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�運　　営 ボウリング実施委員会
�そのほか 同フェスティバルはこの後、10月に空手を開

催予定です。
○問い合わせ
精華町体育協会事務局(むくのきセンター内)
(4 98_0200・6 98_0118)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第8回けいはんなフィル室内楽の昼下がり
「音楽のおもちゃ箱8」

～パイプオルガンといっしょに4～
�日　　時 8月22日(日) 午後1時30分開場・午後2時開演
�場　　所 精華町交流ホール(町役場2階)
�出　　演 けいはんなフィルハーモニー管弦楽団
�内　　容 ◆パイプオルガンといっしょに4

・オルガン独奏
・パイプオルガンミニ講座

◆バッハ／ブランデンブルグ協奏曲 第4番よ
り

◆そのほか
※曲目は変更する場合があります。あらかじ
めご了承ください。

�定　　員 100人(定員を超えた場合は抽選)
�申込期間 7月30日(金)まで(消印有効)
�申込方法 往復はがきに、住所・氏名・電話番号・参加

希望者全員の氏名・「音楽のおもちゃ箱参加
希望」を明記のうえ、下記のところへ。

�そのほか ・お一人様5人まで申し込み可能です。
・同ホールでのパイプオルガンコンサート
は、このほか、10月に同志社女子大学との
連携コンサート、来年3月に「第8回PATク
ランゲルコンサート」を開催予定です。詳
細が決定次第、本誌や町ホームペ－ジでお
知らせします。

○申し込み・問い合わせ
企画調整課 企画係(4 95_1900・6 95_3971)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

下水道排水設備工事責任技術者認定試験
�日　　時 ◆受験講習　11月7日(日)

◆認定試験　11月14日(日)
�場　　所 京都JA会館(京都市南区東九条西山王町1番

地・両日共)
�対 象 者 試験日時点で年齢が満20歳以上であり、下記

の条件のいずれかに該当する方
・学校教育法による高等学校、または旧中学
校令による中等学校以上の学校(以下、高
等学校)の土木工学科、またはこれに相当
する課程を修了して卒業した方
・高等学校を卒業した方で、排水設備工事や
排水設備工事以外の下水道工事、または水
道工事(以下、排水設備工事など)の設計・
施工に関し、試験の受験申請日時点で1年
以上の実務経験がある方
・排水設備工事などの設計・施工に関し、試
験の受験申請日時点で2年以上の実務経験
がある方

�手 数 料 ◆受験申請時
1万円(試験・受験講習料・テキスト代など)
※別途、試験結果郵送料として80円切手1
枚が必要です。
※一度お支払いいただいた手数料は、理由

ひとり親家庭いきいきふれあい事業
�日　　時 8月1日(日)

午前9時、町役場北駐車場に集合
午後6時、町役場北駐車場で解散

�行 き 先 サントリーミュージアム(天保山)・海遊館
�対 象 者 相楽地域内のひとり親家庭の親子など
�定　　員 先着80人
�内　　容 親子のふれあいを大切に、参加者が一日楽し

く過ごし、相互の交流を図るための日帰りバ
ス旅行です。

�参 加 費 ◆大人・高校生：2500円
◆4歳～中学生：1000円

�申込期間 7月15日(木)まで
受付時間：午前8時30分～午後5時

�申込方法 児童育成課に置いている参加申込書に記入の
うえ直接、下記のところへ。

�主　　催 相楽連合むつみ会
�後　　援 京都府・京都新聞社会福祉事業団
○申し込み・問い合わせ
◆相楽連合むつみ会会長 寺町 英子
精華町下狛中垣内99番地(4 090-4039-9757)
◆児童育成課 児童育成係(4 95-1917・6 95-3974)

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

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

�日　　時 7月18日(日) 午前9時～正午
※今月は第3週になります。ご注意ください。

�場　　所 むくのきセンター アリーナ
�対 象 者 町内在住・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
同伴でお越しください。

�持 ち 物 運動できる服装・体育館シューズ
�参 加 費 100円(傷害保険料など)
○問い合わせ
生涯学習課 社会体育係(むくのきセンター内)
(4 98_0200・6 98_0118)

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第28回総合スポーツフェスティバル
ボウリング競技

�日　　時 8月4日(水) 
午後8時30分から(午後8時受け付け開始)

�場　　所 スーパーボウル城陽
�対 象 者 町内在住・在勤で高校生以上の方
�参 加 費 1人2000円

※貸し靴は別途ご負担ください。
�申込期間 7月13日(火)～27日(火)

※土・日・祝日を除きます。
受付時間：午前8時30分～午後5時

�申込方法 申込用紙に必要事項を記入のうえ、参加費を
添えて、次のところへ。
※申込用紙は町ホームページからダウンロー
ドもできます。

[

料金が記載されていないものは無料、申込方法が 
記載されていないものは申し込み不要です。 

町役場の窓口受付時間は、平日午前8時30分～正午・午後1時～5時です。
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朗読ボランティア「ひびき」の皆さんが、目の不自由な方に広報誌の内容を知っていただくため、音読録音されています。

�場　　所 イオン高の原ショッピングセンター4階
「こすもすホール」

�定　　員 60人
�内　　容 テーマ：「バングラデシュのストリートチル

ドレン」
市民教授：浜田 進士

(関西学院大学教育学部准教授)
�参 加 費 100円(資料代)
�主　　催 けいはんな市民雑学大学
�後　　援 精華町
○問い合わせ
◆渡辺(4 090-7880-6787)
◆木戸(4 080-3637-7935)

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

平成22年度光ナノサイエンス体験入学会
奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科
�日　　程 8月3日(火)～4日(水)

※どちらか1日だけでも参加できます。
�場　　所 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学

研究科
�対 象 者 大学生、高専生、高校生、中学・高校理科教員
�定　　員 先着40人(各日・各テーマ1～4人)
�内　　容 「最先端の装置をさわろう」「最先端材料を

作ろう」「最先端を学ぼう」という観点から、
本研究科だからできるという体験入学を企画
しました。最新の研究設備を使って「光で観
る」「光で創る」「光を利用する」光ナノサイ
エンスの最先端を体験してください。

�申込期間 7月21日(水)まで
�申込方法 専用ホームページ(http://mswebs.naist.jp/

event_information/summerschool2010/
index.html)からお申し込みください。

○問い合わせ
奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科事務室
(4 0743-72-6005)

★七夕祭2010
�日　時 7月7日(水)まで 午前9時～午後9時
�場　所 水景園　ほか
�内　容 ささの葉さらさら揺れる日本庭園で七夕祭を

楽しみましょう。
�願い事さらさら～短冊づくり～
�七夕飾りと大布短冊

★七夕ライトアップ
�日　時 7月7日(水)まで 日没～午後9時
�場　所 水景園
�内　容 七夕祭に合わせてライトアップを開催。夜の

庭園散策とともに七夕の風情をお楽しみくだ
さい。

★たなばたほしまつり
�日　時 7月3日(土) 午後5時～9時(雨天時屋内で開催)
�場　所 水景園
�料　金 水景園入園無料(一部有料)
�内　容 子どものための七夕祭。七夕のお話や縁日が

楽しめます。
★七夕コンサート～フルート三重奏の調べ～
�日　時 7月4日(日) 午後2時～3時
�場　所 水景園

の如何にかかわらず、返金できません。
◆認定試験合格時
2000円(責任技術者証作成手数料など)

�申込期間 7月5日(月)～20日(火)
受付時間：午前9時～正午・午後1時～5時

�申込方法 所定の申請書と手数料1万円、80円切手1枚を
添えて直接、下記のところへ。
※申請書は、下記の窓口に置いています。

○申し込み・問い合わせ
下水道課 庶務係(4 95-1912・6 93-1243)

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

シルバーサロン「夢」～夏まつり～
�日　　時 8月2日(月) 午前10時～午後4時
�場　　所 シルバー人材センター サロン会場
�対 象 者 町内在住の方とセンター会員
�内　　容 ◆相撲甚句(午後1時～3時）

独持の節回しで唄われる相撲甚句の伝統の
世界をお楽しみください。
◆ミニマーケット
コーヒーなどの飲み物、ういろう(三温糖)、
抹茶、干菓子などがあります。午前11時か
らはパンも販売します。

○問い合わせ
精華町シルバー人材センター
(4 98-0510・6 98-0670)

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

けいはんなサロン
～暮らしの中の科学を考える～

�日　　時 7月16日(金) 午後2時～4時30分
�場　　所 けいはんなプラザ ラボ棟2階「天の川」
�定　　員 先着50人
�内　　容 「スポーツの科学～健康と運動～」
�参 加 費 500円

※飲み物・お菓子代を含みます。
�申込期間 7月15日(木)まで
�申込方法 ファクス、またはEメールで下記のところへ。
�後　　援 精華町
○問い合わせ
けいはんな文化学術協会
(4・6 95_5110)
(E-mail：antares@kvc.keihanna.ne.jp)

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第5回けいはんなビジネスメッセ
�日　　時 7月22日(木) 午前10時～午後5時
�場　　所 けいはんなプラザ イベントホール　ほか
�内　　容 ビジネスフォーラム・ビジネスマッチング展

(展示会)・出展企業プレゼンテーション　ほ
か

�テ ー マ 「環境・エネルギー、ものづくり・ICT、光、
医療、健康・福祉」～環境・エネルギー、新
産業の創出を目指して～

○問い合わせ
(財)関西文化学術研究都市推進機構
新産業創出・交流センター
けいはんなビジネスメッセ事務局
(4 98-2230・6 95-2202)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

けいはんな市民雑学大学 第27回講座
�日　　時 7月24日(土) 午後2時～4時
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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。

[

�内　容 毎年開催している夏の特別イベント「夕涼み
ジャズライブ」シリーズ第1弾。京都や大阪
で活動するジャズバンドをゲストに迎えま
す。

�庭園入園料 大人200円・小中学生100円
※25人以上の団体割引などもあります。

�開園時間 午前9時～午後5時
�定 休 日 年末年始
○問い合わせ
けいはんな記念公園管理事務所
(4 93_1200・6 93_2688)
http://www.keihanna-park.jp

★けいはんなプラザ・プチコンサート
�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

(駐車場1時間未満無料)
�内　容
◆7月7日 フルートとピアノの調べ～中国そして日

本、美しき情景～
中国古曲：漁舟唱晩　ほか

◆7月14日　夏～ピアノの調べ～
ラフマニノフ：音の絵 作品33より 第7番
ほか

◆7月21日　メルベイユ ピアノカルテット～情熱のブ
ラームス～
ブラームス：ピアノ四重奏曲 作品25より
ほか

◆7月28日　トリオコンサート～ヴィオラ・フルー
ト・ピアノが織り成すハーモニー～
J.S.バッハ：Ｇ線上のアリア　ほか

◆8月04日　ショパン VS リスト & ラフマニノフ VS
スクリャービン
リスト：愛の夢 第3番　ほか

★けいはんな映画劇場
「インビクタス／負けざる者たち」

(2009年アメリカ)
�日　時 7月16日(金)

午前10時30分～午後0時44分
午後2時～4時14分
午後7時～9時14分
7月17日(土)～18日(日)
午前10時30分～午後0時44分

�内　容 大阪府で活動するバンド「レボリューション」
のフルートの調べをお届けします。美しく重
なる三重奏をお楽しみください。

★七夕茶席の夕べ
�日　時 7月7日(水) 午後4時～7時
�場　所 水景園
�料　金 500円(入園料別途必要)
�内　容 いすに座って一煎いただく、立礼式の七夕煎

茶茶席を開催します。雅な雰囲気を楽しんで
みませんか。

★第27回花いっぱい大作戦 リコリス球根植え付け大作戦！
�日　時 7月17日(土) 午前10時～正午

※雨天時は7月25日(日)に延期します。
�場　所 水景園
�内　容 花や緑がいっぱいの公園づくりのためのボラ

ンティア活動。秋に花を咲かせるリコリスの
球根をみんなで植え付けましょう。

★涼風コンサート～サックスアンサンブルの演奏会～
�日　時 7月19日(祝・月) 午後2時～3時
�場　所 水景園
�内　容 京都市内で活動する「Coco Saxophone

Quartet」を迎え、サックスアンサンブルの
演奏会を開催します。4人の息のあったステ
ージをお楽しみください。

★けいはんな造形・芸術祭ARTCOM2010
�日　時 7月24日(土)～8月8日(日) 午前9時～午後5時
�場　所 水景園
�内　容 「いま・ここ・わたし」をテーマに、京都造

形芸術大学立体コースと京都精華大学洋画
コースの学生たちの絵画や彫刻が、水景園や
観月楼を彩ります。

★みんなでつくろう！わくわく水景園
�日　時 7月31日(土)・8月1日(日) 午前10時～午後4

時
�場　所 水景園
�内　容 誰でも自由に参加できる造形遊びコーナー。

森で拾った自然素材を使って、動物や植物を
作り、水景園のジオラマを制作します。

★けいはんな日本の行事シリーズ 流しそうめん
�日　時 8月1日(日) �午前10時～11時�午後1時～2

時�午後3時～4時
�場　所 水景園
�料　金 600円'竹の器を予約販売(1個300円/要予約)"
�内　容 夏の風物詩である流しそうめんを日本庭園で

楽しみませんか(要予約)。
★夕涼みジャズライブ
�日　時 8月7日(土) 午後7時～8時
�場　所 水景園

海外体験補助金を交付海外体験補助金を交付
�対 象 者 町内に１年以上在住し、本年度中に満15歳以

上になる方
※既にこの補助を受けた方を除きます。

�要　　件 ・自費で30日以上、海外留学や海外での国際
協力活動を行うこと
※企業などからの派遣や観光旅行を除きま
す。

・帰国後、町などが主催する国際化推進事業

などに積極的に参加すること
・左記事業で留学体験などを発表できること
・申請時と帰国後に留学などに関する小論文
を提出すること(小論文は本誌・町ホーム
ページなどに掲載)

�補 助 金 ５万円(最高限度額)
�申請方法 出国前に、所定の申請書を直接、下記のとこ

ろへ。

○申請・問い合わせ
企画調整課 企画係 (4 95_1900・6 95_3971)
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朗読ボランティア「ひびき」の皆さんが、目の不自由な方に広報誌の内容を知っていただくため、音読録音されています。 朗読テ
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494－2004(代表)
693－2233(総務課)

4住民サービスコーナー 

95-0530 
kukaku@town.seika.kyoto.jp 

4狛田駅東土地区画整理事務所 

4 93-0338 訪問看護ステーション 

精華町役場・かしのき苑・むくのきセンターの各駐車場には「身体の不自由な方、身体内部に障害のある方、妊娠中または
乳幼児をお連れの方などにご利用いただくための駐車スペース」を設けています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

みんなでつくろう安全・安心のまち
現在、街頭犯罪・侵入犯罪の特別警戒中です。

空き巣・忍び込み多発
犯人は「音」「光」「人」が苦手です。
�留守を見抜かれない工夫を
・新聞や郵便物をためないようにしましょう。
・洗濯物を出したままにしないようにしましょう。
�鍵掛けを忘れず、複数錠で防犯を
・少しの外出でも必ず鍵を掛けましょう。
・防犯性能の高い錠前や防犯ガラスも有効です。
�センサーライトや防犯カメラが効果的
・踏み台や隠れ場所になる物を置かないようにしま
しょう。
・メッシュフェンスや植木の剪

せん

定で、視界を確保し
ましょう。

�見かけない人に声掛けを
・地域ぐるみの声掛けで未然防止を図りましょう。

自転車盗多発
カギは掛けていますか。ワイヤーロックなど補助錠を

使うと効果的です。防犯登録は必ずしましょう。

ひったくり多発
自転車の前かごなどに防犯ネットを張りましょう。歩

くとき、バッグは車道の反対側に抱えて持ちましょう。

不審者(車)を見かけたときは110番してください。

○問い合わせ
京都府木津警察署(4 72－0110)

午後1時30分～3時44分
午後4時30分～6時44分

「おとうと」(2010年日本)
�日　時 7月9日(金)

午前10時30分～午後0時36分
午後2時～4時6分
午後7時～9時6分
7月10日(土)～11日(日)
午前10時30分～午後0時36分
午後1時30分～3時36分
午後4時30分～6時36分

★堀内孝雄コンサート2010～2011
「39th サンキュー！ツアー」
�日　時 9月25日(土) 午後3時開場・

3時30分開演
�場　所 けいはんなプラザ メイン

ホール
�チケット 6300円(全席指定)

※未就学児は入場いただ
けません。
◆取り扱い
(株)けいはんな(けいはんなプラザ3階)
(4 95_5115・平日午前10時～午後5時30分)

○問い合わせ
◆(株)けいはんな コンベンション事業部
(4 95_5115)

◆ジェイエムピー
(4 0742_70_5720)

Rice Music 堀内孝雄

木津警察署ホットメッセージコーナー 木津警察署ホットメッセージコーナー 
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各種相談の日程

人権・なやみごと相談
〔毎月15日（休みの場合は次の開庁日）〕
町役場２階 �201会議室 �202会議室
�７月15日(木)�８月16日(月) 13：00～16：00

人権啓発課(4 95-1919)
総務課　　(4 95-1910)-------------------------------------------------------------------------------

家庭こころの相談室
京都大和の家
７月５日(月)・13日(火)・21日(水)・29日(木)・８月
10日(火)
10：00～12：00・13：00～15：00
事前予約制（相談予約専用電話：4 98_3909）
月～金曜日 10：00～12：00・13：00～16：00
※祝日を除きます。

人権啓発課(4 95_1919)-------------------------------------------------------------------------------
高齢者あんしん相談
〔毎月第３水曜日〕町役場２階 相談室
７月21日(水)・８月18日(水) 13：30～15：00

福祉課　　(4 95-1904)-------------------------------------------------------------------------------
障害者生活相談
〔毎月第３木曜日〕町役場２階 相談室
７月15日(木)・８月19日(木) 13：30～15：30  

福祉課　　(4 95-1904)-------------------------------------------------------------------------------
相楽消費生活センター巡回相談
〔毎週火曜日　※祝日を除きます〕町役場 2 階 相談室
７月６日(火)・13日(火)・20日(火)・27日(火)
８月３日(火)・10日(火) 13：30～16：00

相楽消費生活センター(4 72_9955)
産業振興課(4 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があります。-------------------------------------------------------------------------------
社協法律相談
〔毎月第２水曜日〕かしのき苑
７月14日(水) 13:30～16:00・８月11日(水) 13:30～16:00
※７日前からの事前申し込み制（8：30から受け付け）
です。過去３カ月で受けていない方を優先します。

精華町社会福祉協議会(4 94_4573)-------------------------------------------------------------------------------
社協介護相談
〔毎月第３木曜日〕かしのき苑
７月15日(木)・８月19日(木) 10：00～16：00         

精華町社会福祉協議会(4 94_4573)-------------------------------------------------------------------------------
子育て相談
〔毎週月～金曜日〕10：00～16：00
子育て支援センター（こまだ保育所内）(4 98_4001)
ほか各町内保育所
※下記保育所では毎週土曜日も行っています。
ひかりだい保育所　9：00～11：30
せいかだい保育所　9：30～16：00
※ご相談は、直接、または電話で最寄りの保育所へ。-------------------------------------------------------------------------------

出張年金相談
木津川市役所北別館
７月28日(水) 10：00～16：00
事前予約制

京都南年金事務所(4 075_644_1165)

むくのきセンター休館日
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〔自治会駐車場〕 （15：40～16：30）

精華町平和祭典2010(パネル展示)〔～8月15日
(日)〕
町立図書館前交流スペース（9：00～17：00）

けいはんなふれあいコンサート2010
けいはんなプラザ メインホール （13：30～）

シルバーサロン「夢」～夏まつり～
精華町シルバー人材センター （10：00～16：00）

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）

第28回総合スポーツフェスティバルボウリング競技
スーパーボウル城陽 （20：30～）
飼えなくなった犬・猫の引き取り(有料)
衛生課 （10：25～10：40）
移動図書館
南〔新祝園駅東側駅前広場〕（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）

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）

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）

精華町平和祭典2010(絵本の読み聞かせ・映画
上映)
精華町交流ホール

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）

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〔自治会駐車場〕 （15：40～16：30）

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）

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「精華くるご注意ください。 住宅用火災警報器は、平成23年５月末までに設置を。 悪質な訪問販売などにご注意ください。 住宅用火災警報器は、

28日(水)

31日(土)

8月
1日(日)

2日(月)

3日(火)

4日(水)

5日(木)

6日(金)

8日(日)

10日(火)

11日(水)

12日(木)
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税務・会計、相続・贈与、会社設立、建設業許可他 
http: / /www.fuj iharakaikei .com/

木津川市木津宮ノ内95_9　いずみホール前 

☎ 0774-72-7711(代)　P有り 

中川登記測量事務所 
土地家屋調査士・測量士 

中　川　真　一 

土地・建物の調査　測量　表示に関する登記 

精華町菱田前川原16_1
近鉄狛田駅北側煤谷川沿い 

4 94_3143 
http://www.naka-jim.com 

JULY

7月

6日(火)

7日(水)

8日(木)

9日(金)

10日(土)

12日(月)

13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）

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(有料)
衛生課 （10：25～10：40）
移動図書館
南〔新祝園駅東側駅前広場〕（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）

第6回学研都市就職フェア
けいはんなプラザ （13：30～16：30）
パパママ教室～食事編～
保健センター （13：00～15：30）
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）

1歳6カ月児健康診査
保健センター （13：00～）
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）

精華町消防団操法大会
精華町消防本部 （8：30～12：00）

むくのきセンタートレーニング室相談会
むくのきセンター （13：30～15：00）

シルバーサロン(絵手紙教室同時開催)
精華町シルバー人材センター （10：00～16：00）

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）

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〔自治会駐車場〕 （15：40～16：30）

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）

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）

精華ほほえみスポーツ広場
むくのきセンター （9：00～12：00）

2010けいはんなサイクルレース
精華大通り　ほか （8：00～12：30ごろ）

シルバーサロン　
精華町シルバー人材センター （10：00～16：00）
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～）

かしのき苑プール一般開放〔～8月27日(金)〕
かしのき苑
3～4カ月児健康診査
保健センター （13：00～）
ＢＣＧ予防接種
保健センター （13：00～）
飼えなくなった犬・猫の引き取り(有料)
衛生課 （10：25～10：40）
移動図書館
南〔新祝園駅東側駅前広場〕（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）

第5回けいはんなビジネスメッセ
けいはんなプラザ （10：00～17：00）
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）

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）

けいはんな「赤ちゃんにやさしい都市
ま ち

づくり」フォーラム
けいはんなプラザ メインホール　ほか

（10：30～15：00）
サマーキャンプ〔～25日(日)〕
むくのきセンター　ほか

2歳児歯科健康診査
保健センター （13：00～）

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）

SEIKASEIKA
いっかげつ いっかげつ 

7月の納税・納付
○固定資産・都市計画税……第２期分
○国民健康保険税(普通徴収分)…第２期分
○後期高齢者医療保険料(普通徴収分)…第１期分
○介護保険料(普通徴収分)…第１期分
○保育料…………………………７月分
○放課後児童クラブ利用料……７月分
○水道料金・下水道使用料……７月分
★便利な口座振替のご利用を★

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「ご注

14日(水)

26日(月)

27日(火)

15日(木)

16日(金)

18日(日)

19日
(祝・月)

20日(火)

21日(水)

22日(木)

23日(金)

24日(土)
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●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　36,430人（－3） 
　　男　　17,622人（－4） 
　　女　　18,808人（＋1） 
　世帯数　13,223世帯（＋12） 
※(　)内は前月との比較〔平成22年6月1日現在〕 

町の花 
「ばら」 

町の木 
「かし」 

精華町の地形 

住民の皆さんへ 
●精華町役場の代表番号 (4 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、
おか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（35
ページ参照）がありますので、ご活用を。 
●本誌のバックナンバーは、町ホームページの左メ
ニュー【広報誌「華創」】からもご覧いただけます。 

「農作物」
７月のギラギラした太陽が、ジメジメした梅雨を押しやり、暑い夏がやってきま

した。
海や山の自然もいいですが、身近にある緑いっぱいの景色を見てみませんか。そ

う、稲が植えられた水田です。耳を澄ませば、風に揺れる稲の音も聞こえるかもし
れません。緑ばかりではなく、所々に赤や黄などのいろんな色も見られるでしょう。
皆さんが良く知っている野菜たちです。今月は、稲や野菜にまつわる本を紹介します。

◎大人の本
「稲の祭と田の神さま」 酒井卯作
「ニンジンの奇跡」 赤峰勝人
｢農民になりたい｣ 川上康介
「まるごと京野菜」 田中大三
「里山物語」 今森光彦
「マイナークラブハウスへようこそ！」 木地雅映子
「秘密の菜園」 後藤みわ子

◎子どもの本
「惣一じいちゃんの知っているかい？農業のこと」山下惣一
「稲と米の話」 創造書房
｢そよかぜ野菜村｣ ときありえ
「七海と大地のちいさなはたけ―夏のきせき―」 最上一平
「エディのやさいばたけ」 サラ・ガーランド

◎雑誌
「家の光」 JAグループ家の光協会
「農耕と園芸」 誠文堂新光社

「ギャル農業」 藤田志穂
19歳の一人のギャルが、流行に敏感なギャル

の特性を生かしたマーケティング会社を設立
し、成功します。４年後、次に挑戦したのは、
ギャルとはミスマッチな「農業」。「食」に関す
る不安が高まるなか、まず自分たちで出来るこ
とから「やってみよう」と思ったからです。何

の経験も知識もない著者が、多くの人と出会い、自然との
共存することの大切さを学んでいく姿は、米や野菜がすく
すく育っていく姿と同じように感じられます。

「野菜畑で見る夢は」 小手鞠るい
恋と野菜の育て方は同じなのかな。始まった

ばかりの恋、終わった恋、復活した恋。

耕す、慈しむ、味わう、そしてまた種をまく。
その繰り返しこそが野菜たちが教えてくれた恋
の仕方。それぞれの想

おも

いが野菜に込められて、
３つの物語が、いつしか１つになっていきます。

野菜畑で愛が育まれる、新しい恋物語です。

「マクドナルドさんのやさいアパート」
ジョディ・バレッド

マクドナルドさんは、アパートの管理人をし
ています。一組の家族が引っ越していき、空い
た部屋で、マクドナルドさんはいろんな野菜を
作ったり、鶏や牛まで飼い始めます。そのこと
に住人達は怒ってアパートを出て行ってしまい

ます。ある日、とうとう大家さんがやって来て、びっくり
あきれて怒りだしてしまいます。マクドナルドさんは管理
人を辞めさせられるのでしょうか。

おひざにだっこ ちいちゃいちいちゃいおはなし会
毎月第１水曜日 午前10時30分～10時50分
８月は８月４日(水)です。

おはなし会
毎週土曜日 午前10時30分～11時

　火～金：午前10時～午後６時 
　土・日：午前９時～午後５時 開館時間 

図書館へは精華くるりんバスもご利用ください 

町立図書館（4 95-1911・6 95-3976） 
http://l ibrary.town.seika.kyoto.jp/

貸し出し中の資料は、インターネットからも予約できます（事前に登録が必要です）。 
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■は休館日

図書館資料の配送貸し出し(無料)
障害者の方など、図書館への来館が困難な方にご利用

いただけます(事前に登録が必要です)。詳しくは図書館
までお問い合わせください。

※新しく入った本は、図書館内配布資料や
ホームページをご覧ください。




