消防ひろば

大山崎消防署 ☎956-0119

957-0999

Fire Department

普通救命講習

□ シリーズ防災

心 肺 蘇 生 法（ 人 工 呼 吸、 胸 骨 圧

□ 図書室だより

消防団員募集

Relax

大山崎町では消防団員を募集して

います。

Survive

迫）とＡＥＤの取扱い、止血法、そ

に就きながら、いざ災害が発生した

Information
□ 伝言板

Message

12

□ インフォメーション

ところ＝乙訓消防組合消防本部４階

大会議室

種別＝乙種第４類

2 0 1 9. 9 広報おおやまざき
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歳以上の健

18

□ まちの話題

町内に在住、在勤の

康な方。

【団員の身分】

受講料＝一般７，０００円、会員・

物安全協会、または京都府内の危険

特別職の地方公務員となります。

給されます。

物安全協会に加入されている事業所

月４日□
金

学生５，０００円（乙訓防火・危険

入団を希望される方は、大山崎町

日■
日午前９時～正午

の方）

火～
申込期間＝９月３日□

（ 土・ 日・ 祝 日 を 除 く ） 午 前 ８ 時

活動に必要な制服、活動服などは支

政策総務課（消防）にお問い合わせ

消防団員は、普段それぞれの職業

と き に は、 い ち 早 く 現 場 に 駆 け つ

ください。

15

の他応急手当などの講習です。受講

け、消火活動や救護などにあたりま

☎９５６ ―０１１９

無料。

す。まさに地域の防災リーダーとし

とき＝９月

ての役割を担っています。

分～午後５時

☎９５６―０１１９、ＦＡＸ０

Message

問・申込先＝大山崎消防署庶務予防

課

乙訓消防組合消防本部予防課

７５―９５７―０９９９

□ 伝言板

☎９５３―６０４２、ＦＡＸ９５３

―１１９１

Information

30

10

ところ＝乙訓消防組合消防本部４階

大会議室

近 年、 消 防 団 員 は 減 少 傾 向 に あ

50

令和元年度第２回危険物
取扱者試験予備講習会

危険物取扱者試験の受験に必要な

予備知識を習得していただくための

定員＝ 人（先着順）

申込方法＝消防署で配布する受講申

将来の担い手となる若い団員の確保

今、消防団は、あなたの力を必要

に取り組んでいます。

ものです。

り、高齢化も進んでいることから、

14

日□
土

☎９５６

土～９月
日□

31

込書に必要事項を記入のうえ左記申

込先まで

申込期間＝８月

問＝大山崎消防署救急係

としています。あなたも地域を守る

10

土午 前 ９ 時 ～ 午 後
月 ５ 日□

□ インフォメーション

広報おおやまざき 2 0 1 9. 9

分
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４時

□ まちの話題

大山崎町歴史資料館が開催する「夏休み子ども歴史教室」で、子どもたちが２日間にわたって茶杓づくりを体験
しました。
茶杓とは、茶道で用いられる抹茶の粉をすくう道具のこと。誰でも作れるからこそ、味のでる道具です。千利休
が建てたとされる茶室「待庵」もあり、大山崎と茶道には深い関わりがあります。
子どもたちは竹を節に沿って削り、抹茶をすくう先端を小刀やすりで磨いて丸みをもたせてそれぞれの茶杓を完
成させました。
茶杓を通して、町の歴史や茶道の奥深さに触れる一日となりました。

とき＝

Relax

削って、磨いて、茶の世界を覗く

30

消防団員になりませんか。

□ 図書室だより

24・25

救急車に、このようなステッカーが貼られて
いるのを見たことはありませんか？全国の各消
防本部では、年々増加する救急件数に対して救
急車の適正利用を呼びかけています。
平成29年の全国の救急件数は約634万件、平
成30年は前年を30万件も上回る約660万件。過
去最高を記録しています。10年前と比較すると、
約100万件増加しており、今後さらに増え続け
ると予想されています。
救急件数が増えている背景には、高齢社会な
どが挙げられていますが、なかにはこのような
理由で救急車を利用している人もいます。
▼病院を受診する予定だから▼救急車だと早く
診察してもらえる▼缶詰のフタで指先を切った
救急車で搬送された方の中には、入院の必要
がない人、いわゆる軽症者が半数以上を占めて
います。
救急車は、緊急に病院で治療を受けなければ、
いのちに危険がある人のために利用するもので
す。軽いケガや病気で救急車を要請すると、病
院ですぐに治療をしなければならない人のもと
へ救急車が駆けつけるのが遅れ、救えるいのち
が救えなくなる可能性があります。
割れるような頭痛、締め付けられるような胸
痛など、明らかに緊急を必要とする場合は、迷
わず救急車を呼んでください。
救急車を呼ぶか迷った場合、電話で相談できる
機関や、パソコンや携帯電話で利用できるアプ
リがあります。
●小児救急電話相談（＃8000）
京都府では、医師または看護師が電話相談で
対応。
●京都府健康医療よろずネット（京都府救急医
療情報システム）
地域や診療科目から、医療機関の検索ができ
ます。
●全国版救急受診アプリ（Ｑ助）
質問形式で症状などを選択していくと、緊急
度に応じた適切な対応（救急車を呼んだ方が
いいなど）が表示されます。
大切な「いのち」を守るために、救急車の適正
利用について、ご理解とご協力をお願いします。

【入団資格】

Survive

7

子どもたちが茶杓をつくりました

救急出動 増加中！
救急車を上手に使いましょう

０１１９

□ シリーズ防災

天王山夢ほたる公園で、大山崎町商工会青年部が主催する
「大山崎こども夏まつり」が開かれました。この日は町内の
小中学校で終業式が行われており、夏休みの始まりを喜ぶ子
どもたちが模擬店やステージ発表などを楽しんでいました。
あいにくの雨で目玉の「竹取合戦」は中止となりました
が、代わりに「絵心合戦」が開催され、“一山” と “二山” の
子どもたちが登壇。「ドラえもん」や「たけのこ」などのお
題が出されると、真剣な表情で絵を描き、どちらのチームが
上手いかを競い合いました。観客席からは、自分の出身校へ
の声援が飛び交い、地元ならではの盛り上がりを見せていま
した。

現場からのメッセージを紹介します。

―

夏休みの始まりは夏祭りで！

シリーズ
火災・救急

― ０３９
消防本部救急課 ☎９５３ ６

19

大山崎こども夏まつりが開かれました

（消防本部救急課は平日昼間のみ）

Fire Department

7

□ 消防ひろば

□ 消防ひろば

Fire Department

まちの話題

まちの話題

果敢に挑む、夏の全国大会

自作の器で特別の「おいしい！」を

毎年大人気の中央公
民館が主催する「夏休
み子ども陶芸教室」。
３日間で陶板やお碗を
完成させました。
最終日には全員の個
性あふれる作品を並べ、子ども達はみんなの作品の良
いと思うところをふせんに書いて貼りました。「プー
ルの絵がすてき」「星がきれい」など、評価をもらっ
て子ども達は嬉しそうです。
最後はお椀になみなみとジュースを注いで乾杯。
「今までで一番おいしい！」と満面の笑みがこぼれま
した。自分の作品で格別の一杯となりました。

Message

Message
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8

夏休み子ども陶芸教室が開催されました

□ 伝言板

□ 伝言板

15

8

Information

Information

この日、山崎聖天（観音寺）で毎年恒例の氷接待が
ありました。いつも同寺のお手伝いをしている地域の
方たちが、レトロなかき氷機をぐるぐる回して削った
氷に、お供えもののお下がりを炊いた小豆とお手製の
蜜を添えたかき氷を参拝客に振る舞っていました。
「偶然立ち寄ったらかき氷が食べられた。冷たくて
おいしい。」と話す方もいれば、いわば常連で「毎年
この時期を楽しみにしています。」という方も。
厳しい夏も終わりを迎える頃ですが、まだまだ暑い
日は続きます。参拝客はセミの鳴き声を聴きながら、
かき氷で涼をとっていました。

火 に今回初め
広島市に原爆が投下された８月６日□
て大山崎ふるさとセンターで映画上映会を開催。映画
「この世界の片隅に」を上映しました。戦時中の苦し
い生活をユーモアと明るさで懸命に生きる主人公の姿
に、来場者は真剣な表情で見入っていました。
また、同館の一階には「平和のパネル展」で平和に
木 まで展示し、原爆や戦争の
関するパネルを８月15日□
悲惨さを訴えかけました。
日
歴史資料館では「平和のいしずえ展」を８月25日■
まで実施し、日中戦争時の満州の当時の状況や暮らし
ぶりなどが読みとれる写真などを展示しました。
それぞれの催しから、今ある平和の尊さを再認識
し、これからの歩みを考えるきっかけとなりました。

□ インフォメーション

□ インフォメーション

かき氷で感じる晩夏

恒久の平和を願う

Town Topics

Town Topics

16

山崎聖天で氷接待がありました

6〜25

平和に関する企画や展示を展開しました

□ まちの話題

□ まちの話題

8

8

Relax

Relax

今年の５月、KDDI ㈱が、森林整備活動の中で発生
する竹を利用して作った竹チップの寝床に眠っていた
大量のカブトムシの幼虫を各保育所へ分けてくれまし
た。その幼虫が育って成虫になり、子どもたちは興味
深げに観察しています。
「かっこいい！」とは言いながら、手のひらに乗せ
るのは「怖い…」と怖気づく子どもたち。でも、１人
の成功を皮切りに「わたしも！」「ぼくも！」と次々
にカブトムシに触りました。
カブトムシとのふれあいを通して、命の大切さを学
んでほしいですね。

夏といえば盆踊り。長寿苑で「盆踊りを楽しむ会」
があり、約30人が集いました。
長寿苑の民謡サークル「みやび」の三味線や歌の生演
奏で、おおやまざき音頭や江州音頭、東京音頭など、
様々な種類の盆踊りを楽しみます。座って見学してい
る方も思わず体が動き出すようで、曲にあわせて手の
振りで参加していました。
参加者の一人は、
「長年踊っているから、もう身に染
みついているね。
」と笑いながら軽やかにおおやまざき
音頭を踊っていました。

□ 図書室だより

□ 図書室だより

こわい？かっこいい？カブトムシ

心も踊る、盆踊り

Survive

Survive

KDDI（株）からもらったカブトムシの幼虫が成虫になりました

31

盆踊りを楽しむ会が開かれました

□ シリーズ防災

□ シリーズ防災

町で活動する小学生ドッジボールチーム「ファルコンファ
イターズ」の皆さんが、第29回全日本ドッジボール選手権
京都府大会で優勝し全国大会出場の切符を手にしました。
春の京都府大会では優勝を逃し全国大会出場は叶いませ
んでしたが、その悔しさをバネに練習を重ね、今回は見事
優勝を勝ち取りました。
キャプテンの大島さんは「皆で協力して粘り強く、勢い
に乗って優勝したいです。エースを中心に攻めのディフェ
ンスでいきたい。」と意気込みを語りました。
日 、茨城県で開催されました。果敢
全国大会は８月18日■
に挑んだこの夏、また一回り成長したことでしょう。

7

Fire Department

Fire Department

ファルコンファイターズが夏の全国大会に出場しました

□ 消防ひろば

□ 消防ひろば

まちの話題
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出張がん個別相談会のお知らせ

【アンサンブル】

地域で活動する精神障がい者の方々

がんに関わる相談を受けます。相談

※ 勤務時間は１日５時間程度

※学校長期休業中は勤務時間が変更に
なります

無料。

勤務場所＝放課後児童クラブ「なかよ

活動支援▼地域交流・地域社会づくり

13：00～15：30

崎小学校内）・「でっかいクラブ」
（第

▼日常生活支援▼余暇活動支援▼社会
□ シリーズ防災

▼各種相談等

問＝長岡京市調子２丁目５-17

長岡

指定相談支援事業所・地域

☎956-2543

アンサンブル

難病個別相談
①膠原病②神経・筋疾患
れも13：30～17：00

ところ＝京都府乙訓保健所
対象＝乙訓保健所管内在住の①膠原病
②神経・筋疾患またはその疑いがある
定員＝各４人（個別相談・予約制）

水 ②９月27日□
金
申込期限＝①９月18日□

☎933-1153

全国一斉！法務局休日相談所
（京都地方法務局）
日 10：00～16：00
とき＝10月６日■

ところ＝京都地方法務局本局

賃金＝時給970円

ターの保健師または看護師

申込方法＝実施日の前日16時までに下

記入・写真を貼付のうえ、下記申込先

問・申込先＝京都府がん総合相談支援

※事前連絡があれば、履歴書持参時に

※京 都府がん総合相談支援センター

問・申込先＝生涯学習課生涯学習・ス

記申込先まで
センター

☎0120-078-394

月 ～□
金
では電話および対面相談を□

（祝日・年末年始を除く）の９：00～

12：00、13：00～16：00に実施してい
ます

Wanted
放課後児童クラブ（学童保育）
臨時指導員を募集
常時保育（週５日程度）や、不定期

に土曜日や長期休暇を主に代替として

保育に当たっていただける方を募集
中。詳細はお問合せください。

内容＝小学１年生～４年生の保育

月 ～□
金 13：00～18：00 □
土
勤 務 時 間 ＝□
８：30～18：00

☎231-0148（平日８：30～17：15受付）

広報まちづくりサポーター
追加募集
作りを進め、町民の皆さんのまちづく

りへの参画を促進するために、
「広報
まちづくりサポーター」を追加募集し
ます。

活動内容＝①町内で開催されたイベン
トなど（公共性の高いもの）のスナッ

業以上の方（高校生不可）

※学 校行事による振替休校日は８：30
～17：30

採用日＝令和２年４月１日

舗を募集します。詳細は社協ホーム

問＝政策総務課企画観光係（内312）

９：30～（会場は受験票に記載）

日 10：00～15：00
とき＝11月３日■

日
場合）
。交通費等の支給はありません。 試験日＝【第１次試験】10月６日■

要約筆記者養成講座【前期課程】
要約筆記とは、聴覚障がいのある方

（とりわけ難聴者、中途失聴者）のた

めに、話の内容をその場で文字にして

ら相談します）

日～平成11年４月１日生まれの方で、
次の①～③のいずれかに該当する方①

います。

を専攻した方（令和２年３月卒業見込

校で福祉・心理・保育に関連する学科

問・申込先＝大山崎町社会福祉協議会

スポーツ
Sports

設での勤務経験が申込日現在、３年以

○わくわくサタデーナイト

申込方法＝下記申込先へ必要書類を直

18：00～20：00

日【パソコンコース】12月27日、令和
２年１月24日、２月14日
10：00～16：00

金
いずれも□

ところ＝京都府聴覚言語障害センター

（城陽市寺田林ノ口11番64）

対象＝前期受講後、引き続き後期講座
を受講、終了後は京都府に登録し活動

実技講座にノートパソコン（windows
70字 / 分以上、パソコン基本操作ので
きる方

受講料＝無料（ただしテキスト代３,600
円、ほか教材等一部自己負担あり）

ずれかの資格を有する方③障がい児施
上ある方

接持参（郵送不可、代理提出は可）

火 ～24日□
火 （土日
申込期間＝９月17日□

祝除く）９：00～17：00

問・申込先＝乙訓福祉施設事務組合総
務課

☎954-6507

受講票を送付します）

月 ～10月17日□
木
申込期間＝９月２日□

17：00

問・申込先＝〒610-0121
林ノ口11番64
ンター
7708

京都府聴覚言語障害セ

京都府要約筆記者養成講座

☎0774-30-9000

0774-55-

詳細はホームページをご覧くださ

い。要領や申込書などはホームページ
このコーナーは21ページから始まります

※ 会場によって種目が異なります
参加費＝小学生100円、中学生以上200

令和元年度自衛隊員募集
応募資格や試験期日など、詳しくは

お問い合わせください。

募集種目＝①自衛官候補生②防衛大学
防衛医科大学校看護学科学生（自衛官
受付期間＝①年間を通じて受付②【推

円（保険料込）

※ 申込不要、当日会場で受付

※わくわくクラブおおやまざき会員の
方は会員証をご持参ください

○わくわく大人だけのソフトボール大
会

詳細はお問い合わせください。

祝 （雨天中止）
とき＝９月23日■

木 ～９日□
月
薦・総合選抜】９月５日□

ところ＝長岡京市スポーツセンターグ

木 ～30日□
月
５日□

定員＝先着５チーム ※ １チーム９名

木 ～30日□
月 ③④９月
【一般】９月５日□

問・申込先＝▼自衛隊京都地方協力本
部

☎803-0821▼宇治地域事務所

☎

0774-44-7139▼ 町 政 策 総 務 課 総 務 係
☎956-2101

※その他、自衛隊各駐屯地、各基地で
も案内を行っています

あかりちゃん祭り出店者募集

ラウンド

以上（女性も大歓迎）

参加費＝１チーム５,000円（保険代含
む）当日徴収

火 ～16日■
祝 10：00
申込期間＝９月３日□

～16：00

主催・問・申込先＝わくわくクラブお
おやまざき事務局【平日】生涯学習課
生涯学習・スポーツ振興係（内235）

大山崎町社会福祉協議会法人設立35 【土日祝】大山崎町体育館

2 0 1 9. 9 広報おおやまざき
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Message

乙訓福祉施設事務組合
一般職員募集

崎小学校

□ 伝言板

事務局

城陽市寺田

ところ＝①大山崎町体育館②第二大山

対象＝町内に在住または在勤の方

候補看護学生）

先を明記のうえ FAX またはハガキで申

土
とき＝①９月７日②21日いずれも□

種目＝卓球、バドミントンなど

込（後日、事務局よりカリキュラム・

このコーナーは21ページから始まります

火
申込締切＝９月10日□

総合型地域スポーツクラブ
「わくわくクラブおおやまざき」

住所を有する人

温暖化がセミの
分布にも影響

運営を協力してくださる方

作業療法士、言語聴覚士、保育士のい

祉士、精神保健福祉士、理学療法士、

校学生③防衛医科大学校医学科学生④

町長閑話

を販売してくださる方（店）▼当日の

12月20日、令和２年１月17日、２月７

11月29日、12月６日【手書きコース】

申込方法＝▼住所▼氏名▼年齢▼連絡

定員＝１人（応募多数の場合は選考）

募集内容＝▼寄付つき商品（飲食可）

みの方を含む）②申込日現在、社会福

応募資格＝以下のすべてを満たす人▼
満18歳以上（高校生を除く）▼町内に

ところ＝なごみの郷周辺

とき＝【共通講座】11月８日、15日、

７以上）を持参し、入力速度おおむね

体的な事案が発生した際には別途町か

歴不問）
【指導員職】昭和49年４月２

大学（大学院含む）
、短期大学、専門学

の担い手となる要約筆記者の養成を行

り組みなどに関するリポート記事の提
供

日～平成13年４月１日生まれの方（学

伝えることです。要約筆記者派遣事業

可能な方。パソコンコース希望の場合、

風景写真、話題のもの・人物、町の取

受験資格＝【事務職】昭和59年４月２

ページをご覧ください。

Information
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30

謝礼＝月額１,000円（記事を作成した

プ写真や感想記事、町内の四季折々の

突然ですが、皆さんはセミの
鳴き声は好きですか。私はどち
らかと言うと好きな方です。あ
の強烈な鳴き声は本格的な夏の
到来を我々に告げ、暑さを一層
強く感じさせます。でもそれが
ないと少し寂しい気がするので
す。家の玄関周りには毎年抜け
殻があちこちに、驚くようなか
細い枝先や葉っぱの裏にくっつ
いています。そして大きな木蓮
の木の上で早朝から猛然と鳴き
始めます。近所の子供が網を持
って立ち向かうもまずは捕まら
ない。セミは勝ち誇ったように
鳴き続けます。
しかし、このセミの種類に変
化がでてきています。 年ほど
前、私の周りにいたのはアブラ
ゼミがほとんど。夏休みに旅行
で瀬戸内海の島に行くとそこは
クマゼミばかり。ところが今で
はこのあたりで見かけるのはほ
とんどがクマゼミで、アブラゼ
ミはたまに夕方鳴いているのを
見かけるだけです。やはり気候
の温暖化がセミの分布にも影響
しているのでしょうか。
ひとしきり鳴いたセミたちが
足元に転がる頃、真夏は少しず
つ終わっていくのですね。また
来年もやかましいと言われなが
らも元気よく鳴いてほしいです。

前川

□ 伝言板

大山崎町長

Information
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ポーツ振興係（内236）

募集人数＝各若干名

□ インフォメーション

□ インフォメーション

公正証書

問・申込先＝京都地方法務局総務課

面接も可

（５・６年生は支援を要する児童のみ） ②その他広報・広聴活動への協力（具
条件＝子どもの保育に熱心な中学校卒

月 ～10月４日□
金
申込期間＝９月９□

まで直接持参（郵送不可）

町民の皆さんに親しまれる広報誌面

募集

相談内容＝▼登記▼戸籍・成年後見・
国籍▼供託▼人権▼遺言・後見などの

申込方法＝市販の履歴書に必要事項を

組みを一緒に作り上げていただける店

委嘱期間＝～令和２年度末

Town Topics

Town Topics

相談無料、秘密厳守。要予約。

相談員＝京都府がん総合相談支援セン

入することで、自分の町をよくする仕

祭」を開催します。寄付つき商品を購

□ まちの話題

□ まちの話題

問・申込先＝京都府乙訓保健所保健室

二大山崎小学校内）

募集職種＝事務職、指導員職

さい。

Relax

Relax

方と家族

ところ＝京都府乙訓保健所

ます。

の後、所定の応募用紙に記入いただき

□ 図書室だより

□ 図書室だより

水 ②10月11日□
金 いず
とき＝①10月２日□

しクラブ」・「ともだちクラブ」（大山

周年記念事業として「あかりちゃん

Survive

Survive

活動支援センター

木
とき＝９月５日、10月３日いずれも□

もしくは下記申込先から取得してくだ

□ シリーズ防災

の生活支援活動を行っています。

応募方法＝まずはお電話ください。そ

Fire Department

Fire Department

問＝福祉課社会福祉係（内156）

957-1860
954-4400
952-6289
957-0999

□ 消防ひろば

□ 消防ひろば

インフォメーション

記念財団

957-1101 保健センター☎953-3430
953-7335 老人福祉センター「長寿苑」☎・
954-4400 福祉センター「なごみの郷」☎957‒4100
社会福祉協議会☎957‒4100
952-2846 町体育館☎956‒0567
956-0566 歴史資料館☎952‒6288
中央公民館☎957‒1421
952-6289 大山崎消防署☎956‒0119
大山崎ふるさとセンター☎956‒2310

役場代表☎956-2101

●広報誌作成のための写真撮影について●
毎月の広報誌作成のため、イベントや学校行事などで写真を撮影するこ
とがあります。みなさんのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
問＝政策総務課企画観光係（内312）

※当 日、会場行きのバスを運行しま
す。時間・場所などの詳細は案内状
をご覧ください

※ 記念式典のみ要約筆記あり

高齢者生きがい対策事業の案内
対象＝大山崎町在住の60歳以上の方
業運営委委員会

展示場所＝役場１階ロビー（予定）

対象＝町内在住の方

審査・賞＝運営委員会の委員による審

定員＝30人

月 ～13日□
金
申込期間＝９月２日□

申込方法＝▼氏名▼電話番号を下記申

問・申込先＝向日町警察署交通課交通

金
申込期限＝９月13日□

45）

査を行い、優秀賞等を決定します

定員＝先着23人

込先まで電話

第10回なごみきっちん
地域の大人たちが子どもを真ん中に

した居場所を作る取組みです。温かな
ご飯を囲み、地域みんなで育んでいく
場としていきます。詳細申込み用紙

は、各小学校、社協窓口にて配布して

問・申込先＝大山崎町社会福祉協議会
堀田

みんなでいこカフェ
９月のイベントのお知らせ

問＝高齢者生きがい対策事業運営委

います。

イベントや相談、脳トレミニ講座（14：

137）

ところ＝中央公民館

食事も毎回申込みできます（参加日の

員会事務局（健康課高齢介護係）
（内

初めての方でも簡単に楽しめる競技

です。ぜひご参加ください。

３日前までに要申込）。詳細はお問い

対象＝町内在住の小学生

合わせください。

参加費＝チラシを確認してください
堀田

問＝大山崎町社会福祉協議会

水 13：30～
とき＝10月２日□

00～14：30）も毎回実施しています。

■心の癒し

金 14：30～16：00
とき＝９月６日□

第７回介護について語り愛ましょう

ところ＝長寿苑大広間
水
申込期限＝９月18日□

申込先＝長寿苑
カード～

人生をハッピーに過ごすためのヒン

トとなるハッピーエンディングカード
で終活のはじめの一歩を体験してみま
水 13：15～15：15
とき＝９月18日□

ところ＝長寿苑大広間

木 13：00～
とき＝９月12日□

■作って楽しいプラパンキーホルダー

趣味で撮った写真を出品してみませ

んか。詳細は広報おおやまざき10月号

問＝向日町警察署交通課交通総務係
☎921-0110（９時から17時45分（土日
祝を除く）
）

まちの美化活動「クリーン作戦」
町内に落ちているごみ拾い活動にご

参加ください。

土 ９：00～10：00
とき＝９月28日□

金 14：30～16：00
とき＝９月27日□

ところ＝町内一円

内容＝講義「大切な口腔ケア」

ところ・問・申込先＝洛和ヴィラ大山

内容＝町内会、自治会ごとに、各ス

対象＝介護されている方、介護に関心
のある方など
参加費＝無料

堀田

問＝大山崎町社会福祉協議会

☎958-3855

水 18：30～20：00
とき＝９月25日□

災害時の食品衛生対策講習会
際の食中毒予防の基本や手洗いの大切
さを学び、実践します。

木 14：00～15：30
とき＝９月19日□

ところ＝大山崎町多目的広場
内容＝▼目立つ色の服と反射材の効果
実験▼蒸発現象の実験▼車内から夜間
の安全対策体験▼死亡事故現場で現場
診断体験

ところ＝中央公民館調理講習室

テーマ＝大山崎町内で撮った写真

内容＝▼衛星講習▼手洗い実習▼質問

※ 一日保険に加入します

※雨 の場合、内容を変更して実施し

ひとのうごき
町の人口と世帯数
2019年８月１日現在（前月比）

な

15,717人
（５）
7,640人
（△２）
8,077人
（７）
6,451世帯
（９）

このコーナーは21ページから始まります

ンに分別して排出してください。活動
終了後、町が回収します。

※天 候等により活動を中止する場合

は、各ごみステーションへ分別かご
の設置は行いません

問＝経済環境課清掃環境係（内247）

京都おとくに Connection2019
スポーツを通じて人と人のつながり

を育み、住民同士が助け合える地域づ
くりにつなげていきます。

日 10：00～16：00（雨天
とき＝９月29日■

建設業許可▼車庫証明など

木 【午前の部】10：00～11：30
いずれも□

【午後の部】14：00～15：30

ところ＝中央公民館別館２階第２研修
室

講師＝アドリアン・フリースさん（国
際交流員）

対象＝町内在住、在勤の方
定員＝午前の部、午後の部各５人（先
着順）

参加費＝500円（資料代等）

約書▼示談書▼内容証明▼法人設立▼
木 13：30～16：30
とき＝９月19日□

木
※ 毎月第３□

※ 申込不要、相談無料
受付＝当日役場２階第３会議室で受付
問＝政策総務課企画観光係（内312）

ピアサポーター
なんでもおしゃべり会
障がい当事者（肢体不自由）が、同

じ目線、平等な立場で話を聞き、同じ

持ち物＝筆記用具

ように障害をもつ人の心をサポートし

問・申込先＝中央公民館

木 14：00～15：30
とき＝９月26日□

火 ～10日□
火
申込期間＝９月３日□

桂米朝一門会
金 18：30開演（18：00開
とき＝11月８日□

場）

ところ＝京都府長岡京記念文化会館
出演＝▼桂弥っこ▼桂ひろば▼桂宗助
▼桂南光【中入り】▼桂ざこば▼月亭
八方

入 場 料 ＝ S 席 ３,000円、A 席 ２,000円

（全席指定・未就学児童の入場不可）
※ 公共交通機関をご利用ください
金～
申込開始＝９月６日□

制作協力＝米朝事務所
問＝京都府長岡京記念文化会館
☎955-5711

【招待券を５組10名様にプレゼント】

ます。

ところ＝役場１階相談室１
問＝社会福祉協議会

長期離職や生活困窮の方、
その家族の方へ
「乙訓もも」出張相談
就労に向け生活習慣の改善や社会へ

の適応能力アップなど、支援員と話し
ながら楽しい時間を過ごしませんか。
相談無料。

水 ②９月18日□
水
とき＝①９月４日□

13：30～15：30

ところ＝①なごみの郷２階②役場２階
第２会議室

対象＝町内在住の長期離職、生活困

窮、ひきこもりなど生活に課題を抱え

対象＝大山崎町民

る方とその家族

ところ＝京都向日町競輪場（サイクル

申込方法＝ハガキに▼住所▼氏名▼電

問＝乙訓もも

内容＝▼乙訓地域に特化したスポーツ

金 （消印有効）
申込期限＝９月20日□

障がいのある方の生活相談
（身体・知的・精神）

決行）

パーク京都）

体験交流ブース▼男女共同参画視点
での防災関連ブース▼地域諸団体 PR
ブース▼手づくりマルシェなど

主催＝輝く女性応援京都会議乙訓地域
会議

問＝京都おとくに Connection 実行委
このコーナーは21ページから始まります

話番号を明記のうえ下記まで

※申込多数の場合は抽選。当選者には

チケットを送付します。落選者への
連絡は行いません

問・申込先＝〒618-8501（住所不要）
大山崎町役場政策総務課企画観光係
☎956-2101（内312）

早河

☎952-2800

友人のことや生活リズムなど、どん

なことでもご相談ください。

水 13：30～15：30
とき＝９月18日□

Message

歳）

Message

※敬称略。このコーナーには希望
された方のみ掲載しています

落ちているごみを拾って各ステーショ

とき＝９月12日、10月24日、11月７日

い、交流・親睦を深めます。

ところ＝役場１階相談室１
相談員＝「アンサンブル」職員
2 0 1 9. 9 広報おおやまざき

□ 伝言板

さ

紗奈

あ お ば

の

碧葉

り

莉乃

つむぎ

紬

（

総数
男
女
世帯数

テーションで軍手・ごみ袋を受取り、

テーマ＝▼相続・遺言▼公正証書▼契

Information

髙橋

松方

榎並

中村

ご誕生おめでとう

【鏡田】

【北浦】

【殿山】

【寺門】

博

ご冥福をお祈りします

【東ノ口】 小泉

善一様  １００，
０００円

□ 伝言板

ご寄附ありがとうございます

福田

Information
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崎

夜間の危険を確認してみませんか？
夜の危険を見つけよう体験ツアー

に掲載します。

広報おおやまざき 2 0 1 9. 9

越しください

文化の相違等について英語で語り合

□ インフォメーション

□ インフォメーション

③写真展

※会場へは徒歩、自転車、バイクでお

ところ＝なごみの郷２階

災害時に炊き出しや食事を提供する

定員＝50人

金 14：30～16：00
とき＝９月20日□

一日警察署長＝ナナランド

行政書士による
暮らしと事業の行政相談会

Town Topics

Town Topics

せんか。申込不要。

体の負担を和らげませんか。

ピアノ、歌

紙芝居、

日 11：00～
とき＝９月22日■

ところ＝長岡京市役所前

興味のあるテーマやスイス・日本の

Consultation

□ まちの話題

□ まちの話題

②終活安心塾～ハッピーエンディング

介護者同士での交流を通じて心と身

■ブーフーウー京都による

一日警察署長による秋の全国交
通安全運動スタート式

大人の教養講座「英会話 Cafe
in 大山崎」
（前期）

相談

Relax

Relax

申込方法＝直接または電話で下記まで

フラダンス！

☎921-0110（平日９：00～17：

☎692-3433

□ 図書室だより

□ 図書室だより

①第２回公式ワナゲ大会

日 ９：00～13：00
とき＝９月８日■

総務係

ターらら京都

京都府男女共同参画セン

Survive

Survive

主催＝大山崎町高齢者生きがい対策事

員会事務局

コーナー

□ シリーズ防災

□ シリーズ防災

問＝健康課高齢介護係（内137）

ます

展示時期＝11月上旬頃（２週間程度）

Fire Department

Fire Department

内容＝記念式典、カラオケ大会

957-1860
954-4400
952-6289
957-0999

□ 消防ひろば

□ 消防ひろば

インフォメーション
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957-1101 保健センター☎953-3430
953-7335 老人福祉センター「長寿苑」☎・
954-4400 福祉センター「なごみの郷」☎957‒4100
社会福祉協議会☎957‒4100
952-2846 町体育館☎956‒0567
956-0566 歴史資料館☎952‒6288
中央公民館☎957‒1421
952-6289 大山崎消防署☎956‒0119
大山崎ふるさとセンター☎956‒2310

役場代表☎956-2101

●広報誌作成のための写真撮影について●
毎月の広報誌作成のため、イベントや学校行事などで写真を撮影するこ
とがあります。みなさんのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
問＝政策総務課企画観光係（内312）
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就学時健康診断の日程について
方を対象に就学前の健康診断を行いま
す。保護者または代理の方が必ず付き
添いのうえ、健康診断を受けてくださ
詳細は10月初旬に郵送で案内しま

す。

【大山崎小学校区の方】

水 13：45受付開始
とき＝10月23日□

防災や雨水の利活用に対してより関心

ていますか。日頃こまやかな点検を

タンクに貯めた水は、雨水の有効利

腐食などのほか、運転中のトラブルの

設置費用の一部を助成します。

用（花木への水やり、夏場の打ち水な
ど）による節水効果だけでなく、災害
など非常時の断水時には水洗トイレな

どの生活用水としての利用も可能で
す。

水 13：45受付開始
とき＝11月20日□

タンクを新たに購入し、設置される方

※日時に変更はありませんが、
受付場所
で通知文を確認してください

問＝学校教育課学校教育係（内213）

（※ 申請後に購入してください）

助成金額＝タンクと架台の購入費の３

多くは回避できます。安心して運転す
るためにしっかり点検しましょう。

問＝経済環境課清掃環境係（内247）

９月は水道メーターの検針月です
検針にご協力ください
月 ～20日□
金
実施期間＝９月９日□

注意！

○水道メーター検針のため、検針員が
敷地内に入ります。

／４

○メーターボックスの上に物を置かな

金
申請期限＝令和２年２月28日□

○車 やバイクは、検針期間中はメー

※ 上限45,000円（千円未満切り捨て）

いでください。

○メーターボックスの中はきれいにし
ておいてください。

○
「駐車、物を置くなどで点検できな
い」
、
「メーター故障」および「門
扉内、宅内等の場所でご不在」の場

問＝上下水道課業務・府営水道係（内
272）

催し

Meeting
令和元年度子育て講座
親子でハッピークッキング
お子さんと一緒にピザ作りを楽しみ

ませんか。子育てに関するお話も。保
育ルーム（無料、要申込）あります。

土 ９：30～12：00（受付
とき＝９月28日□

９：00～）

対象＝町内に在住または在勤の親子

（子どもは小学１年生～中学３年生）

講師＝幸山由佳さん（スマイルプレイ

子で育てましょう。入場無料、申込不
要。

定員＝先着10組
持ち物＝▼エプロン▼三角巾▼ハンド
タオル▼上履き

ところ＝大山崎小学校体育館
対象＝町内在住・在勤の親子
内容＝①講話「安全な生活について」

京都府向日町警察署スクールサポー
ター②映画「怪盗グルーのミニオン大
脱走」

持ち物＝上靴・外靴を入れる袋
主催＝大山崎町少年補導委員会
問＝生涯学習課生涯学習・スポーツ振
興係（内234）

ゆめほっぺ９月の行事
※場 所の記述がない場合は保健セン
ターで開催します

○ベビーマッサージ（要予約、見学 OK）
木 13：30～14：30
とき＝26日□

持ち物＝▼バスタオル▼ハンドタオル
▼ベビーオイル

○マタニティさん、プチママさんソー
イング（スタイ作り、要予約、見学
OK）

金 10：00～12：00（ マ タ ニ
と き ＝13日□

ティさんのみ）
、13：00～15：00（マタ

申込方法＝下記申込先へ電話または直

さんを持つ親子）

250円（当日受付で支払い）
接

月 ～９日□
月
申込期間＝９月２日□

ニティさん・生後４ヶ月くらいのお子

持ち物＝▼針▼糸▼表布・裏布（タ

オ ル で も OK） 各 １ 枚（30cm 角 ） ▼

※当日９：00で小雨の場合中止し、「移
動 ほ っ ぺ ＆ ラ ン チ デ ー」
（10：00～
14：00、中央公民館、ランチしたい

方は弁当、飲み物持参）に変更。電
話問い合わせ不可

○赤ちゃん集まれ

今回は赤ちゃん限定。ゆめほっぺを

体験してみませんか。

火 13：30～15：00
とき＝９月10日□

対象＝平成31年３月～令和元年８月生
まれまでの赤ちゃん

○中学生と体育館で遊ぼう！（申込不
要）

大山崎中学校３年生の授業で子育て

中の保護者やお子さんとのふれあい体
験をします。中学生が多くの子どもと

触れ合えるようぜひ参加してくださ
い。

金 ・10月25日□
金 10：00
とき＝９月27日□

～11：30

ところ＝大山崎中学校体育館（校内と
校門前に駐車場あり）
持ち物＝飲み物

※保 健センターでのゆめほっぺは休
み

問・ 申 込 ＝ ゆ め ほ っ ぺ

☎959-9050

火 ～□
金 （祝日除く）９：30～16：00）
（□

火 ９：30か
※９ 月行事の申込みは３日□

ら受付

※月曜日と上記以外の時間帯（８：30～

17：15）は役場福祉課児童福祉係（内
184）まで（行事申込は不可）

敬老会を９月13日金に開催します

マジックテープ縫い付け用２cm 角１

ください（大人は２人まで）▼９月27

○保健師相談日

れた高齢者を敬い、その労苦をねぎら

火 10：30～11：30
とき＝３日□

開催します。

Information

きない場合あり▼必ず親子で参加して
金 以降キャンセルされた場合、後日
日□

キャンセル料（参加費分）をいただき

セット

お子さんの身長・体重測定できます。 うために、以下の日程で「敬老会」を

要事前申し込み。当日受付は不可。

りばいが心配なお母さんへ、保健師指

ところ＝中央公民館別館２階和室

木 14：00～15：00
とき＝19日□

□ 伝言板

時間＝９：00～12：00（講座終了まで）

Message

対象＝生後６ヵ月～就学前までのお子
さん

このコーナーは21ページから始まります

抱っこが苦手、子どもの寝返りやず

導の赤ちゃん体操など。
○おそとでほっぺ

火 10：00～12：00
とき＝10日□

金 13：00受付開始、13：
とき＝９月13日□

30開会、15：40閉会予定

ところ＝大山崎町体育館（上履き・ス
リッパ持参）

対象＝町内在住の70歳以上（昭和24年
12月31日以前生まれ）の方

※９月初旬までに案内状を送付します
2 0 1 9. 9 広報おおやまざき
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Message

○はいはい相談日

□ 伝言板

ます

【保育ルーム】

長年にわたって社会に貢献してこら

Information

注意＝▼食物アレルギーの場合参加で

□ インフォメーション

□ インフォメーション

参加費＝大人１人500円、子ども１人

※ 午後からのゆめほっぺは休み

Town Topics

Town Topics

ス代表）

このコーナーは21ページから始まります

映画の鑑賞を通して心の豊かさを親

持ち物＝▼飲み物▼着替え

□ まちの話題

□ まちの話題

室

広報おおやまざき 2 0 1 9. 9

少年補導委員会「親子映画会」

土 ９：30～12：00
合、水量を認定することがあります。 とき＝９月７日□

ところ＝中央公民館別館１階料理講習

21

涯学習課生涯学習・スポーツ振興係

（内233･234）

Relax

Relax

等は変更になる可能性がありますの

し、容量100～500リットルの雨水貯留

行っていれば、火災・車輪脱落・車体

ください。

□ 図書室だより

□ 図書室だより

対象＝町内に土地と戸建て住宅を所有

ところ＝同校体育館

日常点検や定期点検をきちんと行っ

を持っていただくため、雨水タンクの

ところ＝同校体育館

【第二大山崎小学校区の方】

９月は自動車点検整備推進運動
強化月間です

また、ガレージ門扉の開放にご協力

ところ＝野鳩公園（消防署横）

Survive

Survive

い。

「貯める」取り組みを進めています。

292）

問・申込先＝（役場２階24番窓口）生

□ シリーズ防災

□ シリーズ防災

町では、来年度小学校へ就学予定の

頻発する短時間豪雨に対して雨水を

ターの上に駐車しないでください。

問・申請先＝上下水道課下水道係（内

Fire Department

Fire Department

Information

雨水タンクの購入費用を
助成します

957-1860
954-4400
952-6289
957-0999

□ 消防ひろば

□ 消防ひろば

インフォメーション

お知らせ

957-1101 保健センター☎953-3430
953-7335 老人福祉センター「長寿苑」☎・
954-4400 福祉センター「なごみの郷」☎957‒4100
社会福祉協議会☎957‒4100
952-2846 町体育館☎956‒0567
956-0566 歴史資料館☎952‒6288
中央公民館☎957‒1421
952-6289 大山崎消防署☎956‒0119
大山崎ふるさとセンター☎956‒2310

役場代表☎956-2101

●広報誌作成のための写真撮影について●
毎月の広報誌作成のため、イベントや学校行事などで写真を撮影するこ
とがあります。みなさんのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
問＝政策総務課企画観光係（内312）

①親子サロン《SmilePlace：スマイルプ
レイス》
火 10：00～11：30（このう
とき＝９月17日□
ち10：15～10：35に希望者のみ子どものア
ルバム作り。出入り自由）
ところ＝円明寺が丘自治会館２階和室
対象＝乳幼児とその保護者、妊娠中の方
参加費＝300円（アルバム制作は初回の
み別途200円）
※アルバムのデザインをご希望の方は要
申込

みんなおいでよ あらぐさひろば
土 11：00～14：00（雨天決
とき＝10月５日□
行）
ところ＝障害福祉センターあらぐさ
内容＝▼遊びコーナー▼バザー▼模擬店
▼福引きなど

初めての方も先生の指導あり。オカリ
ナをお持ちの方は持参ください。持って
いない方は申し込み時に相談を。
土 ②11月９日□
土 ③12月
とき＝①10月５日□
日 10：00～12：00
22日■
ところ＝中央公民館
参加費＝１,600円／回
定員＝先着15人
金
申込期限＝９月20日□
問・申込先＝辻本 ☎956-6967

大山崎社交ダンスサークル会員募集
火 18：00～21：00（講師の指導
とき＝毎週□
は19：30～）
ところ＝中央公民館別館３F
問・申込先＝北村 ☎956-5705

OYZ パンサーズ団員募集
仲間と一緒に野球を楽しみましょう。
土■
日■
祝
とき＝毎週□
ところ＝大山崎小学校グラウンド、第二
大山崎小学校グラウンドほか
対象＝大山崎町の小学生男女
参加費＝３,000円／月
問＝織田 ☎090-8654-7612

大山崎スポーツ少年団野球クラブ
団員募集
野球はじめてみませんか。
土■
日■
祝
とき＝毎週□
ところ＝大山崎小、第２大山崎小のグラ
ウンド、マクセル裏河川敷グラウンドほか
対象＝大山崎町の小学生の男女
参加費＝３,000円／月
問＝石橋 ☎090-8755-1529

大山崎俳句会
水 13：00～16：00 
とき＝９月４日□
ところ＝大山崎ふるさとセンター
会費＝年３,000円

詳細はお問い合わせください。先着順。
○小学生バレーボール教室
金 16：40～
とき＝９月13日～11月22日の□
17：50（全６回）
ところ＝長岡京市西山体育館小体育室
対象＝小学生12人程度
参加費＝３,600円（１回ごと600円）
○小学生＆一般ソフトバレーボール教室
金 16：40～
とき＝９月20日～11月29日の□
17：50（全６回）
ところ＝長岡京市西山体育館小体育室
対象＝小学生12人程度、一般（中学生以
上）12人程度
参加費＝小学生３,600円（１回ごと600
円）
、一般900円（１回ごと200円）
問・申込先＝長岡京市バレーボール協会
中村 ☎955-8183

広告

企業・事業所の広告欄です

http://www.nakagawa-iin.com

殿山サロン
参加費無料、申込不要。
火 10：00～12：00
とき＝９月10日□
ところ＝円明寺が丘団地中央公園前山田
様宅
問＝殿山サロン 辻本 ☎956-6967

西法寺サロン
気軽におしゃべりしませんか。申込不
要。
祝 10：00～12：00
とき＝９月16日■
ところ＝南円明寺が丘団地４棟の大池近
くの永田様宅
対象＝町内在住の65歳以上の方
参加費＝無料（希望の方はお弁当代700
円。当日申込可）
問＝西法寺サロン 永田 ☎957-3094

和来隊「みんなの脳活性化ゲーム」
ゲームをしながら大いに笑い、脳の活
水 13：
性化を。参加費無料。①９月11日□
火 10：30～11：40
30～14：40②９月24日□
ところ＝①長寿苑②円明寺が丘自治会館
問＝大山崎町社会福祉協議会地域包括セ
ンター ☎952-6533

Message

Message

広報おおやまざき 2 0 1 9. 9

スマイルプレイス

新しい時代にふさわしい図書館を考え
る講演会とワークショップ。参加無料。
土 13：00～15：30
とき＝９月14日□
ところ＝中央公民館２階講座室
講師＝岡本真さん（図書館プロデュー
サー）
定員＝50人
申込方法＝電話で下記申込先まで
問・申込先＝大山崎ライブラリーフレン
ズ ☎050-5362-4992

オカリナサークル「山鳩」

バレーボール教室・ソフトバレー
ボール教室

きこえに不自由を感じている方、ご家
族もどうぞ。要約筆記・ヒアリングルー
プあり。
金 13：00～15：15
とき＝９月６日□
ところ＝なごみの郷２階
参加費＝100円（お茶菓子・資料代）
問＝大山崎難聴者友の会
阿部 ☎・ 957-1490

□ 伝言板

□ 伝言板
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お祝いに戴いた洋蘭をまた咲かせてみ
ませんか。
金 13：00～15：00
とき＝毎月第４□
ところ＝中央公民館
問＝竹内 ☎957-5692

大山崎町図書室のみらい
講演会＆ワークショップ

西日本新人王の決勝戦に出場。記念に抽
選で町内の方１組２名様を招待します。
申込方法＝ハガキに▼住所▼氏名▼年齢
を記入のうえ下記まで送付（当選発表は
チケットの発送をもって変えさせていた
だきます）
火 必着
申込締切＝９月10日□
問・ 申 込 先 ＝ SF マ キ ボ ク シ ン グ ジ ム
大山崎町大山崎谷田77-63 ☎957-5031

お腹から声を出して心身ともに健康
に。
火 13：00～15：00、毎週□
金 19：
とき＝毎週□
00～21：00
ところ＝中央公民館
参加費＝２,000円／月
問＝詩吟愛好会 山本 ☎956-6401

大山崎難聴者のつどい

Information

Information

土 10：30～17：00
とき＝10月19日□
ところ＝大山崎ふるさとセンター３階
ホール
内容＝▼聴竹居茶室の概要説明▼昼食▼
現地見学（聴竹居、待庵）▼有識者・建
築家の講演会とパネルディスカッション
参加費＝５,000円（施設見学料・資料代
・昼食代）
定員＝90人（要申込）
※申込方法等は聴竹居倶楽部ホームペー
ジで確認してください
主催・問＝一般社団法人聴竹居倶楽部

蘭の育て方教えます

18時から夕食。食後、勉強をします。
とき＝９月４日、11日、18日、25日いず
水 18：00～（ 小 学 生20：00、 中 学 生
れ も□
20：45まで）
ところ＝中央公民館
対象＝ひとり親家庭の小中学生
持ち物＝勉強道具（宿題も可）
参加費＝１人100円
申込方法＝電話で１週間前までに下記申
込先へ
問・申込先＝大山崎町三つ和母子会
中島 ☎080-5321-7843

祥選手が９月15日

詩吟はじめませんか

□ インフォメーション

□ インフォメーション

「聴竹居」の「茶室」保存修理
着工前の見学会とシンポジウム

①行程（８km）＝▼新唐崎公園▼北国
街道（旧街道）▼坂本城跡▼唐崎神社
火
とき＝９月10日□
集合＝ JR 長岡京駅 ９：00（切符は比
叡山坂本駅まで）
②行程（８Km）＝▼北野神社▼千本釈
迦堂▼千本閻魔堂▼船岡公園▼今宮神社
火
とき＝９月24日□
集合＝阪急長岡天神駅 ９：00（切符は
嵐山駅まで）
問＝福田 ☎957-0418

大山崎町子どもの居場所

町内のジムから表

日 エディオンアリーナで開催の2019年度
■

☎957-1609

Town Topics

Town Topics

集合／解散＝小塩バス停（JR 向日町駅
から阪急バス善峰寺行き（66）８：35発の
バス乗車）９：05集合／14：00解散
内容＝明治池の秋の草花観察、小塩町の
フジバカマ園見学
持ち物＝▼弁当▼水筒
参加費＝300円（会員・高校生以下無料）
定員＝20人
申込方法＝メールで下記申込先まで
問・申込先＝乙訓の自然を守る会 稲垣
otokuni.sizen@gmail.com

山桜会ハイキング

プロボクシング西日本
新人王決勝ご招待

問＝加藤

□ まちの話題

□ まちの話題

祝 （雨天中止）
とき＝９月23日■

コースは一般からラクラクまで５つ。
直指庵を越えて菖蒲谷池へ。
日（雨天時は連絡します）
とき＝10月27日■
対象＝15歳～65歳（15歳以下保護者同
伴）
参加費＝300円
持ち物＝▼弁当▼水筒▼雨具▼ウォーキ
ングシューズ
問＝西山ハイキングクラブ 横井
☎957-0146（20時まで）

☎953-9212

Relax

Relax

秋の自然観察会

公開山行のお誘い

松村

□ 図書室だより

□ 図書室だより

草刈りや木の剪定など。汚れてもよい
服装で。保険は当会で加入します。前日
の天気予報で降水確率が50％以上のとき
は中止。
日 ９：30～11：00
とき＝９月29日■
集合＝桜の広場前公園 ９：30
持ち物＝▼ノコギリ・カマ等▼手袋▼タ
オル▼飲み物
問＝天王山をまもる会事務局（役場経済
環境課内） ☎956-2101（内241）

日
とき＝９月29日■
行先＝御池岳（鈴鹿山脈最高峰で池の多
い山）歩行距離約９km、歩行時間約６
時間
対象＝65歳以下の登山経験者
参加費＝バス代４,500円
定員＝10人
問・申込先＝西山ハイキングクラブ
田村 ☎090-2108-6099

問＝あらぐさ後援会

Survive

Survive

第18回天王山をきれいにする大作戦

第２回公開バスハイク

②親 子のひろば《SunnyPlace：サニィ
プレイス》
月 ９：30～12：00
とき＝９月30日□
ところ＝下植野集会所２階和室
対象＝乳幼児とその保護者
参加費＝無料
③自分を見つめなおすための「アロマリ
ラックス・ヨガ」
火 10：00～11：30
とき＝10月８日□
ところ＝円明寺が丘自治会館
※ 保育先着15人まで
参加費＝１,000円（保育不要の方500円）
④人生設計のための「マネー・カフェ」
金 10：00～11：30
とき＝10月11日□
ところ＝中央公民館別館第１研修室
定員＝先着10人（保育あり）
参加費＝500円
③④申込方法＝▼希望イベント名（件
名）▼氏名▼電話番号▼保育の有無（保
育ありの場合は子の名前と月齢）をメー
ルで下記申込先まで
問・申込先＝幸山 ☎080-5700-5822
smile2525place@gmail.com

□ シリーズ防災

□ シリーズ防災

土 10：00～12：00（雨天決
とき＝10月５日□
行） 宝積寺庫裏集合
内容＝お話「虫は花の友だちだ」（宝積
寺庫裏）
、虫探し（天王山山麓）
講師＝中田謙介先生（クモ専門家）
、丑
丸敦史先生（昆虫と花専門家）
定員＝先着20人
対象＝小学４～６年生（中学生・保護者
も可）
申込方法＝電話、メール、窓口で下記申
込先まで
問・申込先＝天王山をまもる会事務局
（役場２階経済環境課内） ☎956-2101
（内241）
、 keizai@town.oyamazaki.lg.jp

☎956-0030

Fire Department

Fire Department

天王山で虫探し

□ 消防ひろば

□ 消防ひろば

土■
日■
祝 にあたる場
このコーナーへの掲載を希望される方は発行月の前々月末（□
合は直前の平日）
までに、政策総務課企画観光係☎956-2101（内312）まで。

みんなの伝言板

2 0 1 9. 9 広報おおやまざき
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９

月のカレンダー

昭和浪漫かふぇ
長寿苑ロビー
13：15～15：15

秋分の日

①「bousai.oyamazaki-town@raiden.ktaiwork.jp」に、件名、本
文はなにも書かずにメールを送る
②すぐに返信されるメールの指示に従い、登録手続きをする
問＝
332

町防災・防犯情報メール 登録のお願い

一日警察署長によるスタート式

敬老の日

子育て相談 各保育所 9：00～16：00
園庭開放 各保育所 10：00～11：30
消費生活相談
役場１階相談室 13：30～15：30

子育て相談 各保育所 9：00～16：00
園庭開放 各保育所 10：00～11：30
消費生活相談 役場１階相談室 13：30～15：30
民協高齢者部会いきいきサロン
洛和ヴィラ天王山 13：30～15：00
道路側溝の泥回収 町内一円 9：00～17：00
（9／30月までに建設課へ予約）
京都がくえん幼稚園令和２年度入園願書受付
（1日、3日9：00～16：00、5日9：00～12：00受付）
健康相談（60歳以上） 長寿苑 13：00～14：30

図書室休室

みんなでいこカフェ
洛和ヴィラ大山崎
12：00～16：00

心配ごと相談
役場１階相談室
13：30～15：30
みんなでいこカフェ
洛和ヴィラ大山崎
12：00～16：00
健康相談（60歳以上）
長寿苑 13：00～14：45

敬老会
大山崎町体育館
13：30～15：40

「譲りたいもの」「譲ってほしいもの」はありませ
んか？ 譲り渡し、譲り受けは無料でお願いします。
現在の登録状況は下記までお問い合わせください。
問・申込＝

7
14
21
28
5
12
いきいき朝市
円明寺脇山広場 9：00～売切れ
大山崎町障害者スポーツ大会
大山崎町体育館 10：00～12：00
京都がくえん幼稚園運動会（雨天順延）
京都がくえん幼稚園 9：00～13：30

いきいき朝市
円明寺脇山広場 9：00～売切れ
クリーン作戦
町内一円 9：00～10：00

いきいき朝市 円明寺脇山広場 9：00～売切れ
秋の全国交通安全運動期間～9／30
わくわくサタデーナイト
第二大山崎小学校体育館 18：00～20：00
①わくわくひろば（園庭開放）
②親子イベント「ミニチュアSLに載って遊ぼう」（雨天決行）
京都がくえん幼稚園
①9：00～12：00 ②9：30～11：30

いきいき朝市
円明寺脇山広場 9：00～売切れ
①京都がくえん幼稚園入園説明会
②先生と一緒に遊ぼう
京都がくえん幼稚園
①10：00～11：00 ②11：00～11：30

いきいき朝市 円明寺脇山広場 9：00～売切れ
親子映画会 大山崎小学校体育館 9：30～12：00
わくわくサタデーナイト 町体育館 18：00～20：00
京都がくえん幼稚園入園説明会
京都がくえん幼稚園
【1部】10：00～11：00【２部】15：00～16：00
英検Jr.学校版
中央公民館別館 13：45集合・14：00開始

土

第
第
８

介 護 保 険 料

国民年金保険料

第
後期高齢者医療保険料

国民健康保険税

４

３

４

月

期

期

期

分

分

分

分

（9月30日月まで）

（9月30日月まで）

（9月30日月まで）

（9月30日月まで）

町税などの納付は、便利で安全な口座振替をご利用ください

勝竜寺埋立地が満杯にならないようごみを減らし、
美しいまちを保ちましょう。
問＝

ごみの減量化にご協力ください

町議会本会議（閉会）
議場 10：00～
ピアサポーターなんでもおしゃべり会
役場１階相談室１
14：00～15：30
英会話cafe in 大山崎（後期）②
中央公民館
10：00～11：30／14：00～15：30

町民リサイクル制度

公式ワナゲ大会
長寿苑大広間 13：30～
乙訓もも出張相談
なごみの郷２階 13：30～

広報常任委員会 第１委員会室 13：30～ 大人のソフトボール大会
和来隊「みんなの脳活性化ゲーム」
長岡京市スポーツセンター
円明寺が丘自治会館 10：30～11：40
グラウンド 10：00～16：00
子育て相談 各保育所 9：00～16：00 夜の危険を見つけよう体験ツアー
園庭開放 各保育所 10：00～11：30
大山崎多目的広場
消費生活相談
18：30～20：00
役場１階相談室 13：30～15：30
カラオケを楽しむ会
長寿苑 13：00～15：00

予算決算常任委員会 第１委員会室 10：00～
終活安心塾
長寿苑大広間 13：30～15：00
障がいのある方の生活相談
役場１階相談室 13：30～15：30
乙訓もも出張相談
役場２階台２会議室 13：30～15：30
陸上交歓記録会（雨天時は順延）
大山崎小学校グラウンド・
体育館 9：10～11：30

予算決算常任委員会 第１委員会室 10：00～
子育て相談 各保育所 9：00～16：00
園庭開放 各保育所 10：00～11：30
消費生活相談
役場１階相談室 13：30～15：30
昔なつかしい歌を楽しむ会いきいきサロン
円明寺が丘自治開館 13：30～15：00

西法寺サロン
円明寺が丘団地４棟下の
大池横民家
10：00～12：00

予算決算常任委員会
第１委員会室 10：00～
災害時の食品衛生対策講習会
中央公民館 10：00～12：00
行政書士相談
役場２階第３会議室
13：30～16：30

介護について語り愛ましょう
なごみの郷２階 13：00～15：00
大山崎中学校体育大会
（雨天時は翌日に延期）
大山崎中学校
英会話cafe in 大山崎（後期）①
中央公民館
10：00～11：30／14：00～15：30

予算決算常任委員会
第１委員会室 10：00～
和来隊「みんなの脳活性化ゲーム」
長寿苑 13：30～15：00
絵本の読み聞かせ
中央公民館２階和室 10：30～11：00
年金相談
役場１階相談室 13：00～16：00

建設上下水道文教厚生常任委員会
第１委員会室 13：30～
子育て相談 各保育所 9：00～16：00
園庭開放 各保育所 10：00～11：30
消費生活相談
役場１階相談室 13：30～15：30
殿山サロン
円明寺中央公園前民家 10：00～12：00

総務産業常任委員会
第１委員会室 13：30～

なごみきっちん
中央公民館 9：00～13：00

町議会本会議（一般質問）
議場 10：00～
みんなでいこカフェ
洛和ヴィラ大山崎
12：00～16：00

金

1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
29 30 1 2 3 4
6 7 8 9 10 11
町議会本会議（一般質問）
議場 10：00～
陽だまりいきいきサロン
洛和ヴィラ天王山
13：30～15：00
健康相談（60歳以上）
長寿苑 13：00～14：45

乙訓もも出張相談
なごみの郷２階
13：30～15：30

道路側溝の泥回収
町内一円9：00～17：00
（９／２月までに建設課へ予約）
子育て相談 各保育所 9：00～16：00
園庭開放 各保育所 10：00～11：30
消費生活相談
役場１階相談室 13：30～15：30

木

町議会議会改革特別委員会
第１委員会室 13：30～
京都がくえん幼稚園
令和２年度入園願書交付
京都がくえん幼稚園
9：00～

水

大山崎町総合防災訓練
第二大山崎小学校 8：30～13：00

火

月

日

今月の納付

