
協働と連携・みんなで築く明日のくみやまをテーマに「第18
回ふるさとフェア久御山」が11月23日、中央公園一帯で開か
れ、肌寒い天候のなか、会場には町内外から約15,000人が訪
れました。 
テープカットとくす玉割りでオープンし、久御山中学校と久

御山高校の吹奏楽部の合同演奏が開幕を飾りました。 
農業・商業・工業・一般の各エリアでは、各種工業製品の展

示・即売や、とれたて地場野菜の販売、園芸用土壌の無料配布、
久御山サービスカード会の抽選会、防犯コーナーなど、多彩な
イベントが催され、各コーナーとも多くの人でにぎわいました。 
メインステージでは、人気漫才コンビ・ブラックマヨネーズ

らの「よしもとお笑いLIVE」や「オールディーズLIVE」、お
楽しみ抽選会などがおこなわれ、秋の一日を楽しいイベントで
満喫しました。 

 

久御山中学校と久御山高校の 
吹奏楽部合同演奏 

▲
 

▲オープニングセレモニー 

▼会場を沸かせた 
　ブラックマヨネーズ 

上映日時　12月 23日- 
　1回目　午前10時～正午 
　2回目　午後1時30分～3時30分 
対　　象　町内在住の人 
※幼児は、保護者同伴で参加してください。 
定　　員　各200人 
費　　用　満3歳以上、一人300円 
チケットは、ゆうホールで好評発売中です。 

南極物語 を上映 

▲ＪＡ女性部コーナーのもちつき 
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年末年始の親子サロンは、休

みますので、ご了承ください。 
休室日／12月25日b～1月

8日-　問い合わせ／社会福祉
課1075（631）9902、0774
（45）3902 
 
 
 
町では、ワクチンの不足で風

しんの予防接種が受けられなか
ったお子さんに対し、任意の予
防接種を期間限定で対応するこ
とになりました。 
下表の対象条件に該当する人

で、風しん単独ワクチンを今年
4月1日以降に自費で接種され
た人または12月30日gまでに
接種される人は、還付請求がで
きます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問い合わせ／長寿健康課107 
5（631）9903、0774（45）
3904 
 
 
インフルエンザ予防接種の公

費補助は12月末までです。（年

末の実施日は、医療機関でご確
認ください） 
対象／65歳以上の人と60歳
から65歳未満の人で、心臓・じ
ん臓・呼吸器の機能障害または
ヒト免疫不全ウイルス（HIV）
による免疫機能の低下で、日常
生活がほとんど不可能な程度の
障害を有する人　費用／1,000
円（生活保護世帯、町民税非課
税世帯は免除制度があります。
接種前に長寿健康課へ申請して
ください）　接種場所／町内ま
たは宇治市、城陽市のインフル
エンザ予防接種協力医療機関　
問い合わせ／長寿健康課 
 
 
町では、新春恒例の消防出初

式をおこないます。町内の事業
所の自衛消防隊員、消防団員、
消防職員が行進し、防火意識の
高揚を図ります。 
また、消防署と消防団員によ

る一斉放水を披露しますので、
ぜひ、ご見学ください。雨天の
ときは、役場庁舎5階コンベン
ションホールで式典をおこない
ます。 
日時／平成19年 1月 7日a

午前10時から　場所／木津川河
川敷運動広場　問い合わせ／消
防本部1075（631）1515 
 
 
平成19年10月からの郵便局

の民営・分社化（日本郵政株式
会社、郵便局会社、郵便事業会
社、郵便貯金銀行、郵便保険会
社の5社に分社）により、久御
山郵便局は郵便、貯金、保険の
窓口業務と貯金保険の集金など

の業務をおこなう「久御山郵便
局」と郵便物の集配業務をおこ
なう「久御山配達センター」に
分社されます。 
この移行作業を円滑におこな
うために同郵便局では、平成
19年2月ごろから分社に向けた
サービスの開始を予定していま
す。 
これに伴い時間外窓口（ゆう
ゆう窓口）は廃止になりますが、
これに替わるサービスを提供し
ます。詳細は、チラシなどでお
知らせします。 
問い合わせ／久御山郵便局1

0774（43）8896 
 
 
平成19年は、調理師の資格を

有する人の届け出の年です。該
当する人は、必ず平成19年1月
4日から15日までの間に届け出
を済ませてください。 
対象／調理師で12月31日現在、

府内を就業地として業務に従事
している人　届け出・問い合わ
せ／府山城北保健所衛生室（〒
611－0331宇治市宇治若森7の6）
10774（21）2912へ。 
 
 

★女性のための相談 
　12月26日c　午前10時～午後1時 
　中央公民館1階教養室3号 
※面談・電話相談ともに前日までに
予約が必要（定員に満たない場合
は当日も受け付けます） 
社会教育課1075（631）9980、
0774（45）3918 
★心配ごと相談（町社会福祉協議会） 
　12月28日e　午後1時～4時 
　地域福祉センター 
　ふれあいテレホン相談 
相談専用電話1075（631）3421 
相談時間　午前9時～午後5時 

親子サロンの休室 

消防出初式 調理師業務従事者の届け出 

風しんワクチン不足による 
経過措置 

各　種　相　談 

 12月の納税 

〈納期限　1月4日（木）〉 

問い合わせ／税務課 

便利な口座振替をご利用ください。 

固定資産税・都市計画税…第4期 
国民健康保険税…第7期 
◇ 
◇ 

▽  

インフルエンザ予防接種 

久御山郵便局の業務 

12月31日まで　年末特別警戒活動 を実施中 
「みんなで　つくろう　安心の街」地域の安全は　地域みんなの力で！ 

平成18年 
12月30日g 

平成19年 
2月28日d

健康被害 
が生じた 
ときの救 
済制度 

各期限を越 
えると支払 
いができま 
せん 

法律に基づかない任意接種で 
あり、かつ特例による経過措 
置のため、医薬品医療機器総 
合機構法に基づく医薬品副作 
用救済制度のみの適用となり 
ます。（法律に基づく定期接 
種の場合は、上記に加え、予 
防接種被害救済制度および町 
村会総合賠償保障制度による 
保障が加わります） 

①平成10年10月1日～ 
　平成12年4月1日生まれの人 
②平成13年4月2日～ 
　平成16年3月31日生まれの人 

対象年齢 
の範囲 

接種期限 

還付請求 
期限 

㈱津田 

㈱ウチラ 

㈲クノリ設備工業 

㈱森工業所 

㈲三光設備 

㈱城南開発興業 

12月29日f 

12月30日g

12月31日a

1月1日- 

1月2日c 

1月3日d

年末年始に水道が漏水した
ときは、右表のとおり、町指
定給水装置工事事業者または
浄水場10774（43）2400へ
ご連絡ください。 
問い合わせ／水道課1075
（631）9987、0774（45）
3919

年末年始に水道が 
　　漏水したときは 

電 話 番 号  

　　1075（631）5138

　　10774（43）1141 
夜間10774（43）4168

　　1075（631）0008 
夜間1075（631）4022

　　10774（43）1474 
夜間10774（43）0891

　　1075（981）0500 
夜間1075（981）6150

　　10774（43）1675

日　付 業　者　名 

2
広報くみやま 平成18年12月15日 



 
 
 
 
 
町では、平成19年度の町立

保育所の入所申し込み受け付け
をおこないます。 
平成18年度から継続して入

所を希望される人は、すでに保
育所から通知しています手続き
をおこなってください。 
※転所を希望される人は、新た
に申し込みが必要です。 
対象／平成13年4月2日から

平成18年10月1日までに生ま
れた乳幼児 
※年度の途中で生後6か月に達
したときは、その翌月から
対象になります。 

　入所の基準／保護者や同居の
家族のいずれもが仕事や病気、
介護などの理由で児童を保育で
きないと認められるときは、必
要な期間入所できます。　書類
配布／各保育所および学校教育
課で平成18年12月21日eから
配布します。　受付期間／平成
19年1月15日bから19日fま
での間に学校教育課へ。　問い
合わせ／学校教育課1075（63 
1）9974、0774（45）3917 
 
 
簡単な手話を覚えませんか。 
町では、手話に興味のある人

を対象に5回シリーズで手話教
室を開きます。 
聴覚に障害のある人の「こと

ば」を学び、コミュニケーショ
ンの輪を広げましょう。 
今回は、入門講座のうち一部

を学びます。受講された人には、
修了証が交付され、入門講座の
一部の受講が免除されます。 
▼昼の教室 
日時／平成19年1月23日～2

月27日（2月13日を除く毎週
火曜日）　午前10時～11時30
分　場所／ゆうホールミーティ
ングルーム 
▼夜の教室 
日時／平成19年1月22日～2

月26日（2月12日を除く毎週

月曜日）　午後7時30分～9時
場所／中央公民館2階研修室　
対象／町内在住、在勤の人　定
員／いずれも先着20人　申し込
み・問い合わせ／平成19年1月
12日fまでに社会福祉課107 
5（631）9902，0774（45）
3902、6075（631）1807へ。
電話・ファックス可 
 
 
町社会福祉協議会では、子育

て中の親子を対象に子育てサロ
ンを開きます。多数ご参加くだ
さい。 
日時／平成19年1月12日f

午前10時～11時30分　場所／
中央公民館和室　対象／子育て
中の親子　内容／大きな絵本の
読み聞かせ、体操など　申し込
み・問い合わせ／平成19年1月
10日dまでに同協議会1075
（631）0022へ。電話可 
 
 
 
 
 
今年中に家屋の一部または全

部を取り壊された人は、至急に
税務課へ申告してください。 
固定資産税・都市計画税は、

1月1日現在の建物の状況によ
って課税されます。取り壊しの
申告をされないと、家屋がない
にもかかわらず固定資産税など
が課されることがあります。 
問い合わせ／税務課1075（6 

31）9926、0774（45）3908 
 
 
経済産業省では、12月31日

を調査期日として「平成18年
工業統計調査」をおこないます。 
この調査は、製造業を営む事

業所を対象に、工業の実態や活
動状況を明らかにするための調
査です。 
今回の調査は、従業者4人以

上の事業所が対象となりますの
で、ご協力をお願いします。 
問い合わせ／広報行政課10 

75（631）9993、0774（45）
3926 

 
 
熱を逃がさないこと。これが
冬場の省エネには大切です。省
エネで暖まってみませんか。 
①電気カーペットやこたつ 
・保温性のよいシートなどを敷
き、床から熱が逃げるのを防
ぐ。 
・こたつには掛け布団の上に上
掛けをすると暖かさを逃がさ
ず5～10％の省エネになりま
す。 
・温度設定は低めに設定するか、
こまめに温度調節をおこなう。 
②暖房器具 
・温度設定は20℃を目安にし、
寒いときは重ね着したり、靴
下をはくなど着衣で工夫を。 
・寝る時間の少し前に暖房のス
イッチを切り、あとは余熱で
過ごす。 
・鍋料理などをして部屋が暖ま
るときは暖房を切る。 
③カーテン  
・カーテンは厚手のもので床ま
で長めに下げ、窓からの冷気
を防ぐ。 
・昼間はカーテンを開けて太陽
の日差しを入れて部屋を暖め、
日没前にカーテンを閉めて、
温まった空気を逃がさない。 
④お風呂 
・間隔を空けないで入浴し、で
きるだけ追い炊きをしない。 
・湯ぶねから上がるときは、必
ずふたをする。（市販の風呂
保温シートで内蓋をすればさ
らに湯温が下がりにくくなり
ます） 
⑤車 
・近くに出かけるときは、徒歩
や自転車を利用する。 
問い合わせ／環境保全課10 

75（631）9917、0774（45）
3907

保育所入所申し込み 

冬の省エネルギー対策 

親子ニコニコ子育てサロン 

家屋の取り壊し申告 

工業統計調査 

　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。 

手話教室 

12月25日～1月7日　年末年始火災予防運動 3
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3
年
　
村
田
　
円
佳
 

評　夏の楽しい思い出を中心に、美しい花火を点描
の繊細なタッチで表しています。ゆかた姿で振り
向いた女性のしっかりとした眼が印象的です。 

3
年
　
加
藤
　
彩
乃
 

評　上手に遠近法を使い、画面に奥行きと立体感を
持たせた構図です。階段の先のドアには何がある
のでしょうか。線織面のグラデーションも美しい
です。 

3
年
　
小
林
　
暖
生
 

評　奥へと世界が動いて、吸い込まれるような構図
です。透明の蛇、イメージの置きかえがされた大
小を入れかえた蝶やつぼみが印象的です。 

3
年
　
真
鍋
　
幸
那
 

評　一点透視を上手に使い、奥行きのある構図です。
トランプや右下の人影、点描の渦で心の中を表し
ているのでしょうか。見るものを引き付けるとこ
ろがあります。 

3
年
　
飯
田
　
美
里
 

3
年
　
奥
野
　
真
衣
 

評　等角投影図を使い、英文字を立体的に構成して
います。大小の変化、黒、灰色、白のトーンの変
化をていねいに描いています。 

評　明るいモノトーンの世界で、三角形や立方体が
リズミカルに配置され、流れのある美しい画面を
作っています。 

年末・年始の公共施設休館日 

1075（631）6111 
10774（45）0001 
10774（44）3405 
10774（41）3466 
10774（45）0003 
10774（45）0002 
1075（631）1000 

10774（44）3700

 
12月29日f～1月3日d 

12月28日e～1月4日e 
12月28日e～1月4日e 
12月28日e～1月4日e 
12月28日e～1月4日e 
12月28日e～1月4日e 
12月28日e～1月4日e 
12月29日f～1月4日e

 
久御山町役場

 
老人福祉センター荒見苑 
健康センターいきいきホール 
図書館 
ふれあい交流館ゆうホール 
中央公民館 
総合体育館 
屋外スポーツ施設 

施　　設　　名 休　　館　　日 問い合わせ 

4

久御山中学校 （敬称略） 


