を全ヨーロッパで1時間進めます。その状態は10月27日まで続いて、

しい暑さのなかで競技しなくてもいいように、サマータイムを

そこで時計を1時間戻します(寝る時間が長くなります)。よく新聞や

検討しています。しかしそんな

ニュースでその情報が報道されますが、毎年その一件を忘れる人が

にすぐにサマータイムを徹底す

多いです。変える日は毎年日曜日なのですが、私が高校の頃、一度、

ることは技術的に難しいです。

月曜日の朝なのに先生の到着を一時間待っていたことがありました。

僕は、スイスに住んでいたと

サマータイムは、1970年代に、欧州連合で導入されました。

き、サマータイムについて特に

現在は電力の節約にならないことが分かり、逆にサマータイム
は健康に良くない可能性があるので、EUの方ではサマータイム

眠周期に波風が立つからです。

図 書 室
(公民館内)

3月28日木

☎957ー1421

【住所・電話番号に変更はありませんか？】

▲～目覚ましからランドマークまで
必ず調整しなければなりません～
※ ベルン都のツィットグロッゲ塔

図書室の貸出券をお持ちの方で、
住所や電話番号等に変更が生じた場
合は図書室までご連絡をお願いしま
す。また、町外に転出や死亡等の理
由で利用資格がなくなった場合も、
本の返却とあわせてご連絡をお願い
します。

児童書

とこい

『ゆかいな床井くん』

那須

正幹／著

床井君と隣同士の席になっ
た暦。先生がつけているネ
クタイの模様当てゲームや
給食の歌を思いつく床井君
に振り回されつつも、暦は
床井君の意外な一面に気付
く。卒業を前にした子ども
たちの心の成長を描く。

妻に先立たれた大造の日
課は、日が暮れてから独
居老人仲間の遠山・豊中
と三人で近所の公園に集
まり、タヌキに餌をやる
こと。いつものように集
ま っ た 春 の 夜、 豊 中 の
放った冗談がとんでもな
い事態を巻き起こす。

ポプラ社

『うみべの文庫』

堀米 薫／著 文研出版

『もふもふ動物』

今泉 忠明／監修 学研プラス

『国家と教養』

藤原 正彦／著 新潮社

『イラストで分かる日本の元号』

日本の元号研究会／編 池田書店

『おねえちゃんって、まいにちはらはら！』 『小学生のおかたづけ育』
いとう みく／作 岩崎書店

さくら せかい／作 ブロンズ新社

広報おおやまざき 2 0 1 9 . 3

『ばけばけ』

戸森 しるこ／著
講談社

『うかいのうがい』

15

一般書

Emi／著 大和書房

『つくもがみ笑います』
はたけなか

畠中 恵／著 KADOKAWA

2 0 1 9 . 3 広報おおやまざき

14

Message

について反論しています。しかし欧州の市場は幅広い地域で行わ

夜もすぐ暗くなるので個人の睡

日

毎週月曜日

【新着図書紹介】

□ 伝言板

夏は、朝4時に明るくなり始め、

室

平日 10：00〜17：00
祝  10：00〜16：30
土日■

Information

一方、日本の政府は2020年の東京オリンピックで、選手が厳

ちょっとだけ欲しいです。いつも

図 書 室
開室時間

□ インフォメーション

ことに寝る時間が少し短くなります。サマータイムと言って、時間

由で(スイスを囲むEUの国が全部違う時間になると、とても混乱

300kg超

5,500円（300円までの
分）＋300kgを超える
部分が10kgに達するま
でごとに250円

Town Topics

れていますし、西から東まで連合中でも様々な意見があります。

します)スイスでも1981年にサマータイムを徹底しました。

1,500円（100kgまでの
分）＋100kgを超える
分が10kgに達するまで
ごとに200円

中央公民館図書室だより

休

スイスでは、3月31日になると朝2時が急に3時に変わって、残念な

意見を持っていませんでした。

100kg超～
300kg以下

□ まちの話題

春なのにサマータイム

し かし 実 を 言うと、日本 で は

1,500円（一律）

Relax

どうも、CIR
（国際交流員）
として町で働いているアドリアン・フリースです。
皆さんにもっとスイスのことを知ってもらえるよう、日本とスイスの似ているとこ
ろや違いなどを紹介していきます。どうぞ、よろしくお願いします。

イスの国民は、投票で反対しましたが、スイス政府は経済的な理

100kg以下

Relax

Adrian のスイス通信

その導入の目的は、照明、つまりは電力を節約することです。ス

平成31年4月1日から

□ 図書室だより

かがでしょうか。

▲色によって顔の印象もがらりと変わ
ります。目で見てよくわかる講座で
した。

改定後

Survive

Grüezi !

るだけでなく、フェイスラインが
すっきりしたり、シミや皺が目立
たなくなったりする効 果 がある
こともわ かります。み なさん も
機会があれば、ご自分の洋服や
メークの色を見直してみてはい

10

□ シリーズ防災

グリュエッツィ

100色以上の「カラードレープ」( 布 ) を次々に当てて、顔うつりの良
し悪しを見ていきます。
「肌」
「瞳」
「髪の毛」の色が基準になります。
同じピンクでも、明度、彩度ともに高い黄色がかったものが似合
う人は「スプリング」
。同じ黄みがかっていても深みがある落ち着い
た色合いが似合う人は「オータム」
。青みがかったエレガントな雰囲
気が似合うなら「サマー」
。原色系のすっきり、シャープな色合いが
似合うのは「ウインター」
。実際にそれぞれに色を当ててみると、ど
の色が似合うか一目瞭然、同じピンクなのに似合う、似合わないが
はっきりわかります。それはほかの色でも同様で、
「私は赤は似合わ
ない」と思っていても、似合う赤もちゃんとあるということです。
似 合う色 をまとうことで、肌
の透明感が増し血 色がよく見え

1,400円／100kg

Fire Department

とからスタートします。講座では、ひとりひとり、先生が用意された

優子 さん

◯ 事業系廃棄物の適切な処理をお願いします
家庭から出るごみと区別して、事務所
やお店などの事業活動に伴って生じた廃
棄物を「事業系廃棄物」といいます。事
業系廃棄物は、ごみの内容によって「事
業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区
別され、それぞれ適切に処理する必要が
あります。
なお、事業系廃棄物は、町が収集する
家 庭 ご み に 出 す こ と は で き ま せ ん。 収
集・運搬については左記までお問い合わ
せください。
問＝経済環境課清掃環境係
☎９５６ ２
-１０１（内２４６・２４７）

りたい」
「これまで無頓着だったけど、この機会に自分らしい服装や
メークを改めて学びたい」など、それぞれの想いと意欲を持って来
られていました。
パーソナルカラーではまず、
「黄みがかった色」が似合う「スプリ
ング」
「オータム」
、
「青みがかった色」が似 合う「サマー」
「ウイン
ター」の4つの基本タイプのうち自分がどれに当てはまるかを知るこ

永田

平成31年3月31日まで

➡

「似合う色」が見つかるパーソナルカラー講座

31

改定前

□ 消防ひろば

45

「広報まちづくりサポーター」が町内で話題のイベントや注目の人、
自身の体験などをリポートします。

「パーソナルカラー」という言葉をご存じでしょうか。これは、自分
に「似合う色」のこと。お店で気に入った洋服を試着してみると予想
外に顔うつりが悪かったり、新色のリップを買ったものの、どうもしっ
くりこなかったりといった経験は誰しも持っているもの。
「好きな色」
が「似合う色」とは限らないようです。でも、自分で似合う色を見つ
けるのは案外難しい…。そんな悩みを解決する手助けとなってくれる
のが「パーソナルカラー」です。
1月末、町中央公民館主催の「パーソナルカラー講座」が開催され
るということで、取材に行ってきました。教えて下さるのは、パーソ
ナルカラリストの宇野菜央子さん。奈良を拠点に活動されているカ
ラーの専門家です。参加されていたのは、20代から60代の女性のみ
なさん。
「服を買うのが大好きなので、せっかくだから似合う色が知

直接ごみを持ち込む場合…
（1回一台あたり）

町内事業者の皆様へ

広報まちづくりサポーターです

町民目線で
まちの話題を
キャッチ！

平成 年４月１日から
乙訓環境衛生組合のごみ処理手数料が変わります

問＝政策総務課企画観光係
☎956-2101（内312）

※搬入
 車両１台ごとに計算を行います。
※一般
 廃棄物収集運搬業者がごみを持ち込
む場合は、１００㎏ 以下なら１，５００
円（一律）
、１００超なら、１，５００円
に１００㎏ を超える部分が ㎏ に達する
までごとに１５０円を加えた額になりま
す（ただし、多量排出事業者分は右の表
が適用されます。
）
※家庭から出るごみを直接持ち込む場合
も、右の表が適 用 されます。なお、週
２回の燃えるごみの収集料金は変わり
ません（ ℓのごみ袋２袋までは無料）
。

こんにちは！

Fire Department

政策総務課危機管理係 ☎956-2101（内332）

シェイクアウト訓練とは？
アメリカで2008年に始まった
地震防災訓練です。参加者が同
じ時間に、家庭・学校・職場な
どその時にいる場所で、一斉に
身を守る行動をとる訓練です。
一回、３月11日に近い平日に、
京都市、向日市、長岡京市と合

ヒートショック

m

10

17

Message

Message
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□ 伝言板

16

Information

30

□ インフォメーション

□ 伝言板

「ヒートショック」という言葉を耳にしたことはあ
りますか。急激な温度変化により身体が受ける影響の
ことで、血圧が乱高下したり、脈拍が変動したりします。
冬期の入浴は注意が必要です。暖かい場所から急に
寒いお風呂場へ行き、お湯につかるなどすることで、
血圧の急激な変動を引き起こしてしまいます。短時間
で急激な血圧の変化が起こると血管に大きな負担をか
けることとなり、結果として、脳卒中や心筋梗塞を引
き起こし、最悪の場合は死に至ります。
ヒートショックを防ぐために重要なことは、屋内で
寒暖差を少なくすることです。お風呂に入る前には脱
衣所を暖かくしたり、お風呂のお湯は41℃くらいに
して、あまり長く入浴しないなどの対処が有効とされ
ています。また、入浴前後にはしっかりと水分補給し、
入浴前のアルコールの摂取は控えるようにしてください。
少しの努力でヒートショックは回避することができ
ます。まだ寒さの残る季節ですので、十分気をつけて
ください。

普通救命講習

Information

広報おおやまざき 2 0 1 9 . 3

20

心 肺 蘇 生 法（ 人 工 呼 吸、 胸 骨 圧
迫）とＡＥＤの取扱い、止血法、そ
の他応急手当などの講習です。受講
無料。
とき＝３月 日日午前９時～正午
ところ＝ 大山崎消防署２階訓練体育室
定員＝ 人（先着順）
申込方法＝消防署にある受講申込書
を記入のうえ、申込先まで。受講経
験のある方も申し込みできます
申込期間＝３月２日土～ 日土
問・ 申 込 先 ＝ 大 山 崎 消 防 署 救 急 係 
☎ ９５６―０１１９、消防本部救急課
☎ ９５３―６０３９（平日昼間のみ受付）

□ インフォメーション

17

現場からのメッセージを
紹介します。

Town Topics

Town Topics

【訓練内容】
①午前９時30分：シェイクアウト訓練開始
訓 練の開始の合図として、
「同報系防災行政無線（屋外スピー
カー・公共施設館内放送）」の放送と「大山崎町防災・防犯情報
メール」を配信しますので、それぞれの場所で、地震の揺れから
身を守る３つの安全行動（１：姿勢を低く保つ、２：頭を守る、
提供 効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議
３：動かない）を約１分間実施してください。
あわせて、建物とその周囲の点検や家具類の転倒、落下防止対策を確認いただくと効果的です。
②午前９時30分から数分後：メールの受信確認
訓練開始の数分後に、避難勧告（訓練）を「大山崎町防災・防犯情報メール」と「緊
急速報メール（エリアメール）」で送信しますので、受信を確認してください。
【
「緊急速報メール（エリアメール）」の注意点】
・マナーモードに設定していても音が鳴ることがあります。
・シェイクアウト訓練への参加・不参加に関わらず緊急速報メールは受信します。
・京都市、向日市、長岡京市も同時に実施するため、複数回受信する場合があります。

old

14

シリーズ
火災・救急
【参加登録をお願いします】
シェイクアウト訓練は自発的な参加を大切にしています。事前登録を行い、訓練参加の意思を示していただ
くことが、効果的な防災啓発につながります。また、参加者数や参加団体を把握するためにも、参加登録を
行ってください。昨年度は大山崎町内で3,000人以上の方に参加（登録）いただきました。

住宅用火災警報器は
10年たったらとりカエ ル

□ まちの話題

□ まちの話題

同で実施しています。

New

Relax

Relax

町では、平成28年度から年に

10

□ 図書室だより

□ 図書室だより

とき＝３月11日 🈷🈷 🈷🈷🈷🈷🈷
ところ＝各家庭や学校、職場など町内全域
訓練想定＝大山崎町に最大震度７の地震が発生
※震度７の地震・・・揺れに翻弄され、自分の意志で行動がで
きない強度
対象＝大山崎町民、事業所（企業、学校、保育所、幼稚園、福祉
施設、病院など）、通勤・通学者など
参加方法＝▼参加団体名（または個人名）▼人数▼ホームページ
等に参加団体名等を掲載することの可否を記入の上、ファック
スで政策総務課危機管理係（FAX957－1101）へ。電話（上
記連絡先）でも申込可。

31

Survive

Survive

シェイクアウト訓練実施日

31

□ シリーズ防災

□ シリーズ防災

巨大地震による未曾有の大津波により、多くの方が犠牲となられた東日本大震災から３月11日で８年が経過し
ます。
町では、震災の教訓を忘れることなく、地震から身を守る行動を身につけるとともに、地域・学校・職場など
での安全対策を再確認するため、下記のとおり「大山崎町防災一斉行動訓練（シェイクアウト訓練）」を実施し
ます。
昨年は大山崎町でも震度５強を記録した大阪府北部地震が発生し、町内でも多くの家屋が被害を受けました。
さらに、今後30年以内に南海トラフ巨大地震が発生する確率は70～80％とされているとおり、地震は決して他人
事ではありません。
“いざという時” に「まず低く、頭を守り、動かない」という身を守る安全行動を慌てず、迅速に行えるよう、
訓練にぜひご参加ください。

957-0999

Fire Department

Vol.67

消防ひろば

大山崎消防署 ☎956-0119

消火器の操作は、３つの操作でかん
消防職員が直接伺い、身分を証明す
平成 年
たんに使用することができます。
るものを提示しますので、ご協力を
春季火災予防運動実施中
【消火器活用のために！】
お願いします。
平成 年３月１日金～３月７日木
● 炎ではなく、火の根元の燃えている
とき＝３月１日金～ 日木
「 忘 れ て な い？ サ
物をほうきで掃くように消火する。
 イフにスマホに  対 象 ＝ 無 作 為 抽 出 に よ る 管 内 約
火の確認」
●天井まで火が燃え移ったら、避難
４００世帯
住宅用火災警報器は 年で取替えま
の目安です。
※消防
 職員による住宅用火災警報器
しょう
●一般的な消火器の噴射時間は ～
や消火器の販売はしません。消防

【電池切れは大丈夫？】
秒、距離は３～５ です。
職員を装った訪問販売にご注意く
住宅用火災警報器
● 屋内では出口に背を向け退路を確保
ださい。
は、 古 く な る と 電 子 部
して消火する。また、屋外では火に
問＝乙訓消防組合消防本部予防課

品の寿命や電池切れな
近づきすぎず風上から消火する。
☎ ９ ５ ３ ―６ ０ ４ ２ 大 山 崎 消 防 署


どで火災を感知しないことがありま
万が一火が出てしまった場合、消
☎９５６ ―０１１９
す。
「 ピ ッ」 と 短 い 音 が 一 定 の 間 隔
火器を使用した初期消火が大変有効
で鳴るときは電池切れの注意音で
です。すばやく・完全に・きちんと
火事の「お・し・て・１１９」
す。速やかに取り替えましょう。ま
消火ができるようにしましょう。
た、定期的に作動確認しましょう。
火事を発見したとき、あなたならど
【設置は義務です！】
うしますか？乙訓消防では、
「お・し・
住宅用火災警報器の設
て・１１９」という標語を推奨し、火
置は、条例により義務化
災初期の行動を啓発しています。
されています。設置され
「お」大きな声で火事だと叫ぶ
ていない方、一部しか設
「し」消火器を使う
置していない方は速やか
「て」天井 ま で 火 が 大 き く な っ た ら
に設置してください。
逃げる
設置場所：階段 寝
「１１９」 １１９番通報する
室 
台所
今 回 は「 し 」 の
【住宅用火災警報器の設
消火器について紹
置状況を調査します】
介します。
乙訓消防組合では、管
【操作はかんたん】
内（向日市、長岡京市、
（１） 黄色の安全栓
大山崎町）の一般住宅
を上方へ引き抜く。
（共同住宅を含む）を対
（ ２） ホ ー ス を は
象に、国からの通知に基
ずし火元に向ける。
づく住宅用火災警報器の
（ ３） レ バ ー を 強
設置調査を実施します。
く握って消火する。

Fire Department

平成30年度シェイクアウト訓練を実施します

□ 消防ひろば

□ 消防ひろば

シリーズ防災

Survive
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まちの話題

９

大人の教養講座「ジャグリング教室」を開催しました

プロの手ほどきで、かっこよくジャグリング！

Town Topics

Town Topics
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この日、町内各保育所で節分の豆まきが行われました。大山
崎保育所には、天王山から降りてきた赤、青、白の鬼が登場。
園児たちは泣き叫びながら逃げ惑いましたが、先生が鬼に連れ
て行かれそうなところを必死に止めたり、勇気を出して豆を投
げたりして、鬼を退治することに成功しました。
鬼が退散したあとは、幸せを授ける「お福さん」から、鬼が
嫌いなイワシの小魚をもらい、園児たちは「みんなでお昼に食
べよう！」と、先ほどとは打って変わって満面の笑みで喜んで
いました。
今年一年も、たくさんの福と笑顔が溢れる年になるといいで
すね。

Message

Message
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鬼退治で福を呼び込もう

□ 伝言板

□ 伝言板

中央公民館で、大山崎町商工会女性部が主催する「ハートま
つりワークショップ」が開かれました。小学生や幼児とその保
護者およそ50人が参加し、京都造形芸術大学の学生たち指導の
もと、染色を体験しました。
白い布が色とりどりに染められ、他の誰とも違う、自分だけ
の布ができたことで参加者は大満足の様子でした。
染められた布は、４月７日に離宮八幡宮で開催される「ハー
トまつり」でハートのオブジェとなって登場する予定です。

保育所で節分の豆まきが行われました

Information

Information

わたし色に染めた布

１

□ インフォメーション

□ インフォメーション

16

ハートまつりワークショップが開かれました

いざというとき、安心できる「福祉避難所」開設を

大規模災害時に高齢者や特別な配慮を要する災害時要配慮者を優先的に避難させる「福祉避難所」の開設・運営訓練
を、京都府乙訓保健所、町社会福祉協議会、町が主催し、乙訓地域で初めて実施しました。
最大震度７の地震が起き、長寿苑に福祉避難所を開設したという想定で、高齢者や車いすの方などを受け入れたとき
の対応を確認しました。また、避難者は簡易ベッドに寝たり、個室で過ごしたりして、その感触を確かめました。
その結果、
「熱が出ている避難者はどうする？」
「どの程度の介護度の方を受け入れられるか？」など、多くの課題が
浮き彫りになりました。多種多様なケースに柔軟に対応できるよう、この訓練を活かしていざという時に備えます。

２
２

30

乙訓地域福祉避難所開設・運営訓練を実施しました

□ まちの話題

□ まちの話題

NPO 法人「京おとくに・街おこしネットワーク」が各小学校に陽光桜を寄付さ
れ、学校の敷地内で６年生の児童たちとともに植樹を行いました。
平和を願う教師が開発した「陽光桜」は、鮮やかなピンクの花を咲かせる、気候
の変化にも強い品種です。児童たちは、陽光桜３本に土をかぶせ、
「平成30年度卒業
生植樹」の札を掲げました。植樹の体験は
初めてという第二大山崎小学校の児童は、
「今回、学校に桜を植えられたことを誇り
に思います。
」と笑顔を見せました。
桜が美しく咲き、いつまでも学校を見守
る存在であり続けることを願い、児童たち
は卒業まで心を込めて水やりなど世話を続
けています。

１

Relax

Relax

強い桜、
「陽光桜」開花がたのしみ！

長寿苑で新春かるた大会が開かれ、約30人が小倉百人一首を
楽しみました。
下の句を読み上げられてからじっくり札を探す人もいれば、
上の句のはじめの方で「はい！」と勢いよく手を伸ばす人も。
終始なごやかな雰囲気で大会は進みました。
百人一首のあとは、昨年12月に長寿苑でついたもちの入った
ぜんざいが振るまわれ、参加者は「毎年これが楽しみだよ。
」
と笑顔で食べて体を温めました。

□ 図書室だより

□ 図書室だより

15

小学校に陽光桜を植樹しました

大きな声で「はい！とった！」

Survive

Survive

２

29

長寿苑で新春かるた大会が開かれました

□ シリーズ防災

□ シリーズ防災

皆さんは、本気でお手玉をしたことがありますか？この日、
中央公民館でプロのジャグラー「シンクロニシティ」を講師に
迎え、大人の教養講座「ジャグリング教室」を開催しました
お手玉や中国のこま「ディアボロ」
、シガーボックスに挑戦
した参加者は、
「意外と難し
い！」と言いながらも夢中
になって取り組み、２時間
後にはしっかりこまを回し
たり、いくつものお手玉を
宙に放り投げてはキャッチ
したりしていました。

１

Fire Department

Fire Department

２

□ 消防ひろば

□ 消防ひろば

まちの話題

2 0 1 9 . 3 広報おおやまざき
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インフォメーション

このコーナーは25ページから始まります

「大山崎町明るい選挙推進協議
会」では、平成31年度から２年間、
ボランティアで活動いただける方を
公募します。
○明るい選挙推進協議会とは
各種公職の選挙が明るく正しく行
われるよう、政治意識の向上を呼び

町体育館臨時休館のお知らせ
火 は床面清掃のため、臨
３月26日□
時休館します。ご迷惑をおかけしま
すが、あらかじめご了承ください。

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）
設立12周年記念イベント
詳細は各学校に配布するほか、町
役場、中央公民館、町体育館に配置
するチラシをご覧ください。
土 13：00～
とき＝３月23日□
ところ＝大山崎町体育館
主催・問＝【平日】総合型地域ス
ポーツクラブ事務局 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 9 . 3 広報おおやまざき
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Message

Message

大山崎町社会教育委員は、社会教
育を推進するにあたり、当面の課題
や施策について広い視野から調査研
究し、教育委員会に提言や意見を述
べていただく機関です。
募集人員＝１人（会議は９人程度の
委員構成です）
任期＝委嘱の日～平成33年３月31日

明るい選挙推進協議会委員を
募集します

Sports

□ 伝言板

□ 伝言板

このコーナーは25ページから始まります

町社会教育委員を募集します

スポーツ

Information

Information

広報おおやまざき 2 0 1 9 . 3

内容＝受付業務など
対象＝パソコンが使える方、土日祝
を含む週２～３日出勤が可能な方
勤務時間＝９：00～17：00
賃金＝時給890円
申込方法＝市販の履歴書に必要事項
を記入し、写真貼付のうえ、下記の
申込先まで持参または郵送
※ 応募書類は返却いたしません
※月・祝祭日の翌日は休館日です

常時または特に支援を要する児童
への保育に４月ごろから週３～５日
程度当たっていただける方を募集
中（欠員状況によって日数に変動あ
り）。詳細はお問合せください。
内容＝小学１年生～４年生の保育
（５・６年生は支援を要する児童のみ）
条件＝中学校卒業以上で子どもの保
育に熱心な方（高校生は不可）
月 ～□
金 13：00～18：00 □
土
勤務時間＝□
８：30～18：00
※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」

種目＝①予備自衛官補（一般、技
能）②幹部候補生（一般大卒、一般
院卒者、歯科・薬剤科）③一般曹候
補生（第１回）④自衛官候補生
金 まで（採用
受付期間＝①４月12日□
予定数に達しない場合は第２回の募
金 ～５月１日□
水
集あり）②３月１日□
金 ～５月15日□
水 ④年間を
③３月１日□
通じて募集しています
試験日程や応募資格など詳しくは下
記へお問い合わせください。
問・受付＝▼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

□ インフォメーション

□ インフォメーション
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歴史資料館の臨時職員を募集します

放課後児童クラブ（学童保育）
臨時指導員を募集します

2019年度自衛官募集案内

Town Topics

Town Topics

月 10：30～15：30
とき＝３月18日□
ところ＝向日市福祉会館
内容＝①個別相談②ロービジョン相

対象＝子ども・子育てに関する知識・
経験を有する方（保育士資格、幼稚
園教諭免許等を有する方が望ましい）
雇用期間＝６ヶ月（更新する場合あ
り）※ ただし、最長３年間
勤務時間＝火曜日から金曜日のうち１
～２日程度で９：00～17：00の時間帯
賃金＝時給890円
※ 町の規定により通勤手当の支給あり
申込方法＝市販の履歴書に必要事項
を記入し、写真貼付のうえ、下記の
申込先まで持参
※ 応募書類は返却いたしません
金 ～３月13日□
水
申込期間＝３月１日□
８：30～12：00、13：00～17：00（土曜
日、日曜日・祝日は除く）
問・申込先＝政策総務課総務係（内312）

町民の町政へのより一層の参画と
協働を推進するため、大山崎町個人
情報保護運営審議会の選任について
公募を行います。
職務＝個人情報の取扱いおよび個人
情報保護制度の運営等の調査審議
委員任期＝2019年５月１日 ?2021年
４月30日（２年間）
募集人数＝１人
金 必着
公募期限＝３月15日□
申込資格＝以下の全てを満たす方
（１）平成31年１月１日現在20満歳
以上の方
（２）町内に１年以上住所または勤
務先を有する方
（３）町の他の審議会等の委員を３
つ以上兼務されていない方
（４）町議会議員または町職員でな
い方
申込方法＝ハガキに▼住所▼氏名▼
年齢▼在住（在勤）年数▼連絡先▼
個人情報保護運営審議会委員申込の
旨を記載のうえ、下記申込先まで
※ 募集人数を上回った場合は抽選
問・申込方法＝〒618-8501（住所不
要）大山崎町役場政策総務課企画観
光係（内313）

□ まちの話題

□ まちの話題

視覚相談会

子育て支援センター指導員
（臨時職員）を募集します

大山崎町個人情報保護運営審
議会委員を募集します

かける啓発活動等を行うボランティ
アの団体です。
○活動内容
・選挙時啓発
選挙が執行される都度、投票の棄
権防止を呼びかけるため、啓発物資
を配布して選挙啓発などを行います。
・その他の活動
総会（年１回程度）、府・乙訓地
域の研修への参加など。
応募資格＝次の全てを満たす方
（１）選挙に関心をもち、明るい選
挙の実現について考え、公平・中立
に活動することができる方（２）平
成31年４月１日時点で満18歳以上の
町内在住の方
任期＝４月１日から２年間
応募方法＝▼「明推協委員申込」▼
住所▼氏名▼年齢▼電話番号を明記
のうえ、ハガキ、FAX またはメール
で下記応募先まで
金
応募機嫌＝３月22日□
問・ 応 募 先 ＝ 〒618-8501（ 住 所 不
要）大山崎町選挙管理委員会事務局
（政策総務課内）
senkyo@town.oyamazaki.lg.jp

Relax

Relax

がんに関わる相談。相談無料。
木 13：00～15：30
とき＝３月７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
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

募集＝３人程度
対象＝18歳以上の方（高校生不可）
内容＝投開票事務
勤務日／賃金＝①期日前投票事務：
土 ～４月６日□
土 ８：30～
３月30日□
17：00または、17：00～20：30（４/ ６
のみ17：00～21：00）／時給890円②
日 ６：30～23：
投開票事務：４月７日■
00（休憩あり）／日給20,000円
※①のみの従事は可（②のみの従
事は不可）
応募方法＝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
込先まで持参。書類確認後面接、勤
務可能日の確認を行います
木 ９：00～17：15
応募日＝3月14日□
（12：00～13：00のぞく）
問・申込先＝大山崎町選挙管理委員
会（31番窓口）（内322）

要件＝次の全てを満たす方▼満20歳
以上（平成31年４月１日現在）▼本
町区域内に１年以上住所を有する▼
社会教育に関心がある▼年４回程度
の会議及び各研修会に出席できる
（主に平日の昼間）▼本町の他の審
議会等の委員でない▼本町議会議員
または本町職員でない
応募方法＝▼応募申込書▼小論文（800
字程度、様式は自由）テーマ「生涯
学習について」を下記申込先へ持参
※応募要綱・申込書は、生涯学習
課に備え付けています
※ 書類は返却しません
月 ～３月８日□
金
応募期間＝３月４日□
選考＝提出された書類を審査し、結
果は郵送で本人に通知
問・応募先＝生涯学習課生涯学習・
スポーツ振興係（内234）

□ 図書室だより

□ 図書室だより

出張がん個別相談会の
お知らせ

募集

京都府議会議員選挙事務アル
バイトを募集します

（大山崎小学校内）・「でっかいクラ
ブ」（第二大山崎小学校内）
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

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。
とき＝①３月６日②３月20日 いず
水 13：30～15：30
れも□
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
える方とその家族
問＝乙訓もも 早河 ☎952-2800

のでご注意ください
日 当日消印有効
申込締切＝３月17日■
申込先＝大山崎町歴史資料館
☎952-6288 〒618-0071 京都府乙
訓郡大山崎町字大山崎小字竜光３番地

□ シリーズ防災

□ シリーズ防災

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

談③こどもの相談④福祉機器等の展
示、体験（①、③は要予約）
対象＝中途失明された方や視力・視
野が悪化され、身体障害者手帳を取
得された方
申込方法＝▼氏名▼住所▼連絡先▼
相談内容を下記申込先まで電話して
ください
金
申込期限＝３月８日□
主催＝京都府家庭支援総合センター
問・申込先＝京都府家庭支援総合セ
ンター障害グループ ☎956-2101、
福祉課社会福祉係（内156）

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

Fire Department

Fire Department

地域で活動する精神障がい者の
方々の生活支援活動を行っていま
す。
▼日常生活支援▼余暇活動支援▼社
会活動支援▼地域交流・地域社会づ
くり▼各種相談等
問＝長岡京市調子２丁目５-17 長
岡記念財団 指定相談支援事業所・
地域活動支援センター アンサンブ
ル ☎956-2543

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）

長寿苑健康講座 春の歩こう会

このコーナーは25ページから始まります

このコーナーは25ページから始まります

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
水 13：30～16：30
とき＝３月20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）

土
とき＝４月20日□
集合＝大山崎ふるさとセンター１階
ロビー ９：30（所要時間約５時間）
コース（約５km）＝大山崎ふるさ
とセンター～大山崎町歴史資料館～
障がいのある方の生活相談
離宮八幡宮～宝積寺～小倉神社～天
（身体・知的・精神）
王山中腹の筍藪（筍掘り体験）～阪
急西山天王山駅
友人関係や生活リズムなど、どん
定員＝20人（申込多数の場合は抽選） なことでもご相談ください。
水 13：30～15：30
参加費＝1,200円
とき＝３月20日□
持ち物＝弁当、水筒
ところ＝役場１階第１会議室
金
日
申込期間＝３月15日□～３月31日■
相談員＝「アンサンブル」職員
問＝福祉課社会福祉係（内154）
当日消印有効
申込方法＝往復ハガキに次のとおり 【アンサンブル】
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Message

最近は、様々な名称で高齢者の入
所施設ができています。近隣にある
高齢者の入所施設の説明会と大山崎
町内の高齢者施設の見学会を実施し
ます。
火 13：30～15：00
とき＝３月５日□

さくらマルシェやさくらであいク
ルーズなどイベントが盛りだくさん。
土 ～４月７日■
日 ９：
とき＝３月30日□
00～17：00
ところ＝淀川河川公園背割堤地区
※阪急西山天王山駅より会場まで
シャトルバスを運行しています。詳
しくは背割堤さくらまつりのホーム
ページをご覧ください
※会場に駐車場はありません。公
共交通機関をご利用ください
問＝さくらまつり実行委員事務局
☎06-6994-0006

行政書士による
暮らしと事業の行政相談会

□ 伝言板

□ 伝言板

亀岡～嵯峨野までトロッコ列車に
乗って、春の保津峡の景色を楽しみ
ます。
木 （雨天決行）
とき＝４月４日□
集合＝長寿苑前９：45、JR 山崎駅前
10：15

講座「第２の住まい！？高齢
者の施設ってどんな所？」

H31背割堤さくらまつり

阪急京都沿線 観光あるき
「天王山の歴史散歩と筍掘り体験」

家、土地、相続など特に内容は問
いません。気軽にご相談ください。
金 13：30～16：30
とき＝３月15日□
※ １人20分程度、予約制
ところ＝役場３階政策総務課（32番
窓口）
対象＝町民
月 ９：00以降に
申込方法＝３月11日□
直接または電話で下記まで
問・申込先＝政策総務課企画観光係
（内312）

Information

Information

子どもたちに作文を書くことで自
分を見つめ、将来への希望と夢を持
つ機会としてもらいます。彼らの思
いを皆さんに広く伝えるため、展示
を行います。
金 ～４月４日□
木 （役
とき＝３月22日□
場開庁日）
ところ＝町役場１階町民ロビー
展示作品＝町内在住の小学生４年
生・中学生の選抜者
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）

乙訓の中世城館の発掘調査成果を
地域（行政区）ごとに画像を用いて
報告します。参加無料、申込不用。
公共交通機関でお越しください。
土 13：00～16：30
とき＝３月２日□
ところ＝向日市物集女公民館
定員＝100人程度
主催＝乙訓文化財事務連絡協議会
問＝向日市教育委員会文化財調査事
務所 ☎931-9901

京都弁護士会弁護士による
無料法律相談

□ インフォメーション

□ インフォメーション

人生の最期に、どのような医療を
希望されますか。共に考えましょ
う。参加無料。
土 13：30～15：30
とき＝３月23日□
ところ＝中央公民館別館２階第１研
修室
講師＝梅山 信さん（梅山医院 院
長）
対象＝町内在住・在勤の方
定員＝30人（先着順）
申込方法＝電話または直接下記申込
先まで
火 ～15日□
金
申込期間＝３月５日□
問・申込先＝中央公民館

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・申込用紙
は、各小学校、社協窓口にて配布。
日 ９：00～
とき＝３月17日■
ところ＝中央公民館
対象＝町内在住の小学生以上
参加費＝小学生100円、中学生以上
200円
問＝大山崎町社会福祉協議会 堀田

～乙訓の中世城館の調査成果について～

Consultation

Town Topics

Town Topics

平成30年度「私の主張（作文）
」
を展示します

第４回 なごみきっちん

平成30年度発掘調査成果発表
スライドでみるおとくにの発掘

相談

□ まちの話題

□ まちの話題

大人の教養講座「人生最期の過
ごし方 ―医療に対する希望―」

介護者同士の交流・学習会を通じ
て、心と体の負担を少しでも和らげ
ましょう。
土 10：00～12：00
とき＝３月30日□
ところ＝なごみの郷２階会議室
内容＝【第１部】エンディングノー
トについて（講師：和田 誠三氏
（行政書士））【第２部】交流会
対象＝介護されている方、介護に関心
のある方、以前介護をされていた方
問＝大山崎町社会福祉協議会 堀田

乙訓地域で活躍するバレエ団６団
体が日ごろの活動の成果を発表しま
す。入場無料。
日 13：00開場 13：30
とき＝３月10日■
開演
ところ＝京都府長岡京記念文化会館
出演＝▼野村泰久クラシックバレエ
スクール▼ユニティバレエアカデ
ミー▼アリサバレエ教室▼神谷道子
バレエ研究所▼宮崎バレエスタジオ
▼渥美桂子バレエスクール
問＝「‘19バレエの祭典」実行委員
会 長岡京バレエ協議会 事務局
神谷道子 ☎953-7688

記入のうえ、申込先まで。（返信用
表面）▼「４月20日筍掘り体験」▼
氏名▼住所 （往信用裏面）▼氏名
（人数分。１枚につき２人まで）▼
住所▼年齢▼電話番号（携帯電話）
問・ 申 込 先 ＝ 〒618-8501（ 住 所 不
要）大山崎町政策総務課企画観光係
（阪急観光あるき担当） ☎956-2101
（内314）

Relax

Relax
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主に京都で活躍の活動弁士（遊花
さん）が、「浮草物語」の内容を語
りで表現して解説します。参加無
料、申込不要。
水 13：15～15：30
とき＝３月27日□
ところ＝長寿苑大広間
対象＝町内在住の60歳以上の方
問＝長寿苑

長寿苑教養講座・
昭和浪漫かふぇ共催
無声映画「浮草物語」鑑賞会

第５回 介護について語り愛ま
しょう!!

平成30年度乙訓文化芸術祭
「‘19バレエの祭典」

□ 図書室だより

□ 図書室だより
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人体に悪影響のない、高級感のあ
る金属「錫」を加工して、オリジナ
ルの豆皿やアクセサリー（キーホル
ダーなど）を作りませんか。
土 10：00～12：00
とき＝３月16日□
ところ＝中央公民館実習室
講師＝中元 司さん（錫工芸師）
対象＝町内在住または在勤で、小学
生以上の方（大人の方もどうぞ）た
だし、小学２年生以下は保護者同伴
定員＝20人（先着順）
参加費＝500円（材料費）
持ち物＝手袋、汚れてもよい服装
申込方法＝電話または直接下記申込
先まで
火 ～12日□
火
申込期間＝３月５日□
問・申込先＝中央公民館

ところ＝特別養護老人ホーム洛和
ヴィラ大山崎
定員＝30人
月
申込締切＝３月４日□
問・申込先＝大山崎町地域包括支援
センター ☎952-6533

Survive

Survive

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。
■知って得する生活の知恵
金 14：30～16：00
とき＝３月１日□
■最期まで自宅で！ 訪問看護とは
金 14：30～16：00
とき＝３月15日□
■おいしいアレンジいなりずし

錫（すず）細工体験教室

行先＝亀岡・嵯峨野
対象＝町内在住の60歳以上の方
持ち物＝▼弁当▼お茶▼敷物▼雨具
▼運賃（各鉄道の運賃は各自で）
定員＝35人（先着）
参加費＝800円
申込方法＝必ず本人が参加費を添え
て、長寿苑窓口へ申込
月 ９：00～（定
申込期間＝３月４日□
員に達し次第締切）
問・申込先＝長寿苑

□ シリーズ防災

□ シリーズ防災

みんなでいこカフェ
３月のイベントのお知らせ

金 14：30～16：00
とき＝３月22日□
参加費＝200円 先着35人
ところ・問・申込先＝洛和ヴィラ大
山崎 ☎958-3855

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

Fire Department

Fire Department

ジャーシート
※当日９：00時点で小雨が降ってい
る場合は中止。電話での問い合わせ
は対応できません
※雨天の場合、移動ほっぺ＆ラン
チデー（10：00～14：00、中央公民館
別館２階第１研修室）に変更しま
す。ランチしたい方は飲み物・お弁
当持参
※当日の保健センターでのゆめほっ
ぺはお休みです
○「前向き子育てプログラム トリ
プルＰセミナー（スマイルプレイス
との共同開催）
」（要予約、保育あ
り）
子育てを楽に、楽しくしたい方に
向けての一日だけのセミナー（昨年
度、今年度とグループトリプル P に
参加された方のフォローアップ）
。
参加無料。
木 10：00～11：30
とき＝14日□
ところ＝中央公民館別館２階第１研
修室
講師＝馬見塚 珠生さん（親と子の
エンパワメント研究所／公認心理
師）
対象＝乳幼児の保護者20人
※ 保育もあり。先着10人程度
問・申込＝ゆめほっぺ ☎959-9050
火 ～□
金 （祝日除く）９：30～16：00）
（□
金 ９：30
※３月行事の申込みは１日□
から受付
※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）

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）

Information

国保の
加入の
届出が
遅れる
と

国保税は社会保険脱退時に
さかのぼって納めていただ
きます。また、届出までの
間の医療費が全額自己負
担になる場合があります。

【倒産、解雇などで離職した人は届出を】
倒産、解雇、雇い止めなど、事業主
の都合（非自発的理由）により離職
した場合、国保税が軽減される場合
があります。
軽減の対象＝次の要件すべてに該当
する方▼平成21年３月31日以降に離
職▼離職日において65歳未満▼事業
主の都合や雇い止めなどにより離職
（ハローワーク発行の雇用保険受給
資格者証の離職理由が11、12、21、
22、23、31、32、33、34のいずれか）
問＝健康課保険医療係（内112）

技能修得資金の申請を
受け付けます

このコーナーは25ページから始まります
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このコーナーは25ページから始まります

国民健康保険のお知らせ

※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）
火 14：00～15：00
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（キャップ作り、要予
約、見学 OK）
水 10：00～12：00（マタニ
とき＝20日□
ティさんのみ対象）、13：00～15：00
（マタニティさんと生後５ヶ月ぐら
いまでのお子さんを持つ親子対象）
持ち物＝▼針▼糸▼着なくなったＴ
シャツなどお好みの布でＯＫ！表布
30ｃｍ角 × ２枚▼裏布30ｃｍ角 ×
２枚
○プチママさんのしゃべり場（予約
不要、見学ＯＫ）
水 10：00～11：30、14日
と き ＝ ６ 日□
木
□13：30～15：00
対象＝生後４カ月～１才未満のお子
さんを持つ親子で一度も利用された
ことのない方
○保健師相談日
お子さんの身長・体重測定できま
す。
火 10：30～11：30
とき＝５日□
○ほっぺで散歩
お弁当を持って町内を散歩しませ
んか。
火 10：00～13：00
とき＝26日□
集合＝町役場前
持ち物＝▼お弁当▼飲み物▼レ

□ 伝言板

□ 伝言板

【就職や退職した方は、14日以内に届出を】
就職や退職などで職場の健康保険
（社会保険）を加入・脱退したとき
は、国保の届出が必要です。退職な

支給対象＝次の要件をすべて満たす
方▼経済的理由により技能修得が困
難で、授業時間数が１週間18時間以
上（年間680時間以上）の技能修得
施設（看護師及び准看護師養成所を
除く専修学校、専門学校等）に入所
し、属する世帯の総収入が生活保護
基準額の１. ８倍までの世帯の方▼
技能修得施設入所時に20歳までの方

対象＝乳幼児～高校生（正規の修学
年限内。専修学校の高等課程含む）
の児童を養育している母子家庭の母
親など
支給額＝（年額、１人あたり）▼乳
幼児11,000円▼小学生21,500円▼中
学生43,000円▼高校生64,000円▼高
等学校入学支度金35,000円
※ 高校生給付型奨学金、交通遺児
奨学金などとの併給はできません
※ 高等学校入学支度金を３月に前
倒しで受けられた方は、必ず申請を
していただく必要があります
申請時期＝① 平成31年４月１日以
前から母子家庭だった方…４月～５
月末日（６月以降に申請した場合は
申請月分まで月割で減額）②平成31
年４月２日以降に母子家庭になった
方…随時（申請月分まで月割で減
額）
※ ４月２日以降に母子家庭などに
なった、あるいは転入してきた場合
は高等学校入学支度金が支給されま
せん
申請方法＝下記申請先に申請書を直
接提出。 申請書にはひとり親家庭
福祉推進員または民生児童委員の署
名捺印が必要です
日 13：00～15：00に 休 日
※ ４ 月21日■
受付窓口を開設します（ひとり親家
庭福祉推進員が来られます）
問・申請先＝福祉課児童福祉係
（内184）

ゆめほっぺ３月の行事

Information

Information
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国保税がかかり続けます。
また、社会保険加入手続き
後に国民健康保険証を使っ
て診療を受けた場合、医療
費を返還していただきます。

Meeting

□ インフォメーション

□ インフォメーション
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町では、専門相談員による「消費
生活相談」を行っています。くらし
の中の様々な消費者トラブルや疑問
の解決のお手伝いをします。どなた
でも相談できます。
悪徳商法、特殊詐欺等の犯人グルー
プはお金をだまし取るために、巧妙な

国保の
脱退の
届出が
遅れる
と

平成31年度母子家庭奨学金の
申請を受け付けます

催し

Town Topics

Town Topics

改定前
１体につき2,000円
↓
改定後
１体につき2,100円
犬・猫等の死体は、ビニール袋及

消費生活相談をご利用ください

火 ～15日□
金
実施期間＝３月５日□
注意！
○水道メーター検針のため、検針員
が敷地内に入らせていただきます。
○メーターボックスの上に物を置か
ないでください。
○車やバイクは、検針期間中はメー
ターの上に駐車しないようにお願い
します。また、ガレージ門扉の開放
にご協力お願いします。
○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
合、水量を認定させていただくこと
があります。
問＝上下水道課業務・府営水道係
（内272）

○届出が遅れると、以下のように不
利益が生じる場合がありますのでご
注意ください。

中央公民館は、健康増進法の一部
を改正する法律にともない、平成31
年３月１日より館内・敷地内喫煙全
面禁止とします。ご理解・ご協力の
ほどよろしくお願いいたします。
問＝中央公民館

□ まちの話題

□ まちの話題

平成31年４月から犬・猫等
（小動物）の死体の処理手数料
が変わります

３月は水道メーターの検針月です
検針にご協力ください

国保 印かん、本人確認書類、社会
加入 保険等の資格喪失証明書（健
康保険組合の発行したものに
限ります。全国健康保険協会
の場合は、年金事務所が窓口
です。）

中央公民館全面禁煙について

Relax

Relax

生ごみ処理機を購入して、ごみの
減量に取り組む方に補助金を交付し
ます。詳しくは、本町ウェブサイト
をご覧ください。
金
申請期限＝３月15日□
補助金額＝機器購入価格の２分の１
で、上限は２万円。購入金額が５千
円未満のものは対象外
※申請受付順に交付します。予算
の状況により、受付終了が早まる場
合があります
※ 交付申請後、町から交付決定の
通知を受けてから製品を購入してく
ださい（交付決定前に商品を購入し
た方は交付の対象外となりますので
ご注意ください）
問・申請先＝経済環境課清掃環境係
（内247）

近年、公園・路上等における飼い
主のいない猫（いわゆる野良猫）へ
の不適切な餌やりが、地域環境を悪
化させたり、近隣トラブルを誘発し
たりするケースが増えています。こ
のようなケースは、動物の虐待・遺
棄等の犯罪行為を含む事例に発展す
ることもあります。
「猫がかわいそうだから」と善意
で始めた活動も、その方法次第で他
の方にとっては迷惑行為となってし
まいます。
○無責任な餌やりはやめましょう
ご自身の所有地内以外での餌やり
は迷惑行為となることがあります。
餌やりによって他の方が不快な思い
をされることがないよう、十分に配
慮しましょう。
○野良猫を増やさないようにしま
しょう
猫は高い繁殖力を持っているた
め、対策を講じずに餌を与え続けれ
ば、飼い主のいない不幸な猫をさら
に増やすことになり、動物福祉の観
点からも望ましくありません。猫を
増やさないようにすることも愛情で
す。野良猫に餌を与えている方が去
勢・避妊手術を徹底することで、
徐々にその数は減っていきます。
問＝経済環境課清掃環境係（内247）

国保 印かん、本人確認書類、社会
脱退 保険等の保険証、国民健康保
険証

申請方法＝▼在学証明書（入所後提
出）▼世帯の収入を証する書類（直
近の源泉徴収票等）▼印鑑▼口座情
報のわかるもの▼学校パンフレット
等を下記申込先へ持参
月 ～４月８日□
月
申請期間＝３月11日□
※上記一斉受付終了後も随時受付
しています
※受給資格等詳しくはお問い合わ
せください
問・申請先＝京都府乙訓保健所福祉
室 ☎933-1154

□ 図書室だより

□ 図書室だより

生ごみ処理機購入補助金交付
申請の受付期間を延長します

マナーを守って人にも猫にも
優しい環境をつくりましょう

ど異動があった日から14日以内に届
出をしてください。
＜必要なもの＞

Survive

Survive

京都府議会議員一般選挙が４月７
日 に執行されます。当日、仕事や
日■
用事などで投票に行けない方は、期
日前投票で投票してください。詳し
くは３月下旬に発送する投票所入場
整理券をご覧ください。
【期日前投票】
土 ～４月６日□
土 ８：
とき＝３月30日□
30～20：00
ところ＝大山崎町役場３階防災会議室
問＝大山崎町選挙管理委員会（内322）

手口を使い電話やハガキ・メール等に
よりあなたに近寄ってきます。
「おか
しいな？」と思ったら、役場に電話の
うえ来訪を、それ以外の場合は京都府
消費生活安全センター（くらしの相談
窓口）にまず電話してください。
高齢者だけがターゲットではあ
りません。「自分は大丈夫」と思わ
ず、被害に遭わないよう十分に気を
つけましょう。
【消費生活相談】
火 （第５週目を除く）
とき＝毎週□
13：30～15：30
ところ＝役場１階相談室
問＝経済環境課農林商工係（内244）
【その他相談】
▼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

□ シリーズ防災

□ シリーズ防災

４月７日日は京都府議会議員
一般選挙の投票日です

びダンボール箱に入れたうえ、大山
崎町役場２階経済環境課まで持ち込
んでください。
なお、犬の飼い主の方は、犬の鑑
札と印鑑をご持参ください。
問＝清掃環境係（内246・247）

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）

桂川でつみ草と生き物観察会

①行程（６km）＝▼万博公園▼日
本庭園▼ソラード▼梅園▼太陽の塔

町の人口と世帯数
2019年２月１日現在（前月比）

15,625人
（△20）
7,565人
（△17）
8,060人
（△３）
6,401世帯
（４）

入場無料。来場の際は公共交通機関
をご利用ください。
土 13：00開場 13：30開演
とき＝３月30日□
ところ＝島本町ふれあいセンター１
階 ケリヤホール
演目＝▼ちゃっきり節▼ウエストサ
イドストーリー▼イエスタデイ▼セ
ビリアの理髪師 序曲▼動物の謝肉
祭 ほか
問＝山口 ☎962-6502
runrun.handbell@hotmail.co.jp
広告

企業・事業所の広告欄です

参加費無料、申込不要。
火 10：00～12：00
とき＝３月12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
高齢者の方を対象としたサロン。
参加費無料、申込不要。
ご希望の方はお弁当あり（700円）。
月 10：00～12：00
とき＝３月18日□
ところ＝円明寺が丘団地４棟下の大
池の横の永田様宅
問＝西法寺サロン 永田
☎957-3094

http://www.nakagawa-iin.com

Message

歳）

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

殿山サロン

山崎幼稚園ハンドベルクワイヤー
ハンドベルコンサート

□ 伝言板

尚樹・麻由

総数
男
女
世帯数

野球はじめてみませんか。BBQ 大
会、夏合宿などもあり。体験随時受付
中。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、第二大山崎小グラウ
ンド、マクセル裏河川敷グラウンドほか
対象＝大山崎町の小学生男女
参加費＝3,000円／月
問＝石橋 ☎090-8755-1529

初めての方もどうぞお気軽に。
水 13：00～16：00
とき＝３月６日□
ところ＝大山崎ふるさとセンター
参加費＝3,000円／年
問＝加藤 ☎957-1609

Information

重本

勇大・香織

（

（

将之・梨穂

ご結婚おめでとう

【横林】

髙田

【下金蔵】 伊勢

【葛原】

あ お い

蒼大

は る と

陽翔

純一

喜代一

ご誕生おめでとう

西岡

【梅ケ畑】 本田

【横林】

廣田

松本

□ 伝言板

ご冥福をお祈りします

【鏡田】

【宮脇】

Information

ひとのうごき

受講生を募集（平成31年４月～同年９月）
見学も大歓迎。場所はいずれも中央公
民館内です。ただし、諸般の事情で日程
や部屋が変更されることがあります。
○初級クラス
火 20：
とき＝原則、毎月第１、第３□
00～21：00
内容＝発音をしっかり学び、初級の
英会話を楽しむ（日本人講師
定員＝10人程度
受講料＝上半期9,000円（国際交流
協会年会費含む）
○中級クラス
今期は講師等の都合により休講します。
○ネイティブクラス
とき＝原則、毎月第２、第３、第４
木 16：30～18：00（２クラス）
□
内容＝簡単なスピーチやフリートー
キング（日本語混じり OK）
、英文解
釈、英文書き取りなど（外国人講師）
定員＝各クラス10人程度
受講料＝上半期13,000円（国際交流
協会年会費含む）
問・申込先＝大山崎町国際交流協会
南顕融 ☎090-8930-6479
kenyu-jds@hotmail.co.jp

大山崎スポーツ少年団
野球クラブ団員募集

大山崎俳句会

□ インフォメーション

□ インフォメーション

山桜会ハイキング

町国際交流協会「英語クラス」

仲間と一緒に野球を楽しみましょ
う。見学・体験もお気軽にお問い合
わせください。
土■
日■
祝
とき＝毎週□
ところ＝大山崎小、第二大山崎グラ
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

Town Topics

Town Topics

日 ９：00阪急大山
とき＝３月24日■
崎駅集合、12：00同地解散
内容＝桂川の河原で野草摘み、春の
生き物や桂川の地形観察など
参加費＝１人300円（会員と高校生
以下無料）
持ち物＝▼水筒▼小スコップ▼長
袖、長ズボン
問＝乙訓の自然を守る会 宮崎
☎090-7346-3059

土（雨天決行、荒天中止）
とき＝３月30日□
集合／解散＝大山崎ふるさとセン
ター ９：15～10：00／明智光秀本
陣跡 14：30～15：00
内容＝桂川の河畔を中心に町内各所
の散策。行程約８km。
参加費＝300円
持ち物＝▼お弁当▼飲み物▼雨具など
申込方法＝往復はがきに▼「水辺の
散策」▼郵便番号、住所▼氏名（フ
リガナ）▼年齢▼性別▼電話番号▼
参加人数と全員の氏名を記入のうえ
下記申込先まで
土 （消印有効）
申込期限＝３月23日□
問・申込先＝〒618-0071 大山崎町
竜光３大山崎町歴史資料館内 大山
崎ふるさとガイドの会 ☎952-6286

OYZ パンサーズ団員募集

ゲームをしながら大いに笑い、脳
の活性化を。参加費無料。
水 13：30～14：30②
とき＝①３月13日□
火 10：30～11：40
３月26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

□ まちの話題

□ まちの話題

ラオスの手織りスカーフ、帯地、小
物などの展示即売。収益の一部はラオ
スの子どもへの教育支援に充てます。
土 11：00～17：00、３
とき＝３月２日□
日 10：30～16：00
日■
ところ＝大山崎ふるさとセンター１
階和室
主催・問＝ラオマイ ☎955-8875

土 18：00受付 18：30
とき＝３月２日□
～講演 20：00～しゃべり場
ところ＝大山崎ふるさとセンター
講演＝「18歳は大人なのか？～少年
事件の現状と少年法改正をめぐって
～」小林美和弁護士
問＝乙訓少年支援の会「ひまわり」
☎080-2488-7330

火 、□
金 ９：00～12：00
とき＝毎週□
ところ＝マクセルテニスコート
参加費＝4,000円／３ヶ月、入会金
2,000円
問＝大山崎テニスクラブ（OTC）壷内
☎090-1073-2520

和来隊
「みんなの脳活性化ゲーム」

Relax

Relax
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水辺の散策

和とラオス織物のコラボ展

教育講演会としゃべり場

テニスで健康維持を！
新入部員募集

□ 図書室だより

□ 図書室だより

27

78

陽光桜と小葉のミツバツツジをお
楽しみください。
日
とき＝４月７日■
集合＝善峯寺バス停 ９：00
行程（約12km）＝▼善峯寺▼西山
古道▼柳谷観音▼西山古道▼阪急西
山天王山駅
参加費＝600円（柳谷観音入山料込）
持ち物＝▼弁当▼水筒▼雨具
問＝京おとくに街おこしネットワー
ク 中山 ☎090-5165-8405

火
とき＝３月５日□
集合＝阪急長岡天神駅 ９：00（切
符は南茨木駅まで）
②行程（８Km）＝▼北野天満宮▼
千本釈迦堂▼千本閻魔堂▼船岡山公
園▼今宮神社
火
とき＝３月19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

Survive

Survive

87

子育て中の母親によるフリーマー
ケット。子ども用品や手作り品を販
売。約50店舗の出店。雨天決行。
日 10：30～12：30
とき＝３月24日■
ところ＝大山崎町多目的広場（名神
高速道路高架下）
問＝コムズママ 木戸
☎090-8480-7800
comme_zu_mama@yahoo.co.jp
※ 電話受付は平日の９：00～14：00

西山古道お花見ハイキング

□ シリーズ防災

□ シリーズ防災

○親子のひろば《Sunny Place：サ
ニィプレイス》
出入り自由。参加無料。
月 ９：30～12：00
とき＝３月４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
○親子サロン《Smile Place：スマイ
ルプレイス》
火 10：00～11：30（こ
とき＝３月12日□
のうち10：00～10：35に希望者は子ど
ものアルバムづくり。出入自由）
ところ＝円明寺が丘自治会館２階和室
対象＝幼児とその保護者、妊娠中の方
参加費＝300円（アルバムづくりは
初回別途200円）
○前向き子育てプログラム～トリプル
Pセミナー（ゆめほっぺとの共同開催）
昨年度、今年度とグループトリプ
ル P に参加された方、これから子育
てを楽しくしたい方に向けた１日だ
けのセミナーです。参加無料。
木 10：00～11：30
とき＝３月14日□
ところ＝中央公民館別館２階第１研修室
講師＝馬見塚 珠生さん（親と子の
エンパワメント研究所 / 公認心理師）
対象＝乳幼児の保護者（保育あり。
先着10人）
定員＝20人
申込方法＝▼氏名▼お子さんの氏
名・年齢▼電話番号を大山崎町子育
て支援センター ゆめほっぺ（☎
959-9050）まで
問＝幸山 ☎080-5700-5822
smile2525place@gmail.com

第37回ママたちのリサイクル＆
手作り市

Fire Department

Fire Department

スマイルプレイスからのおしらせ

□ 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 . 3 広報おおやまざき
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３

月のカレンダー
無声映画「浮草物語」鑑賞会
長寿苑大広間
13：15～15：30

祝 の 消費生活相談
大山崎中学校吹奏楽部第16回定期 資源ごみ収集日（３/21■
役場１階相談室 13：30～15：30
振替）
演奏会
Ｃグループ：全種、Ｇグル 和来隊「みんなの脳活性化ゲーム」
同校体育館
円明寺が丘自治会館 10：30～11：40
ープ：プラのみ）
13：30開場 14：00開演

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

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
月 までに建設課へ予約）
（４/１□

町体育館床面清掃のため休館

町議会広報常任委員会
第１委員会室 13：30～
行政書士相談 役場２階第
２会議室 13：30～16：30
町立小学校卒業証書授与式
各校体育館 ９：30～
障がいのある方の生活相談
役場１階第１会議室 13：30～15：30
乙訓もも出張相談
役場２階第２会議室 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
昔懐かしい歌を楽しむ会 いきいき
サロン
円明寺が丘自治会館 13：30～15：00

町議会予算決算常任委員会
第１委員会室 10：00～
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
視覚相談会
向日市福祉会館 10：00～15：30

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

町議会予算決算常任委員会
第１委員会室 10：00～
シェイクアウト訓練
町内一円 ９：30～

町議会本会議（一般質問） 議場 10：00～ 町議会本会議（一般質問）
議場 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 カラオケを楽しむ会
長寿苑 13：00～15：00
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 乙訓もも出張相談
なごみの郷２階
月 までに建設課へ予約）
（３/４□
13：30～15：30
木 までに申込）
聴こえの教室（２/28□
大山崎ふるさとセンター 13：30～15：30

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

水

町議会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
殿山サロン
円明寺中央公園前民家 10：00～12：00

なごみきっちん
中央公民館 ９：00～13：00
普通救命講習
大山崎消防署 ９：00～12：00

乙訓障害者スポーツ・レクリエー
ション広場
向日市民体育館 10：00～12：00

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。

火

金

春の歩こう会（要予約）
亀岡・嵯峨野方面
９：45～15：45
陽だまりいきいきサロン
円明寺が丘自治会館
13：30～15：00

図書室休室

月

いきいき朝市
円明寺脇山広場 ９：00～売切れ

2
9
16
23
30
6
土

介護について語り愛ましょう
なごみの郷２階 10：00～12：00

第
第
2

料

国民年金保険料

険

介

保

後期高齢者医療保険料

護

第

国民健康保険税

10

9

10

月

期

期

期

分

分

分

分

（4月1日月まで）

（4月1日月まで）

（4月1日月まで）

（4月1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

京都府議会議員
一般選挙告知日

いきいき朝市
円明寺脇山広場 ９：00～売切れ
大人の教養講座「人生最期の過ごし方―
医療に対する希望―」
中央公民館別館２階第１研修室 13：30～15：30
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）設立12周年記念イベント
大山崎町体育館 13：00～16：00

町議会予算決算常任委員会 錫細工体験教室（要予約）
第１委員会室 13：30～
中央公民館本館実習室 10：00～12：00
弁護士相談（３/11月□から予約受付）
役場２階第２会議室 13：30～16：30
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
大山崎中学校卒業証書授与式
同校体育館 ９：30～

町議会建設上下水道文教厚
生常任委員会
第１委員会室 13：30～

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
健康相談（60歳以上）
長寿苑 10：00～12：00
木）
春季火災予防運動（～３/７□
【街頭広報】ＪＲ山崎駅、阪
急大山崎駅前 ７：30～８：00

祝日のため資源ごみ収集はあ 町議会本会議（閉会）
りません（３/25□に振替）
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
町立学校修了式 各校
春分の日

町議会予算決算常任委員会
第１委員会室 10：00～
健康相談（60歳以上）
長寿苑 13：00～14：45

町議会総務産業常任委員会
第１委員会室 13：30～
陽だまりいきいきサロン
洛和ヴィラ天王山
13：30～15：00

木
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月

町民リサイクル制度

日

今月の納付

