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新型コロナ「ワクチンバンク」の登録者募集
ワクチン接種の急なキャンセルによるワクチン廃
棄を無くすため、すぐに集団接種会場に来て接種を
受けられる人の登録を受け付けています。
▶対象

久御山町に住民登録のある 12 歳以上の人

（接種券が届いている人）
▶接種場所
▶登 録 方 法

▶その他
・キャンセル発生時、集団接種会場か役場から電
話します。
・電話に出られないときや指定時間（電話連絡か
らおおむね 30 分以内）に来場できないときは、

京都岡本記念病院、久御山南病院
くみやまワクチンコールセンター

☎ 050
（3161）0012 へ電話予約（受付は、平日
午前８時 30 分～午後５時）

次の登録者に連絡をしますので当日接種するこ
とができません。
・当日の急なキャンセルに対応するため連絡が直
前になります。

※接種券番号・氏名・生年月日・電話番号をお聞

・キャンセルが発生しないときは案内しません。

きしますので、接種券を用意して電話してくだ

・申込み後、接種を受けるまで登録は有効です。

さい（電話番号は、接種日当日に連絡可能な連

・予約済の人も登録できます（集団接種の予約を

絡先を伝えてください）。

している人だけ）。

▶接種日に持参するもの

・ワクチンバンクの接種を受けたときは、集団接

・接種券（クーポン券）

種の予約を取り下げてください。

・予診票（必要事項を記入してください）

▶問合せ

国保健康課

・本人確認書類（運転免許証、健康保険証、マイ
ナンバーカードなど）
・お薬手帳（服薬中の人）

救急車の適正利用のお願い
新型コロナウイルス感染症の拡大などにより、救

た相談員が 24 時間 365 日体制で対応します。相談

急需要が増加し今後もさらに救急出動が増大するこ

内容に応じて救急車による緊急受診や自力での受診

とが予測されます。消防本部では再出動に備え、車

などのタイミングの助言を受けられる「救急安心セ

内の早期除染を行うなど救急車の出動体制の維持に

ンターきょうと」をご利用ください。

注力しています。
在宅中に「救急車を呼んだ方がいいのか？」、「今
すぐ病院へ行った方がいいのか？」といった悩みや
不安をもったときは、携帯電話やプッシュ回線で
「＃ 7119」番を押すと電話窓口で看護師資格をもっ

重症の人など本当に必要な人のために救急車の適
正利用にご理解、ご協力をお願いします。
問合せ／消防本部

新型コロナウイルス感染症
イベントの中止などはご確認を
催しなどは、新型コロナウイル
ス感染症の拡大状況をふまえ、中
止・変更する可能性があります。
詳しくはホームページ（QRコ
ード）で確認するか担
当課にお問い合わせく
ださい。

募集・催し
おりがみの会

どで火災事故が発生しています。

地球温暖化防止活動の一環として自

賞味期限があるのに消費できない食

然や緑をテーマに開催する展覧会の

品を提供してもらい、地域の福祉団

町では、火災事故の防止やリサイ

作品を募集します。出展者には、記

体やフードバンクを通じて、別の家

クルを推進するため、10 月１日から

念品を贈呈します。

庭など消費できる人へ譲ることです。

小型充電式電池の拠点回収を始めま

④解体、破損、水に濡れた電池
⑤事業所で使用された電池
問合せ／環境保全課

期間／９月 24 日㈮まで

対象／

食品ロス削減のため、皆さんのご協

すので、分別排出の徹底にご協力く

秋の全国交通安全運動

町内在住・在勤・在学の人

内容／

力をお願いします。

ださい。回収された小型充電式電池

９月 21 日㈫～30 日㈭に秋の全国

は、ステンレス製品などにリサイク

交通安全運動を実施します。

るもの、②未開封で包装・外装に破

小型充電式電池とは

＝指定なし、彩色＝原則カラー作品

損・汚れがないもの、③製造者・販

携帯電話やノートパソコン、電動

②夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行

ュカードを持って担当課窓口へ、②簡

（彩色方法自由。彩色のない作品に

売者などが表示されているもの、④ア

アシスト自転車など、さまざまな製

者などの保護など安全運転意識の向

単な申込用紙に記入、③持参したキ

ついては要相談）
、その他＝未発表

レルギー表示など成分表示があるも

品に使用され、乾電池のように１回

上、③自転車の安全確保と交通ルー

ャッシュカードを専用の機械に通し、

のオリジナル作品で１人１作品に限

の、※アルコール飲料は不可

限りではなく充電して繰り返し使え

ル遵守の徹底、④飲酒運転などの悪

暗証番号を入力、④申込内容を確認、

る。作品裏面などに出品者の住所・

喜ばれるもの／お米（精米日記載・

る電池です。

質・危険な運転の根絶－です。

⑤「本人控え」を受け取り手続完了。

氏名を記入。作品の搬出入は、役場

密封袋入。玄米は不可）。保存食品

小型充電式電池は、資源有効利用

９月 30 日は「交通事故死ゼロを

金融機関では従来通り「口座振替

（缶詰、インスタント・レトルト食

促進法に基づき、製造業者などに回

目指す日」としています。この機会

納付依頼書」による口座振替登録も

特に

を始めとする歩行者の安全の確保、

午前８時 30 分～午後５時 15 分。土

麺、のり、昆布など）。ベビーフード

リサイクルマークが表示されてい

行動し、安全

の人 申込／不要（先着５人） 問合

・日曜日も開催、② 11 月 12 日㈮～ （粉ミルク、お菓子など） 提供方法

る「ニカド電池」、「ニッケル水素電

の意識を高め

せ／図書館☎ 0774
（45）0003

25 日㈭ 午前９時～午後 10 時（①、 ／持込み（窓口回収）＝ 10 月１日㈮

池」
、
「リチウムイオン電池」と「モバ

ましょう。

おはなし会
ボランティアスタッフによる絵本
や紙芝居の読み聞かせをします。
日 時 ／９月 25 日 ㈯
30 分～11 時

午 前 10 時

場所／ゆうホール３

階交遊室 申込／不要（先着 10 人）
問合せ／図書館☎ 0774（45）0003

くみやま自然と緑の展覧会

～29 日㈮

役場１階ロビー、②ゆうホール２階

・日曜日を除く）に役場２階環境保

回収場所

展示コーナー

全課へ。引取（自宅回収）＝ 10 月１

①役場１階ロビー

日㈮～29 日㈮

②ゆうホール

申込・問合せ／環境保全課

おしらせ

午前９時～午後５時（土

イルバッテリー」が回収の対象です。

②とも最終日は正午まで） 場所／①

午前９時～午後４時

くみやま自然と緑の展覧会
展示作品募集
豊かな心づくり推進協議会では、

フードドライブとは、家庭でまだ

貞男（89歳・大橋辺）

北村

叶（83歳・林）

岩井

和夫（76歳・中島）

山内

学（49歳・〃）

木村

茂利（73歳・栄）

西村スヱ子（97歳・相島）
（敬称略。８月受付分）
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できます。

町府民税（普通徴収）
固定資産税・都市計画税 税務課
軽自動車税

水道メーターは定期的に確認を

国保健康課
税務課

後期高齢者医療保険料

国保健康課

水道メーター

介護保険料

住民福祉課

上下水道料金

上下水道課

こども園保育料

子育て支援課

こども園給食費

学校教育課

は、２カ月に一度

てください。町内のリサイクル協力

ていますが、家

店でも回収してい

庭などで定期的

ます。詳しくは一

に水道メーターを確認することで、漏

消防設備士試験

小型充電式電池は、強い圧力が加

般社団法人 JBRC

水の早期発見につながります。

日 時 ／1 1 月

わったときに発熱・発火の危険性が

のホームページで

あり、ごみ収集車やごみ処理施設な

確認してください。
出し方

諸税など

敷地内での漏水修理は、町指定給

簡単に取り外せないものは、製品

問合せ

国 民 健 康 保 険 税（第４期）

税

務

課

後期高齢者医療保険料（第３期）

国保健康課

こ ど も 園 保 育 料（９月分）

子育て支援課

※税金や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。

21 日 ㈰

場所

水装置工事事業者に依頼してください。 ／Y I C 京 都 工
漏水修理の費用は自己負担です。 科自動車大学校
事業者は、ホームページで確認をす （京都市） 試験

ープなどを貼り、絶縁してください。 るか問い合わせください。
電池は絶対に解体しないでください。

担当課窓口

国民健康保険税

※専用の回収ボックス（黄色）に入れ （奇数月）検針し

種類／全種全類

申込／書面申請

問合せ／上下水道課 （原則郵送）＝ 10 月１日㈮～８日㈮

ごと小型家電回収ボックスに出して

ペイジー口座振替受付サービス

ください。

町税や国民健康保険税など町の公

に（一財）消防試験研究センター京都
府支部（京都市上京区出水通油小路
東入る京都府庁西別館３階）☎ 075

回収できない電池

共料金のお支払いは、口座振替が便 （411）0095 へ 。願書は町消防本部

①リサイクルマークが表示されてい

利で納め忘れもなく安心です。

ない電池

右表の税金や料金は、担当課窓口

②乾電池（コイン、ボタン電池含む） にキャッシュカードを持参するだけ
③車やバイクのバッテリー

3

問合せ／都市整備課

を除く） 問合せ／環境保全課

納期限は９月30日㈭

髙橋

①申し込む金融機関口座のキャッシ

対象税金・料金の名称

③クロスピアくみやま

金属端子部やリード線にビニールテ

おくやみ

手続きの流れ

問合せ／税金 ･ 料金の担当課

故に注意して

30 分（土・日曜日、正午～午後１時

10月１日から拠点回収開始
小型充電式電池の分別回収

フードドライブを開催
“もったいない”を
“ありがとう”の笑顔に

鵜ノ口信男（79歳・東一口）

ッシュカードがあります）

用紙サイズ以内のもの、作品の向き

運動の重点は、①子どもと高齢者

対象品

対象／３歳以上

ましろ農協（一部利用できないキャ

ルされます。

そ、砂糖など）。茶葉、乾物類（乾

ランティアルーム

央信用金庫、ゆうちょ銀行、京都や

和４年１月１日以降で常温保存でき

期間／① 10 月 15 日㈮～29 日㈮

場所／ゆうホール２階ボ

京都銀行、京都信用金庫、京都中

品や写真など。大きさ＝四つ切り画

収・再資源化が義務付けられています。 に、一人ひとりがあらためて交通事

分～３時

利用できる金融機関

提供できる食品／①賞味期限が令

品）。調味料（食用油、しょうゆ、み

午後２時 30

もなく、届出印も不要です。

町の緑や自然を表現したポスター作

まで

日時／９月 18 日㈯

金融機関の窓口で手続きする必要

にあります。電子申請＝９月 28 日㈫
～10 月５日㈫に同センターホームペ
ージから。☎ 0570（07）1000

問合

で口座振替の登録が簡単にできます。 せ／同センター
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だん

カラフルな卵からかわいいうさぎ
が生まれてきました。クレパスと水絵
の具を使い分け、うさぎと花畑を表現
しました。

孫悟空が飛び出す真っ赤な卵。
クレパスとのり絵の具を使って画用
紙いっぱいに描き、迫力のある絵に
仕上げました。

４年 渡辺 陽衣 （佐山）

こうしろう

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。

問合せ／住民福祉課

「

Lesson.12

大丈夫ですか

」

「大丈夫、できる」の手話（①）と「伺う、
～か？」の手話（②）を組み合わせます。

軽く曲げた右手の指先を
指先を開きながら、
掌を上に
左胸にあててから右胸に
向けて前に出します。
あてます。
首は少し傾げます。

９月８日正午現在の町内在住の新型コロナウイルス感染者数＝205人
（京都府発表）

開庁時間＝８：30 〜 17：15
（土・日・祝を除く）

あおい

2

わたなべ

1

なか

コミュニケーション

４年 中 幸士朗 （佐山）

手話 で

たか

このコーナーに掲載した作
品は、ゆうホール１階で10
月12日㈫まで展示してい
ます。

ながお

（敬称略）

評評 画と画の間隔や筆の置き方に気を
つけながら、丁寧に書くことができて
います。

げん

■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 始筆から終筆まで線の形を意識し
ながら、半紙の中心に堂々と書くこと
ができています。

佐 山 小 学 校

評評 「 文 字 の 中 心 」や「 画 の 間 隔 の 整
え方」に気をつけた筆使いで丁寧に仕
上げることができました。

たかみや

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 )

カラフルな卵から、いろんな動
物が生まれました。クレパスを手で
こすって塗り込み、楽しい作品に仕
上げました。

４年 永尾 鷹 （佐山）

あ

２年 吉田 望愛（下津屋）

ゆうすけ

２年 段 宥佑（下津屋）

４年 髙宮 源 （佐山）

の

こ

評評

たくさんの星が輝く夜空とロケ
ットが卵から生まれました。このロ
ケットに乗れば宇宙のどこへでも行
けそうです。

よしだ

ひ

評評 「右はらい」と「左はらい」の形に
気をつけながら、一筆一筆心をこめて
書き上げることができました。

No.1079

きぐち

２年 木口 陽湖（佐古）

評

15

2021

あつと

評

９

うすい

２年 薄
薄井
井 淳士
淳士（下津屋）

