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奏音（東一口）

康一郎（中島）

評 自分の力で考えて行動するため、自
分の目標ひと文字に「考」の字を入れ、
力強く書けました。

３年

田中

評 下級生にやさしい心で接したい！と
いう目標が「心」というひと文字にし
っかりと表れています。

３年

評 耳や目など細かいところまで詳しく
描くことができました。背景の色も工
夫しています。

６年

６年 中井 春菜（東一口）

評 水をたっぷりふくませて、丁寧に彩
色できました。肌の色が上手に表現で
きています。

内田

評 小学校生活最後の一年のことをしっ
かり考えて、ふさわしいひと文字を選
び書くことができました。

３年

石川

陽三（東一口）

乾慎（野村）

馬場崎

ぜひ、お立ち寄りください。

みんなの伝言板

町文化サークル連絡協議会

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

パンサークル 会員募集

毎回、みんなで楽しくパン作り

をおこなっています。入会も随時

受け付けていますので、お気軽に

１回だけの参加も受け付けてい

ご参加ください。
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示しています。

ます。

時 分から（７月は 日）

30

このコーナーに掲載した作
品は役場庁舎１階ロビーに展

活動日／毎月第３月曜日 午前９

場所／中央公民館（料理実習室）

※材料費を含む

会費／４，５００円（３か月）

問い合わせ／社会教育課☎０７５

45

（６３１）９９８０、
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（ ）３９１８

ごめい福を
お祈りします

年齢

歳

79

地区名 亡くなった人

美津子

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

佐 古 茨木

町では、宇治久世歯科医師会との共催で、むし歯予
防と、生涯を通した歯の健康のために「歯のひろば」
を開きます。ご家族おそろいでお越しください。
日時／ 7 月２日㈯ 午後 0 時 30 分～ 4 時（受付は
午後 3 時 30 分まで）
場所／保健センター
内容／歯科医師による健診・歯科衛生士による歯みが
き指導や、歯 ･ あごに関する相談、フッ素塗布・
洗口やむし歯予防に関する人形劇
※大人も健診や相談が受けられます。
「歯ブラシ」
「久
味の会提供のおやつ」なども用意しています。

柊（島田）

平成22年度一般会計補正予算
（第6号）は、2億1985万円（１万
円未満四捨五入、以下同じ）を減額
し、総額70億4441万円としました。
主なものを紹介します。
・子育て支援医療費助成事業
▲ 258万円
・国民健康保険特別会計繰出金
▲ 8311万円
・中小企業者資金低利融資事業
▲2300万円
・道路橋梁新設改良整備事業
▲1230万円
・公共下水道事業特別会計繰出金
▲4959万円

５月受付分（敬称略）

平成 22 年に町が実施した幼児の歯科健診で、む
し歯のある子どもの割合は、１歳８か月児で全体の
4.3％、３歳 6 か月児で 31.1％でした。
子どものむし歯は、治療が大変難しく、自然に治る
ことはありません。子どものむし歯を予防するために
は、ていねいな歯みがきをおこない、おやつの与え方
に注意しましょう。さらにバランスのとれた食生活を
心がけて歯を強くすることも必要です。

補正予算

岡

歯のひろば

伴う所要の改正をしました。

３年

次、河原﨑博之、戸川和子、三宅
美子、林勉
臨時会では、議長に信貴康孝議員
▷議会運営委員会
が選出され、副議長に河原﨑博之議
◎三宅美子、〇樋口房次、戸川和
員が選出されました。
子、中井孝紀、塚本五三藏、林勉
続いて、常任委員および議会運営
◦城南衛生管理組合議会議員
委員、城南衛生管理組合議会議員、
塚本五三藏、島宏樹
府後期高齢者医療広域連合議会議員、 ◦京都府後期高齢者医療広域連合議
京都地方税機構議会議員の選任など
会議員
がおこなわれました。また、議会選
巽悦子
出の監査委員には、林勉議員が選任
◦京都地方税機構議会議員
同意されました。各常任委員会など
戸川和子
の構成は、次のとおりです。
条 例
（◎委員長、○副委員長、敬称略）
▷総務事業常任委員会
▷町国民健康保険税条例一部改正
◎岩田芳一、〇内田孝司、島宏樹、
地方税法施行令の一部改正に伴う
堤健三、中井孝紀、巽悦子
所要の改正をしました。
▷民生教育常任委員会
▷町国民健康保険条例一部改正
◎塚本五三藏、〇中大介、樋口房
健康保険法施行令等の一部改正に

議会役員を改選

６年 田口 あすか（相島）

平成 23 年第１回町議会臨時会が、５月 13 日から 16 日までの会期で開かれ、正・
副議長の選出や常任委員、議会運営委員の選任など、今後の議会の運営体制が決まりま
した。また、３月 31 日付けで専決処分した条例改正や補正予算も今議会で承認されま
した。

評 バランスを考えて伸び伸びと描くこ
とができました。大きい口が絵をひき
たてています。

議長に信貴康孝議員を選出
今後の議会運営体制が決まる

評 相手の顔の細かい部分までよく見て
描けました。肌の色も上手に作れてい
ます。

第 1回
臨 時 会

No.833

評 ６年生になっての自分の願いを、大
きく伸びやかな字でしっかりと書き表
すことができました。

お知らせ版

（敬称略）
６年 内田 怜那（東一口）
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075（631）9902、0774（4
5）3902 へ。

ミニ統計書の無償配布
町では、
「平成 22 年度版町
ミニ統計書」を発行しました。
この統計書は、町の人口、
産業、交通、行財政などの各
分野にわたる基本的な統計資
料をグラフや表などを用いて、
わかりやすく集録したもので、
広報行政課窓口で無償配布し
ています。
また、町のホームページで
も公開していますので、ご覧
ください。
問い合わせ／広報行政課
☎ 075（631）9993、0774
（45）3926 へ。

遊びの広場
町民生児童委員協議会では、
お父さんお母さんの子育てを
応援する「遊びの広場」を開
きます。申し込みはいりませ
ん。お気軽にお越しください。
日時／７月６日㈬ 午前 10
時～11時30分 場所／ゆうホ
ール交流ホール 対象／町内
在住で就学前の幼児とその保
護者 内容／七夕かざり作り
問い合わせ／社会福祉課☎

体力テスト週間
いきいきホールでは、バラ
ンスや柔軟性、握力など６つ
の簡単な体力測定をおこない
ます。
また、希望する人には最新
の測定機器を使用し、筋肉の
左右バランスや内臓脂肪レベ
ルの測定をあわせておこない
ます。その結果をもとに、皆さ
んが自宅でもできる体に合っ
た運動やストレッチなどを専
門のスタッフが紹介します。
申し込みはいりません。動き
やすい服装でお越しください。
日時／６月21日㈫～26日㈰
いずれも午前 10 時～午後８
時 場所／同ホール 対象／
町内在住で 40 歳以上の人
費用／体力テストのみ…無料、
体力テストと体組成測定…
300 円（体組成測定のみ 500
円） 問い合わせ／同ホール
☎ 0774（41）3466 へ。

介護予防
基本チェックリスト
町では、要介護などの認定
を受けておられない 65 歳以
上 75 歳未満
（本年４月１日現

平和への願いを
折り鶴に
町では、
「平和都市宣言のまち」 設置場所／役場１階ロビー、荒見
として真の恒久平和を願い、住民
苑、いきいきホール、あいあ
一人ひとりが平和について考える
いホール、ゆうホール、クロ
機会として、平和祈念「折り鶴」
スピアくみやま、総合体育館、
の作成に取り組みます。折り鶴を
中央公民館、町社会福祉協議
入れる箱を次のとおり設置してい
会
ますので、ご協力をお願いします。 規格／折り紙は 7.5 センチ角で、
折り鶴は、７月 26 日に出発す
折り鶴箱の設置場所に配置し
る「平和のための広島派遣団員」
ています。
に託し、広島平和記念公園に届け
問い合わせ／総務課☎ 075（631）
ます。
9991、0774（45）3922 へ。
設置期間／７月 15 日㈮まで
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在）の皆さんに、
介護予防に役
立てるための「基本チェック
リスト」
を配布しました。基本
チェックリストは、心身の状
態をチェックできるよう、足
腰の筋肉など運動器に関する
ことや食生活など栄養に関す
ること、歯などお口の健康に
関することを中心に日常生活
や健康状態についての 30 項
目について、お尋ねしていま
す。
ご回答の内容は、個人情報
の保護に万全を期し、当該事
業の目的以外に利用すること
は一切ありません。
ご回答の基本チェックリス
トをもとに、介護予防の取り
組みが必要と思われる人に、
介護予防教室の案内をさせて
いただきます。まだ、ご回答
いただいていない人は、送付
した返信用封筒で返送してく
ださい。
なお、75 歳以上の人には、
９月に送付する予定です。
問い合わせ / 長寿健康課
☎ 075（631）9903、0774
（45）3904 へ。

地デジ相談コーナー
アナログテレビ放送は、７
月 24 日に終了して、地上デ
ジタル放送（地デジ）に移行
します。テレビ画面の右上に
「アナログ」と表示されている
テレビは映らなくなります。
役場１階ロビーに地デジ相
談コーナーを設置しますので、
地デジの準備がお済みでない
人は、ぜひご利用ください。
また、デジサポ京都では、
電話相談や高齢者宅への戸別
訪問もおこなっていますので、
お気軽にご相談ください。
日時／６月 27 日㈪～８月
23 日㈫までの月曜・火曜日の
９時～ 17 時（７月 18 日を
除く）、水曜から金曜日は専用
電話を設置 問い合わせ／デ
ジサポ京都（総務省京都府テ
レビ受信者支援センター）☎
075（330）3030（平日は午
前９時～午後９時、土曜・日
曜日・祝日は午前９時～午後
６時） FAX075（212）9115
へ。

迷惑駐車禁止
消火栓や防火水そうなどの
消防水利の周辺や路上駐車は、
道路交通法で駐車が禁止され
ています。
これらの周辺に違法駐車し
ていると、災害発生時に駐車
車両が障害となり、一刻を争
う消火活動を妨げ、大切な財
産や生命を失うことにもなり
かねません。
皆さんのご理解とご協力で
迷惑駐車をなくしましょう。
問い合わせ／消防本部☎
075（631）1515 へ。

6 月の「バスの日」は 26 日㈰です。
《のってこバス運賃無料！》

下水道工事は指定業者で
ご家庭や事業所で、公共下
水道に接続するための工事や
敷地内の改造工事は、町の指
定を受けた下水道排水設備指
定工事業者（現在 121 業者）
でなければ施工できません。
契約の際には、指定工事業者
であるかご確認ください。
（町
ホームページにも掲載してい
ます。）
また、町内のご家庭を業者
が訪問し、宅内の排水設備の
点検や、清掃の勧誘をおこ
なっているようですが、町で
上下水道料金の支払い

は、このような点検作業を業
者に委託していません。これ
らの業者は、わずかな作業で
高額な費用を請求することが
あります。十分ご注意くださ
い。いらないものは、はっき
り断りましょう。
問い合わせ／下水道課☎
075（631）9990、0774
（45）3920 へ。

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／６月 25 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 へ。

労働保険の申告納付
事業主の皆さん、労働保険
料（労災保険・雇用保険）の
申告納付は、７月 11 日㈪ま
でです。
なお、昨年度と同様「石綿
健康被害救済法」に基づく一
般拠出金も併せておこなって
いただくことになります。
問い合わせ／京都労働局総
務部労働保険徴収課☎ 075
（241）3213 へ。

小学生夏季ドッジボール大会
日時／７月２日㈯ 午前８
時 30 分から 場所／総合体
育館 対象／町立小学校４～
６年生、男女別・学年別で１
チーム 12 人（登録は 16 人
まで可） 申し込み／６月 24
日㈮までに各小学校へ。問い
合わせ／社会教育課☎ 075
（631）9980、0774（45）
3918 へ。
4・5 月分の納期限は、6 月 30 日㈭です。
忘れずに、納期限内に納めましょう。

町総体軟式野球大会
日時／７月上旬から毎週日
曜日 場所／中央公園野球場
対象／町内在住・在勤の人
で構成されたチーム、連盟登
録チーム 試合方法／トーナ
メント方式 費用／１チーム
8,000 円 申し込み・問い合
わせ／６月 25 日㈯までに体
育協会事務
局（ 総 合 体
育館内）☎
0774（44）
2205 へ。電
話不可

各 種 相 談
★すこやか養育相談（面接相談）
６月 16 日㈭ 午後１時～４時
各保育所 佐山☎ 0774（43）297
0、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）
６月 28 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）
６月 23 日㈭ 午後１時～４時
地 域 福 祉 セン ター ☎ 075（631）
0022 へ。
★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

6 月の納税
◇町・府民税……………
◇国民健康保険税… …

第１期
第１期

〈納期限 ６月 30 日㈭〉
税金の納付には、便利な口座振替を
ご利用下さい。

問い合わせ／税務課
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