まちの話題

２

６

Daigasグループからおもちゃを寄付いただきました

企業と連携して子育て環境の充実を

11

小学４年生が浄水場を見学しました

僕たちが使う水はどこからくるのかな？

町長は「安心して生み育てられるまちづくりを進めていく中で、今
回の寄付は大変ありがたく活用させていただきます。」と感謝の気持
ちを表しました。

用できない場合を想定し、給水タンクに溜めた水を仮設の応急給水栓に
より給水を行う体験をしました。
最後に設けた質問コーナーでは、児童たちから次々と質問が飛び出し、

児童たちは浄水場の仕組みに興味津々。浄水場の様々な施設を見学し、
また、ろ過の実験を体験して楽しく水道への理解を深めました。さらに、
大規模地震などの災害により水道施設に被害が発生し、一時的に水が使

いただいたおもちゃはゆめほっぺに設置していますので、皆さん
で遊んでくださいね。

Survive

Survive

この日、社会科見学で、大山崎小学校4年生109人が夏目新第二浄水場
を訪れました。

□ シリーズ防災

□ シリーズ防災

チャリティカレンダーの売り上げなどを地域へ還元する、Daigas
グループが展開する “小さな灯” 運動で、このたび同グループから

福祉事業用品としておもちゃを寄付いただきました。
大阪ガス株式会社の松尾京滋地区総支配人は「公共事業者として、
地域とともに歩んでいきたいです。」と述べられました。また、山本

Fire Department

Fire Department

７

生活に密着する「水」に欠かせない水道施設を身近に感じたようでした。

天王山夢ほたる公園にラジオ体操用スピーカーを設置しました

この日、中央公民館で大人の教養講座「英会話Café in 大山崎」
がスタートしました。講師は本町の国際交流員（CIR）アドリア
ン・フリースです。まずは英語で自己紹介。「どこ出身？」「何を
して過ごすのが好き？」と、参加者はお互いを理解しようと身振
り手振りを交えて会話していました。
英語が分からなくても楽しくおしゃべりができる、なごやかな
雰囲気です。席に少しだけ余裕がありますので、気になる方は中
央公民館までご連絡ください。

６

Town Topics
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マラソンイベント「中国大返し」のランナーがゴールしました。

英語で気軽におしゃべり！

□ まちの話題

□ まちの話題

天王山夢ほたる公園にある既存のスピーカーを活用
し、ラジオ体操の音楽を流せる装置を設置しました。公
園内のトイレ背面に設置しているスイッチを押すだけの
簡単操作で、365日、午前６時30分から午後３時までの
間、いつでも音楽を再生することができます。この日は
10人ほどの町民の皆さんが音楽に合わせラジオ体操をし
て、爽やかな汗を流していました。
高架下にあるため、雨でも安心です。皆さんも健康の
ために、ウォーキングがてら公園まで歩き、ラジオ体操
を習慣にしてみませんか。

14

英会話Café in 大山崎を開催しています

Relax

Relax

ラジオ体操で心と身体に健康を

６

□ 図書室だより

□ 図書室だより

▲松尾京滋地区総支配人（右）と山本町長

秀吉の天下統一の足跡をマラソンで辿る

７

11

放課後はアドリアンと Nice to meet you !

めて図書室開放と英語交流会を開催しました。放課後に様々な体
験ができる機会を設ける事業の一環として、今後、各小学校で月
に一回程度開催していきます。
図書室開放では、児童たちが本を読んだり宿題をしたりと、思

羽柴（豊臣）秀吉が岡山県から決戦の地・天王山までを１週間
で踏破したという「中国大返し」。その足跡をマラソンで辿る試

みを、マラソン団体「ULTRA SOUL」が行いました。
今回で２回目の「中国大返し」は、岡山県の備中高松城でス
タートを切り、いくつかのチェックポイントを通過して「山崎
の合戦」の地、天王山夢ほたる公園でゴールです。およそ220キ

ロにも及ぶ道のりを３日
かけずに走りきったラン

をしていた町内在住の小屋敷さんは、
「私もランナーですが、今回はサポート
役で皆さんへ日頃の恩返しをしています。全国津々浦々の人との出会いがあ
▲小屋敷さん
（左）
と山北さん

広報おおやまざき 2 0 1 8 . 8

ります。」とイベントの魅力を語りました。

2 0 1 8 . 8 広報おおやまざき
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Message

Message

た。一人ひとりに「パスポート」が手渡され、ゲームに勝つとパ
スポートにシールを貼ってもらえます。児童たちは「Nice to meet
you.」と元気にあいさつを交わしながら英語に親しんでいました。

□ 伝言板

□ 伝言板

ナー達が、完走の喜びを
▲感動のゴールの瞬間！
噛みしめていました。
主催者の山北さんは「マラソンに歴史のロマンを載せることで、この旅に
意味を見出すことができました。」と話しました。また、ランナーのサポート

い思いに過ごしていました。また、英語交流会では、町の国際交
流員、アドリアンと一緒に英語を使ったゲームで盛り上がりまし

15

Information

Information

この日、大山崎小学校でときめきチャレンジ推進事業として初

□ インフォメーション

□ インフォメーション

1582年、明智光秀が天下を取ろうとしていることを危惧し、

ときめきチャレンジ推進事業で図書室開放・英語交流会を開催しました

□ 消防ひろば

□ 消防ひろば

まちの話題

聞こえにくい人（特に中途失聴者・
難聴者）の生活や福祉制度についての
理解を深めると共に、大切な情報保障
の方法のひとつである「要約筆記」を
学びます。
水
とき＝９月５日～10月31日の毎週□
10：30～15：50
ところ＝向日市福祉会館・長岡京市中
央公民館・大山崎ふるさとセンター
（日によって会場が変わります）
内容＝要約筆記の技術・聴覚障がいの
基礎知識等（京都府要約筆記者養成講
座「前期課程」に相当します）
コース＝▼手書きコース（全８回）▼
パソコンコース（１回）
対象＝乙訓二市一町に在住または在勤
の18歳以上で、京都府要約筆記者養成
講座「後期課程」の受講と、修了後は
要約筆記活動が可能な方（認定試験あ

スポーツ
Sports

町民ソフトボール大会の
延期のお知らせ

日 に予定していた町民ソフ
８月26日■
日 に延期
トボール大会は、11月25日■
します。
主催・問＝大山崎町体育協会（大山崎
町体育館内）☎956-0567

わくわくサタデーナイト
（総合型地域スポーツクラブ事業）
８月はお休みです。９月から再開し
ます。
主催・問 ＝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233）【土日祝
日】大山崎町体育館

2 0 1 8 . 8 広報おおやまざき
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Message

Message

このコーナーは21ページから始まります

乙訓地域要約筆記講座

□ 伝言板

山本 圭一

□ 伝言板

農業委員に欠員が生じたため、追加
募集を行います。
募集人数＝１人
対象＝農業に識見を有し、農地等の利

申込期限＝▼インターネット：８月15
水 ▼郵送：８月20日□
月
日□
※申込書は向日町警察署または交番で
配布
日
第１次試験日＝９月16日■
問＝向日町警察署 ☎921-0110（内214）

Information

大山崎町長

Information

このコーナーは21ページから始まります

大山崎町農業委員を募集します

平成30年度第２回
京都府警察官採用試験受付中

□ インフォメーション

７ 月５ 日か
らの西日本を
中心とした豪
雨 に よ り、 各
地に甚大な被
害が発生しま
し た。 被 災 地
の 惨 状 に は、
言葉を失いま
す。 亡 く な ら
れた方のご冥福をお祈りするとともに、
一刻も早く日常生活が戻ることを願うば
かりです。
大山崎町においても、４日間にわたって
災害警戒体制を敷き、途中、強雨により
災害の恐れが高まったため、避難勧告、
そして避難指示を発令しました。
天の底が抜けたかのように容赦なく降
り続く雨に強い不安を覚え、手に汗がに
じむ中、思い浮かぶのは、やはり町民の皆
様一人一人のお顔です。果たしてこの雨
の中、安全に避難していただけるのか。
夜間に避難情報を出すことで、かえって
危険な目にあわせることにならないか。
刻一刻と変化する気象庁からの情報をも
とに、張り詰め、考えを巡らせていまし
た。
「避難情報は、『空振り』を恐れず、
躊躇せず発信する」ことが大原則です。
そうは言うものの、空振りが続けば、次
第に皆様の避難行動を遠ざけてしまうの
では、と不安になるのも事実です。しか
し、たった一回の「見逃し」があると、
皆様の命をたちまち危険にさらしてしま
います。
現在の予報技術では、確実な予測は困
難です。どうか、たとえ空振りが続いた
としても、毎回確実に避難いただけるよ
う、切に願っています。

□ インフォメーション

広報おおやまざき 2 0 1 8 . 8

「見逃し」と「空振り」

本町のときめきチャレンジ推進事業
に町民目線でご意見や企画のご提案を
いただける公募委員を募集します。
【ときめきチャレンジ推進事業について】
町が町内の社会教育団体等の協力の
もと、地域の小学生が安心安全に、多
様な体験活動を行える場を提供してい
ます。
対象＝次のすべてを満たす方▼町内在
住で平成30年４月１日現在、満20歳以
上の方▼青少年教育に理解と熱意があ
り、年10回程度平日夜間の会議（運営
委員会）に出席できる方▼土曜日およ
び平日に年20回程度開催する行事に出
席できる方
任期＝委嘱日～平成31年３月31日
選考方法＝小論文（800字程度、書式
は自由、テーマは「放課後の子どもの
居場所づくりについて」）および書類
選考。８月末に文書で結果通知予定
申込方法＝▼申込書（生涯学習課で配
布）▼履歴書▼小論文を下記申込先ま
で。書類は返却しません
水 ～20日□
月
申込期間＝８月１日□
問・申込先＝生涯学習課生涯学習・ス
ポーツ振興係（内235）

京都でおいしいお米づくりに取り組
む農業者および組織を募集します。詳
しくは京都府ホームページで。
応募資格＝府内の農業者および組織
対象品種＝平成30年産のコシヒカリ、
キヌヒカリ、ヒノヒカリのいずれか単
一品種（１人２点まで）
応募方法＝インターネット申し込み。
インターネット申し込みができない方
はお問い合わせください。
水 ～８月31日□
金
応募期間＝８月１日□
問＝京都府農林水産部農産課
☎414-4953

Town Topics

Town Topics
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えがお
あふれるまちに

ときめきチャレンジ推進事業
公募委員を募集

第２回京のプレミアム米
コンテスト

□ まちの話題

□ まちの話題

町長短信

条件＝年齢不問、看護師または准看護
師免許を有する方
月 ～□
土 のう
勤務日・時間＝祝日を含む□
ち週２～４日、８：30～17：00
賃金＝1,500円 ※ 祝日は時給アップ・
昇給あり
応募方法＝履歴書（写真貼付）・面接
問・申込先＝大山崎町社会福祉協議会

り）。パソコンコースは手書きコース
修了が必要および① windows ７以降
のバージョンのノートパソコン持参②
入力速度が概ね70字／分以上③パソコ
ンの基本操作ができる方。
定員＝20人
参加費＝無料。ただしテキスト代3,600
円
申込方法＝▼住所▼氏名▼年齢▼希望
コース▼連絡先▼保育の要・不要を
メール、電話、ファックスで下記申込
先へ
木
申込期限＝８月23日□
問・申込先＝福祉課社会福祉係（内
957-4161
fukushi@town.
152）
oyamazaki.lg.jp

Relax

Relax

常時または特に支援を要する児童へ
の加配に週１～６日当たっていただけ
る方を募集中。詳細はお問合せくださ
い。
内容＝小学１年生～５年生の保育
条件＝子どもの保育に熱心な方（高校
生以下は応募不可）
月 ～□
金 13：00～18：00
勤務時間＝□
土 11：30～18：00
□
※学校行事による振替休校日は８：30
～17：30
※ 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
勤務場所＝放課後児童クラブ「なかよ
しクラブ」・「ともだちクラブ」（大山
崎小学校内）・「でっかいクラブ」（第

デイサービス看護職員
（パート職員）

用の最適化の推進に関する事項その他
の農業委員会所掌の職務を適切に行な
うことができる方または農業委員会所
管の職務に関して利害関係がない方
任期＝委嘱日～平成32年７月19日
主な業務＝▼農業委員の会議におい
て、農地法や他の法令に基づく農地の
権利にかかる許可等に関しての審議▼
審議に関連する現地調査▼遊休農地の
発生防止・解消のための農地パトロー
ル▼農家への助言、指導
推薦・応募方法＝次のいずれか▼町内
農業者等３人以上の連名による推薦▼
農業者団体からの推薦▼自ら応募
申込書、推薦を受ける方は推薦書様式
（様式はホームページ、農林商工係窓
口で配布）を下記申込先まで
水 ～24日□
金 （申込
申込期間＝８月１日□
状況によっては延長の可能性あり）
※募集結果は、募集期間の中間および
終了後にホームページで公表します
問・申込先＝経済環境課農林商工係
（内244）

□ 図書室だより

□ 図書室だより

プレミアム「ララン商品券（20％プ
レミアム付き）」の発売（総額2,400万
円）にあたり、取扱店を募集します。
多数のご参加をお待ちしています。

対象＝①【保育士】保育業務に従事す
ることが可能で、保育士資格をお持ち
の方②【看護師】看護師・准看護師資
格を有する方
賃金＝①時給1,080円②時給1,330円
※大山崎町臨時職員取扱規則に基づ
き、通勤手当が支給される場合あり
勤務先＝町内３か所の保育所のいずれ
か
月 ～□
金 ８：30～17：00（休
勤務時間＝①□
憩１時間）※ 月に１日程度土曜日の
月 ～□
金 ８：30～17：00のうち
勤務あり②□
１～２日程度（休憩１時間）※ 勤務
時間は要相談
雇用期間＝原則６ヶ月（更新する場合
あり。最長３年間）

放課後児童クラブ（学童保育）
臨時指導員を募集

二大山崎小学校内）
賃金＝時給960円
申込方法＝市販の履歴書に必要事項を
記入・写真を貼付のうえ、下記申込先
まで直接持参（郵送不可）
問・申込先＝生涯学習課生涯学習・ス
ポーツ振興係（内235）

Survive

Survive

20％プレミアム付き
『ララン商品券』取扱店募集

【急募】町立保育所の保育士・
看護師（臨時職員）を募集

保険等＝雇用保険、社会保険など
申込方法＝下記申込先（役場１階７番
窓口）へ提出書類を直接持参
月 ～□
金 ８：30～
※受 付 は 祝 日 を 除 く□
17：15（12：00～13：00を除く）
提出書類＝▼履歴書（市販の履歴書に
必要事項を記入し、写真を貼付したも
の）▼保育士または看護師資格証の写
し
上記のほか、保育業務に従事してい
ただける方を７：00～19：00の時間帯の
いずれかでも募集しています。
賃金＝時給900円～1,120円
※勤務時間帯は要相談（朝夕の時間帯
のみの勤務も可能）
問・申込先＝福祉課児童福祉係（内
181）

□ シリーズ防災

□ シリーズ防災

祝 12：30開演
とき＝平成31年２月11日■
（予定）
ところ＝京都府長岡京記念文化会館
対象＝乙訓地域で１年以上活動して
いる８名以上（指揮者・伴奏者は除
く）のアマチュア合唱サークル・団体
（小・中・高校での部活動などは除く）
※録音した音楽や電源を必要とする楽
器の使用は不可
定員＝30団体。応募多数の場合抽選
参加費＝１団体につき5,500円
申込方法＝申込用紙（長岡京市ホーム
ページ、長岡京市文化・スポーツ振興
室などで配布）を下記申込先へ提出
月 ～14日□
金 午後５
申込期間＝９月３日□
時まで
問・申込先＝乙訓文化芸術祭『合唱
フェア』推進委員会事務局 担当：長
岡京市教育委員会教育部文化・スポー
ツ振興室 文化振興係内
955-3150
☎955-9734
【第１回推進委員会】
出演申し込みをされた団体の代表者
は必ず出席してください。
木 19：00～
とき＝９月20日□
ところ＝長岡京市役所北棟４階大会議
室Ａ

【商品券概要】
▼500円券24枚綴を10,000円で販売（20％
のプレミアム）▼商品券の使用期間は、
月 ～平成31年１月31
平成30年10月１日□
木 （予定）▼商品券取扱店として、店
□
舗名・所在地を無料掲載し、商品券購
入者に配布▼商工会会員は換金手数料
なし、非会員は換金手数料６％（是非
この機会に町商工会への加入をご検討
下さい）▼今回は京都府の介護保険返
戻地域活性化事業の実施はなし
金
申込期限＝８月17日□
※こちらは商品券販売の案内ではあり
ません。商品券販売については広報
おおやまざき９月号にてお知らせし
ます
問・申込先＝大山崎町商工会
☎956-4600（平日９：00～17：00受付）

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

Fire Department

Fire Department

乙訓文化芸術祭『合唱フェア』
出演団体募集

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

□ 消防ひろば

□ 消防ひろば

インフォメーション

●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）

インフォメーション

町の人口と世帯数
2018年７月１日現在（前月比）

15,540人
（△７）
7,529人
（△２）
8,011人
（△５）
6,333世帯 （０）

このコーナーは21ページから始まります

このコーナーは21ページから始まります

乙訓ひきこもり出張相談会 チーム絆
引きこもり状態にある方の相談会。
今の生活を変えたい方を専門スタッフ
がサポートします。
木 13：30～15：30
とき＝８月16日□
ところ＝福祉センターなごみの郷２階
内容＝▼ミニ講座（体験発表、家族コ
ミュニケーションなど）▼個別相談▼
乙訓支援者交流ネットワークづくり
◎そのほか、常設相談窓口や出張相談
もありますので、詳しくはお問い合わ
せください。
問＝乙訓もも 朝倉、富家、早河
☎952-2800

不登校・ひきこもり・ニートの
子ども、若者とその親の学びの会
～きっかけを一緒に探しませんか～
木 13：00～15：00
とき＝８月16日□

がんに関わる相談を受けます。相談
無料。
木 13：00～15：30
とき＝８月２日□
ところ＝京都府乙訓保健所
相談員＝京都府がん総合相談支援セン
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
記申込先まで
問・申込先＝京都府がん総合相談支援
センター ☎0120-078-394
※京都府がん総合相談支援センターで
月 ～□
金 （祝
は電話および対面相談を□
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

募集

Wanted
大山崎町成人式（第２部）の
実行委員を募集します
第66回大山崎町成人式で企画・運営
をしていただける新成人の方を募集し
ます。成人式第１部の式典に対し、第
２部は新成人が主となり若者の感性を
生かした「集い」です。
祝
実施日＝平成31年１月14日■
ところ＝大山崎町体育館
対象＝平成10年４月２日～平成11年４
月１日生まれの方
定員＝若干名
申込方法＝電話またはメールで下記申
込先まで
金
申込期限＝８月31日□
問・申込先＝生涯学習課生涯学習・ス
ポーツ振興係（内236）
syogai@town.oyamazaki.lg.jp
2 0 1 8 . 8 広報おおやまざき
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Message

歳）

歳）

※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

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 13：
とき＝８月１日、15日 いずれも□
30～15：30
ところ＝福祉センターなごみの郷２階
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
る方とその家族
問＝乙訓もも 早河 ☎952-2800

出張がん個別相談会のお知らせ

□ 伝言板

あ や と

絢斗

（

総数
男
女
世帯数

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

テーマ＝▼相続・遺言▼公正証書▼契
約書▼示談書▼内容証明▼法人設立▼
建設業許可▼車庫証明など
木 13：30～16：30
とき＝８月16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）

Information

飯塚

わ か ば

若葉

ゆな

み

なな実

ご誕生おめでとう

【横林】

今村

小野

【鳥居前】 米谷

【鏡田】

【寺門】

英機

を （

73

ご冥福をお祈りします

【傍示木】 畠口

み

広報おおやまざき 2 0 1 8 . 8

【算用田】 調子

Message

ご寄付ありがとうございます

金４１，
１５０円

□ 伝言板

全京都建築労働組合乙訓支部

Information
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88

ひとのうごき

イベントや相談、脳トレミニ講座
（14：00～14：30）も毎回実施しています。
食事も毎回申込みできます（参加日の
３日前までに要申込）。詳細はお問い
合わせください。
■恒例 花火の切り絵
金 14：30～16：00
とき＝８月３日□
参加費＝200円 先着35人
■防災に備えて
金 14：30～16：00
とき＝８月17日□
■ビスケットで作るバナナチョコタルト
金 14：30～16：00
とき＝８月24日□
参加費＝200円 先着35人

木 ９：30～11：30
とき＝８月９日□
ところ＝役場１階相談室
相談員＝大山崎町社会福祉協議会
問＝福祉課社会福祉係（内154）
【大山崎町社会福祉協議会】
町で在宅の障がい者の方の自立と社会
参加の促進のため、必要な情報提供や相談
をはじめ、生活支援活動を行っています。
問＝大山崎町円明寺百々10-2 なごみ
の郷内 大山崎町社会福祉協議会
☎957-4100

行政書士による暮らしと
事業の行政相談会

□ インフォメーション

□ インフォメーション

講座＝①トンボ玉（バーナーワーク）

みんなでいこカフェ
８月のイベントのお知らせ

障がいのある方の生活相談
（身体・知的・精神）

Town Topics

Town Topics

工芸教室参加者募集

※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）
金 13：30～14：30
とき＝31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）
水 10：00～12：00（ マ タ ニ
と き ＝15日□
ティさんのみ対象）
、13：00～15：00
（マタニティさんと生後４ヶ月ぐらい
のお子さんを持つ親子対象）
持ち物＝▼針▼糸▼表布、裏布（タオ
ルでも OK）各１枚30cm 角▼マジック
テープ縫い付け用２cm 角１セット
○プチママさんのしゃべり場（予約不
要、見学 OK）

Consultation

□ まちの話題

□ まちの話題

水 14：00～15：30
とき＝８月29日□
ところ＝中央公民館別館３階大研修室
演目＝「部落差別解消法を受けて」
講師＝長岡京市北開田会館 人権教育
指導員 河村彰一 氏
問＝生涯学習課生涯学習・スポーツ振
興係（内234）

水 14：00～16：00
とき＝８月29日□
ところ＝なごみの郷２階
対象＝町内在住の70歳以上の方
内容＝▼スマートホンってなに？▼文
字の入力方法▼電話の掛け方・受け方
▼音声の入力方法
※講座で使用するスマートホンは貸し
出します（ＮＴＴドコモらくらくホン）
講師＝ＮＴＴドコモスタッフの方
水 から電話で下記
申込方法＝８月１日□
申込先まで
定員＝30人（先着順）
共催＝ことぶき会・大山崎町社会福祉
協議会
問・申込先＝大山崎町社会福祉協議会
【ことぶき会】

ゆめほっぺ８月の行事

相談

ところ＝役場２階第２会議室
参加費＝300円
問＝乙訓子ども若者支援ネットワーク
実行委員会 ☎080-2474-9553

Relax

Relax

平成30年度
大山崎町人権教育研修会

高齢者のためのスマホ教室（入門編）

好きな色のパステルを指先につけ
て、紙にくるくる描きます。
水 どちらか１回
とき＝９月19日、26日□
13：00～15：00
ところ＝長寿苑大広間
対象＝町内在住の60歳以上の方
講師＝山根 陽子さん（パステル和
アート公認インストラクター）
参加費＝300円（パステルをお持ちの
方は150円）
申込方法＝参加費を添えて、直接長寿
苑まで
水 ～22日□
水
申込期間＝８月１日□
問・申込先＝長寿苑

ところ・問・申込先＝洛和ヴィラ大山
崎 ☎958-3855

□ 図書室だより

□ 図書室だより

映画の鑑賞を通して心の豊かさを親
子で育てましょう。申込不要、入場無料。
土 ９：30～12：00
とき＝９月１日□
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
古殿昭治氏②映画「となりのトトロ」
持ち物＝上くつ・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）

「パステルアート教室」後期参加募集

金 10：00～11：30、24日□
金
と き ＝ ３ 日□
13：30～15：00
対象＝生後２カ月～１才未満のお子さ
んを持つ親子、一度も利用されたこと
のない方（１歳未満）
○保健師相談日
保健師と赤ちゃん体操など一緒にし
てみませんか（計測はありません）。
火 10：30～11：30
とき＝７日□
○ゆめほっぺで水遊び
金 ９：40受付、10：00
とき＝10日、17日□
～12：00水遊び開始
※雨天時は保健センターで通常のゆめ
ほっぺ
持ち物＝▼濡れてもよい服装▼タオル
▼飲み物▼着替え
※ おむつは水遊び用で。日焼け止め使用不可
○おそとでほっぺ
火 10：00～12：00
とき＝28日□
ところ＝野鳩公園（大山崎消防署横）
持ち物＝▼飲み物▼着替え
※ 午後からのゆめほっぺは休み
※当日９：00に小雨の場合は移動ほっ
ぺ＆ランチデー（10：00～14：00、中
央公民館）に変更（電話での問い合
わせにはお答えできません）
○中学生と体育館で遊ぼう！
詳しくは次号でお知らせします。
金
とき＝９月21日、10月26日□
ところ＝大山崎中学校体育館
問・ 申 込 ＝ ゆ め ほ っ ぺ ☎959-9050
火 ～□
金 （祝日除く）９：30～16：00）
（□
水 ９：30か
※８月行事の申込みは１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）

Survive

Survive

少年補導委員会「親子映画会」

町内で一人暮らしの70歳以上の方を
対象に、一人暮らしの方同士が様々な
行事を通じて知り合い、顔見知りを増
やすことで地域の中のひとりぼっちを
なくすことを目的に活動しています。

□ シリーズ防災

□ シリーズ防災

認知症の人や家族、地域の人が一本
のタスキをつないでいくイベントです。
走る、歩く、一人でもグループでもＯ
Ｋ。詳しくはお問い合わせください。
土
とき＝10月27日□
参加費＝大人1,500円、小中学生500円
（Ｔシャツ・イベント保険代込）
金
申込期限＝８月31日□
問・申込先＝大山崎町社会福祉協議会
堀田 ☎957-4100

②キャンドルホルダー（ステンドグラ
ス）③サンドブラスト
日 （③は平日も開催）
とき＝９月２日■
【午前の部】９：00～11：30
【午後の部】13：30～16：00
内容＝①ガラス棒でトンボ玉づくり
②ごみとして出てきたガラスびんを使用
③すりガラス状の模様を彫刻（透明で
表面に凹凸のないガラス製品３つほど
持参）
対象＝①②小学５年生以上③小学１年
生以上
※ 小学生は保護者同伴でお越しください
参加費＝①1,800円 ②800円 ③300円
※二市一町に在住・在勤・在学されて
いない方は参加費２割増
定員＝①各部４人②各部６人③各部５人
申込方法＝参加者ご本人またはその保
護者が事前に電話で下記申込先まで
問・申込先＝乙訓環境衛生組合政策推
進課 ☎957-6686（直通）（平日９：00
～17：00受付、当日受付可）

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

Fire Department

Fire Department

京都初縦断！
RUN 伴 2018参加者募集

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

□ 消防ひろば

□ 消防ひろば

●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）

Information

水銀式温度計等の回収を
行っています

献血のお知らせ

このコーナーは21ページから始まります

このコーナーは21ページから始まります

大山崎町公式ツイッター・
フェイスブック開設
このたび、大山崎町公式ツイッター
・フェイスブックを開設しました。町
の魅力を全国へ配信します。皆さんか

町内の方々がお持ちの資料から、ア
ジア太平洋戦争の様相を探り、平和の
尊さを考えます。
火 ～８月19日■
日
とき＝８月７日□
ところ＝大山崎町歴史資料館研修室
問＝大山崎町歴史資料館

夏祭り・盆おどり大会
（第39回）を開催します
一緒に大山崎音頭を踊りませんか。
花火も実施します。
金 17：30～20：30
とき＝８月17日□
ところ＝大山崎小学校グラウンド
主催＝夏祭り・盆おどり大会実行委員
会【構成】▼大山崎小学校 PTA ▼大山
崎 PTA 連絡協議会▼大山崎町商工会青
年部▼大山崎町高齢者生きがい対策事
業運営委員会（構成：大山崎町長寿会
連合会、大山崎町社会福祉協議会、大
山崎町）
問＝夏祭り・盆おどり大会実行委員会
事務局（健康課高齢介護係）（内137）

勉強会「認知症って？介護に
困ったらどうするの？」
認知症の基本から一緒に学びましょ
う。町の取り組みや「認知症かな」と
思う方への対応法を紹介。介護保険制
度も併せて説明します。
火 14：00～15：30
とき＝８月21日□
ところ＝福祉センターなごみの郷
金
申込期限＝８月17日□
定員＝30人
問・申込先＝大山崎町地域包括支援セ
ンター ☎952-6533
2 0 1 8 . 8 広報おおやまざき

20

Message

Message

夏場は血液が不足しがちになりま
す。ご協力をお願いします。
水 10：00～16：00
とき＝８月15日□
ところ＝大山崎町保健センター
※献血にご協力いただいた方には記念
品を進呈します
※会場では骨髄バンクドナー登録会も
同時実施
問＝健康課健康増進係（内134）

京都府と連携する平成30年度雨水貯
留施設設置助成金交付制度の募集。防
災や雨水の利活用へ関心を高めるた
め、雨水タンクの設置費用の一部を助
成します。雨水タンクは節水効果だけ
でなく、断水時の水洗トイレなどの生
活用水としての利用も可能。
対象＝容量100～500L の雨水貯留タン
クを新たに購入し設置される戸建て住
宅の方
※ 申請後に購入してください
助成額＝タンク購入費の３/ ４（上限
４万５千円）
木 （定員
申請期限＝平成31年２月28日□
あり）
問・申請先＝上下水道課下水道係（内
292）

小企画展
第20回 平和のいしずえ展

□ 伝言板

□ 伝言板

水銀を使用した温度計・体温計・血
圧計等は、破損・劣化すると内部の水
銀が気化し、人の健康に悪影響を及ぼ
すおそれがあります。不要な水銀式温
度計等は、液溜めの部分を布やラップ
にくるんだうえで、本体ごとケースや
瓶に密封し、町経済環境課窓口へお持
ちください。

雨水を有効利用しませんか？
雨水タンク設置費用助成

本町は、平成７年12月に「大山崎町
非核平和宣言」を制定しています。戦
争の悲惨さ、平和の尊さを訴えるため、
今年も平和のパネル展を行います。
月 ～８月15日□
水
とき＝８月６日□
ところ＝役場１階町民ロビー
内容＝「原爆と人間」
問＝政策総務課企画観光係（内314）

Information

Information

古紙回収事業は、子ども会や自治会
・町内会の方が主体で実施いただいて
います。スムーズな回収のため、以下
のことに注意してください。また、詳細
なルールは地域によって異なるため、
お住まいの地域で確認してください。
▼古紙類は種類ごとに分別してくださ
い▼紙製以外のもの（ビニール紐等）
は外してください▼ダンボールはテー
プ等を剥がし、潰してください▼鞄や
靴、ぬいぐるみ等は古布には含まれませ
ん。町の可燃ごみ収集に出してください
問＝経済環境課清掃環境係（内247）

早朝、分別かごが設置される前の資
源ごみステーションに、袋に入った混
合ごみが放置されている事例が散見さ
れます。資源ごみは分別かごが設置さ
れてから排出してください。
また、50cm 以上のごみは粗大ごみ
です。事前申込制・有料で収集します
ので、資源ごみステーションには排出
しないでください。
問＝経済環境課清掃環境係（内247）

毎年８月は「道路ふれあい月間」で
す。道路を広く、美しく、安全に利用
していただくように呼びかけています。
○道路上に自転車や荷物を放置する
と、通行人の迷惑になります。ま
た、違法駐車はスムーズな通行の妨
げになるだけでなく、交通事故や渋
滞の原因にもなります。
○ペットのフンやゴミのない道路は、
とても気持ちのいいものです。「捨
てない。汚さない」のルールを守
り、一人ひとりの思いやりで道路を
いつもきれいに使いましょう。
○道路上に大きくはみ出た樹木（生垣）
などは、視界不良や通行障害の原因に
なります。樹木は、通行の支障になら
ないように正しく管理してください。
問＝建設課管理係（内252）

平和のパネル展

□ インフォメーション

□ インフォメーション

古紙回収のご利用ルールについて

資源ごみはルールを守って
排出してください

きらきらの この道ずっと 守ろうよ
～８月は「道路ふれあい月間」～

Meeting

Town Topics

Town Topics
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送付した納税通知書により、金融機
関や京都府の納税窓口、コンビニエン
スストアで納期限までに納付してくだ
さい。
問＝京都府京都西府税事務所個人事業
税課 ☎326-3346

京都府内において、６月７日から６
月13日までの間で４件の交通死亡事故
が発生し、４名の尊い命が失われるな
ど極めて憂慮される事態となっていま
す。また、４名の内３名が65歳以上の
高齢者です。「車が止まってくれるだ
ろう」などの勝手な思い込みは危険で
す。周囲の安全を確認してからしっか
りと横断歩道で横断しましょう。ま
た、反射材を身に付けるなど、未然に
交通事故を防ぐようにしましょう。
問＝経済環境課清掃環境係（内247）

催し

□ まちの話題

□ まちの話題

21

個人事業税（第１期分）の
納期限は８月31日金です

交通死亡事故が多発しています

地震、大雨等の災害時に、それに便乗
した悪質商法が全国的に多数発生して
います。しつこく屋根の吹き替え工事
契約を迫られたり、屋根の無料点検後、
このままだと雨漏りすると言われ高額
な契約をさせられるなどがあります。ま
た、義援金詐欺の事例もあります。義援
金は確かな団体を通じて送りましょう。
悪質商法は災害発生地域だけが狙わ
れるとは限りません。災害に便乗した
悪質な商法にご注意を。
相談＝▼京都府消費生活安全センター
☎671-0004（くらしの相談窓口）▼消
費生活土日祝日電話相談 ☎257-9002
火 13：30
▼町消費生活相談 第１～第４□
～15：30受付：経済環境課農林商工係
（内244）

母子家庭の母親の健康管理の一助と
して、無料で半日の人間ドック（健
診）を実施します。
対象＝次のすべてを満たす方▼現に児
童扶養手当を受給している（平成30年
４月１日時点の受給者）▼京都府内
（京都市を除く）に居住する満30歳以
上65歳未満の方（平成30年４月１日現
在）▼昨年度に母子家庭人間ドックを
受診していない方
とき＝12月～平成31年３月（12月29日
～１月３日は除く）のうち平日の午前中
ところ＝京都第一赤十字病院健診セン
ター
申込方法＝申込書（役場１階７番窓口
で配布）に82円切手を貼った返信用封
筒を添えて、下記申込先まで。受診の
可否は返信用封筒で送付されます
金
申込締切＝平成30年８月31日□
定員＝200人
問・申込先＝▼〒617-0006 京都府向
日市上植野町馬立８ 京都府乙訓保健
所福祉室 ☎933-1154▼福祉課児童福
祉係（内184）

らの「いいね！」をお待ちしています。
問＝政策総務課企画観光係（内312）

Relax

Relax

介護保険施設へ入所・入院した時の
利用者負担額は、施設と利用者との契
約により決められますが、低所得の方
が施設サービスを利用する場合は、居
住費・食費が軽減されます。この制度
を利用するためには、窓口へ申請し、
交付された各認定証をサービス利用の
際に提示する必要があります。
【介護保険負担限度額認定証】
対象サービス＝介護保険施設へ入所
（短期入所も含む）・入院した場合の食
費および居住費
認定対象＝本人および世帯全員（別世
帯の配偶者を含む）が住民税非課税
で、預貯金・有価証券などの合計額が
1,000万円（配偶者がいる場合は2,000
万円）を超えない方
※認定された場合の負担上限額は、本
人の所得状況によって異なります
【社会福祉法人等利用者負担軽減確認証】
対象サービス＝都道府県に届出をして
いる社会福祉法人などの事業所や施設
で利用する介護保険サービスの利用者
負担（１割負担分）
、食費および居住費
認定対象＝本人および世帯全員が住民
税非課税で、次のいずれかに該当する

病院などで提示すると医療費を限度
額にとどめられる「限度額適用認定
証」を発行しています。ご希望の方は
申請を。
対象＝【老人福祉医療制度】65～69
歳、住民税非課税世帯【国民健康保
険】69歳以下は全員、70歳以上は住民
税非課税世帯または課税所得145万円
～690万円【後期高齢者医療保険】75
歳以上、住民税非課税世帯または課税
所得145万円～690万円
有効期間＝申請月の初日～平成31年７
月31日
申請方法＝▼保険証▼印鑑▼来庁者の
本人確認ができるもの▼（代理人が申
請する場合）委任状を持参のうえ下記
申請先まで
問・申請先＝健康課保険医療係（内
114）

災害に便乗した
悪質商法にご用心

平成30年度母子家庭人間ドック
を実施します

□ 図書室だより

□ 図書室だより

低所得の方が介護保険の施設
サービス等を利用する場合、
利用者負担を軽減できます

毎月の医療費が高額になる方は、
限度額適用認定証の申請を

お盆のお供え物を回収します。回収
場所にカラス除けネットを備え置きま
すので、回収物の散乱防止にご協力く
ださい。
金 正午まで
回収日時＝８月17日□
回収場所＝▼ツタヤ兄弟商会横▼大山
崎排水ポンプ場横▼鏡田東部お地蔵さ
ん横▼鏡田中央公園▼松田橋▼久保川
（金蔵）▼山寺大門脇角▼薬師前墓地
階段横▼葛原公園▼若宮前公園▼殿山
公園▼下植野集会所前▼下植野団地集
会所
問＝経済環境課清掃環境係（内247）

問＝経済環境課清掃環境係（内247）

Survive

Survive

任期満了に伴う大山崎町長選挙およ
び大山崎町議会議員一般選挙の期日が
次のとおり決まりました。
日
・期日＝10月21日■
火
・告示日＝10月16日□
【立候補予定者説明会】
立候補予定者に対する説明会を開催
します。
火 ▼大山崎町長選挙
とき＝９月４日□
10：00～▼大山崎町議会議員一般選挙
14：00～
ところ＝中央公民館別館３階大研修室
※出席人数は１候補予定者につき２名
以内でお願いします
問＝大山崎町選挙管理委員会（政策総
務課内）（内321）

お盆のお供え物を回収します

□ シリーズ防災

□ シリーズ防災

大山崎町長選挙および大山崎
町議会議員一般選挙の日程が
決まりました

方▼生活保護の受給者（個室の居住費
のみ対象）▼年収150万円以下、預貯
金など350万円以下（単身世帯の場合）
などの条件に該当する生計困難な方
※認定された場合の軽減率は、本人の
所得状況によって異なります
問・申請＝健康課高齢介護係（内139）

Fire Department

Fire Department

お知らせ

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

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）

大山崎スポーツ少年団
野球クラブ団員募集
体験随時受付中。BBQ、夏合宿などあ
り。詳しくはお問い合わせください。
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

はじめての方も大歓迎。本多和代プロ（ス
タンダード・ラテンA級）が指導をします。

土 14：00～16：30
とき＝９月８日□
ところ＝長岡京市立産業文化会館１階大
会議室
内容＝不登校体験者が当時を語るフォー
ラム、意見交換会
参加費＝一般500円、高校生300円、中
学生以下無料
主催・問＝乙訓不登校を考える親の会
「大地」 三浦 ☎080-6189-1761
otokunifutoukoudaichi@yahoo.co.jp

企業・事業所の広告欄です
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殿山サロン
気軽に立ち寄っておしゃべりしません
か。参加費無料、申込不要。
火 10：00～12：00
とき＝８月14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

http://www.nakagawa-iin.com
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Message

Message

大山崎社交ダンスサークル
会員募集

不登校フォーラム「不登校ってなんだ!?
体験者に教えてもらおう」～本人は何を
思っていた？家族や学校との関係は？～

広告

□ 伝言板

□ 伝言板

土
とき＝９月15日□

創業に必要な基礎知識やノウハウを５
日間で学べます。
とき＝９月15日、29日、10月６日、13
土 10：00～17：00
日、20日いずれも□
ところ＝長岡京市立産業文化会館３階会
議室
対象＝創業を考えている方、創業したば
かりの方
講師＝中小企業診断士 山本 知美氏
受講料＝５,000円
定員＝20人（先着順）
主催・問・申込先＝乙訓地域商工会広域
連携協議会（長岡京市商工会・向日市商
工会・大山崎町商工会）大山崎町商工会
☎956-4600

体験、見学随時受付中。入会者竹刀１
本プレゼント、道着防具無料貸出。
日 ９：00～12：00②毎週□
水
とき＝①毎週■
19：00～21：00
ところ＝①大山崎小学校体育館②大山崎
中学校体育館
対象年齢＝年長さんから大人一般
会費＝2,000／月（特典：兄弟割引二人
目半額、入会月無料、翌月半額）
問＝田中 ☎954-8114 Facebook「大
山崎剣道教室」

Information

Information

高見山バスハイク

創業塾

大山崎剣道教室団員募集

乙訓二市一町を対象とした福利厚生
サービス事業です。お得な特典が多数あ
りますので、ぜひご加入ください。
対象＝乙訓二市一町の事業主と従業員の
方、他地域の事業所の事業主と従業員の
方で乙訓二市一町在住の方（いずれも
パートタイマー可）
特典＝▼慶弔給付金▼永年勤続など祝金
▼各種イベント▼格安チケットなど
会費＝▼入会金400円／人▼月会費800
円／人
問・申込先＝一般財団法人 乙訓勤労者
福祉サービスセンター（ピロティおとく
に）☎957-3311

放送大学は自宅で BS 放送、インター
ネットを利用して大学卒業資格が取れ
る、国が認可した正規の通信制大学です。
※ BS 放送 テレビ231ch、ラジオ531ch で
無料放映中
金 【第
申込期間＝【第１回】～８月31日□
土 ～20日□
木
２回】９月１日□
問・申込先＝放送大学京都学習センター
☎371-3001
※放送大学ホームページで資料請求・出
願できます 資料請求フリーダイヤル
☎0120-864-600

□ インフォメーション

□ インフォメーション

広報おおやまざき 2 0 1 8 . 8

山の日にちなんで開催します。１日の
始まりは天王山から。参加費無料、雨天
中止。６回以上参加された方には皆勤賞
を差し上げます。
土 ～８月17日□
金 ８：00
とき＝８月11日□
集合
ところ＝山崎聖天桜の広場前公園
行程＝▼公園▼旗立松▼天王山山頂▼公
園（毎回コースを変えます）
問＝天王山をまもる会事務局・経済環境
課農林商工係（内241）

日 ９：15～12：00
とき＝８月５日■
ところ＝小泉川にかかる小倉橋（阪急バ
ス小倉橋停留所徒歩２分）
内容＝魚を網ですくい、前日仕掛けた網
を調べる
定員＝親子10組
参加費＝１人100円
持ち物＝▼魚とりの網▼小バケツ▼運動
靴▼帽子▼水筒
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 松方
otokuni.sizen@gmail.com

月々800円で始めるゆとりと安心
ピロティおとくにに加入しませんか

放送大学 平成30年度第２学期
（10月入学）の学生を募集

Town Topics

Town Topics
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天王山１週間登山

小泉川の魚観察

土 10：00～10：45
とき＝８月25日□
ところ＝広瀬宅（藤井畑32-8）
対象＝０～２歳の乳幼児とその保護者
参加費＝540円（絵本、ワーク代）
問・申込先＝広瀬（要予約）
☎080-8300-7588

ゲームをしながら大いに笑い、脳の活
性化を。参加費無料。
火 10：30～11：40
とき＝８月28日□
ところ＝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

□ まちの話題

□ まちの話題

天気が微妙なときは、西法寺公園に実
施の有無を掲示します。
土 17：30～21：30
とき＝８月25日□
ところ＝西法寺公園

日 （雨天決行、当日７：
とき＝９月２日■
00に気象警報発令時は中止）
行程＝▼円明寺が丘団地郵便局前８：50
▼ JA 大山崎支店前９：00▼海遊館10：00
～15：00▼乙訓帰着16：00
参加費＝大人2,000円（2,500円）
、小中学
生1,000円（1,500円）
、幼児（３歳以上）
500円（1,000円）カッコ内は会員外の額
※不参加時は半額の返金
金
申込期限＝８月17日□
問・申込先＝（会員）大山崎町三つ和
母子会 中島 ☎080-5321-7843（会員
外）京都府乙訓保健所福祉室 乙訓連合
三つ和母子会事務局 高野 ☎933-1154

日 ９：00～11：30
とき＝８月19日■
ところ＝長岡京市中央公民館２階講座室
内容＝木の実と小枝で森の時計づくり
定員＝子ども20人（ただし、一家族子
ども一人と保護者）
参加費＝200円
申込方法＝▼住所▼氏名▼学年▼電話番
号を記入のうえ、はがきで下記申込先まで
日
申込期限＝８月12日■
問・申込先＝乙訓の自然を守る会
〒617-0814長岡京市今里彦林16-14
黑田輝夫 ☎954-3216

子育てサークル
「petit pas（プティパ）
」

和来隊
「みんなの脳活性化ゲーム」

Relax

Relax

第44回円明寺が丘夏まつり

平成30年度いきいきふれあい事業

自然工作をしてみませんか

詳細はお問い合わせください。
○小学生バレーボール教室（全６回）
金 16：40～
とき＝９月～11月の第１・３□
17：50
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円の参加
も可）
○小学生＆一般ソフトバレーボール教室
（全６回）
金 16：40～
とき＝９月～11月の第２・４□
17：50
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
の参加も可）
、一般1,800円（１回ごと400円）
水 ～先着順
申込期間＝８月１日□
問・申込先＝長岡京市バレーボール協会
中村 ☎955-8183

火 18：00～21：00（講師の指
とき＝毎週□
導は19：30～）
ところ＝中央公民館別館３F
問・申込先＝北村 ☎956-5705

□ 図書室だより

□ 図書室だより

土
とき＝８月18日□
ところ＝離宮八幡宮
内容＝▼14：00～ワークショップ（竹
の輪アートづくり）▼16：00～えごま茶
屋（えごまタレたっぷり五平餅、えごま
ティー：200円）▼15：00～19：30灯りアー
ト展（
「灯り」をテーマにした野外展覧
会）▼ライブ（わたなべゆうさん他）
問＝大山崎えごまクラブ 津田
957-0336

夏休みの宿題や理科実験、竹細工など
を退職教職員や大山崎竹林ボランティア
が指導します。
日 ②８月19日■
日 いず
とき＝①８月５日■
れも９：00～11：45
ところ＝①中央公民館②円明寺が丘自治
会館
対象＝ひとり親家庭の小学生
参加費＝100円／回
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
☎080-5321-7843

バレーボール教室・
ソフトバレーボール教室

Survive

Survive

夏のえごまフェスタ with
灯りアート展

夏休み「子どもの居場所（勉強会）」

集合＝ JR 長岡京駅東口 ７：00
行先＝奈良県高見山（バスハイク・軽登山）
対象＝65歳以下の登山経験者
参加費＝バス代４,500円
土
申込期限＝９月８日□
申込先＝西山ハイキングクラブ 田村
☎090-2108-6099

□ シリーズ防災

□ シリーズ防災

「まちまるごと文化祭」をテーマに2008
年にスタートした「おもてなしウィーク」
。
今年も出展者さんを募集します。みなさ
んとご一緒に、心温まる「おもてなし」
で、来る方によろこんでいただける催し
となりますよう。
「食べる・得する・体
験する・鑑賞する・癒される」楽しい３
日間にいたしましょう。
祝 ～25日■
日 の３日間
とき＝11月23日■
ところ＝町内一円
出展料＝①出展場所を自分で用意：2,200
円②実行委員会用意の会場で出展：3,200
円
※キャンセルの場合返金はできません
※合同出展の場合も各々の出展者に出展
広告費が必要です
※２ヶ所以上申し込む方は場所ごとに申
し込みが必要です
申込方法＝①▼住所▼氏名▼電話番号を
電話またはメールで下記申込先へ②後
日、実行委員会がご自宅へ申込往復ハガ
キを送信③必要事項を記載のうえ、申込
往復ハガキを実行委員へ返信④申込往復
ハガキの受け取りと出展料振込の確認を
もって受付完了（締切に注意）
水 ～31日□
金
申込期間＝８月１日□
問・申込先＝おもてなしウィーク実行委
員会 ☎080-3118-9018（委員長 イバタ）
omotenashiweek@gmail.com（ ナ ガ
タ・オオバ）

内容＝▼オープニング▼ステージ▼夜店
▼盆踊り▼フィナーレ
※天候により変更の場合あり
主催＝夏まつり実行委員会
問＝足立 ☎090-1071-0346

Fire Department

Fire Department

「おもてなしウィーク2018」
出展者募集のご案内

□ 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
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８

月のカレンダー

9:00～12:00

町立小・中学校始業式

地域ケア会議（下植野）
下植野集会場
13:30～15:00

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

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

普通救命講習
大山崎消防署

○道路上にはみ出した樹木などは視界や通行の妨げ
になりますので、剪定してください
○道路や側溝の上に自転車や植木鉢など、通行の妨
げになるものを置かないでください
○道路や側溝にゴミを捨てたり、ペットのフンを放
置したりしないでください
―建設課―

平和のパネル展
役場１階ロビー
～8／15水

道路を気持ちよく使うために

問・申込＝

「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。

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
道路側溝の泥回収
町内一円 9:00～17:00
（9／3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
和来隊「みんなの脳活性化ゲーム」
円明寺が丘自治会館 10:30～11:40

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
認知症勉強会
なごみの郷 14:00～15:00

消費生活相談
役場１階相談室 13:30～15:30
殿山サロン
円明寺公園前民家 10:00～12:00

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
道路側溝の泥回収 町内一円 9:00～17:00
（8／6月までに建設課へ予約）
平和のいしずえ展
大山崎町歴史資料館 ～８／19日

火

乙訓もも出張相談
なごみの郷
13:30～15:30
カラオケを楽しむ会
長寿苑 13:00～15:00
入園説明会
京都がくえん幼稚園
14:00～

カラオケを楽しむ会
長寿苑 13:00～15:00

乙訓もも出張相談
なごみの郷
13:30～15:30
献血
保健センター
10：00～16：00

乙訓もも出張相談
なごみの郷
13:30～15:30

水

金

陽だまりいきいきサロン
洛和ヴィラ天王山
13:30～15:00

図書室休室

昭和浪漫かふぇ
長寿苑大広間
13:15～15:15

4
11
18
25
１
８
土

山の日

いきいき朝市
円明寺脇山広場 9:00～売切れ

いきいき朝市
円明寺脇山広場 9:00～売切れ

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
平成30年度入学願書交付
京都がくえん幼稚園 9:00～

町
府
民
税
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
介 護 保 険 料
国民年金保険料
上 下 水 道 料 金
上 下 水 道 料 金

第
２
期
分
第
3
期
分
第
2
期
分
第
3
期
分
7
月
分
第
２
期
分
初回振替残高不足の場合

（８月31日金まで）
（８月31日金まで）
（８月31日金まで）
（８月31日金まで）
（８月31日金まで）
（初回振替8月７日火）
（ 再度振替8月 2 1 日 火 ）

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

プール開放
各保育所 11:30～12:30

夏まつり（雨天決行）
京都がくえん幼稚園 16:00～18:00
いきいき朝市
円明寺脇山広場 9:00～売切れ

夏祭り・盆おどり大会
いきいき朝市
大山崎小グラウンド 17:30～20:30
円明寺脇山広場 9:00～売切れ
みんなでいこカフェ
普通救命講習
洛和ヴィラ大山崎 12:00～16:00
大山崎消防署 9:00～12:00
心配ごと相談
役場１階相談室 13:30～15:30
お盆のお供え物特別収集
町内13か所 午前中

プール開放
各保育所 11:30～12:30
子どもの自習室
（～８／15水）
中央公民館
10：00～16：00

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
プール開放
各保育所 11:30～12:30
健康相談（60歳以上）
長寿苑 10:00～12:00

英会話café in 大山崎⑥
プール開放
中央公民館 10：00～11：00
各保育所 11:30～12:30
14：00～15：00 みんなでいこカフェ
洛和ヴィラ大山崎
12：00～16:00

行政書士相談
役場２階第３会議室 13:30～16:30
ひきこもり専門出張相談
なごみの郷 13:30～15:30
不登校・引きこもり・ニートの子
ども・若者とその親の学びの会
役場２階第２会議室 13:00~15:00
健康相談（60歳以上）
長寿苑 13:00～14:45

障がいのある方の生活相談
役場１階相談室１ 9:30～11:30
英会話café in 大山崎⑤
中央公民館 10：00～11：00
14：00～15：00

陽だまりいきいきサロン
円明寺が丘自治会館
13:30～15:00

木

29 30 31 1 2 3
5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30 31
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月

町民リサイクル制度

日

今月の納付

