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桂川市長のまちづくり 通信

決意を胸に、一堂に会して

亀岡市成人式／
新成人・新年を祝う会

報恩謝徳〜ありがとう、
コトシ、ワタシ、ハタチ。

仲間とともに

成人式実行委員長
津田右近さん
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亀岡高校書道部の
見事なパフォーマンス
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懐かしの恩師から
メッセージ

記念撮影の時間
（新成人・新年を祝う会）

記念品を贈呈しました
（新成人・新年を祝う会）

明智かめまる、
パーサくんもお祝いに

確定申告相談会場などのご案内
右のとおり相談会場を設けますので、ご利用ください。
●相談会場を利用される際の注意点
①自宅で準備できることは、前もって準備をお願いします。
例：収支内訳書・青色申告決算書の作成、医療費控除の明細書の作成・集計、配当金関係書類の集計など
②駐車台数に限りがあるため、近隣の人は自動車での来場はご遠慮ください。
③各会場では、ご自身での申告書などの作成をお願いしております。
④会場では、作成された確定申告書の計算の確認（検算）は行いません。
⑤会場の混雑状況により、早めに相談受け付けを終了する場合があります。
⑥来場される前に不明な点があれば、電話での問い合わせも可能です。
●園部税務署 申告書作成会場
２月１６日（金）から３月１５日（木）まで（土・日曜日を除く）申告書作成会場を開設します。２月１５日（木）
以前は開設しておりません。申告相談の受け付けは午前９時から午後 4 時まで行っております。
園 部 税 務署

開設日

ガレリアかめおか１階
コンベンションホール

２月 ８日㊍
２月 ９日㊎

ところ

ガレリアかめおか１階
コンベンションホール

☎０７７１-６２-０３４０㈹ ※自動音声のアナウンスに従い操作してください。／市役所１階税務課市民税係

開設時間など

午前９時３０分～午後３時
午前９時３０分～午後４時

【昼休みの時間帯は、少人数の職員で対応しています】

相談受付時間
会場開設時間

開設時間など

午前９時３０分～午後３時
午前９時３０分～午後４時

【昼休みの時間帯は、少人数の職員で対応しています】

☎２５-５０１２・２５-５０１１

年始は穏やかな天気となったお正
月。皆さんは、いかがお過ごしだっ
たでしょうか。私は初日の出を撮影
するため、年明け早々登山を行いま
した。途中、雪も降りましたが、太
陽が雲に隠れることのない、よい撮
り始めとなりました。
さて、このたび亀岡市では、１，
０２８人の若者たちが新成人を迎え、
大人への一歩を歩み始めました。振
り返れば私も、新成人の皆さん同様
に未来への希望を胸に抱いて成人式
に参加し、将来、地域の発展に寄与
することができる仕事に就くことを
目指していました。
ＳＮＳなどを通じて、遠く離れて
いてもつながることができる今の時
代。新成人の皆さんには、ふるさと
亀岡の未来をさまざまな視点から創
造してほしいと思うところです。
（西尾）

はがきにクイズの答え、
住所、
氏名、
年齢、
電話番号、
広報紙「キラリ☆亀岡」の感想を
書いて、
〒621-8501
（住所不要）
市秘書広
報課へ。
今年の成人式のテーマは「ありがと
正解者の中から抽選で5人に図書カードを
う、コトシ、ワタシ、●●●」
差
し上げます。
当選者の発表は発送をもって
●●●に入る言葉は何でしょう
代えさせていただきます。

締切日

平成 30 年

1 月 31 日（水）（必着）

【前月の答え】
『秋本治』
でした。
たくさんのおはがき、
ありがとうございました。

えていくことの連続です。その時、

自ら考えて行動することがとても大

切になります。そのことを子どもた

例えば、学校での避難訓練の際に

定しました。

「 も し 階 段 が 使 え な か っ た ら？」
、

「避難経路にガラスが散乱していた

ら？」というような状況を段ボール

を使って作り、職員は指示を出さず

子どもたちは、自分たちでどうす

に見守るだけにしました。

るか考えて、非常階段を使って避難

このような取り組みを学校生活に

してくれました。

取り入れたことで、子どもたちにも

最前線

インターナショナル
セーフスクール

ちに学んでもらうため当テーマを設

年にセー
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SC
ISS

セーフコミュニティ

⑨

セーフスクール認証小学校
亀岡市立曽我部小学校
まさ み
校長 山下 正己さん

曽我部小学校は、平成

う考え方（我が事意識）が浸透しつ

フスクールの認証を取得し、子ども、 少しずつ自分達ならどうするかとい

地域、保護者、職員が一体となって

つあります。

子どもたちには、セーフスクール

安全安心な学校づくりに取り組んで

で「考える力」を身に着け、今後人

います。

●問い合わせ

午後１時３０分～３時３０分
ガレリアかめおか２階大広間
一般１００円
（国際交流協会会員・高校生以下は無料、要事前申し込み）
亀岡国際交流協会 ☎２９‐２７００

生の様々な場面でその力を活かして

●ところ
●参加料

認証取得後は「考えるセーフスク

日
2月18日●

ール」をテーマに取り組みを進めて

イスラム教徒への接し方や、食文化の一つであるハラール食につい
て学び理解を深めます。

ほしいと思います。

ワールドフェスタ２０１８

人生は習っていない問題を乗り越

入 場 無 料

てつ お

山折哲雄さん（宗教学者）
事前申し込み不要
ガレリアかめおか２階大広間
（公財）生涯学習かめおか財団 ☎２９‐２７００

きました。

月●
休 午後１時３０分～３時３０分（開場午後１時）
2 月 12 日●
「定年と第二の人生」

開設日

２月 20日㊋
２月 21日㊌
２月 23日㊎

相談受付時間
会場開設時間

※「 土地・建物・株式等の譲渡所得 」、
「 山林所得 」、
「 贈与税 」や「 相続税 」に関する相談は行っておりませ
んので、相談が必要な場合は、税務署までお越しください。

第７９回コレージュ・ド・カメオカ
題

ところ

●税理士による地区相談会場

第１７回生涯学習大賞「石田梅岩賞」受賞記念講演

●講 師
●ところ
●問い合わせ

▲▶あふれる喜びに笑顔が弾けます

●給与所得者（サラリーマン）や年金受給者のための還付申告会場
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●演

⑧

から新成人としての決
意の言葉がありまし
た。また、実行委員長
う こん
の津田右近さんからの
「自分がどう行動すべ
きかを考えながら力を
尽くし社会に貢献した
い」、他にも新成人か
らの喜びと決意に満ち
た言葉に、時代を拓く
若者の思いを強く感じ
ました。
なお、１月 日に
は、亀岡市障害児者を
守る協議会による「新
成人・新年を祝う会」
が開催され、７人の新
成人が出席しました。
「大人となり、さまざ
まなことに挑戦してい
きたい」などの力強い
言葉に、深い共感を覚
えました。
新成人の皆様におか
れましては、これから
も、「ありがとうの
心」を忘れずに、夢と
希望を持って新たな世
界で挑戦し、若い力の
輝きを見せてくれるこ
とを期待します。

喜びに包まれ、
にぎわう会場

● 問い合わせ
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拡大版

平成 年１月
８日、ガレリア
かめおかで亀
岡市成人式を開
催しました。
新成人 人による
実行委員会が中心と
なって企画された式
典には、華やかな装
いの新成人７７４人
が出席しました。今
年のテーマは「あり
がとう、コトシ、ワ
タシ、ハタチ」。ご
両親やご家族、お世
話になった恩師や地
域の人々に感謝し、
成人として自覚と責
任を持とうという思
いが込められていま
す。恩師の心温まる
ビデオメッセージ、
亀岡高校書道部の見
事なパフォーマンス
が門出に彩りを添え
るとともに、亀岡市
出身のプロ野球
けい じ
選手、高橋奎二
さん（東京ヤク
ルトスワローズ）

◀東京ヤクルトスワローズ 高橋奎二選手

