2010

平成22 年

FEBRUARY

2

お知らせ版

のってこバスの
運行が新しくなります
のってこバスは、平成 19 年 4 月に本格運行をスタートして
3 年間が経過しようとしています。本年 4 月の「まちの駅」の
オープンに合わせて新しい運行内容で再スタートします。
新たに東ルートを、久御山町役場―栄中央公園までのループ
状の運行ルートとし、久御山町役場を起点として、時計回り、反
時計回りを原則交互に運行します。

運行内容変更のポイント
○ループ状の運行ルート（東ルート）
交互にループを繰り返すことによ
る行き帰りの時間差を解消します。
○所要時間の短縮（東ルート）
久御山町役場―栄中央公園間の所
要時間を短縮します。（現在の28
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一部バス停を変更します。
※反時計回りルート運行時は、道路
事情等により「栄中央公園」には
停まりませんので、「西栄町」バ
ス停をご利用ください。

バス停の変更

分が15分に）
新設バス停
○東西ルートの乗り継ぎ時間の短縮
東ルート：市田、佐古西、下津屋
まちの駅ジャスコ久御山店前では、
サンハイツ、下津屋南、
ほとんどの時間帯で10分以内で乗
下津屋北
り継ぎが可能となります。
休止バス停
※西ルートは、朝１便目と最終便の
東ルート：新タマキ（南北行）、工
一部を休止し、大幅に変更する東
業団地、下津屋
ルートに合うように時刻の調整と
西ルート：市田、鈴間

新 路 線 図

和音くみやま
作業所

時計回りルート
反時計回りルート
あいあいホール

毎月最終
日曜日は
｢バスの日」

（

）

のってこバス
運賃無料

この広報紙は、再生紙と環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています

火災・救急・救助統計
町消防本部では、平成21年
の火災・救急・救助統計の概
要を次のとおりまとめました。
○火災の部
火災件数…11件（昨年比５
件増）
内訳…建物火災６件、車両
火災４件、その他火災１件
○救急の部
出動件数…1,013件（昨年
比32件減）
内訳…急病541件、交通事
故294件、一般負傷105件、
その他73件
搬送人員…983人（昨年比
48人減）
○救助の部
出動件数…14件（昨年比16
件減）
内訳…交通事故５件、水難
事故４件、その他５件
問い合わせ／消防本部☎07

5（631）1515

社会福祉大会
町社会福祉協議会では、
「第
14回久御山町社会福祉大会」
をおこないます。第一部で式
典、第二部で記念講演をおこ
ないます。多数のご参加をお
待ちしています。
日時／3月6日㈯ 午前10
時～正午（受付は午前9時30
分から） 場所／役場５階コ
ンベンションホール 内容／
第一部…式典、表彰・感謝状
贈呈、第二部…記念講演：
演題…「いのちを支える生
活支援」、講師…日本社会福
祉士会参事 中川るみさん
問い合わせ／同協議会☎075
（631）0022

親子ニコニコ子育てサロン
町社会福祉協議会では、子
育て中の親子を対象に子育て

春季火災予防運動

3 月 1 日～ 7 日

3 月 1 日から 7 日までは、春の火災予防運動期間です。
全国一斉におこなわれる春の火災予防運動は、空気が乾燥し火災
が発生しやすいシーズンを迎え、住民のみなさんに防火意識を高め
ていただき、火災や火災による死傷者などの発生を防止することを
目的としています。
住宅防火・放火防止のポイントを確認し、防火に努めましょう。
住宅防火 …いのちを守る７つのポ
イント
◎３つの習慣
①寝タバコは、絶対やめましょう。
②ストーブは、燃えやすいものか
ら離れた位置で使用しましょう。
③ガスコンロなどのそばを離れる
ときは、必ず火を消しましょう。
◎４つの対策
①逃げ遅れを防ぐために、住宅用
火災警報器を設置しましょう。
②寝具、衣類及びカーテンからの
火災を防ぐために、防炎品を使
用しましょう。
③火災を小さいうちに消すために、
住宅用消火器などを設置しまし
ょう。
④お年寄りや身体の不自由な人を
上下水道料金の支払い

守るために、隣近所の協力体制
をつくりましょう。
放火防止 …５つのポイント
①家の周りには、燃えやすい物を
置かないようにしましょう。
②夜間、建物の周囲や駐車場は、
照明を点灯して明るくしましょ
う。
③空き家や物置には、鍵をかけま
しょう。
④車やバイクなどのボディーカバ
ーは、燃えにくいものを使用し
ましょう。
⑤地域ぐるみで放火防止に取り組
みましょう。
問い合わせ／消防本部

12・1 月分の納期限は、3 月 1 日㈪です。
忘れずに、納期限内に納めましょう。

サロンを開きます。多数ご参
加ください。
日時／3月15日㈪ 午前10
時～正午 場所／地域福祉セ
ンター 対象／子育て中の親
子 内容／茶話会とお楽しみ
会 費用／１組200円 持ち
物／お手拭き 申し込み・問
い合わせ／2月15日㈪から3月
9日㈫までの間に、同協議会へ。

各 種 相 談
★すこやか養育相談（面接相談）
2 月 18 日㈭ 午後 1 時～ 4 時 各
保育所 佐山☎ 0774（43）2970、
御牧☎ 075（631）2475、宮ノ後
☎ 0774（43）4906
※毎週木曜日の午前１１時から午後
４時までは、電話でのご相談もお
受けします。
★女性のための相談（面接・電話相
談）
2 月 23 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）
★介護相談（町社会福祉協議会）
2 月 25 日㈭ 午後 1 時～ 4 時 地
域福祉センター
※電話相談も受け付けます。申し
込みおよび電話相談は同協議会
☎ 075（631）0022 へ。
★消費生活相談
（町社会福祉協議会・
京都府山城広域振興局）
2 月 25 日㈭ 午後１時～４時 地
域福祉センター
※電話相談も受け付けます。申し
込みおよび電話相談は同協議会
へ。

2 月の納税
◇国民健康保険税… ……第 9 期
〈納期限 3 月 1 日㈪〉
便利な口座振替をご利用ください。

問い合わせ／税務課
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元気フロンティア教室
町では、京都府国民健康保
険団体連合会および宇治市・
城陽市と共催で「元気フロン
ティア教室」を開きます。
参加は無料です。記念品も
用意していますので、多数ご
応募ください。
日時／ 3 月 13 日㈯ 午前
10 時～11時 30 分 場所／役
場５階コンベンションホール
対象／町内在住の人 内容／
講演…「体に気持ちいいこと
はじめませんか？」
、実践…健
康支援ヨガ、講師…日本総合
ヨガ普及協会理事長 山本正
子さん
※当日はバスタオルをご持参
のうえ、運動のしやすい服
装・靴でお越しください。
定員／先着 40 人 申し込み・
問い合わせ／ 3 月 5 日㈮まで
に、国保医療課☎ 075（631）
9913、0774（45）3906 へ。
電話可

留守家庭児童育成保育（仲
よし学級）指導員
町教育委員会では、留守家
庭児童育成保育（仲よし学級）
の指導員を募集します。
職種／嘱託指導員 採用日
／４月１日 採用人数／若干
名 資格／教員免許または保
育士資格を有する人 内容／
小学１～４年生で、保護者が
昼間仕事や病気などのために
家庭で適切な監護が受けられ
ない児童の保育をおこないま
す。 条件／就労日数…月～
土曜日の週６日、就労時間…
平日：５時間、土曜日および
長期休業日：８時間、月給制、
社会保険加入 申し込み・問
い合わせ／ 2 月 26 日㈮まで
の土曜・日曜日を除く、午前
8 時 30 分から午後 5 時まで
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の間に、履歴書と資格を証明
する写しを社会教育課☎ 075
（631）9980、0774（45）
3918 へ。

税金の納付は便利な口座振
替をご利用ください
町へ納めていただく税金の
納付は、指定された預貯金口
座から自動的に引き落とされ
る口座振替が便利です。
一度申し込むと翌年度から
も継続して口座振替されるの
で、毎年手続きする必要はあ
りません。
申し込み手続きは、銀行・
ゆうちょ銀行などの取扱金融
機関へ預貯金通帳と届出印を
ご持参のうえ、直接申し込ん
でください。
問い合わせ／税務課☎ 075
（631）9926、0774（45）
3908

新型インフルエンザワクチン
接種対象者を拡充
新型インフルエンザワクチ
ンの接種が、1 月 18 日から優
先接種対象者だけでなく、19
歳から 64 歳の健康成人、1 歳
未満の乳児もできるようにな
り、全住民が接種できるよう
になりました。
今回、拡充の対象者につい
ても、町民税非課税世帯や生
活保護受給者世帯に該当する
場合は、無料で予防接種を受
けることができます。接種前
に町内公共施設窓口に備え付
けの免除申請書を長寿健康課
へ提出していただくと、新型
インフルエンザワクチン予防
接種券を交付します。
問い合わせ／長寿健康課☎
075（631）9903、
0774（45）
3904

仲よし学級入級の受付
町教育委員会では、留守家
庭児童育成保育（仲よし学級）
の平成 22 年度入級申請を受
け付けます。
対象／小学 1 ～ 4 年生で、
保護者が昼間仕事や病気など
のために家庭で適切な監護を
受けられない児童 開設時間
／平日…下校時～午後 7 時、
土曜日および長期休業期間…
午前 8 時～午後７時（土曜日
は、午後５時まで）
※午後５時以降の保育は、別
途申込が必要です。
（保護者
の勤務時間が午後５時以降
の人に限ります）
負担金／１か月 3,500 円（同
一世帯で 2 人以上入級の場合
は、2 人目からは半額。午後
6 時以降の保育にかかる負担
金は、児童１人につき１時間
100 円を徴収します。 申請・
問い合わせ／ 2 月 26 日㈮ま
でに、入級申請書と保育に欠
ける証明書を社会教育課☎ 0
75（631）9980、0774（4
5）3918 へ。
（継続の人は、
仲
よし学級でも可）
※申込状況によって入級を待
っていただくことがありま
す。また、申し込みが定員
を超えた場合は、低学年を
優先します。

おはなし会
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／ 2 月 27 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

毎週月・木曜日 午前 10 時 20 分
と午後５時から“久御山町だより”を
放送しています。

2 月の「バスの日」は 28 日㈰です。
《のってこバス運賃無料！》

東角小学校 （敬称略）
4年

評

山本

4年

ほうきにのって魔法使いになった自分が、
目の前にいる怪獣を「えいっ！」と魔法でひ
とひねり。ほうきにまたがっているような難
しい表現も上手に描けました。色の使い方も
とてもきれいですね。

1年

扇谷

謙（栄）

1年

評

自分が考えた夢の世界を絵にしました。た
くさんのお友達と一緒に、楽しくくらしてい
る様子がよくわかります。

杏（佐山）

中田

芽生（林）

このコーナーに掲載した作品は

評

実奈（林）

一文字ずつ形に気をつけて、書くことができました。
字の大きさにも注意を払い、バランスの良い作品に仕
上げられています。

1年

大きく伸び伸びとした立派な字で書くことができま
した。とめ、はね、はらいにも気を付けながら、力強
い字が書けています。

木村

有田

役 場 庁 舎 １階 ロ ビ ー に 展 示 し て い

評

良菜（栄）

とめ、はね、はらいに気をつけ、一画ずつ形に気を
つけて書くことができました。中心に気をつけながら、
バランス良く仕上げることができました。

21

日

16

確定申告の受付

15

平成 年分の所得税の確定申告

㈫から３月 日㈪までです。

28

は、土曜・日曜日を除く２月

日㈰・ 日㈰の２日間に限

21

宇治税務署では、平日以外にも

２月

り、
申告会場「鹿六」４階（サティ

久御山町役場 〒６１３-８５８５ 京都府久世郡久御山町島田ミスノ38番地 編集 総務部広報行政課

大久保店東隣）において、申告書

収 受 な どをおこないます。
（開設

用紙の配付や申告相談、申告書の

時間 午前９時～午後５時）

なお、この２日間は窓口が大変

混雑し、長時間お待たせすること

が予想されますので、あらかじめ

また、駐車スペースが少ないた

ご了承ください。

め、公共交通機関をご利用のうえ、

お越しください。

問い合わせ／宇治税務署☎０７７

４（４４）４１４１

年齢

歳

歳

歳

歳

歳

※自動音声により案内しています。

ごめい福を
お祈りします

地区名 亡くなった人

井上 信次

恵子

大橋辺

豊田

大曽根幸也

井

ハツ

堂平 眞次

本田

坊之池

田
栄

〃
月受付分（敬称略）

93 56 88 88 97

4年

ます。

塚田

春花（林）

オーロラの海の世界で、イルカや魚たちが
泳いでいる。女の子がシャボン玉の中に入り
オーロラの海を探検している。宝箱をみつけ
てあけると、虹色の宝物が出てきました。

お手本をよく見て、一画一画 力強くていねいに書
いたことが伝わってきます。字の大きさや中心にも注
意を払い、作品を仕上げることができました。

1年

評

評

北川

ぜひ、お立ち寄りください。

評
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佳依（林）
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