
4http://www.town.kumiyama.lg.jp

2011 平成23年
NOVEMBER

11 15
No.843お知らせ版

この広報紙は、環境にやさしい植物油インキを使用しています

東角小学校 （敬称略）

10
月
受
付
分
（
敬
称
略
）

地
区
名

亡
く
な
っ
た
人

年
齢

藤
和
田	

小
西　

ナ
カ
子	

94
歳

大
橋
辺	

舟
槻　

利
子	

73
歳

佐　

山	

木
村　

浩
貴	

17
歳

田　

井	

田
井　

マ
サ
ヱ	

87
歳

　

〃	

野
村　

ま
つ
の	

72
歳

　

〃	

岩
田　

静
子	

77
歳

　

〃	

田
井　

清	

85
歳

　

栄	

俣
野　

律
子	

85
歳

　

〃	

川
﨑　

幹
夫	

56
歳

４年　松井　一斗（林北畑）

評　毎日自分の履いている靴を、細部ま
でよく観察して描くことができていま
す。

　　全体をダイナミックにとらえて、迫
力のある絵に仕上がりました。

４年　牧村　優里（林宮ノ後）

評　全体の構造がしっかりとらえられて
います。縫い目や靴ひもの様子なども
よく見てしっかりと描けています。

４年　平工　彩人（佐山籾池）

評　靴の形に沿ったラインやメッシュの
部分など、しっかり見て描くことがで
きています。線の濃淡で靴の質感をよ
く表現しています。

１年　岡本　正剛（林八幡講）

評　くるくるを探して散歩するさるが出
会ったぞう。しっぽの「くるくる」が
かわいく描けています。背景の色合い
も工夫されていてきれいです。

１年　澄川　千薫（佐山籾池）

評　くるくるを探して散歩するさるが、
雨上がりにできた大きな虹を見て、と
てもうれしそうな様子が表現できてい
ます。

１年　眞下　弘毅（栄）

評　カタツムリのからの「くるくる」を
表現しました。雨の中で、カタツムリ
たちは気持ちよさそうです。

　　赤紫の点々が紫陽花のようです。

１年　安藤　友菜（栄）

評　雨が降る中、くるくるを探して散歩
するさるが見つけたものはカタツムリ。
喜ぶさるの様子や散歩を楽しむカタツ
ムリの様子が上手に表現できています。
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久御山町文化サークル連絡協議会
会員募集のおしらせ

～トールペイントサークル
Painting Bee ～

　毎回、様々な作品づく 
りに楽しく取り組んでいます。トー
ルペイントに興味がある人なら経
験者でも初心者でもお気軽にご参
加ください。お待ちしています。
活動日／毎月第４火曜日/第２・４

土曜日　午前10時〜正午
活動場所／ゆうホール
会費／１回2,000円から
問い合わせ／社会教育課　☎075
（631）9980、0774（45）
3918

みんなの伝言板みんなの伝言板

○メインステージ
・久御山中学校、久御山高等学校吹
奏楽部合同演奏

・ものまねショー「荒牧陽子」
・キャラクターショー「ドラえもん」
・バルーンショー「テツマロ」
・科学実験ショー「モジャ博士」
・忍術舞踊絵巻「徳竹未夏・獅子丸」
○一般エリア
・地球温暖化防止コーナー
・消防・防犯コーナー
○工業エリア
・ものづくり工房
・各種工業製品などの展示
・洋菓子、パンなどの販売
・園芸用土壌の無料配布

・環境への取り組みなどの展示
○商業エリア
・射的、サイコロゲーム
・うどんの販売
・飲食料品、日用雑貨の販売
・サービスカード会の抽選会
○農業エリア
・手作りみそ、おでん、炊き込みご
飯などの販売

・花壇苗や観葉植物の販売
・久御山産新米の販売

　フェア当日は、「のってこバス」通
常便に加え、「臨時便」を運行します
のでご利用ください。当日の時刻表
など詳しくは、後日配布のチラシを
ご覧ください。

　当日は周辺道路が歩行者専用道路
となるため、「のってこバス」東ルー
トは、一部コースをう回し、「田井荒
見」「島田NTT北」「中学校前」の
バス停には停まりません。ご迷惑を
おかけしますが、ご了承ください。
■バス・エコファミリーの利用を
　11月の土曜・日曜、祝日に町内で
バスを利用する際に、大人１人につ
き小学生以下の子ども２人までが無
料になるバス・エコファミリー制度
が適用されますのでフェア当日もご
利用ください。
　詳しくは、今号２㌻をご覧くださ
い。
　問い合わせ／同フェア久御山実施
委員会（産業課内）☎ 075（631）
9964、0774（45）3914

　町議会では、12月定例会の一般質問を、次のとおり
休日に開催します。
　多くの皆さんの傍聴をお待ちしています。
日時／ 12月 18日㈰　午前 10時から
場所／議会棟４階　本会議場
問い合わせ／議会事務局☎075（631）9996、0774（45）
0105

傍聴に際してのお知らせ
①本会議場の傍聴席への入場は、傍聴許可書が必要で

す。当日、３階の議会事
務局でお渡しいたします
ので、受付簿に住所・氏名・年齢をご記入ください。
　　なお、小さなお子様づれの入場は、お断りするこ
とがあります。
②本会議場では、写真撮影や録音はできません。
③本会議場の傍聴席は35席と車いす用２席です。入場
は先着順で、満席の場合は、ロビーでテレビ中継を
ご覧ください。

ふるさとフェア久御山
と　き 11月23日㈷

（雨天決行・入場無料）
午前9時30分～午後3時

久御山中央公園ところ

※会場および周辺に駐車場がありません。公共交通機関、自転車、徒歩でご来場ください。

楽しい催しがいっぱい

12月18日㈰に休日議会を開催
〜一般質問を傍聴しませんか〜

公共交通機関をご利用ください。

「ガンバロウ日本 届けよう くみやまのまごころ」

  このコーナーに掲載した作
品は、11月 15日〜 12月 14
日まで役場庁舎１階ロビーに
展示しています。
  ぜひ、お立ち寄りください。

▲ものまねショー・荒牧陽子

▲昨年の休日議会
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　町では、｢京都環境フェス
ティバル 2011｣ の見学会を
開きます。フェスティバルに
は、さまざまな環境保護活動
に取り組んでいる団体などが
参加します。ご家族そろって
参加し、環境問題に取り組ん
でみませんか？
　日時／ 12 月 10 日㈯　午
前９時から（中央公民館前に
午前９時または総合体育館
前に午前９時 15分に集合し、
バスで会場へ移動します。）　
場所／京都府総合見本市会館
（パルスプラザ）　対象／町内
在住・在勤・在学で、地球温暖
化問題に関心のある人（小学
校生以下は、保護者同伴のこ
と）　内容／同フェスティバ
ルを約２時間見学　定員／先
着 25人　申し込み・問い合
わせ／ 12月２日㈮までに環
境保全課☎ 075（631）9917、
0774（45）3907 へ。
※小学生以下の参加者には、
啓発品を差し上げます。

　「自分の体と食生活につい
て考えよう」をテーマに楽し
く料理をしながら、自分の健
康を見つめてみましょう。生
活習慣病の予防、自分や家族
の健康づくりのために、バラ
ンスのとれた食生活を楽しく
学習しましょう。
　日時／ 12月８日㈭　午前
10 時〜午後２時（受け付け
は、午前９時 30分〜 10時）
場所／保健センター調理実習
室　対象／町内在住で 40歳
以上の人　内容／調理実習
（ふだんのおかずで出来るひ
と工夫）管理栄養士、保健師
による講話　なお、希望され

る人は、体脂肪の測定をしま
す。靴下など脱ぎやすい服装
でお越しください。　持ち物
／エプロン、三角巾、手拭タ
オル、筆記用具など　定員／
先着 16人　申し込み・問い
合わせ／ 11 月 16 日㈬から
12 月２日㈮までに長寿健康
課☎ 075（631）9903、0774
（45）3904 へ。電話可

高齢期をいかに生活するか
〜心が動けば体も動く〜
　日時／ 11 月 30 日㈬　午
後２時〜３時 30分　場所／
役場庁舎５階　コンベンショ
ンホール　講師／鉄口英雄さ
ん（理学療法士、健康運動指
導士）　内容／基本的な認知
症についての理解と認知症予
防体操　定員／ 50人　申し
込み・問い合わせ／ 11月 27
日㈰までに、いきいきホール
☎ 0774（41）3466 へ。

　町社会福祉協議会では、子
育て中の親子を対象に子育て
サロンをおこないます。多数
ご参加ください。
　日時／ 12 月 12 日㈪　午
前 10 時〜午後０時 30 分　
場所／地域福祉センター　内
容／お楽しみ会・ミニ会食他
対象／子育て中の親子　定員 
／20組　費用／１人200円
申し込み・問い合わせ／11月 
16 日㈬から同協議会☎ 075
（631）0022 へ。

　11月25日から12月１日ま
では、全国犯罪被害者週間です。
　犯罪被害者などの置かれた
状況を国民が正しく理解し、
国民の犯罪による被害につい

て、考える機会と犯罪被害者
などへの施策を国民に広く浸
透させるため、全国で展開さ
れます。
　犯罪被害者への理解と配慮
が、誰もが安心して暮らせる
社会へつながります。
　問い合わせ／総務課☎075 
（631）9991、0774（45）
3922

　暖房器具を使用する季節に
なりました。ストーブなどの
暖房器具は大変便利なもので
すが、使用方法を誤ると大惨
事につながります。
　冬を安全・快適に過ごすた
めに、正しい使用方法を確認
し、安全に使いましょう。
○暖房シーズン前には、ス
トーブなど暖房器具を点検
する。
○ストーブの周りに燃えやす
い物を置かない。
○暖房器具で洗濯物を乾燥さ
せない。
○外出や就寝前には、必ず火
を消す。
○暖房器具の近くにスプレー
缶などを置かない。
○給油は、火を消してからお
こなう。
○カートリッジ式のものは、
給油後タンクのふたを確実
に締める。

　問い合わせ／消防本部☎
075（631）1515

　図書館では、ボランティア
スタッフが絵本や紙芝居を読
み聞かせるおはなし会を毎月
開いています。
　日時／ 11 月 26 日㈯　午
前10時30分〜11時　場所
／ゆうホール２階お話し室
問い合わせ／図書館☎ 0774
（45）0003

　町や京都府では、環境にや
さしい乗り物である「バス」
に乗ってもらって、ご家庭で
地球環境やバスについて話し
合うきっかけとしてもらうた
め、11月の土曜・日曜・祝日
にバス・エコファミリーをお
こないます。
　バス・エコファミリーとは、
対象のバスを利用するときに、
大人１人につき同伴の小学生
以下の子ども２人までが無料
になる取り組みです。
　バスを降りるときに運転手
に「エコファミリー」と伝え、
クロスピアくみやま、ゆう
ホール、都市計画課で配布し
ているチラシに添付されてい
るチケットを１グループにつ
き１枚を運賃箱に入れること
で利用できます。
※定期券利用は対象外です。
　対象のバス／久御山町、宇
治市、城陽市、向日市、長岡
京市、八幡市、京田辺市、大
山崎町、宇治田原町、和束町、
精華町を走る京阪バス、京阪
宇治バス、京阪シティバス、阪
急バス、のってこバス、城陽
さんさんバス（城陽市）、コ
ミュニティバスやわた（八幡
市）、きのつバス（木津川市）、
くるりんバス（精華町）など 
　問い合わせ／都市計画課
☎ 075（631）9966、0774
（45）3915 へ。

　町では、バスカード等購入
助成をおこなっています。高
齢者の外出支援などを目的に、
平成 23年４月１日現在、町
内在住で 70歳以上の人（昭
和 16 年４月１日以前生ま
れ）を対象にバスカード等購
入費の半額を助成しています。
（年間 2,500 円が限度）身分
証明書と印鑑を持参のうえ、

申請してください。
　また、のってこバスは、毎
月最終日曜日を「バスの日」
とし、終日運賃無料で運行し
ています。
　11月の「バスの日」は 27
日です。多くの皆さんのご利
用をお待ちしています。
　問い合わせ／都市計画課

　消防法第 13 条の 23 の規
定に基づき、危険物の取扱作
業に従事している危険物取扱
者は、原則として３年以内ご
とに、都道府県知事がおこな
う危険物の取扱作業の保安に
関する講習を受けなければな
りません。
・平成 22 年４月１日以降に
危険物製造所等で、危険物
の取扱作業に従事すること
となった危険物取扱者

・平成 20 年４月１日から平
成 21 年３月 31 日までに
免状の交付または保安講習
を受け、危険物取扱作業に
従事している危険物取扱者
※保安講習を受講しない場合
は、危険物取扱者免状の返
納を命ぜられることがあり
ます。
　受付期間／ 11 月 28 日㈪
〜 12 月２日㈮　講習日時／
①平成 24 年１月 17 日㈫　
②１月 18 日㈬　③１月 20
日㈮　④１月 23日㈪
※時間はいずれも午後１時
30分〜４時 30分

定員／① 200 人　② 200 人
　③ 100 人　④ 100 人　場
所／①京都府中小企業会館
（京都市右京区西院東中水町）
　②①と同じ　③ポリテクセ
ンター京都（長岡京市友岡）　
④京田辺市社会福祉センター
（京田辺市）　問い合わせ／㈳
京都府危険物安全協会連合会
☎ 075（415）0038
※受講申請書は、府内各消防
本部にあります。

　水道メーターの検針は、２か
月に一度（奇数月）です。ご家
庭で定期的にメーターを確認
することで、漏水の早期発見に
つながります。
　敷地内の漏水修理は、町指
定給水装置工事事業者に依頼
してください。漏水修理にかか
る費用は自己負担となります。
（同事業者は、町ホームページ
に掲載しています。）
　問い合わせ／水道課☎075 
（631）9987、0774（45）
3919

★教育相談
毎週金曜日（予約制）　午前10時
〜午後５時　ゆうホール２階教育相
談室
　まず、火曜から金曜日の午前10
時から午後５時にお電話ください。
☎0774（46）5640

★女性のための相談（面談・電話相談）
　11月22日㈫　午前10時〜午後１
時
※申し込みは、面談・電話相談と
もに前日までに社会教育課☎
075（631）9980、0774（45）
3918へ。（定員に満たない場合
は当日も受け付けます）

★心配ごと相談（町社会福祉協議会）
11月24日㈭　午後１時〜４時　地
域福祉センター

★ふれあいテレホン相談（町社会福
祉協議会）
相談専用電話☎075（631）3421
相談時間　午前９時〜午後５時

11月の納税
◇町・府民税 …………… 第 4期
◇国民健康保険税  …… 第 6期

　　〈納期限　11月 30 日㈬〉
便利な口座振替をご利用ください。

　　　問い合わせ／税務課

認知症予防講座

おはなし会

いきいき健康教室（栄養編）

京都環境フェスティバル
2011見学会

暖房器具は安全に
使用しましょう！

親子ニコニコ子育てサロン
（クリスマス会）

全国犯罪被害者週間

危険物取扱者保安講習

各  種  相  談 

バス・エコファミリー

バスカード等購入
高齢者助成

水道メーターは
定期的に確認を！

11月の「バスの日」は27日㈰です。《のってこバス運賃無料！》


