まちの総合情報紙
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四季のくみやま
2021年度版町民カレンダーの写真募集
まちの魅力あふれる写真を募集します。

▶申込

12 月 28 日㈪までに作品の裏面に住所・氏

▶内容 写真の印刷物（カラープリントＡ４サイズ

名・電話番号・写真の題名・撮影場所・撮影日を

紙、写真の返却はしません）か、写真のデータ

記入（メールで申込のときは本文に記載）して提出

（SD カード・メール）を提出

▶問合せ

総務課

▶その他 ①平成 31 年～令和２年に町内で撮影し
たもの、②作品の著作権は作者にありますが、使
用権は町に帰属、③画像の合成など著しい加工は
不可、④人物など被写体に対する肖像権の侵害な
どの責任は負いません、⑤１人 10 点まで、⑥町
民カレンダー以外に使用する可能性有（事前に連
絡をし写真提供者の許可を得たうえで使用しま
す）
、⑦採用者には図書カード（千円分）を贈呈

▲2020年度版町民カレンダー表紙

生活習慣病予防の健康教室（栄養編）
今回のテーマは「野菜で便秘予防」です。

▶内容

便秘予防についての講話と試食

便秘の予防に必要な野菜をたっぷり食べる方法な

▶講師

町の栄養士

▶費用

無料

どを学習しましょう。
午後１時 30 分～３時

▶その他

▶定員

▶持ち物

12 人（先着）

マスク、筆記用具など

12 月８日㈫

▶場所

保健センターすこやかルーム

▶申込

▶対象

おおむね 40 歳以上で町内在住の人

▶問合せ

くみやま健康マイレージ対象事業

▶日時

要申込。11 月 16 日㈪～12 月３日㈭
国保健康課

代替調理員の募集（会計年度任用職員・補助）
▶雇用期間

随時～令和３年３月 31 日（更新の可

▶賃金

能性有）
▶対象

18 歳以上 65 歳未満の人

▶勤務時間

やまこども園

月～金曜日のうち週２～４日程度（午

基本給月 5,000 円、時給 964 円（別途交通

費支給）
▶その他

前８時 30 分～午後５時。シフト制。土・日曜日、

▶申込

祝日休み）

▶問合せ

調理師免許がある人が望ましい
履歴書（写真添付）を提出。郵送可
学校教育課

▶勤務場所 御牧小学校、みまきこども園分園、さ
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。11 月 10 日正午現在の町内在住の感染者数＝８人（京都府発表）

募集・催し
歩こう会のご案内

３歳以上の人

定員／５人（先着） 時～11 時 30 分、②午後１時 30 分～

申込／不要 問合せ／図書館☎

３時

0774（45）0003

住で 60 歳以上の人

近鉄大久保

ボランティアスタッフが絵本や紙

延期） 内容／石山寺（５㌔㍍）で秋

日時／11 月 28 日㈯
30 分～11 時

送迎バスはありません

その他／

申込／11 月

18 日㈬の午前９時から参加者本人が

芝居を読み聞かせます。

費用／1,080

内容／ミニコン

人（先着） 費用／500 円

駅９時集合（悪天候のときは 29 日に
を満喫するウォーク

対象／町内在

サート（ピアノ演奏） 定員／各 15

おはなし会

日時／11 月 28 日㈯

場所／荒見苑

明るい選挙啓発ポスター・
標語展示とパネル展の開催
明るい選挙啓発ポスター・標語の
入賞作品の展示を行います。
「あなたも選挙博士になれるパネル
展示」も同時に行います。

午前 10 時

同苑へ。電話可

場所／ゆうホール３

問合せ／荒見苑

日㈬

期間・場所／① 11 月 12 日㈭～25
午前８時 30 分～午後５時＝

円（交通費） 持ち物／弁当、飲み

階交遊室 定員／10 人（先着） 費

☎ 0 7 7 4（4 4）

役場１階ロビー、② 12 月２日㈬～８

物、タオル、帽子、敷物、ゴミ袋な

用／無料

3405

日㈫

ど

書館☎ 0774（45）0003

あんざいしゅうじ

問合せ／歩こう会の安西修二さ

ん☎ 0774
（43）
6032

申込／不要

問合せ／図

図書館講座「おりがみ教室」

ほっとハウス
「チエさん」
手作り＆音楽マルシェ

日時／12 月９日（水） 午後２時

ボランティアと住民が気楽に集ま

～３時 30 分

場所／ゆうホール３

階ミーティングルーム

バザーや手作り品の販売、音楽鑑

在住・在勤で 18 歳以上の人 費用

賞、紙芝居、小物づくりや体験、ボ

／無料 定員／８人（先着） 申込／

ランティアグループパネル展示など

要申込。11 月 17 日㈫の午前９時 30

多数あります。

問 合 せ ／ 図 書 館 ☎ 0774

（45）
0003

おりがみの会
30 分～３時 30 分

日時／11 月 23 日（月 ･ 祝）・25 日

ル２階ボランティアルーム

対象／

3

明るい選挙推進協議会事務局（総務
課内）

対象／被写体が久御山町在住の

ma.lg.jp（QR コード）へメール

その他／①被写体の人の同意

で送信。写真を直接提

が必要、②写真１枚あたり被写体

出することも可 問合

１人、③過度な加工をしたものは

せ／総務課

掲載不可、④アップで撮影、⑤掲
載時の大きさや位置は選べません、
⑥応募多数のときは掲載できない
可能性有、⑦応募少数のときは表

おしらせ

紙を変更する可能性有

申込／12

月 11 日㈮まで。メールタイトルを

日㈰ いずれも午前 11 時～正午か午

令和３年３月末まで中央公民館ホ

03（6700）1144）

後１時～２時

対象／小学生とその

ールアスベスト除却などの工事を実
施します。

555、
（050 から始まる電話からは☎

EE電
（いいでん）
キャンペーン

工事関係者や作業車の駐車スペー

京都府では家庭・事務所・商店・

ス確保のため公民館南側の来庁者用

飲食店などでの再エネ電力の利用を

漏水修理の費用は自己負担です。
事業者は、ホームページで確認をす
るか問い合わせください。
問合せ／上下水道課

危険物取扱者保安講習案内

の所定フォーム、はがきか FAX で、

駐車スペースを一部規制することと、 促進するため、環境にやさしい電気

／日によって内容が変わります。詳

氏名 ･ 住所 ･ 電話番号 ･ メールアドレ

工事車両の出入りなどでご迷惑をお

を購入しやすくする事業を実施して

危険物取扱者は、原則として免状交

しくは 11 月 15 日号社協だよりに掲

ス ･ 小学校名 ･ 学年 ･ 参加日時を

かけすることへのご理解ご協力をよ

います。

付日か、講習受講日以後の最初の４

載

その他／入室には定員がありま

NPO 法人こみねっとの親子で宇治

ろしくお願いします。

す。駐車場がありませんので、ゆう

茶レンジ担当（〒 611-0043 宇治市

ホールの駐車場を利用してください

伊勢田町若林 53

日時／12 月 11 日㈮

山田 ミツヱ（73歳・東一口）

田中

坂川

スミヱ（91歳・佐山）

内田 マサヱ（98歳・東一口）

堀江

和子（75歳・栄）

鵜ノ口 カヨ（91歳・東一口）

松尾

せつ子（78歳・栄）

075（320）3597

https://1hx23.linkclub.jp/
kominet.net/index2.html）へ

お楽しみ会

村田 キクヱ（97歳・北川顔）
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問合せ／

を 添 付、somu@town.kumiya

ります。
人

投稿者氏名、②電話番号、③写真

日時／① 12 月 13 日㈰、②１月 17

場所／ほっとハウス「チエさん」 ② 12 月 27 日㈰までにホームページ

おくやみ （敬称略。10 月受付分）
苗雄（57歳・中島）

ホール２階展示コーナー

「広報くみやま１月号」の表紙にな

きんネット専用番号☎ 0570（058） い。

組（抽選） 申込／① 11 月 29 日㈰、

午前 10 時～正

午前９時～午後 10 時＝ゆう

あなたが撮影した笑顔の写真が 「１月号表紙写真の応募」とし、①

南側の駐車スペースを一部規制
中央公民館での工事

前に送付します。

・２日㈬・３日㈭

問合せ／社会福祉協議会
毎週月・木曜日 午前 10 時 20 分
と午後 5 時から「久御山だより」を
放送しています。

用する急須と湯のみ、宇治玉露は事

保護者 費用／無料 定員／各 20

午 後２時 （ゆうホール信号北 30㍍民家） 内容

場所／ゆうホー

宇治茶に関するペーパーテストと宇

㈬・26 日㈭・27 日㈮、12 月１日㈫
午

日 時 ／11 月 21 日 ㈯

オンラインアプリ「Zoom」で、
治玉露の淹れ方実習を行います。使

れる場所を開設します。

対象／町内

分から

オンライン
親子で宇治茶レンジ参加者募集

新年の表紙写真を募集
笑顔でいろどろう！

①午前 10

問

問合せ／社会教育課

11月30日は年金の日

危険物の取扱作業に従事している

多くの人が参加することで、環境

月１日から３年以内ごとに、都道府

にやさしい電気を購入できるキャン

県知事が行う危険物の取扱作業の保

ペーンです。

安に関する講習を受けなければなり

期間／10 月 13 日㈫～令和３年１

日本年金機構と厚生労働省では、 月４日㈪

費用／無料（参加登録）

ません。
保安講習を受講しないときは、危

合せ／京都府山城広域振興局農商工

ご自身の年金記録や年金受給見込額

問合せ／①キャンペーン内容＝京都

険物取扱者免状の返納を命ぜられる

連携 ･ 推進課☎ 0774（21）2392

を確認し、高齢期の生活設計に思い

ＥＥ電事務局☎ 0120（457）200、②

ことがあります。

を巡らせる日として、11（いい）月

事業の目的＝京都府府民環境部エネ

30（みらい）日を「年金の日」とし

ルギー政策課☎ 075（414）4298

納期限は11月30日㈪
諸税など

町・府民税（第３期）

国民健康保険税（第６期）

後期高齢者医療保険料（第５期）

こども園保育料（11月分）

問合せ
税務課
税務課

国保健康課

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。

ています。

日時／令和３年１月19日㈫ ①午
前の部＝午前９時 30 分～午後０時 30
分、②午後の部＝午後１時 30 分～４

「ねんきんネット」を活用すると、

水道メーターは定期的に確認を

時 30 分 場所／京田辺市社会福祉セ

ご自身の年金記録を確認できるほか、

水道メーターは、２か月に一度（奇

ンター 定員／各 50 人（先着） そ

数月）検針していますが、家庭などで

の他／講習日や講習会場は変更する

まざまなパターンの試算ができます。 定期的に水道メーターを確認すること

可能性有。申請書は消防本部予防課

将来の年金受給見込額についてのさ
登録は日本年金機構のホームペー
ジから可能です。
問合せ／ねんきん定期便・ねん

で、漏水の早期発見につながります。 にあります 申込／11月24日㈫～30
敷地内での漏水修理は、町指定給

日㈪ 問合せ／（一社）京都府危険

水装置工事事業者に依頼してくださ

物安全協会連合会☎ 075
（415）
0038

広報くみやま 2020 年11月15日
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まつい

おり紙で海の世界を表現しまし
た。波の動きを表現するために、お
り紙を重ねて貼りました。
たにぐち

おり紙を上手に切り貼りして、
好きなアニメのキャラクターを丁寧
に表現しました。

けいすけ

５年 ⻆ 花衣（栄）

５年 谷口 佳祐（林）

宇宙一体に広がる星と、列車の
下に見える地球にこだわって、丁寧
に仕上げることができました。

スパッタリングの技法を生かし
て宇宙空間を丁寧に描き、銀河鉄道
の夜を見事に表現しました。

こうしろう

２年 松井 光士朗（栄）

評評

おり紙を切ったり貼ったりして、
まちの景色を表現しました。太陽の
形や色をかわいく仕上げました。

よしだ

２年 吉田 あかり（林）

評評

評評

11

こやま

２年 小山 菜都美（栄）

か

じ

め

い

５年 加治 芽依（栄）

15
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評評

３年 矢野 颯人︵林︶

評評 風で葉がそよぐように︑
大きな木を描くことができま
した︒子どもたちが生き生き
と楽しそうです︒

３年 永田 陣都︵栄︶

３年 岡野 響太郎︵栄︶

評評 木の幹をたくさんの色で
塗りました︒いろいろな動き
の人を描き︑楽しく遊ぶ様子
が表現できています︒

３年 山口 紗英︵林︶

■配布 久御山町シルバー人材センター
TE L：075-633-5500
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

評評 色々な緑色で力強い木を
描きました︒木と地面は︑ち
がう色︑塗り方で工夫して描
けています︒

このコーナーに掲載した
作品は、ゆうホール１階で
11月14日 ㈯ か ら12月10
日㈭まで展示しています。

評評 木の幹の色合いを工夫し
ながら︑大きな木を描きまし
た︒遊ぶ子どもたちの声が聞
こえてきそうです︒

（敬称略）

評評

評評

■編集・発行 久御山町役場 総務部 総務課 秘書広報係
〒 613-8585 京都府久世郡久御山町島田ミスノ38
TEL：075-631-6111 ／ FAX：075-632-1899( 代表 )

東角 小 学 校

列車の窓の形を工夫しながら、
隅々まで丁寧に色を塗ることができ
ました。

手 話 で コミュニケーション
くらしの中で使う身近な手話を覚えて
コミュニケーションしてみませんか。

1

2

問合せ／住民福祉課
Lesson.2

「 おはよう 」
右手の拳を下に下げたあと、両手の
人差し指を互いの方に曲げます。

「朝」の手話

＋ 「あいさつ」の手話

