本調査にご協力を
９月上旬から調査員が訪問

　雇用や失業対策、経済政策などの
施策を立案する基礎資料とするため、
就業構造基本調査が実施されます。
無作為に抽出された 15 歳以上を対
象に9月上旬から統計調査員が訪問
します。ご協力をお願いします。
＊詳しくは、QRへ
問総務課総務係
　☎ 955-9547
　℻ 951-5410

▶日にち＝11月5日㈯　▶出店費用＝物販ブー
ス3,000円、飲食ブース5,000円（2.5×2.5ｍ）　
▶申込＝10月3日㈪まで
問ガラシャウィークの・マルシェ実行委員会
　〒617-8501　開田 1丁目1-1
　nkyo.marche@gmail.com
　＊問い合わせはメールのみ

▶日にち＝11月6日㈰
▶出店費用＝1ブース2,000円（2.5×2.5ｍ）
▶内容＝手作り品の販売
問ものづくり市実行委員会　宮崎
　〒617-8799  向日町郵便局留め
　☎ 090-1221-9008
　 mail.meisei.0220@gmail.com

ガラシャウィークに 
出店しませんか？

■ガラシャウィークの・マルシェ ■バンビオものづくり市

【共通事項】▶時間＝午前 10時～午後 4時　▶場所＝バンビオ　▶駐車場＝別途自己負担

市民課で キャッシュレス決済 利用できます

〇利用できる決済サービス
　〔クレジットカード〕
　JCB、AMERICANEXPRESS、Diners、VISA、Mastercard

　〔電子マネー〕
　QUICPay、nanaco、WAON、iD、楽天 Edy、ICOCA、Suica など

問市民課戸籍窓口係　☎ 955-9683　℻ 951-5410

9月10日は下水道の日
すみやかに接続工事を

　お住まいの区域を快適
な環境にするため、公
共下水道整備済みの区
域で下水道に接続をして
いない場合は、指定工
事業者に依頼してください。市が工
事費用借入金の利子を補給する融資
あっせん制度があります。
問下水道施設課施設係（分庁舎 2）
　☎ 955-9723　℻ 953-3505

総
務
省
H
P 

へ

　市民課窓口にて発行する証明書等の手数料は、クレジットカードや電子
マネーで支払いできます。窓口でのチャージはできません。
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長岡京
IC
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長
岡
天
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駅

京都縦貫自動車道

調子八角
交差点

西山天王山 駅

乙訓休日応急診療所
(京都済生会病院 別棟2階)

万代

ローソン

㊐㊗㊡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
   4日 岩本医院 ☎935-3650
　　 （向日市寺戸町向畑57-3）

   25日 長岡京病院 ☎955-1151
　　  （天神1-20-10）

11日 さたけ整形外科 ☎950-3456
　　 （開田4-8-6）

18日 新河端病院 ☎954-3136
　　 （一文橋2-31-1）

19日 小野田医院 ☎956-2121
　　 （大山崎町大山崎高麗田3-4）

23日 向日回生病院 ☎934-6881
　　 （向日市物集女町中海道92-12）

夜間も安心『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）

救急車を呼ぶかどうかに迷ったら
『救急安心センターきょうと』へ

☎ ♯7119　24時間受付

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＝9月6日・13・20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

がんについてのお悩み
乙訓で個別相談

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

南部地域
FUKUSHI就職フェア

　京都府南部地域
(乙訓・山城・南丹 )
の 35 法人が出展
予定の合同就職説
明会です。
▶日時・場所＝9月25日㈰午後１
時～４時、京都産業会館ホール　
▶対象＝一般求職者、学生
問福祉職場就職フェア実行委員会
　☎ 252-6297　℻ 252-6312

▶9月24日㈯午前10時～ 11時45分と午後1時～ 4時、イズミヤ長岡店
 問健康づくり推進課　☎ 955-9705

市民献血デー
ご協力ください

洛西浄化センター

名神高速道路

国道１７１号

長岡第九小学校

JR長岡京駅

バンビオ

地籍調査を実施しています
　土地に関するトラブルや、災害復
旧の遅れにつながる可能性があるた
め、市内の土地情報を正確に調査す
る「地籍調査」を進めています。
〇調査区域：洛西浄化センター周辺
　下図の区域を対象に、土地の所有者・
地番・地目の調査や、境界の位置・面
積を測量します。対象者に個別にお知
らせしますので、ご協力をお願いします。
▶土地所有者の方にお願いしたいこと
　①現地調査への立ち合い
　②登記情報や筆界の確認

〇閲覧対象区域 ： JR 長岡京駅東側周辺
　地籍簿と地籍図の閲覧ができる対象
者に個別にお知らせします。調査結果
のご確認をお願いします。

問 都市計画課開発指導・空き家対策係
　☎ 955-9715　℻ 951-5410

年金生活者支援給付金制度
新規受け取りは申請が必要です
収入が一定基準以下の年金受給者

に、年金に上乗せして支給されます。
新規対象者には 9月から順次、案内
が送付されます。
▶対象＝①老齢基礎年金を受給してい
る65歳以上で、世帯全員が非課税で、
年金収入額とその他所得額の合計が
約88万円以下の人 ②障害基礎年金・
遺族基礎年金を受給していて、前年
の所得額が約472万円以下の人
 ＊ これから年金を受給する人は、請
求手続き時に申し出てください。

 ＊ 日本年金機構や厚生労働省を名乗る
「なりすまし」詐欺にご注意ください。

問日本年金機構給付金専用ダイヤル
　☎ 0570-05-4092（ナビダイヤル）

看板・のぼり旗などの設置には
許可が必要です

　9月1日㈭～10日㈯は屋外広告物
適正化旬

じゅんかん

間です。屋外広告物は雨風
や強い日差し、地震や台風などさまざ
まな自然環境の影響を受けます。サビ
やゆるみ、板面のずれ、照明不点灯
などはありませんか。のぼり旗や立
て看板は通行や視界を妨げていませ
んか。この期間をきっかけに安全な
状態かどうか、点検をお願いします。
問都市計画課計画・景観係
　☎ 955-9521  ℻ 951-5410
　 toshikeikaku
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国民健康保険課（北棟１階）で
　国保の加入・脱退手続きや納付相談
などの夜間窓口を開設しています。
●夜間・休日の納付は時間外受付でも
　平日夜間 … 午後 5時～ 10時
　㊏㊐㊗㊡ … 午前 8時～午後 10時
＊時間外受付（北棟1階）での納付には
納付書が必要です。

国民健康保険 夜間の窓口　9月1・15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

●12月使用分
当選の確認…9月15日㈭～25日㈰
申請の締切…9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

◆ 公共施設予約システム 利用者登録の更新
　もうすぐ公共施設利用者登録の更新時期です。引き続き利用する場合
は、忘れずに手続きしてください。
▶申請＝各施設の窓口へ 　▶更新後の有効期限＝令和８年５月31日まで
＊ホームページから申請書をダウンロードできます。

施設名 申請期間 問い合わせ

中央生涯学習センター

  メインホール・ギャラリー・特別展示室
 10月1日㈯～ 11月15日㈫

☎963-5500
 学習室など時間貸し施設
 10月1日㈯～来年2月28日㈫

西山公園体育館

 10月1日㈯～来年2月15日㈬

☎953-1161
スポーツセンター
長岡公園テニスコート ☎955-1121
産業文化会館 ☎955-5440
多世代交流ふれあいセンター ☎955-2100
中央公民館 ☎951-1278

交通ルールを守り、相手への「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って、交通マナー
を実践しましょう。  問交通政策課交通対策係　☎ 955-9686　℻ 951-5410

9月21日㊌～30日㊎は秋の全国交通安全運動
ゆずりあう 気持ちで深まる 京の秋

京都まぁぶるスペース
LGBTQ+ の人 やその周囲の人たちが、気軽に集まっ

て話しながら、人とつながり、交流できるコミュニティス
ペース。長岡京市では、バンビオにて開催します。
　自分の性別への違和感や恋愛対象の性別などについて
話したい人、悩んでいる人との付き合い方を聞きたい人
など、どなたでもぜひお気軽にお越しください。

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

▶場所＝バンビオ　▶定員＝各回 20人　
▶申込＝各回 1 か月前から。

①名前 (ニックネーム可 ) ②連絡先を下記へ

＼ 京都市・亀岡市との共催事業 ／

〈開催スケジュール〉
9/25 ㊐ 午後 2時～
　ＳＯＧＩにまつわるライフストーリーを
　　　　　　　　　　　聞いてみよう
11/26 ㊏ 午後 2時～
　セクシュアリティについて

京都まぁぶるスペーススタッフ

おめでとうございます
　京都府防犯まちづくり賞
　
 長九小ふるさと
　　 コミュニティ協議会

　社会福祉事業への寄付をいただき
ました。ありがとうございました。

◇Daigas グループ小さな灯運動 様 
＝プロジェクター一式・CDラジオ

問高齢介護課高齢福祉係
　☎ 955-9713　℻ 951-5410

善意のともしび
（4月～8月受付分）

＊フリートークができるグループも設けます。

長岡京ライフ 2022.9　-　19



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。
　22日㈭の予約は20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】
14日㈬・21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）
20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）
28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】
  7日㈬・28日㈬ 午後1時30分～ 4時30分
14日㈬・21日㈬ 午前9時30分～午後0時30分
女性の法律相談【申込制】 28日㈬ 午前10時～正午
男性電話相談（専用☎ 963-5522へ）
30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

福祉なんでも相談室
平日 午前9時～午後4時30分、市役所分庁舎3

福祉なんでも
相談室
☎ 955-3177

ハローワーク職員によるお仕事相談会【申込制】
12日㈪ 午後2時～ 4時、市役所分庁舎3
「乙訓もも」によるひきこもり専門相談会【申込制】
13日㈫ 午後2時～ 4時、市役所分庁舎3

心身障がい者相談（知的・肢体）
20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】5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】26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、市役所1階市民相談室
20日㈫ 午後1時～3時30分、市役所1階健康相談室

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
20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】
3日㈯東包括、10日㈯北包括、13日㈫・27日㈫
きりしま苑、17日㈯南包括、24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45回市長杯玉突き大会　▷22日㈭午前9時
30分から　▷1日㈭～16日㈮に要申込

● きりしま苑　☎ 956-0294　℻ 956-0290
市民カラオケ　▷9日㈮午後1時30分から
（入場制限あり）
空き部屋利用申請（11月分まで）
▷1日㈭から受付

日 開始時間 販売製品 販売事業所

  2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

  9日㈮ 午前
11時30分

クッキー、プリン、
手作り小物 など やまびこ

16日㈮ 午前11時 紙製品、布製品、
アクセサリー、小物

乙訓の里・
乙訓楽苑

20日㈫ 午後
0時30分

べんがら染め製品、
縫製品、小物雑貨 乙訓若竹苑

30日㈮ 午前
11時30分 こっぺぱん、菓子パン カメリア

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

20　-　長岡京ライフ 2022.9



◆ イベントガイド＆ブックガイド

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
3日㈯・9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】
3日㈯スポーツセンター、17日㈯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　10月分の抽選日
21日㈬午前9時から、市役所2階会議室2

文化・スポーツ振興課
 ☎ 955-9735

学校特別教室開放 午前9時～正午に右記で受付
10月11日～ 31日使用分…9月15日㈭
10月16日～ 31日使用分…9月30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】18日㈰午前9時～ 10時30分
＊詳細は乙訓消防組合ホームページへ。

長岡京消防署
☎ 957-0119

ふ
れ
あ
い
朝
市
・
夕
市

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

農林振興課
☎ 955-9514

ふれっしゅ交流市　毎週㊊㊌㊏
▷午前8時～ 10時　金ケ原の湯川酒店前
海印寺ふれあい市　毎週㊋㊍㊏
▷午前9時～ 11時　JA海印寺支店駐車場

定期開催

◆ サービス Pick Up

■ 文庫まつりミニ
▷10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
▷22日㈭午前10時～正午、図書館

■  ぶんこピクニック
▷24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）

　子どもの心がぐっと成長する一方、
関わり方も難しくなる、8～ 10歳。
そんな「プレ思春期」の子どもがい
る保護者へのエール本です。絵本の
ような優しいイラストや言葉のアド
バイス、子育て経験者の体験談が悩
みに寄り添ってくれます。イライラ
を捨て、前向きになれる1冊です。

エール プレ思春期のママへ
汐見稔幸・渡辺弥生／監修　そら／絵　主婦の友社／編・刊

大人気！「ひとはこライブラリー」

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・20
北開田会館 ㊏午後、㊐㊗
北開田児童館“キッズナ” ㊐㊗と 17
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 4・18

観光案内所（長岡天神駅前）
長岡京＠ navi.　　　　　　　

㊌

中央公民館 ㊊と 20
長岡京こらさ 19

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） 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 ㊌

　本好きのボランティアさんがテーマごと
に選んだオススメ本を、かわいく飾りつけ
した段ボールに収めて紹介するコーナー。
　自分ではなかなか選ばないような本や、
一生の宝物となる本に出会えるかも！

長岡京ライフ 2022.9　-  21
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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
通学用リュック、雛人形、座椅子、
ベビーお昼寝布団セット、歩行器、
ベビーベッド、ハイチェアー　など
●譲ってください
除湿機、電気ケトル、バドミントン
のラケット、睡蓮鉢、ベビーゲート、
ベビー用椅子、和装トルソー など

無料で譲りたいもの、
譲ってほしいものがあれば下記へ。

家庭用品
活用コーナー

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。

◆一緒に話そう性の話、まず知ろう
からだのなまえと洗い方▷9月4日㈰10
時～11時、バンビオ▷乳幼児保護者（子
連れ可）▷自己肯定感を育む子育て座談
会▷100円▷HPあり 問子育て支援ぼち
ぼちステーション 上

うえかねくり

兼栗（☎ 957-3033）

◆勝龍寺ほてい市
▷9月4日、10月2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▷イン
スタ、HPあり
問n

ネ オ シ ー ド

eoseed　K
カ ミ コ

AMICO（☎ 951-6909）

◆月曜歌いましょう会
▷9月5日、10月3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）

◆はじめての茶道～お手前レッスン～
▷9月10・17日㊏14時～ 15時、バン
ビオ▷おいしく、きれいな作法で点て
るポイントを丁寧に指導、手ぶらでOK
▷1,500円▷要申込 問ふれあいサロン
さつき会 長谷川（☎ 090-1905-0925）

◆大人のためのトランポリン
▷ 9 月 14・28 日 ㊌ 13 時 ～ 14 時
半、西山公園体育館 ▷ 40 ～ 60 代の
人▷ 1回 500円▷健康維持にどうぞ。
見学も可 問ふるふるトランポリン 菅
谷 （☎ 090-3709-5705）

催しの案内

◆市民座禅会
▷9月17日㈯9時20分～ 11時50分、
長岡禅塾▷座禅体験と講話▷200円
問乙訓地名詩編纂「チーム乙訓」
　鵜野（☎ 952-5790）

◆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」
▷9月19日（月・祝）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）

◆彩画会展
▷9月22日㈭～ 25日㈰10時～ 18時
（25日は16時まで）、バンビオ▷水彩
画・パステル画・油絵などを50点ほ
ど展示 問彩画会 安楽（☎ 956-0024）

◆第51回長岡京市囲碁名人戦
▷9月23日（金・祝）9時半～ 18時半、中央
公民館▷2クラスハンディー戦▷一般
2,500円、女性・高校生以下1,500円
問乙訓囲碁クラブ 中川（☎ 954-1560）

◆講演会▷①9月24日㈯②10月22日㈯13
時半～16時半、中央公民館▷①「自宅で
安心して過ごすために」済生会訪問看護
所長 小林美保子氏 ②「最近の水害にみる
諸問題点」関大教授 石垣泰輔氏▷HPあ
り 問時事問題研究会 小谷（☎ 951-1776）

◆クラシックde親子ふれあいマッサー
ジ▷①9月30日㈮10時40分～正午、長
岡京こらさ②10月28日㈮10時半～正
午、バンビオ▷足もみ、簡単リトミック、
お茶作法のお話▷500円▷HPあり 問ム
ジクリ企画 小西（☎ 080-1418-5044）

◆ファミリーバドミントン親子体験ス
クール▷10月1・22日㊏正午～ 15時、
西山公園体育館▷市内在住の小学生と
保護者▷9月20日㈫までに要申込▷
HPあり 問長岡京市ファミリーバドミ
ントン協会 白井（☎ 952-4907）

◆人生100年時代の生き方 講演と室内
楽の会▷10月1日㈯14時～ 16時、バン
ビオ▷「定年後」著者 楠木新氏の講演
と長岡京市民管弦楽団による演奏▷9月
10日㈯までに要申込▷HPあり 問（公財）
京都SKYセンター 田川（☎ 241-0226）

◆市民ゴルフ秋季大会 兼 令和5年度府民
総体代表選考一次予選▷10月20日㈭8時
から、ベニーカントリー倶楽部▷当日
10,000円、申込時3,000円▷9月15日㈭
18時半～19時半に中央公民館で要申込 
問大会実行委員会 伴野（☎ 951-0770）

◆健康体操と会話を楽しむ会▷毎月第3
㊋（1月を除く）10時～ 11 時 45 分、
西向日コミュニティセンター▷軽い体操
と会話を楽しむ ▷ 100円（茶、菓子代）
▷会話、外出が苦手な人も歓迎▷HPあ
り 問A・Kクラブ 武田 （☎ 953-5573）

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

◆ボンズ・浦・ハーモニー（混声合唱）
▷毎月第1・3㊎13時～ 15時、バンビ
オ▷楽しく歌えれば年齢・経験は無関
係▷月1,500円　問本田（☎ 951-1068）

募集します

＊修理不要な物に限ります。
＊市は品物を預かりません。
＊品物の詳細はホームページに
　掲載しています。

家庭から出た　もえるごみの量　
7月分　931.30 t

( 前年同月991.03 t）
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● 先月号の答え…防

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
　＜10月20日㈭から＞ ご好評につきまたやります！
　“LINE クーポン祭〇〇〇〇！ ”　

　（ヒントは10ページ）

■応募方法（締め切り9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　を書いて下記へ 

全席自由　前売り一般 1,100 円
　　　　　前売りシニア・高校生以下900円

問長岡京記念文化会館　☎ 955-5711

① 10:30 ～ 12:30
② 14:00 ～ 16:00
長岡京記念文化会館で

〒617-8501（住所記載不要）
長岡京市 広報発信課 ９月号プレゼントクイズ係

【宛先】

10.7［金］

正解者5人に抽選で、映画「日日是好日」のチケットが当たります。

3分で
終わるから
お願い♪

▶▶

よりよい広報紙づくりのため、
アンケートにご協力をお願いします。

悪質な住宅リフォームの訪問販売にご注意  編
消費者トラブル相談

　10か月前、「無料点検」と言ってやって来た業者から勧誘され、
屋根と外壁のリフォームを行った。最近になり同じ業者から、「住宅
の床下や基礎部分の修理も必要だ」と言われた。不具合は感じてい

なかったが、業者の説明を聞いて不安になり、契約してしまった。改めて考
えてみると高額で、契約を解除したい。

消費者
トラブル

予防の
ポイント

　「必要ないリフォームを勧められて工
事した結果、高額な支払いを求められた」
「短期間に次々と不要な工事を契約させ

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。
　被害に遭わないために、契約を迫られてもその
場で即決せず、しつこく勧誘されてもきっぱり断
りましょう。工事が必要な場合は、複数の業者か
ら見積もりを取りましょう。

　訪問販売などで契約した場合は、書面を受け取
った日から8日以内であればクーリング・オフが
可能です。また、短期間に次々と不要な工事を契
約させられたときには、1年以内であれば契約を
解除できる場合があります。不安を感じたら、お
早めに下記窓口までご相談ください。

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

長岡京ライフ 2022.9　-　23



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15人 （16人目から別室を案内）

　図書館 ☎ 951-4646　℻ 957-0732

C 14日㈬ 14:00 ～ 15:00、27日㈫ 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）

　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）/
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）/
10月は13日㈭開催予定 / 申込は2週間前の 10:00 ～ 

　きりしま苑 ☎ 956-0294　℻ 956-0290

親子遊び部屋開放 ９:30 ～ 16:00/ ３か月～３歳頃の子と保護者

D テーマ：保育園・幼稚園どう選ぶ？ / 10:30 ～ 11:30 / 
未就学児の保護者（5組）/受付は9月1 日㈭ 14:00 ～

E ベビーリトミック/ 10:30 ～ 11:00 / 
0 歳児とその保護者（5組）/受付は9月1 日㈭ 14:00 ～

F 10:30 ～ 11:30 / 未就学児とその保護者（10組）/
受付は9月1 日㈭ 14:00 ～

G Fab Music. / 10:30 ～正午 / 3 か月～未就学児と
その保護者（10組）/受付は9月1 日㈭ 14:00 ～

  
子育てミニ教室「おやこヨーガ」 / 10 月4日㈫
10:30 ～ 11:00 / 3 か月～３歳頃の子と保護者 （10組） / 
受付は9月1日㈭ 14:00～

10月
の
催し

９月のイベント 施設開放

1 ㊍

2 ㊎

3 ㊏

4 ㊐

5 ㊊

6 ㊋

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

10 ㊏

11 ㊐

12 ㊊

13 ㊋  
14 ㊌ C あかちゃん絵本の相談会
15 ㊍

16 ㊎

17 ㊏

18 ㊐

19 ㊗

20 ㊋ Dママのしゃべり場
21 ㊌ Aたんぽぽにあつまれ～
22 ㊍ E 子育てぴよぴよ教室
23 ㊗

24 ㊏

25 ㊐

26 ㊊ F 親子でまねっこ遊び
27 ㊋ C あかちゃん絵本の相談会
28 ㊌ G 親子で英語ミュージック
29 ㊍

30 ㊎

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

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

問図書館　☎ 951-4646　℻  957-0732

えほんの紹介♪

パンダ
のんびりたいそう

いりやま さとし/著
      講談社 / 刊 

　「パンダたいそう」シリーズに、のーんびり
ゆるゆるたいそうが登場！ ゆらーり、ぷかぷ
か～、のんびり、のんびり。かわいいパンダと
いっしょに、ゆったりとしたどうぶつのまねっ
こをしましょう。おうちの中で、
こころもからだもきもちよ～く
動かして、リラックスできますよ！

 司書のおすすめ！

Hello Baby 教室
9月17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
9月12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
9月12日㈪　10:00~
▷虫歯予防や歯磨きの話

詳しい内容や
予約はこちらから

申
込
フ
ォ
ー
ム

いたずらざかり 掲載をご希望の方は、広報発信課へご連絡ください♪
☎955-9660 ℻ 955-9703 kouhou@city.nagaokakyo.lg.jp

【パパとママより】
笑顔がかわいい、みんなのアイド
ルりっくん、優しくたくましい子に
育ってね★

【両親から】
生まれてきてくれてありがとう！ 
我が家の癒しの凌ちゃん。健康に
育ってね！

【パパママより】
いつもみんなを笑顔にしてくれる
葵ちゃん。元気いっぱいすくすく
育ってね。

奥海印寺 天神滝ノ町

　
仲

　凌り
ょ
う
た汰 

ち
ゃ
ん （
7
か
月
）

　
星
田

　凌り

く空 

ち
ゃ
ん （
11
か
月
）

　
増
田

　葵あ
お
い 

ち
ゃ
ん （
1
歳
）

予防接種・健診・教室

遊びの場の提供や育児相談など、就園前の子と保護者が利用できます。
現在、事前予約制で実施しています。利用日前日までにご予約を。地域子育て支援センター

何でも
相談
してね

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

エンゼル
月～金曜日、9:00~16:00 土・日曜日

祝・休日
開田保育所 ☎ 953-7711

たんぽぽ 深田保育所 ☎ 955-6262

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

日曜日
祝・休日

さくらんぼ ☎ 952-6388

さんさんの会 海印寺こども園 ☎ 954-5264
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「水泳部応援ポスター」

私は、水の透明感を表現するため、プールサイドの
梯
は し ご

子が水越しにうっすらと見えるように描きました。
豚が付けているゴーグルは、プールの水の青と補色
になる様に、オレンジで配色しました。

樋
ひ の

野 美
み ゆ

結 さん / ３年生

「野球部応援ポスター」
荒
あらたに

谷 咲
さ き

希 さん / １年生
私は、このポスターに優勝をつかみ取ってほしい
という思いを込めて作りました。ぜひじっくり、
見ていただけると嬉しいです。

「バドミントン部応援ポスター」

私は、仲間が大会に向けてスポーツに打ち込み、練習
するところを描きました。背景を黄色にすることで、
“夏の爽やかさ” と “前向きな気持ち” を表しました。

樋
ひ の

野 紗
さ ち

知 さん / ３年生

今月は
長岡中学校美術部から
ステキな作品が届いたよ！

夏の大会に向けて頑張る
仲間へポスターを描いて
応援したんだって ！
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　7月 29 日と 8月 5日の金曜日、「サマーナイ
トカフェ in バンビオ広場」が 3年ぶりに開催さ
れました。久々のステージとなった広場では、大
正琴やブラスバンドの思いがこもったライブ演奏
や、子どもたちのダンスが披露されました。訪れ
た人は、冷た～い飲み物やかき氷で涼をとりなが
らパフォーマンスを楽しみ、盛大な拍手で場を盛
り上げました。

夏の夕涼み　サマーナイトカフェ勇気を鼓動に！ 熱戦の若葉カップ

　全国小学生バドミントン大会「若葉カップ」が
７月 29日から８月 1日まで、西山公園体育館で
行われました。予選を勝ち抜いたクラブチームが
全国から集まり、白熱した試合を展開。今年も無
観客での開催となりましたが、会場は選手たちの
熱気に包まれていました。本市からも長岡京市ス
ポーツ少年団が出場。男子が5位入賞、女子がベ
スト16まで進みました。

　本市ゆかりの著名人らが市民の “夢 ” をかなえ
る企画「夢プロ」。第１弾のアクロバット教室が
7月 30日、長岡体操クラブでありました。講師
は本市出身でモーグル選手の松田颯さん。オリン
ピック選手から直に学べるとあって、参加した子
どもたちは「学校では学べないことが学
べて良かった」「プロの話を聞けて貴重な
経験になった」と目を輝かせていました。

夢プロ第１弾開催！ 松田選手の体操教室

詳細はこちら

市民フォーラムで 平和への誓い新たに

　７月 30 日、 平和を考える市民フォーラムがバンビオ
で開催され、 参加者らは追悼式典や展示、 新 HP のクイ
ズなどで平和への思いを深めました。講演会には、 人
気絵本作家の長谷川義史さんが登場。「 笑っていられ
るのがいちばん平和です 」 と、 絵本の読み聞かせや ラ
イブペイントなどを、コミカルな語り口で披露しました。
多くのお子さんも来場した今年のフォーラム。次世代
にも " 平和 " のバトンタッチができるように願います。

長岡京 ★ Now
すてきな「まちの話題」みつけたっ！

ま
ち
の
姿

人口  81,726 人 / 世帯数  37,141 世帯
（ 8月1日現在 ）
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