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～となりの人はどうしてる？～
①８月 26 日㈬

午後１時 30 分～３時

7 年に向け、ゴミ出しや買い物など身の回りの「ち

②８月 27 日㈭

午後７時～８時 30 分

ょっとした手助け」を必要とする高齢者が増え続け、

③８月 29 日㈯

午後１時 30 分～３時

団塊の世代が 75 歳以上（後期高齢者）になる令和

同時にそれらを担える人は減っていきます。

▶日

▶場

時

①役場５階コンベンションホール

所

そこで、１月から行政や住民がそれぞれの立場で

②③ゆうホール交流ホール

できることは何かを考える「ささえあいのまちづく
り会議」を開催しています。

※３回とも同じ内容です
▶申

右記のとおり再開しますので、それぞれの地域で、

要申込。８月 21 日㈮まで。電話可

込

社会福祉協議会

▶問合せ

自分たちにできることを一緒に考えてみませんか。

8月23日㈰は久御山町長選挙の投票日
※８月 21 日㈮・22 日㈯の午前９時 30 分～午後６

投票できる人は
日本国民で平成 14 年８月 24 日以前に生まれた人
で、令和２年５月 17 日以前に久御山町に住民登録
（転入届）をされ、引き続き住んでいる人です。

時は、ゆうホールでも期日前投票ができます。
投票所を訪れる皆さんへのお願い
投票所内では新型コロナウイルス感染症対策を
実施します。投票所内でのマスク着用にご協力く

投票時間は午前７時～午後８時
投票所入場券を郵送しますので、記載されている

ださい。ホームページで比較的混雑する時間帯を

投票所を確認し、入場券をお持ちください。入場券

掲載していますので、できるだけ混雑する時間帯

をお忘れになっても投票はできます。

を避けてお越しください。

期日前投票が利用できます

▶問合せ

期間は、８月 19 日㈬から 22 日㈯までで、役場庁
舎１階ロビーの期日前投票で午前８時 30 分から午
後８時まで受け付けています。

選挙管理委員会事務局（総務課内）

第７区投票所が変わります
第７区投票所は、「栄３・４丁目集会所」から「東
角小学校１階図工室」に変更します。お間違えのな

投票所入場券が届いているときは、忘れずにご持

いようご注意ください。

参ください。

職員を2班体制に
職員間の濃厚接触の機会を減らし、新型コロナ対

あります。ご理解とご協力をお願いします。

策の強化と通常に近い業務形態の両立を図るため、

※期間は延長する場合があります。

８月 29 日㈯までの間、役場庁舎内の職員を２班に

※こども園やゆうホール、体育館などの庁舎外の施

分け午前午後の入替勤務を行っています。
窓口業務などで、通常より時間を要する可能性が

設は、通常どおりの勤務を行っています。
問合せ

総務課

新型コロナウイルス感染防止のため、新しい生活様式を定着させましょう。８月６日現在の感染者数＝２人（京都府山城北保健所発表）

募集・催し
日本語支援ボランティア養成講座
（公財）京都府国際センターと共催
で外国人の日本語学習を支援するボ
ランティア養成講座を開催します。

わせて 100 人（先着） 費用／１人千

介護予防筋力向上トレーニング「元

・10 月 30 日㈮ 午前 10 時～11 時

円 申込／９月 14 日㈪＝必着＝ 申

気ハツラツトレーニング」など（１

30 分（受付９時 30 分から） 場所／

込／〒 613-0032 久御山町栄１- １

回だけの参加可） 費用／１回 100

保健センターなかよしルーム 対象

-115 ハイツ西宇治２-202 の松本茂

円

定員／久御山町役場＝ 24 人、ク

／運動制限のないおおむね 20 歳以上

樹さん。FAX 不可

ロスピアくみやま＝ 10 人、楽生苑＝

の人 内容／リフレッシュ＆脂肪燃

10 人、荒見苑＝ 15 人

申込／不要

焼（基礎編）
、８月 26 日㈬は骨密度

（久御山町役場だけ要申込） 問合せ

測定をします 講師／運動指導士の

ひとり親家庭のための
いきいきふれあい事業
母子寡婦（さつき）会では、ひと

らしを豊かにするため、文化・習慣

り親家庭を対象にバスツアーを行い

を学ぶため、とても重要な手段です。 ます。
講座では支援活動に必要な基礎知識

日時／９月 13 日㈰

午前９時 15

と指導方法を身に付けるために、経

分～午後５時頃

験豊かな講師が指導をします。

農園・京都鉄道博物館

内容／ぶど

う狩りと博物館の見学

対象／町内

日時／９月５日～10 月 10 日の毎

場所／勧修寺観光

週土曜日。全６回。午前 10 時～正午

在住のひとり親家庭の親子

場所／ゆうホール交流ホール 対象／

親＝２千円、子ども＝千円、幼児＝

町内在住・在勤の 18 歳以上の人 定

500 円

員／20 人（先着） 費用／無料 申込

／要申込。８月 21 ㈮まで

／要申込。８月 31 日㈪まで 問合せ

子育て支援課

／社会教育課

おはなし会
図書館職員が絵本や紙芝居を読み
聞かせます。
日時／８月 22 日㈯ 午前 10 時 30
分～11 時 場所／ゆうホール３階交
遊室 費用／無料 定員／10 人（先

費用／

定員／20 人（先着） 申込
問合せ／

分～11 時 30 分
さ

会の佐野文子さん

午前 10 時 30

定員／５組（先

期間／８月１日㈯～30 日㈰ 問合
せ／図書館☎ 0774
（45）
0003

ンドロームを予防するために食生活
で気をつけることなどを学習しまし
ょう。
午 後１時 30

場所／保健センターすこ
対象／おおむね 40 歳以
内容／ロコモ予

45 分、午後１時

／無料

持ち物／筆記用具、マスク

正午

場所／中央公園

園の子どもと保護者
しなど

対象／未就

申込／要申込。８月
問合せ／社会福

祉協議会

いきいきハツラツ塾
健康センター「いきいきホール」

講師／町

その他／くみやま健康マイレージ対
持ち

物／マスク・本人確認ができるもの

内容／宝さが （運転免許証・健康保険証など） そ

定員／10 組（先着） 費用

／１組 200 円

防についての講話と試食

場所／

象事業

申込／要申込。８月 17 日㈪

～９月２日㈬

問合せ／国保健康課

能、65 歳以上は 60～64 歳に献血経

明るい選挙啓発
ポスターと標語を募集

験のある人に限ります

問合せ／国

明るく正しい選挙と投票参加を啓

保健康課か京都府赤十字血液センタ

発するため、ポスターと標語を募集

ー☎ 075（603）8800

します。

の他／16～17 歳は 200㍉㍑だけ可

♪クイズ！ けんけつちゃん

血の色が人と同じ色ではない生物

入選者には賞状と記念品を、応募
者全員に記念品を贈ります。

を、老人福祉センター荒見苑などに

こたえは広報紙のどこかにあるよ。

つ切り画用紙、②色彩・標題は自

出張して行います。

さがしにいこう！

由、③標語はおおむね 20 文字以内で

／総合体育館 対象／オープン（一

日時・場所／右表。午前 10 時～

般・社会人だけ） 内容／男子シング

11 時 30 分

ルス（１・２・３部）
、女子シングル

以上の人

ス（１・２・３部） 定員／両種目合

レッスン「サッソウいきいき体操」や

広報くみやま 2020 年８月15日

対象／町内在住で 60 歳
内容／介護予防グループ

Ⓑスルメイカ

対象／町内在住・在学の人
Ⓒカツオ

生活習慣病予防の健康教室
(運動編)
日時／８月 26 日㈬・９月 30 日㈬

交通の場として重要な施設です。ま

午前 10 時～

場所／中央公民館研修室１号

在住・在勤） 内容／コロナに負け
るな！親子でアロマ石けんづくり！
きよ

講師／（一社）Miiles の代表理事 清
つぎ ゆたか

次豊さん

定員／10 組（抽選） 費

用／１組 200 円

その他／保育ルー

ムを希望する人は申込時に連絡をし

内容

／規格は①ポスターは四つ切りか八

自作、④未発表のもの、⑤１人１点
その他／①第１次審査で入選作品を
選び、その中から優秀作品を京都府
の第２次審査に出品します、②応募

た、道路は豪雨や地震などの災害時
の緊急輸送路や避難路としての役割
も担っています。
町では、突然やってくる豪雨や地
震に備えるために「災害に強い道路」
をめざし整備などを進めています。
皆さんも、日頃から大切に使うよ
うに心がけましょう。
問合せ／都市整備課

込／８月17日㈪

令和2年上半期
火災･救急･救助統計

～2 6 日 ㈬

上半期（１月～６月）の火災・救急

てください 申
問

合せ／総務課

・救助統計の概要をお知らせします。

危険物取扱者保安講習案内
危険物の取扱作業に従事している
危険物取扱者は、原則として免状交
付日か、講習受講日以後の最初の４
県知事が行う危険物の取扱作業の保

日時／10 月 11 日㈰ 午前９時開

などによる「介護予防プログラム」 Ⓐマムシ

通勤・通学

や物資を運ぶ

月１日から３年以内ごとに、都道府

で開催しているトレーニングマシン

は次のどれかな。

8月25日～ 31日 道路防災週間

る道路は、人

男女共同参画セミナー
親子でアロマ石けんづくり
日時／９月５日㈯

を予防する」です。ロコモティブシ

上で町内在住の人

午前

選挙推進協議会（総務課内）

対象／幼児～小学生とその親（町内

やかルーム

日 時 ／８月

・生徒は、学校へ） 問合せ／明るい

今回のテーマは「食生活でロコモ

分～３時

イオン久御山１階憩いの広場

・氏名・年齢・学校名・学年を記入

正午

日 時 ／９月７日 ㈪

献血車がやって来る！

～４時

か、官製はがきの裏面に作品と住所

生活習慣病予防のための
健康教室
（栄養編）

久御山町オープン
卓球協会会長杯
会式（受付は８時 40 分から） 場所

3

荒見苑

8 月 18 日、9 月 15 日、
11 月 24 日、12 月 15 日、
令和 3 年 1 月 19 日

合せ／国保健康課

定員／10 人（先着） 費用

おうちで読書を楽しんでみませんか。 17 日㈪～31 日㈪
粗品をプレゼントします。

楽生苑

9 月 8 日、11 月 17 日、
12 月 8 日、
令和 3 年 1 月 12 日

申込／要申込。８月 17 日㈪から 問

栄養士

午前 10 時～

名・学年を、標語は所定の応募用紙

で利用してい

の他／くみやまマイレージ対象事業

9 月１日、11 月 10 日、
クロスピア
12 月１日、
くみやま
令和 3 年 1 月 5 日

おしらせ

の裏面に、住所・氏名・年齢・学校

ル、マスク、運動がしやすい服装 そ

1 0 時 ～1 1 時

日時／９月７日㈪

今年の夏は本や雑誌などを借りて

10 月 6 日、
令和 3 年 2 月 2 日
※要申込。

いホール☎ 0774（41）2263

0774
（45）
0003

申込／ポスターは作品

連合会☎ 075（415）0038

や買い物など

23 日 ㈰

着） 申込／不要 問合せ／図書館☎

却しません

せ／（一社）京都府危険物安全協会

費用／無料 持ち物／飲み物、タオ （町立小・中学校へ通学している児童

着） 申込／要申込 問合せ／あいあ

親子ニコニコ子育てサロン

夏のおうちで読書
応援キャンペーン

久御山町
役場

知らせします。

講師／３Ｂ体操協

の ふみこ

開催日

※予定が変更となるときは、広報でお

親子で３Ｂ体操教室
日時／９月１日㈫

場所

活動に使用します、③標語作品は返

小 嶋 拓平さん 定員／10 人（先着） して、９月 11 日㈮までに総務課へ。

／同ホール☎ 0774（41）3466

言葉でのコミュニケーションは暮

こ じま たくへい

作品は明るい選挙推進のための啓発

安に関する講習を受けなければなり
ません。
保安講習を受講しないときは、危
険物取扱者免状の返納を命ぜられる
ことがあります。
日時／10 月９日㈮

午前の部＝

午前９時 30 分～午後０時 30 分、午
後の部＝午後１時 30 分～４時 30 分
場所／城陽市南部コミュニティセン
ター

定員／各 50 人

その他／講

火災の部
火災件数は３件で、昨年同期と比
べ増減はありませんでした。
内訳は、建物火災１件、車両火災
１件、その他火災が１件です。
救急の部
出動件数は 560 件で、昨年同期と
比べ 76 件減少しました。
内訳は、急病が 324 件と最も多く、
次いで交通事故 99 件、一般負傷 91
件でした。搬送人員は 534 人で、72
人減少しました。
救助の部
出動件数は８件で、昨年同期と比
べ増減はありませんでした。
内訳は、建物等による事故が４件
と最も多く、次いで水難事故が２件、

習日や講習会場は変更する可能性有。 交通事故が１件、その他の事故が１
申請書は消防本部予防課にあります
申込／８月 24 日㈪～28 日㈮

問合

♪クイズ！ けんけつちゃん こたえ♪ Ⓑスルメイカ
人の血には鉄が、イカの血には銅が含まれていて、釣りたてのイカだと青い血が見られることがあるんだって。

件となっています。
問合せ／消防本部

広報くみやま 2020 年８月15日

2

です。右の封筒になる部分を切り取ってご
利用ください。切手は不要です。
■エコーポスト

3007

次の公共施設に「エコーポスト」を設
けてご意見などをお聴きしています。用
紙の指定はありませんが、
「住所」
・「氏

令和 4 年７月

名」
・
「電話番号」を必ず記入してくださ
い。
＜エコーポスト設置施設＞
・久御山町役場１階情報公開コーナー
・ふれあい交流館「ゆうホール」
・中央公民館
・総合体育館

ご意見など募集

皆さんの声を町政に反映するための用紙

あなたの声
お聴かせください。

■エコーライン

・老人福祉センター「荒見苑」
・子育て支援センター「あいあいホール」
・健康センター「いきいきホール」
・まちの駅「クロスピアくみやま」
・みまき・さやま・とうずみの各こども園

住民の皆さんの久御山町への思いな

・みまき・とうずみの各こども園分園

どをまちづくりに反映し、皆さんに町

■電子メール

の考えを知ってもらうため、
「エコー

久御山町ホームページのトップページ

ライン」による広聴を行います。

にある「町政へのご意見」から送信して

ご意見などは、原則として広報くみ

ください。

やまで回答します。

■町政モニター

正確な回答をするため、担当部署な

町内在住・在勤で20歳以上の人から

どから連絡をすることがあります。住

モニターを公募して、アンケートを中心

所、氏名、電話番号を必ず記載してく

に行っています。

ださい（広報紙には大字だけ掲載しま

■住民討議会

す）。記載がないと、回答ができない

皆さんが自分のまちに関心を持ち、デ

ときがあります。

ィスカッションの結果をまちづくりに反
映しようとするものです。無作為で抽出
した人に参加依頼書を送付します。


問合せ／総務課

役場１階情報公開コーナー設置のエコーポスト

※必ず記入してください。

広報くみやま

KUMIYAMA

なかち

けいご

いちはら

うた

竹のなめらかさを塗り込んで表
現したり、濃淡で竹の子の陰影をつ
けたりしているところが上手です。

そびえ立つ山々の、でこぼこし
た感じを筆の太さを変えて、細かく
丁寧に表現することができました。

夏野菜の張りのある感じを墨の
濃淡や太さを変えながら、丁寧に表
現することができました。

評

6年 市原 歌（栄）

評

6年 仲地 慧悟（林）

にいな

あやと

すみだ

べ

４年 ⻆田 仁那（林）

きはね

■編集・発行 久御山町役場 総務部 総務課 秘書広報係
TEL：075
（631）
6111 ／ 0774（45）
0001( 代表 )
FAX：075
（632）
1899( 代表 )

あ

評 筆の入りや止める部分が
とても丁寧に書けています。
横画の長さの整え方も素晴ら
しいです。

まつい

ゆいな

４年 松井 妃羽（栄）

とみた

評 一画一画力強く書くこと
ができています。横画の間隔
も正しく整えることができて
います。

４年 富田 唯愛（林）

No.1053

ゆ

評 横画の長さと間隔のバラ
ンスが素晴らしいです。筆の
入る向きも気をつけて書くこ
とができています。

15

2020

ま

評

８

くさか

6年 日下 茉柚（林）

うねの

１年 阿部 彩人（栄）

ゆうき

１年 釆野 祐規（林）

東角 小 学 校
色鮮やかな、おひさまの絵を描
きました。まわりにも元気をあたえ
てくれる作品になりました。

このコーナーに掲
載 し た 作 品 は、ゆ
うホール１階で８
月15日㈯から９月

の

たくさんの色を使って丁寧に塗
ることができました。見ているだけ
で元気になれる作品になりました。

ことは

はやし

１年 宇野 琴葉（佐山）

明るく元気な笑顔のおひさまを
描きました。クレパスで丁寧に色を
塗ることができました。

（敬称略。7 月受付分）

おくやみ

あいり

１年 林 愛莉（林）

評

評

この広報は環境にやさしい植物インキを使用しています

10日㈭まで展示し
ています。

う

評

評

（敬称略）

にこにこ微笑むおひさまを描き
ました。おひさまのまわりには、好
きな物をたくさん描きました。

納期限は８月31日㈪
諸税など

問合せ

中

島

田中

茅子

95 歳

町・府民税（第２期）

税務課

佐

山

奥野

剛延

78 歳

国民健康保険税（第３期）

税務課

〃

𧦴𧦴𧦴𧦴𧦴𧦴𧦴

64 歳

下津屋

小川千代子

77 歳

〃

吉村

80 歳

栄

山中

都
英伸



36 歳

後期高齢者医療保険料（第２期）

国保健康課

上下水道料金（６･ ７月分）

上下水道課

こども園保育料（８月分）

子育て支援課

※税金や町の公共料金の納付は、便利な口座振替をご利用ください。
※税金や保険料、保育料、上下水道料金はコンビニエンスストアでも納
付できます。バーコード印字がない納付書は使用できません。

