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赤い羽根共同募金 

ご協力ありがとうございました 
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10月1日(月)から全国で一斉に始まった赤い羽根共同募
金は、精華町では皆さんのご協力により、2,697,048円の
募金が集まりました（12月13日(木)現在）。
集められた募金は、全額京都府共同募金会へ納入し、

次年度の福祉活動費として活用されます。
ご協力ありがとうございました。
〇問い合わせ
精華町共同募金会〔精華町社会福祉協議会内〕
(TEL 94－4573・FAX 93－2278)

110番は、事件・事故などをいち早く警察に知らせ
るための緊急通報電話です。110番の利用件数は年々
増加し、国民の安全な生活には欠かすことのできない

ものとなっています。

110番は緊急を要する事件、事故などが発生した場
合の緊急通報用電話です。緊急ではない相談や要望な

どは、警察相談電話(#9110)、または木津警察署、交
番・駐在所にご連絡ください。

メール110番　　　　　kyoto110＠pipopa.ne.jp

ファクス警察110番　075－415－3110

110番通報のポイント
110番通報すると警察官が次
の内容について問いかけます。
質問には、あわてず落ち着い
て答えてください。
Q.何がありましたか。事件で
すか。事故ですか。

A.(例)｢交通事故です｣｢どろぼ
うです」

Q.いつですか。
A.(例)｢たった今｣｢10分くらい

前です」
Q.場所はどこですか（今どこ
にいますか）。

A.(例)｢○○駅の北側です｣｢○
○町○番からです」

Q.犯人は（特徴、逃走方向な
ど）。

A.(例)｢車は○○町のほうへ逃
げました」

Q.今どうなっていますか（ど
んな様子ですか）。

A.(例)｢ケガ人がいます。救急
車を呼びました」

Q.あなたの住所、氏名、電話
番号は。

A.「(住所)(氏名)(電話番号)で
す」

1月10日は110番の日1月10日は110番の日1月10日は110番の日1月10日は110番の日1月10日は110番の日 1月25日
木津川台で　 
災害警備訓練 

近畿管区警察広域緊急援助隊(近畿２府４県の
警察で編成)では、地元防災機関などと連携して
災害警備訓練を行います。前日から、車の出入
りやヘリコプターの飛来でご迷惑をお掛けしま
すが、ご理解とご協力をお願いします。当日は、
倒壊家屋からの救出活動や災害警備で使用する
資機材も展示しますので、どうぞご覧ください。
�日　　時 1月25日(金) 午前9時50分～正午
�場　　所 木津川台 大阪ガス所有地

(私のしごと館西側)
�参加機関
相楽中部消防組合消防本部・精華町消防本部
陸上自衛隊・日本赤十字社京都府支部
日本レスキュー協会 ほか

○問い合わせ
京都府警察本部 警備第一課危機管理対策室

(TEL 075-451-9111)
京都府木津警察署 (TEL 72-0110)

地域ぐるみで子どもたちを守るために、自主的活動を行う精華町スクールヘルパー(学校安全地
域ボランティア)相互のネットワークを構築し、その活動の強化と登録者の意識向上を図ります。
�日　　時　２月２日(土) 午後１時30分～４時15分
�場　　所　私のしごと館 ミュージアムホール
�対 象 者　スクールヘルパー登録者・学校関係者・保護者・地域住民
�内　　容　◆基調講演　演題｢地域ぐるみの防犯活動－安心・安全のまちづくりのために－｣

講師：京都産業大学大学院法務研究科教授　藤岡 一郎 氏
このほか、パネルディスカッションなどもあります。

○問い合わせ 精華町教育委員会 (TEL 95-1906・FAX 94-5176)

○問い合わせ 京都府木津警察署 (TEL 72－0110)
地域安全に関することは、相楽地域安全協議会へ。http://www.souraku-anzen.net/
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シルバー人材センター

〔精華町食生活改善推進員協議会 ｢あすなろ会｣〕

一人分の栄養価
エネルギー 178kcal
蛋白質 4.1g
脂　　質 9.7g
カルシウム 40mg
塩　　分 0.6g
食物繊維 3.7g

〔材料〕…6人分
かぼちゃ …………450g
�サラダ油 大1 …13g
塩 ………………少々
砂糖 小1と1/2…4.5g

ほうれん草 ………180g
スライスアーモンド…15g
(160℃で5分間ローストする)
�マヨネーズ 大3…42g
カッテージチーズ
牛乳 …………400g
酢 大2と1/2…37.5g

塩 …………………少々
胡椒 ………………適宜

138

かぼちゃと
ほうれん草の白和え

新しい自分に挑戦しよう

◎ひとくちメモ……宮本潤子さん（南）
自宅で簡単に作れるカッテージチーズで、白和えを作ってみましょ

う。
牛乳や乳製品は、カルシウムの吸収率が良いのでお勧めです。

昨秋に役場・交流ホールで開いた(社)精華町シルバー人
材センターの第3回文化展は、大勢の参観者を集めました。
書画や手芸品など、シルバー会員が丹精込めて創った

100点を超す作品が展示され、高齢者の文化力を力強く発
信しました。月2回開いている「シルバーサロン」には毎
回大勢の住民の皆さんが集まり、会員と一緒になって世間
話に花を咲かせています。
仕事を通じて社会とかかわり、生きがいを見つけながら

地域活性化の一翼を担おうと、結成されたセンターには
310人の高齢者が集まっています。掃除、草引き、植木の
剪定などセンター本来の仕事は順調に増えています。本業
を大事にしながら新しい分野に挑戦していこうというのが
センターの考え方です。子育て支援に生きがいを見出した
り、観光案内に情熱を燃やしている会員も大勢います。
センターには60歳以上の方なら誰でも加入できます。あな
たもセンターに入って、やりたい仕事に挑戦してみせんか。

�入会説明会
◆日　時　１月21日(月) 午後2時から
◆場　所　センター 会議室
◆対象者　町内在住の60歳以上の方

�新年特別シルバーサロン
新春の一服をシルバーサロンで過ごしませんか。
お誘い合わせのうえ、ご利用ください。
◆日　時　１月11日(金) 午前10時～午後4時
※2月1日(金)以降は、通常サロンを行います。

○問い合わせ
(社)精華町シルバー人材センター
(TEL 98－0510・FAX 98－0670)

【作り方】
①かぼちゃは、くし型に切り、ラップに包
んで、電子レンジで2～3分柔らかくな
るまで加熱して、Aを和えておく。
②ほうれん草は塩を加えて茹で、冷水にとっ
て冷まし、水気を絞って1.5�の長さに
切る。
③牛乳を火にかけ、沸騰直前に酢を入れ、
かきまぜ、火からおろし、キッチンペー
パーでこし、カッテージチーズを作る。
④①と②をBと混ぜ合わせ器に盛る。
⑤スライスアーモンドを手でもみ、④にふ
りかける。

パソコン教室(後期)Ｉコース受講生募集中 パソコン教室(後期)Ｉコース受講生募集中 パソコン教室(後期)Ｉコース受講生募集中 
教育委員会では、パソコン教室後期Ｉコース(IT基礎コース(午前)、パソコン入門)の受講生を募集しています。 

　※J～Lコースは、本誌12月号で募集し、12月25日(火)に締め切りました。 
�日　　時

２月28日(木)・３月３日(月)・６日(木)・10日(月)・13日(木)
午前９時30分～正午 ※最終日のみ午前11時30分まで。

�場　　所 むくのきセンター２階「第１会議室」
�対 象 者 町内に在住・在勤で、パソコン操作の経験がない、

または少ない方。 ※高校生以下を除く。
�定　　員 16人程度
�講　　師 (株)アジア・ユナイテッド・コンピューティング

講師と、せいか地域ITサポータースタッフ
�受 講 料 2,575円(税込)
�申込期限 １月30日(水) 午後５時

※下記(１)は当日消印有効。
�申込方法

下記(１)～(３)のうち、いずれかひとつの方法でお申し込み
ください(多重応募不可)。
(１)往復はがき(郵送)

往信裏面に「１. Ｉコース受講希望、２.住所、３.氏名
(ふりがな)、４.電話番号」を、返信表面に「郵便番号、
住所、氏名」を記入して、下記のところへ。
〒619-0285(個別番号)精華町教育委員会生涯学習課

「パソコン教室」係
(２)役場へ直接(はがき持参)

返信用の普通はがき表面に「郵便番号、住所、氏名」
を記入したもの(裏面は白紙のまま)をお持ちいただき、
役場３階の生涯学習課窓口で、専用申込用紙に必要事
項を記入したものと合わせて提出してください(受付時
間：平日の午前９時～正午、午後１時～５時)。

(３)電子メール(ＰＣ）
件名を「パソコン教室申し込み」として、本文に(１)
の１～４を記入のうえ、申し込み専用メールアドレス

「ITschool@town.seika.kyoto.jp」へ送信してください(申

し込み用メールアドレス以外への送信は無効です)。
◆電子メールでの申し込みの注意事項

※携帯電話からの申し込みメールは無効です。
※ウイルス防止や負荷軽減などのために、テキスト形式で

送信してください(html形式は使用しないでください)。
※申し込みメール送信後に、「ITschool (auto reply)」から 受

信完了の自動返信メールを送信しますので、必ずご確認
ください(開封確認要求の設定は必要ありません)。

※記入事項以外の他事記載や、電子メール送信操作に
関する質問はご遠慮ください。

�申し込み時の注意事項
・１人１通の応募のみ有効です(１通に複数人の申し込みは

無効とします)。
・返信はがき表面には、忘れずに「郵便番号・住所・氏名」

を記入してください。
・友達同士で受講したい、当落を合わせてほしいなどの個

人的要望は、ご遠慮ください。
・定員を越えた場合は抽選となります(開講10日前ごろまでに

当落を通知しますので、個別問い合わせはご遠慮くださ
い)。

・年度内に同一の講習を複数回受講することはできません。
・当選されたご本人以外は受講できません。
・くわしくは、下記ＵＲＬをご覧ください。

http:/ /mukunoki. town.seika.kyoto.jp/HOME/Topix/6 /
pc_course/pc_course.htm

�そのほか ＰＣは教室に備え付けの WindowsXP(Word2002・
Excel2002)機を使用します。受講生個人のパソコンの持ち込
みはできません。

○問い合わせ
生涯学習課「パソコン教室」係 (TEL 95－1907・FAX 94－5176)
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朗読テープは社会福祉協議会事務局や町立図書館で貸し出していますので、ご活用ください。

通常執務時間は、 
午前8時30分～正午、午後1時～5時です。 

[

保育士資格を所有され、子どもの教育と生活
指導に熱意と関心のある方で、60歳未満の方。

�定　　員 若干名
�任用期間 4月1日(火)～平成21年3月31日(火)
�勤務時間 月～金曜日：午後0時30分～6時

土曜日：午前8時30分～午後6時のうち必要な
時間

※長期休暇中は午前8時～午後6時のうち必要
な時間。
※そのほか学校行事などの都合により、勤務
日や時間が変更になる場合があります。

�勤務場所 町内の各小学校(5カ所)内に設置している放
課後児童クラブ

�賃　　金 月額131,700円(現行)
・期末手当、交通費別途支給(片道2km未満
の場合、支給なし)
・社会保険加入

�雇用方法 面接のうえ、決定します。
※面接は、2月1日(金)午前9時から、役場202
会議室(2階)で行います。時間の詳細は、
後日通知します。

�申込期限 1月25日(金)午後5時(必着)
�申込方法 市販の履歴書、免許・資格証の写しを直接、

または郵送で下記のところへ。
○申込先・問い合わせ
〒619_0285 京都府相楽郡精華町南稲八妻北尻70番地
精華町役場 児童育成課 児童育成係
(TEL 95_1917・FAX 95_3974)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

精華町ボランティア講演会
～ボランティア活動をはじめよう～
�日　　時 1月22日(火)午後2時～3時30分ごろ
�場　　所 精華町交流ホール(役場2階)
�対 象 者 町内在住・在勤の方
�定　　員 100人
�内　　容　講演

演題「地域福祉推進におけるボランティア
活動実践の意義」

講師：名賀　亨 氏
（華頂短期大学 社会福祉学科教授）

�入 場 料 無料
�申込期限 1月21日(月)
�申込方法 電話または直接、下記のところへ。
○問い合わせ
福祉課高齢・障害者係(TEL 95_1904・FAX 95_3974)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

老人介護に関する講演会
�日　　時 2月17日(日)午後1時～3時30分
�場　　所 けいはんなプラザ メインホール
�定　　員 先着1,000人
�内　　容 テーマ：「思いやり 介護する人 される人」

◆第1部講演「専門的な見地から介護に関す
るお話｣
講師：やましろぬくもりの里

施設長 細井恵美子 氏
◆第2部講演「福祉は家庭から」
講師：西川きよし 氏

�参 加 費 無料 ※受け付け順で入場整理券を発行。
�申込期間 1月7日(月)～31日(木) ※定員に達し次第締

め切り。
�申込方法 電話、またはファクスで、住所・氏名・連絡

先・人数を下記のところへ。
�後　　援 精華町
○申込先・問い合わせ
京都山城ロータリークラブ事務局
(TEL 73_0071・FAX 73_5606)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
第15回相楽「少年の主張」大会
少年たちが、日常生活の中で考えていること、感じてい

ること、あるいは大人や社会に向けて訴え、主張したいと
思っていることを、広く発表する機会を設け、21世紀を担
う社会の一員としての自覚を高めます。それととともに、
同世代の少年の意識啓発を図り、あわせて少年に対する理
解を深め、その健全育成活動に役立てます。
�日　　時 2月9日(土)午後1時30分～4時30分
�場　　所 笠置町産業振興会館(笠置町笠置佃46番地)
○問い合わせ
山城南保健所企画調整室(TEL 72_4301)

第6回健康講演会
�日　　時 1月17日(木)午後1時30分～2時30分
�場　　所 保健センター
�演　　題 「腎臓病～尿検査で異常といわれたら～」

健診で必ず受ける尿検査。あの簡単な検査で
何を調べているのか、結果からどんなことが
分かるのかについてお話しします。
講師：岡村 克章 医師(岡村内科医院)

�申込期限 平成20年1月16日(水)
�申込方法 電話、または直接、下記のところへ。
○問い合わせ
衛生課 保健衛生係(TEL 95_1905・FAX 95_3974)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

不妊治療給付事業
不妊治療を受けている夫婦に対して、その治療に要する

費用の一部を助成します。
�対 象 者 京都府内に引き続き1年以上住んでいる夫婦

(事実婚を含む)各種医療保険に加入している方
�助成対象治療 不妊治療のうち、保険適用のある治療
�助 成 額 不妊治療に要する被保険者負担額の2分の1(助

成金の限度額は、1年度の診療につき3万円)
�申請方法 診療日から1年以内に、所定の申請書に必要

書類を添えて、直接、下記のところへ。
◇提出書類：不妊治療助成金交付申請書、不

妊治療医療機関証明書
�請求方法 不妊治療助成金請求書を下記のところへ。
○申請・請求先・問い合わせ
衛生課 保健衛生係(TEL 95_1905・FAX 95_3974)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

特定不妊治療費助成事業
京都府では、保険診療による不妊治療に加え、体外受精

や顕微授精を受けた夫婦の経済的負担の軽減を図るため、
その治療にかかった費用の一部を助成しています。
平成19年度から、助成額が｢1年度当たり10万円を限度｣

から｢1回の治療につき10万円まで、1年度当たり2回を限
度｣に改正され、所得制限について前年の所得が｢650万円
未満(夫婦合算)｣を｢730万円(同)｣に緩和されました。
�対象治療 体外受精と顕微授精(特定不妊治療)

※卵子採取に至らない場合を除く。
�対 象 者 次のすべての要件を満たす方。

◆夫婦の両者、またはいずれかが京都府内
(京都市を除く)にお住まいの夫婦。
◆法律上の婚姻をしている夫婦。
◆府が指定した医療機関で治療を受けられた
夫婦。
◆特定不妊治療でないと妊娠が見込めない
か、極めて少ないと医師に診断された夫婦。
◆夫や妻の前年の所得の合計額が730万円未
満である夫婦。

�概　　要 1回の治療につき10万円まで、1年度(4月1日～
翌年3月31日)当たり2回を限度とし、通算5年
間助成が受けられます。
※助成を受けようとする方が、すでにほかの
地方自治体で行っている特定不妊治療費の
助成を受けた場合は、これを京都府の助成
とみなして計算します。

�申請期限 原則として治療が終了した日の属する年度内。
○申請先・問い合わせ
山城南保健所(TEL 72_4300)
衛生課保健衛生係(TEL 95_1905・FAX 95_3974)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

平成20年度放課後児童クラブ
(非常勤嘱託職員)指導員を募集

�対 象 者 幼稚園・小・中・高等学校教諭免許、または



【ドッジビー競技大会】
◆種　別 小学生低学年(1・2・3年)の部

高学年(4・5・6年)の部
◆構　成 1チーム7～10人
◆表　彰 体育協会表彰規定により各部1位～3位の内で

表彰します。
※弁当が必要な方は、申込用紙に数量を記載してください。
※弁当は、正午～午後1時に渡します。
※開催要項は、各小学校を通じて配布します。
※保護者の方には大会開催中、スポーツ体験コーナーな
どを行う予定です。

�持 ち 物 運動ができる服装・体育館シューズ(タオル、
お茶、着替え、昼食などは各自準備してくだ
さい)

�参 加 料 ◆体験・相談コーナーは無料
◆ドッジビー競技大会は1チーム1,000円
※参加チームには参加賞があります。

�申込期限 2月12日(火)
�申込方法 ◆午前の部に参加の方は、必要ありません。

当日、受け付けへ。
◆ドッジビー競技大会に参加の方は、所定の
申込用紙に必要事項を記入のうえ、下記の
ところへ。
◆要項・申込用紙は、生涯学習課・むくのき
センター窓口に置いています。また、町ホー
ムページからのダウンロードも可能。
※当日、むくのきセンターは17時以降臨時休
館となります

�主　　催 精華町教育委員会・NPO法人精華町体育協会
○申込先・問い合わせ
NPO法人精華町体育協会事務局〔むくのきセンター内〕
(TEL 98_0200・FAX 98_0118)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

国際理解講座
「第4回クロスカルチュラル・フォーラム」

～多文化共生を目指して～
�日　　時 2月9日(土)午後2時～5時
�場　　所 精華町交流ホール(役場2階)
�定　　員 先着100人(事前申込不要)
�内　　容
異なる文化・慣習をもつ人々の相互理解・交流を目的と

したフォーラムで、次の3組の方による「恋愛」を共通テー
マにした講演です。第4回となることしは、新たに同志社
大学プロジェクトクラスの学生の皆さんの協力を得て、フ
ォーラムの企画運営を行っていただくほか、講演者として
も出場されます。母国語以外での講演をメーンに、外国の
2組は日本語で、日本の学生は英語を交えてのクロスカル
チュラルな講演です。
�講 演 者 ◆タイ王国大阪総領事館書記

コムサン・ヤジャ 氏
◆精華町国際交流員 ジュダ・レイノルズ
姉妹都市交流員
クリストファー・バグウェル

◆同志社大学 西村恵子、井上秀則
�参 加 費 無料
�協　　力 同志社大学プロジェクト科目クロスカルチュ

ラルプレゼンテーションプロジェクト
�主 催 精華町・けいはんな文化学術協会・せいかグ

ローバルネットワーク
○問い合わせ
企画調整課 企画係 (TEL 95_1900・FAX 95_3971)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

国際交流プログラム2008
いろいろな国の人と、お互いの文化を知り合い友情を育

てましょう。「交流プログラム」で楽しい出会いの時間を
過ごしてください。
さらに今年は、姉妹都市ノーマン市のガイドマップ「て

くてくノーマン」の披露と現地訪問団の報告もあります。
�日　　時 3月2日(日) 午前10時～午後3時
�場　　所 むくのきセンター
�定　　員 先着50人

※小学校4年生以下は、保護者同伴でお願いします。
�内　　容 外国人の方と、ゲームをしたり一緒に料理し

て食事したりするなど、交流を図ります。
�参 加 費 500円 (昼食代・当日徴収)
�申込開始 1月15日(火)
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第2回 スポーツ体験デー
�日　　時 1月19日(土)午前9時30分～11時30分
�場　　所 川西小学校
�対 象 者 町内在住・在勤の方
�内　　容 ソフトバレー・ペタンク・グラウンドゴル

フ・ドッジビーなどのニュースポーツを中心
に、子どもから年配の方まで、さまざまなス
ポーツを気軽に楽しめます。

�持 ち 物 運動できる服装、体育館シューズ
�参 加 費 無料 ※事前申し込みは不要です。当日現地

で受け付けします。
○問い合わせ
生涯学習課 社会体育係〔むくのきセンター内〕
(TEL 98_0200・FAX 98_0118)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

精華ほほえみスポーツ広場
むくのきセンターアリーナ一般開放
～スポーツ何でもやってみよう～

�日　　時 1月27日(日)午前9時～正午
※2月24日(日)はスポーツサンデー開催のた
め中止とします。

�場　　所 むくのきセンターアリーナ
�参加資格 町内に在住・在勤の方、社会体育クラブ員

※幼児・小学校低学年の参加は必ず保護者同
伴のこと。

�参 加 費 100円(傷害保険料含む)
�持 ち 物 運動できる服装、体育館シューズ
�申込方法 当日、参加費を持参のうえ、下記のところへ。
○申込先・問い合わせ
生涯学習課社会体育係〔むくのきセンター内〕
(TEL 98_0200・FAX 98_0118)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

新春ほのぼのウオーキング
�日　　時 1月20日(日)午前9時～正午

集合：午前9時に精華台小学校
�場　　所 精華台～光台コース(約7km)
�対 象 者 町内に在住・在勤の方
�持 ち 物 お茶・タオル
�参 加 費 無料
�申込期間 1月8日(火)～15日(火)

(受付時間：午前9時～午後8時)
�申込方法 直接、または電話・ファクスで、氏名・性別・

年齢・連絡先を下記のところへ。
�そのほか ・ウオーキングのあとに、ぜんざい(100円)

を用意しています。
・履き慣れた運動靴で参加してください。
・チャレンジカードを持参してください。初
めての方は、申し出てください。
・要項と申込用紙は、町ホームページからダ
ウンロードできます。

�後　　援 精華町教育委員会
○申込先・問い合わせ
NPO法人精華町体育協会事務局〔むくのきセンター内〕
(TEL 98_0200・FAX 98_0118)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

子どもからお年寄りまで
無料で気軽に楽しめるスポーツイベント

～第３回みんなのスポーツサンデー～
※今年度は午前中に誰でも参加できるニュースポーツ体験
などを実施し、午後は小学生を対象としたドッジビー大
会を行います。
�日　　時 2月24日(日)午前10時～午後4時

午前の部：午前10時～正午
午後の部：午後1時～4時

�場　　所 むくのきセンター
�内　　容 ◆午前の部

・ニュースポーツ体験コーナー
・スポーツ体験コーナー
・体力・健康相談コーナー ほか
◆午後の部
・ドッジビー競技大会ほか
※参加チーム数により、スポーツ体験コー
ナーなど実施予定。
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�料　金 300円
★新春コンサート
�日　時 1月6日(日)午後2時～3時
�場　所 水景園
�内　容 クラリネットと鍵盤ハーモニカの演奏会

★七
なな

草
くさ

粥
がゆ

のふるまいと折り紙で独
こ

楽
ま

づくり
�日　時 1月7日(月)午後1時～4時ごろ
�場　所 水景園
�定　員 先着100人
★書道でお正月第2弾
�日　時 1月13日(日)午前10時～正午・午後2時～4時
�場　所 水景園 ギャラリー月の庭
�内　容 大きな筆で書をテーマに作品制作
�料　金 500円

★第11回花いっぱい大作戦
�日　時 1月19日(土)午前10時～午後0時半ごろ
�場　所 けいはんな芽ぶきの森
�内　容 きれいな花、実のための下草刈り
�料　金 無料

★燦
サン

峨
ガ

展
�日　時 1月12日(土)～20日(日)午前9時～午後5時
�場　所 水景園 ギャラリー月の庭

★節分を楽しもう
�日　時 2月3日(日)午後1時～4時ごろ
�場　所 水景園

※水景園は入園料(大人200円、小・中学生100円)が必要です。
○問い合わせ
けいはんな記念公園管理事務所
(TEL 93_1200・FAX 93_2688)

★けいはんなアートスペース展
�場　所 けいはんなプラザ2F ギャラリー
�料　金 無料(駐車場1時間未満無料)
蒼書作展

1月24日(木)～1月27日(日)午前9時～午後5時
出展：鹿ノ台書道同好会“蒼

そう

”
※初日・最終日などは、時間が変更になる場合がありま
すのでご注意ください。

★けいはんなプラザ・プチコンサート
けいはんなプラザ・アトリウムロビーで毎週水曜日、

ラフスタイルなコンサートを開催しています。若手音楽
家のみずみずしい音楽をごゆっくりとお楽しみください。
�日　時 毎週水曜日 午後0時15分～0時45分
�場　所 けいはんなプラザ「アトリウムロビー」
�料　金 無料(駐車場1時間未満無料)
1月2日 お休み
1月9日 ピアノ名曲コンサート ～新春に寄せて～

F.F.ショパン：幻想即興曲 嬰ハ短調 Op.66
1月16日　冬日和コンサート

～心温まる音のプレゼント～
モーツァルト：きらきら星変奏曲 ほか

1月23日　フルートの名曲たち
ビドール：組曲より 3・4楽章 ほか

1月30日　バイオリンとピアノの協宴
ベートーベン：バイオリンソナタ第9番 イ長
調 作品47「クロイツェル」

2月6日 トリオの魅力
ドゥリング：フルート・オーボエ・ピアノの
ためのトリオ ほか

★けいはんな映画劇場
「ミス・ポター」
(2006年イギリス・アメリカ)
�日　時

1月10日(木) 午前10時30分から
午後2時から

1月11日(金) 午前10時30分から
午後2時から
午後7時から

1月12日(土)～13日(日)
午前10時30分から
午後1時から
午後4時から

「魔笛」(2006年イギリス)
�日　時

1月24日(木) 午前10時30分から
午後2時から

�申込方法 氏名・年齢・住所・電話番号を下記のところへ。
○申込先・問い合わせ
せいかグローバルネットワーク事務局〔企画調整課内〕
(TEL 95_1900・FAX 95_3971)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

「NAIST(奈良先端科学技術大学院大学)
サイエンス塾」参加者募集
�日　　時 1月12日(土)

①午前9時30分～11時
②午後1時～2時30分

�場　　所 高山サイエンスプラザ(生駒市高山町8916-
12)

�内　　容 「自然の力を使って電気を作ってみよう」
「近年注目されている自然の力(風、水流、太
陽光)を使った電気作りを体験してみよう」

�対 象 者 主に小学生　※中学生も可。
�定　　員 ①②各20人
�参 加 費 無料
�申込期限 1月7日(月)
�申込方法 参加希望時間・住所・氏名(ふりがな)・学校

名・学年・電話番号を、はがき、ファクス、
またはEメールで下記のところへ。

○申込先・問い合わせ
奈良先端科学技術大学院大学支援財団
〒630_0101 生駒市高山町8916_12 高山サイエンスプラザ
(TEL 0743_72_5185・FAX 0743_72_5819)
E-mail:s-juku07@science-plaza.or.jp
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第15回相楽の文化を創るつどい
木津川市と相楽郡4町村で構成している相楽郡広域事務

組合では、「ふるさと市町村圏振興事業」の一つとして
「第15回相楽の文化を創るつどい」を開催します。
今回は、やまなみホールで圏域内の文化活動グループに
よるダンス、舞踊、各種演奏など楽しい舞台を計画してい
ます。この機会にぜひ、ふるさと「そうらく」の文化を体
感しにお越しください。
�日　　時 2月3日(日)午後1時～4時30分(午後0時30分

開場)
�場　　所 やまなみホール(南山城村北大河原久保8番地)
�入 場 料 無料
○問い合わせ
第15回相楽の文化を創るつどい実行委員会
(TEL 72_0421)

★新春特別プレゼント
ことしの開運を願って、毎日先着30人様に1個ずつ、職
員手づくりの「寿

ことぶき

瓢
ひょう

箪
たん

」をプレゼント。
1月5日(土)～7日(月)の3日間

★冬期間のプレゼント
ご来園の皆さんに、割引入場券、飲物割引券(土・日・
祝日のみ)、平日は缶コーヒーをプレゼント。
2月末日まで

★展示会・作品展・イベントなど
ユメミ・プチソルグ……もぎ取りセールよりちょっと小さ

な蚤
のみ

の市
2月1日(金)

★教室・講習会
月例家庭菜園教室
1月27日(日)午前10時50分～正午
定員なし・受講料無料・予約不要
※講習会・教室などの申し込みは、開催日の1カ月前から
受け付けます。
※1月の休園日は毎週木曜日と1月1日(祝・火)～4日(金)、
開園時間は午前9時～午後4時です。
○問い合わせ
花空間けいはんな(TEL 93_0811・FAX 93_0998)

★けいはんな伝承あそびの会「わらべ」連だこを作って飛
ばそう
�日　時 1月6日(日)
�場　所 ビジターセンターほか

朗読テープは社会福祉協議会事務局や町立図書館で貸し出していますので、ご活用ください。
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�1月12日(土) 午前10時15分～11時15分・午後0時30分～
1時30分
�1月13日(日)・27日(日) 午後0時30分～1時30分・午後
2時30分～3時30分
�1月20日(日) 午前10時15分～11時15分・午後2時30分～
3時30分
�1月26日(土) 午前10時15分～11時15分
★パソコンでキャラクターを作ろう(家族)
�1月6日(日)・12日(土)・13日(日)・14日(祝・月) 午前
10時15分～11時15分・午後0時30分～1時30分・午後2
時30分～3時30分
�1月20日(日) 午前10時15分～11時15分・午後2時30分～
3時30分
�1月26日(土) 午前10時15分～11時15分
�1月27日(日) 午後0時30分～1時30分・午後2時30分～3
時30分

★トートバッグを作ろう(家族)
�1月6日(日)・14日(月)・20日(日) 午前10時15分～11
時15分・午後0時30分～1時30分・午後2時30分～3時30
分
�1月13日(日) 午後0時30分～1時30分・午後2時30分～3
時30分
�1月26日(土) 午前10時15分～11時15分

★ドライバーを作ろう(家族)
�1月6日(日)・12日(土)・13日(日)・20日(日)・26日
(土)・27日(日) 午前10時15分～11時15分・午後0時30
分～1時30分・午後2時30分～3時30分

★CDラックを作ろう(家族)
�1月6日(日)・13日(日)・14日(祝・月)・20日(日)・27
日(日) 午前10時15分～11時15分・午後0時30分～1時
30分・午後2時30分～3時30分

★写真入りノートを作ろう(家族)
�1月6日(日)・26日(土) 午前10時15分～11時15分・午
後0時30分～1時30分・午後2時30分～3時30分
�1月12日(土) 午前10時15分～11時15分・午後0時30分～
1時30分

★アーモンドココアクッキーを作ろう(家族)
�1月6日(日) 午前10時15分～午後0時15分・午後1時30
分～3時30分

※そのほか、家族体験メニューなどの詳しい内容は、下記
のところへ。
○申込先・問い合わせ
家族体験予約係
(TEL 98_6121・FAX 98_6202)
受付時間：火～日曜日 午前10時～午後5時
http://www.shigotokan.ehdo.go.jp

1月25日(金) 午前10時30分から
午後2時から
午後7時から

1月26日(土)～27日(日)
午前10時30分から
午後1時45分から
午後5時から

「象の背中」(2007年日本)
�日　時
1月31日(木) 午前10時30分から

午後2時から
2月1日(金) 午前10時30分から

午後2時から
午後7時から

2月2日(土)～2月3日(日)
午前10時30分から
午後1時30分から
午後4時30分から

○問い合わせ (株)けいはんな 交流事業部(TEL 95_5115)

【家族体験メニュー】
家族で楽しく体験できるメニューを土・日曜日、祝日

に開催します。各体験メニューには定員があります。定
員満了になり次第、受け付け終了となりますので、事前
の予約申し込みが大変便利です。開催日の30日前から7
日前まで予約受け付けを行っています。残りがある場合
は、当日受け付けます。
�当日受け付け

エントランス受け付けで、体験開催時間の15分前まで
受け付けています。
�対象者
家　　族：保護者(高校生以上)1人と子ども(5歳以上)1

人の1組で体験。
子 ど も：子ども1人で体験。
グループ：保護者(高校生以上)1人以上と子ども1人以上

の1グループで体験。
※本誌発行時点で受け付け終了となっている場合はご容赦
ください。
※体験料金と入館料金が必要となります。
★消防家族体験(家族)
�1月6日(日)・12日(土)・13日(日)・14日(祝・月)・20日
(日)・27日(日) 午前10時15分～11時15分・午後0時30
分～1時30分・午後2時30分～3時30分
�1月26日(土) 午前10時15分～11時15分・午後0時30分～
1時30分

★フラワーアレンジメントを作ろう(家族)
�1月6日(日)・14日(祝・月) 午前10時15分～11時15分・
午後0時30分～1時30分・午後2時30分～3時30分

[
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各種相談日の日程

人権・なやみごと相談
〔毎月15日 ※休みの場合は次の開庁日〕
役場２階「201会議室」
１月15日(火) 13：00～16：00

人権啓発課(TEL 95_1919)
総務課　　(TEL 95_1910)

-------------------------------------------------------------------------------
家庭こころの相談室
〔毎月第１火曜日・第３金曜日 ※祝日・年末年始を除く〕
京都大和の家
１月18日(金) 午前10時～午後３時
※正午～午後１時を除く。
事前予約制（予約受付専用電話 TEL 98_3909）
月～金曜日　午前10時～午後４時で予約受け付け
※正午～午後１時、祝日・年末年始を除く。

人権啓発課(TEL 95_1919)
-------------------------------------------------------------------------------
高齢者あんしん相談
〔毎月第３水曜日〕 役場２階「相談室」
１月16日(水) 13：30～15：00

福祉課　　(TEL 95_1904)
-------------------------------------------------------------------------------
障害者生活相談
〔毎月第３木曜日〕 役場２階「相談室」
１月17日(木) 13：30～15：30

福祉課　　(TEL 95_1904)
-------------------------------------------------------------------------------
消費生活相談
〔毎週月曜日 ※祝日を除く〕 産業振興課窓口
１月７日(月)・21日(月)・28日(月)・２月４日(月) 
13：30～16：00 産業振興課(TEL 95_1903)
※当日の状況によっては事前連絡の方を優先する場合あり。

-------------------------------------------------------------------------------
社協法律相談
〔毎月第２水曜日〕 かしのき苑
１月９日(水) 13：30～16：00
〔１月４日(金)から事前申し込み制(8：30から受け付
け)／過去３カ月で受けていない方を優先〕

(TEL 94_4573)
-------------------------------------------------------------------------------
社協介護相談
〔毎月第３木曜日〕 かしのき苑
１月17日(木) 10：00～16：00 (TEL 94_4573)

-------------------------------------------------------------------------------
子育て相談
〔毎週月～金曜日〕 10：00～16：30
子育て支援センター〔こまだ保育所内〕(TEL 98_4001)
ほうその保育所 (TEL 94_3530)
ほうその第２保育所 (TEL 94_5394)
こまだ保育所 (TEL 94_3400)
いけたに保育所 (TEL 72_3530)
ひかりだい保育所 (TEL 95_3651）
せいかだい保育所 (TEL 98_3866)
〔毎週土曜日〕
ひかりだい保育所　9：00～11：30
せいかだい保育所　8：30～16：00
※ご相談は、電話または最寄りの保育所で。

2月

の移動、公共施設の利用は「精華くるりんバス」をご利用ください。 町内の移動、公共施設の利用は「精華くるりんバス」をご利用ください。町内の移動、公共施設の利用は

1日(金)

移動図書館
乾谷〔集会所前〕 （14：30～15：20）
東畑〔旧集会所前〕 （15：40～16：30）
シルバーサロン
（社）精華町シルバー人材センター

（10：00～16：00）

28日(月)
トレーニング室相談会　

むくのきセンター　　　（13：30～15：00）

30日(水)

9～10カ月児健康診査
保健センター　　　　　　　　　（13：00～）
飼えなくなった犬・猫の引き取り日
衛生課（印鑑持参） （10：20～10：30）

4日(月)
トレーニング室相談会

むくのきセンター　　　（13：30～15：00）

5日(火)

移動図書館
谷〔集会所前〕 （13：20～14：10）
僧坊〔南京都高校体育館前〕（14：30～15：20）
舟〔集会所前〕 （15：40～16：30）

6日(水)

飼えなくなった犬・猫の引き取り日

衛生課（印鑑持参） （10：20～10：30）

移動図書館

南〔長塚公園前〕 （13：20～14：10）

北ノ堂〔児童公園前〕 （14：30～15：20）

菱田〔集会所前〕 （15：40～16：30）

3歳6カ月児健康診査

保健センター　　　　　　　　　（13：00～）

31日(木)

食生活相談
保健センター （9：30～11：00）
3～4カ月児健康診査
保健センター　　　　　　　　　（13：00～）
BCG
保健センター　　　　　（13：00～14：30）

7日(木)

移動図書館
旭〔集会所前〕 （13：20～14：10）
東〔集会所前〕 （14：30～15：20）
中久保田〔集会所前〕 （15：40～16：30）
2歳児歯科健康診査
保健センター　　　　　　　　　（13：00～）

8日(金)

移動図書館
馬渕〔集会所前〕 （13：20～14：10）
光台〔近隣センター前〕（14：30～15：20）
柘榴〔ポンプ庫前〕 （15：40～16：30）
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1月の納税・納付
○町府民税……………………第４期分
○国民健康保険税……………第８期分
○介護保険料(普通徴収分)…第７期分
○保育料…………………………１月分
○水道料金・下水道使用料……１月分
★便利な口座振替のご利用を★

6日(日)
精華町消防出初式

精北小学校　　　　　　　　　　　（9：30～）

1月

町内の移動、公共施設の利用は「精華くるりんバス」をご利用ください。 町内の移動、公共施設の利用は「精華くるりんバス」をご利用ください。 町内の移動、公共施設の利

8日(火)

パパママ教室～妊娠・食事編～

かしのき苑　　　　　　（13：00～15：30）

移動図書館

中〔集会所前〕 （13：20～14：10）

滝ノ鼻〔防火水槽西側〕（14：30～15：20）

桜が丘一丁目〔公園前〕（15：40～16：30）

9日(水)

移動図書館

精華台〔三丁目集会所前〕（13：20～14：10）

桜が丘二丁目〔池谷公園前〕（14：30～15：20）

山田〔ＪＡ倉庫前〕 （15：40～16：30）

10日(木)

移動図書館

菅井〔出荷場前〕 （13：20～14：10）

西北〔祝園神社前〕 （14：30～15：20）

里〔精北小学校前〕 （15：40～16：30）

11日(金)

シルバーサロン「新年特別企画」
（社）精華町シルバー人材センター

（10：00～16：00）
移動図書館
馬渕〔集会所前〕 （13：20～14：10）
光台〔近隣センター前〕（14：30～15：20）
柘榴〔ポンプ庫前〕 （15：40～16：30）

16日(水)

飼えなくなった犬・猫の引き取り日
衛生課（印鑑持参） （10：20～10：30）
移動図書館
南〔長塚公園前〕 （13：20～14：10）
北ノ堂〔児童公園前〕 （14：30～15：20）
菱田〔集会所前〕 （15：40～16：30）

17日(木)

移動図書館
旭〔集会所前〕 （13：20～14：10）
東〔集会所前〕 （14：30～15：20）
中久保田〔集会所前〕 （15：40～16：30）

19日(土)
スポーツ体験デー

川西小学校　　　　　　　（9：30～11：30）
7日(月)

トレーニング室相談会

むくのきセンター　　　（13：30～15：00）

18日(金)

1歳6カ月児健康診査
保健センター　　　　　　　　　（13：00～）
移動図書館
乾谷〔集会所前〕 （14：30～15：20）
東畑〔旧集会所前〕 （15：40～16：30）

20日(日)
新春ほのぼのウオーキング （9：00～）
精華町交流ホールコンサート
精華町交流ホール（役場2階） （13：30～）

SEIKASEIKA
いっかげつ いっかげつ 

21日(月)

3歳6カ月児健康診査
保健センター　　　　　　　　　（13：00～）

（社）精華町シルバー人材センター入会説明会
同センター会議室　　　　　　　（14：00～）

22日(火)

移動図書館
中〔集会所前〕 （13：20～14：10）
滝ノ鼻〔防火水槽西側〕（14：30～15：20）
桜が丘一丁目〔公園前〕（15：40～16：30）

23日(水)

2歳児歯科健康診査
保健センター　　　　　　　　　（13：00～）
移動図書館
精華台〔三丁目集会所前〕（13：20～14：10）
桜が丘二丁目〔池谷公園前〕（14：30～15：20）
山田〔ＪＡ倉庫前〕 （15：40～16：30）

14日(祝・月)
平成20年成人式
けいはんなプラザ メインホール

（13：30～15：30）

24日(木)

移動図書館
菅井〔出荷場前〕 （13：20～14：10）
西北〔祝園神社前〕 （14：30～15：20）
里〔精北小学校前〕 （15：40～16：30）

25日(金)

移動図書館
馬渕〔集会所前〕 （13：20～14：10）
光台〔近隣センター前〕（14：30～15：20）
柘榴〔ポンプ庫前〕 （15：40～16：30）

27日(日)
ほほえみスポーツ広場

むくのきセンター　　　　（9：00～12：00）
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☆「ねずみ」
新年おめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い

します。ことしの干支は子
ねずみ

です。実生活の中では嫌われるこ
との多いねずみですが、身近な存在としてキャラクター化さ
れることが多く、小さい体ながらも大活躍する物語が多くあ
ります。また、十二支の筆頭で大黒天の使者ともいわれ、昔
から子孫繁栄のシンボルです。今月は「ねずみ」をテーマに
本を紹介します。 ☆新しく入った本の中から

※平成19年11月末時点での「新しく入った本」です。最新
情報は、図書館内ファイルやホームページをご覧ください。

○大人の本
「波乱の時代」上・下 A・グリーンスパン
「スタバではグランデを買え！」 吉本佳生
「宇宙をプログラムする宇宙」 S・ロイド
「空港施設がわかる本」 久保利俊明ほか
「綺想迷画大全」 中野美代子
「生きてるだけでだいたいOK」 マギー司郎
「自伝じょうちゃん」 松谷みよ子
「探偵、暁に走る」 東　直己
「図書館革命」 有川　浩
「クローバー」 島本理生
「アバノの再会」 曾野綾子

○子どもの本
「不吉なアニメーション」 石崎洋司
「真夜中の学校レストラン」怪談レストラン編集委員会
「花になった子どもたち」 J・T・ライル
「いるいるだあれ」 岩合日出子
「14ひきのもちつき」 いわむらかずお

○大人の本
「ネズミに学んだ遺伝学」 森脇和郎
「ネズミに襲われる都市」 矢部辰男
「ラット一家と暮らしてみたら」 服部ゆう子
「マウス」 A・スピーゲルマン
「月の影影の海　上下」 小野不由美
「鉄鼠の檻」 京極夏彦
「川の光」 松浦寿輝
「百鼠」 吉田篤弘
「ネズミの時計屋さんハーマックスの恋と冒険」M・ホーイ
○子どもの本
「カヤネズミの四季」 白石　哲
「絵ときゾウの時間とネズミの時間」 本川達雄
「おしゃべりなカーテン」 安房直子
「根津あかね」 いわむらかずお
「大切な仲間たち」 辻信太郎
「じゅんぺいと不思議な石又」 松居スーザン
「番ねずみのヤカちゃん」 R・ウィルバー
「歌うねずみウルフ」 D・キング＝スミス
「くらやみ城の冒険」 M・シャープ
「時計ネズミの謎」 P・ディッキンソン
「ゆきのひのゆうびんやさん」 こいでたん
「おじいさんならできる」 F・ギルマン
「ネズミなんていないでしょ？」 B・ウェーバー

住民の皆様へ 
　精華町役場の代表番号 (TEL 94－2004) へ
お電話いただく際は、電話番号を十分ご確認のうえ、

お掛け間違いのないようお願い致します。担当課な

どがお分かりの際は、便利なダイヤルイン（31ペー

ジ参照）がありますので、ご利用ください。 
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■は休館日　 
　月～金：午前10時～午後６時 
　土・日：午前９時～午後５時 開館時間 

精華くるりんバスで図書館へ 

町立図書館（TEL 95-1911・FAX 95-3976） 
http://l ibrary.town.seika.kyoto.jp

貸し出し中の資料については、インターネットからも予約できます。 

●町の位置　 
　東経135度47分　北緯34度45分 
●町の面積　 
　25.66平方キロメートル 
●人の動き　 
　人　口　35,779人（＋25） 
　　男　　17,418人（＋18） 
　　女　　18,361人（＋7） 
　世帯数　12,516世帯（＋32） 
※(　)内は前月との比較〔平成19年12月1日現在〕 

町の花 
「ばら」 

町の木 
「かし」 

精華町の地形 

京都府主催の「子ども読書絵手紙コンテスト」入
賞作品と精華町内の方の応募作品を展示します。
期間：1月11日(金)～27日(日)
場所：図書館内




