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市・府民税の
第4期納付月です
市・府民税は、前年中に一定の所
得があった人に課されます。納期は
7・9・11月と翌年 1月の 4回です。
納期限内に納付されなかった場合
は、各納付月の翌月に督促状を発送
します。督促状を発送した際は、督
促手数料 200 円を加算し、延滞金
を徴収することもあります。また、
滞納整理は広域連合「京都地方税機
構」が行います。口座振替・自動払
込は、1 月 31 日㈪が振替日です。
1月 28 日㈮までに登録口座の預貯
金残高を確認してください問税務課
（☎ 64-1318）

1月 10日は
110番の日
110 番は、事件・事故を警察へ
連絡するための緊急用電話です。
相談や問い合わせは、田辺警察署
( ☎ 63-0110) か警察相談 110 番
（☎ 075-414-0110、プッシュホン
は♯ 9110）へ問田辺警察署（☎
63-0110）

文化財防火デー
1 月 26 日㈬は法隆寺金堂壁画が
焼損した日（昭和 24 年）にあた
り、文化財を火災から守るため、こ
の日を「文化財防火デー」と定めて
います。消防本部は 1月 20 日㈭～
26 日㈬を文化財防火週間とし、市
内の文化財建造物などへの立入検査
や、消防署・消防団合同で消防訓練
を行います。市民の共有財産である
貴重な文化財を火災から守るため、
防火に努めましょう問消防本部（☎
63-7825）

男性のための電話相談
2 月 3 日㈭ 19 時～ 21 時 夫婦
や子どもの問題、セクシュアル・ハ
ラスメントや配偶者間の暴力など、
男性の抱えるさまざまな悩みの相談
に男性の専門相談員が応じます。相
談電話番号＝☎ 65-3727。秘密は
厳守しますので、安心して電話して
ください 不要問市民参画課（☎
64-1314）

司法書士無料法律相談
2 月 6 日㈰ 13 時～ 16 時、中央
公民館 相続登記に関する相談に、
京都司法書士会会員が応じます
無料 不要問京都司法書士会（☎
075-241-2666）

省エネのすすめ
冬は小まめに消灯を
冬は、照明や暖房の使用で、エネ
ルギー使用量が増えます。省エネは、
地球温暖化の原因となるCO2の排
出量を削減し、光熱費の出費も減ら
す、環境にも家計にも優しい取り組
みです。次のように工夫して、エネ
ルギーを効率的に使いましょう▼テ
レビ・パソコン・電気ポットなどよ
く使う家電製品は、小まめに電源を
切る。つけっぱなしに注意▼暖房
時の室温は 20℃にし、服装を工夫。
暖房機器は必要なときだけ使うよう
にし、効率的な暖房のため、定期的

妊婦健康診査
助成項目を拡大します
1 月 1 日から ATL（成人 T 細胞
白血病）などの原因となるHTLV-1
抗体検査を妊婦健康診査費用助成の
項目に追加します。ATL を発症す
るのは、感染者のごく一部（京都府
内の感染者は 0.1％程度〈献血者か
ら推定〉）で、すぐに発症するわけ
ではありません。しかし、授乳など
で子どもに感染する可能性があり
ます。妊娠中に検査を受けること
で、母子感染を予防できます。な
お、1月 1日以前に妊娠届を出した
人で検査を未受診の人は、かかり
つけの医療機関に相談してくださ
い。市委託医療機関外で妊婦健診を
受けている人は、こども福祉課に相
談してください問こども福祉課（☎
64-1377）

読み書きサービス
1 月 13 日㈭・25 日㈫ 9 時～ 16
時 30 分、社会福祉センター 市内
に在住・通勤し視覚に著しい障がい
を持ち、郵便物や書籍を読むことが
できない人 郵便物・ハガキの代読、
手紙の代書。1人 60 分まで。利用
日に身体障害者手帳を持参 無料。
ハガキや用紙などは各自で用意 1
月 13 日分は 1 月 11 日㈫まで、1
月 25 日分は 1月 21 日㈮まで問社
会福祉協議会（☎ 62-2222）

ひだまりの会
1 月 25 日㈫ 14 時～ 15 時、府
立洛南寮 市内に在住する高齢者
ホーム喫茶 300 円程度（ケーキ・
お茶代） 1月 20 日㈭まで問社会
福祉協議会（☎ 62-2222）

介護者交流会
1月 24日㈪13時 30分～15時、
社会福祉センター 高齢者を在宅で
介護する人 みんなで介護の悩みを
話しませんか問社会福祉協議会（☎
62-2222）

麻しん・風しん混合
（MR）の予防接種
麻しんは人から人へ感染しやす
く、時に死に至る重大な疾患です。
予防にはワクチン接種が有効です。
予防接種が済んでいない人は、早め
に接種することをお勧めします ▼
1期（1～ 2歳未満）▼ 2期（平成
16年4月2日～同17年4月1日生）
▼ 3期（平成 9年 4月 2日～同 10
年 4 月 1 日生）▼ 4 期（平成 4 年
4 月 2 日～同 5 年 4 月 1 日生）
接種期間＝▼ 1 期…1 ～ 2 歳未満
▼ 2～ 4期…3月 31 日㈭まで。予
診票兼受診票の郵送＝▼ 1期…1歳
になった翌月▼ 2～ 4 期…すでに
通知しています。未接種で、予診票
兼受診票を持っていない人は、お問
い合わせください問こども福祉課
（☎ 64-1377）

なごみ
▼ 1月 18 日㈫ 10 時 15 分～ 12
時▼ 2 月 1 日㈫ 13 時～ 15 時▼ 3
月 10 日㈭ 10 時 15 分～ 12 時、女
性交流支援ルーム 思春期（10 ～
18 歳）の女子を持つ保護者など
テーマ＝子宮頸がん予防とワクチン
について。アドバイザー＝看護師・
上級思春期相談士の廣澤真奈巳さ
ん。この催しは、京田辺子育てママ
応援し隊「はいはい」と行います
各先着 10人 無料 1月 4日㈫か
ら☎で受け付け問女性交流支援ルー
ム（☎ 65-3709）

出初式
1 月 9日㈰ 9時 30分～ 11時 30
分、田辺公園多目的運動広場（雨天
時は中央公民館） 消防本部・消防
団・自主防災会・消防活動支援隊・
事業所自衛消防隊などが参加し、日
ごろの訓練成果をみなさんに披露し
ます▼式典（分列行進・閲団・機械
器具点検・表彰状授与）▼田辺中学
校吹奏楽部の演奏▼消防署による消
防訓練▼消防署・消防団による一斉
放水問消防本部（☎ 63-7825）

犬のしつけ方教室

山城北犬の適正飼養推進連絡協議
会は、飼い主の意識向上と人と動物
が共生する社会づくりを目指し、犬
のしつけ方教室を開きます。日時・
場所・内容は上表のとおり ▼飼い
犬同伴の参加＝京田辺市・八幡市・
井手町・宇治田原町に在住し、全日
程に参加できる人。飼い犬は、生後
6カ月以上 2歳未満で市町に登録が
あり、平成 22年度狂犬病予防注射
接種やその他感染症の予防接種済み
で、健康・攻撃性がないこと▼飼い
主のみの参加＝山城北保健所管内に
在住する犬の飼い主や希望者 飼い
犬同伴の参加は 10人、飼い主のみ
の参加は 20人。多数の場合は抽選
1 月 11 日㈫～ 20 日㈭ 8 時 45

分～ 17 時 15 分 (12 時～ 13 時を
除く）に申し込み問山城北保健所（☎
21-2912）

布ぞうり教室
1 月 19 日㈬ 13時～ 15時、環境
衛生センター甘南備園リサイクルプ
ラザ 先着 8人 300円 1月 11
日㈫から☎で申し込み。同教室は奇
数月の第 3水曜日に開いています
問京田辺エコパークかんなび（☎
27-5839）

予備自衛官補を募集
予備自衛官補の一般と技能を募集
します 一般＝ 18 歳以上 34 歳未
満の人。技能＝ 18歳以上で国家免
許資格などを有する人（資格によ
り 53歳未満または 55歳未満の人）
第1回＝4月 15日㈮～18日㈪。
第 2回＝ 10 月 14 日㈮～ 17 日㈪。
いずれか 1 日を指定します 第 1
回＝ 1 月 11 日㈫～ 4 月 6 日㈬。
第 2回＝ 7月 19 日㈫～ 10 月 5 日
㈬。第 1回で採用予定数に達した
ときは、第 2回の受け付けを行わ
ない場合があります問宇治地域事務
所（☎ 44-7139）

編み物教室
1 月 28 日㈮ 13時 30分から、社
会福祉センター 市内に在住・通
勤し視覚に障がいがある人 マフ
ラー作り。講師＝京田辺生活学校
300 円（材料費） 1月 14日㈮ま
で問京都府視覚障害者協会京田辺支
部・岡井（☎ 65-3045）

市立幼稚園絵画展
1 月 14 日
㈮～ 16 日㈰
9 時 30 分 ～
16 時 30 分、
コミュニティ
ホール 市立
幼稚園全園児
の 作 品 を 展
示。幼児なら
ではの豊かな
心や表現力・
創造性に触れてみてください問市立
幼稚園教育研究会（松井ケ丘幼稚園
内、☎ 62-8887）

イベントカフェ
1 月 15 日㈯ 15 時～ 15 時 50 分

（開場は 14時 30分）、エチュード・
ミュージック・アカデミー京田辺（興
戸） ティータイムコンサート（お
話し付きのミニコンサートです）。
出演＝同アカデミー講師の久納卓さ
ん（ピアノ）・三木麻衣子さん（ソ
プラノ）。曲目＝剣の舞／ハチャトゥ
リアン・なくした小銭への怒り／
ベートーヴェン・私を泣かせてく
ださい／ヘンデルなど 50人 前
売・予約 1,000 円。当日 1,500 円。
いずれも1ドリンク付き問エチュー
ド・ミュージック・アカデミー京田
辺（☎ 62-9970）

京田辺つぼ教室
1 月 15・29 日、2 月 12・26
日、3月 12・26 日。いずれも土曜
日の 13 時～ 14 時、社会福祉セン
ター ヨガとつぼ療法。自分の体は
自分で元気に。医者いらずの健康
体を目指します。ハンドタオルを
持参 1回 200 円問京田辺つぼ教
室（☎ 63-2055、 yuruimura@
i.softbank.jp）

第2回新春囲碁大会

1 月 23 日㈰ 9 時 40 分から（受
け付けは 9時から）、中央公民館
市内に在住・通勤する人 A級（四
段以上）・B級（三段～初段）・C級（1
～ 5級）、ハンディ制。1人 4局打
ち 2,000円。高校生以下は1,500
円。昼食・飲み物代を含む 1 月
15 日㈯までに、ハガキ・☎・ＦＡＸで
申し込み問奥田豊（〒 610-0313
京田辺市三山木西荒木 7-7、☎・ＦＡＸ
62-8602）

親子体操
1月 19日㈬10時～11時 15分、
中部住民センター 2・3歳児と保
護者 指導＝スポーツ少年団認定指
導員の山本ゆみ子さんほか。ボール・
なわとび（持っている人）・上靴・
タオル・お茶を持参 無料 不要問
草内民生児童委員協議会▼上村（☎
62-2412） ▼嘉村（☎ 65-1561）
▼四宮（☎ 62-5557）

普通救命講習
▼ 1 月 20 日㈭ 9 時～ 12 時▼ 1
月 31 日㈪ 13 時～ 16 時、いずれ
も消防署 AED（自動体外式除細
動器）を用いた心肺蘇生の講習会。
一定レベル以上の技術を習得した人
には修了証を発行し、人工呼吸用マ
スクを配布します 15人 無料

前日までに来署・☎で申し込み問▼
消防署（☎ 63-1125）▼消防署北
部分署（☎ 65-0119）

消費生活の情報交流会
1月 27日㈭13時 15分～16時、
市商工会館 事業団体や消費者団体
による講演とパネルディスカッショ
ン。テーマ＝安心・安全な消費者生
活の実現に向けて～誤使用等による
製品事故を防ぐ～ 先着 100 人
1月 20日㈭までに☎・ＦＡＸ・ で、住
所（市町村名）・氏名・☎を連絡し
てください問京都府消費生活安全
センター（☎ 075-671-0030、ＦＡＸ
075-671-0016、 kyo-shohisen@
pref.kyoto.lg.jp）

気功教室
1 月 22 日㈯ 13 時 30 分～ 15 時
30 分、中央公民館 音楽を聞きな
がら、体をほぐしませんか。軽い運
動ができる服装でお越しください。
どなたでも参加できます問▼京田辺
ネットワークの会かがやき健康福祉
部会・奥西（☎ 62-1696）▼かが
やき（中央公民館内、☎ 62-2552）

京田辺音楽家協会
創立5周年記念ｺﾝｻｰﾄ
1 月 23 日㈰ 14 時から（開場は
13時 30分）、秋篠音楽堂（ならファ
ミリー内、奈良市） マリンバ独奏・
ソプラノ独唱・声楽アンサンブル・
ピアノ三重奏など。特別出演＝波多
野均さん（テノール独唱）・垣内み
どりさん（ピアノ） 前売券 1,000
円。当日券 1,200 円問京田辺音楽
家協会▼山田（☎ 63-0172）▼北
原（☎ 68-2689）

いきいきｼﾆｱﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
1 月 23 日㈰ 13 時 30 分～ 16 時
30 分、社会福祉センター 市内に
在住するボランティア活動に興味の
ある団塊世代 植物作りから仲間作
りを始めませんか。1月 28 ㈮から
は毎週金曜日の 9時 30 分～ 12 時
に洛和グループホーム京田辺で、農
作業をします 30人 無料 前日
までに☎で申し込み問社会福祉協議
会（☎ 62-2222）

ほっと・hot・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞⅣ
1月 25日㈫10時 30分～12時、
女性交流支援ルーム 子どもの発達
に悩みのある保護者など テーマ＝
続・就学について。この催しは、京
田辺市障害児（者）父母の会と行い
ます 無料 不要問女性交流支援
ルーム（☎ 65-3709）

食の安全
2 月 3 日㈭ 10 時 30 分～ 13 時、
中央公民館 和食の簡単・便利フ
ライパンクッキング（豚ヒレ肉の
鍬焼きなど）。エプロン・三角巾・
ハンドタオル・ふきん 2 枚・筆記
用具を持参 先着 24 人 500 円
1月 26 日㈬まで問▼京田辺ネッ

トワークの会かがやき・高橋（☎
62-0230）▼かがやき（中央公民館

内、☎ 62-2552）

子育て講習会
1 月 27 日㈭ 10 時～ 11 時 30 分

（受け付けは 10時まで）、中央公民
館 テーマ＝子育て、就園にむけ
て。講師＝松井ケ丘幼稚園園長の水
山晶子さん。家庭での生活・子育て・
幼稚園での生活の仕方や子どもたち
の様子についての話とトイレトレー
ニングや卒乳・離乳食など相談した
い内容に分かれての座談会 不要問
地域子育て支援センター▼河原保育
所（☎ 62-3511）▼大住保育園（☎
62-1477）。いずれも月～金曜日の
9時～ 16時

新春茶香服大会
参加チーム募集
2 月 6 日㈰ 13 時から、コミュニ
ティホール 市内に在住・通勤する
人 先着 8チーム（1チーム 5人）
1月 28 日㈮まで問 JA京都やま

しろ京田辺支店（☎ 62-1177）

文化協会
登録サークル募集
文化協会は、平成23年度登録サー
クルを募集します。同協会は、市の
文化向上を図ることを目的に市民文
化祭や部門ごとの市民発表会などを
行っている団体です。登録要件＝次
のすべてを満たす団体▼同会の目的
に賛同し、各種事業に参加・協力で
きる▼ 5人以上で構成し、市内で 1
年以上活動している▼原則として市
内に在住・通勤・通学する人で構成
している▼政治・宗教・営利目的を
持たない▼計画的・継続的に公開で
きる活動を行っている 年会費（18
歳以上 1人 500 円）が必要 文化
協会にある申込書にサークルの規
約・名簿を添えて、1月 29 日㈯正
午までに申し込み。なお、平成 22
年度登録団体には、代表者へ申込書
を郵送します問文化協会（中央公民
館内、☎ 62-2552）

障害児（者）との
共生を求める集い
2 月 3 日㈭ 14 時 30 分～ 16 時
30 分、中央公民館 テーマ＝学び
方の異なる子どもの理解と支援～障
がい特性を理解しましょう～。講師
＝京都府立向日が丘養護学校総括主
事の三科哲治さん。保育・手話通訳・
要約筆記あり 無料 不要問学校教
育課（☎ 64-1392）

子育て講演会
2 月 13 日㈰ 13時 30分から（開
場は 13 時）、社会福祉センター
テーマ＝共有～共に育つということ
～。講師＝関西京都今村組最高顧問
の今村克彦さん。保育あり（申し込
みが必要） 120 人問社会福祉協
議会（☎ 62-2222）

JRふれあいハイク
2 月 15 日㈫ 9時 45分、JR同志
社前駅集合（10 時出発、14 時 30
分解散予定） 筒城宮跡をしのんで

京田辺の早春の里山を歩く。コース
＝ JR同志社前駅→筒城宮址→歴史
資料館→下司古墳群→ふれあいの駅
→観音寺（希望者のみ）→蘭工房→
JR京田辺駅（約 10㎞）。全コース
を市観光ボランティアガイドが案内
します 200 円（保険料・資料代）。
観音寺拝観希望者は別途 400 円が
必要 ☎・ＦＡＸで申し込み問観光案内
所（☎ 68-2810、ＦＡＸ 68-2817）

美しくする会会員募集
わがまち“京たなべ”を美しくす
る会は、平成 23年度会員を募集し
ます。日々の暮らしを一層潤いのあ
るものとするため、美しいふるさと
を守り育て、次の世代に引き継いで
いきましょう 1口（年間）個人
300 円、団体 3,000 円 3 月 31
日㈭までに各区・自治会・同会事務
局へ申し込み問わがまち“京たなべ”
を美しくする会事務局（市民参画課
内、☎ 64-1314）

スポーツに親しむ日
1 月 15 日㈯・2 月 5 日㈯、いず
れも 9時 30 分～ 12 時、田辺中央
体育館 バドミントン・卓球・バ
スケット・ソフトバ
レー・ショートテニ
ス・跳び箱・ミニト
ランポリン・カロー
リングなどを楽しむ
ことができます
100 円（小学生未満無料） 不要
問田辺中央体育館（☎ 62-1501）

トレーニングルーム
利用講習会
田辺中央体育館トレーニングルー
ムを利用するには、講習会の受講が
必要です▼ 1月 16日㈰ 10時～ 12
時▼ 1月 28日㈮ 19時～ 21時▼ 2
月 13日㈰ 10時～ 12時、いずれも
田辺中央体育館 市内に在住・通勤・

◎日本赤十字社京都府支部長感謝
状・金杯　㈱大阪サイレン製作所京
都工場、仲井芳東園、㈱京阪ザ・ス
トア第一営業部フレスト松井山手店
◎日本赤十字社京都府支部長感謝
状・銀杯　JA 京都やましろ京田辺
支店
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みなさん、2010 年はどんな 1 年でしたか。私にとっては、
大学を卒業して、就職を決め、来日した、きっと一生忘れられ
ない 1年だと思います。
みなさんは、大掃除などをする予定はありますか。イギリス
では年末ではなく春に大掃除をし、それを「スプリング・クリー
ニング」と言います。イギリス人は年の終わりに必ずニューイ
ヤーパーティーをします。なぜか分からないですが、午前 0時
になると習慣のようにキスをします。キスする相手がいない場
合は、午前 0時までに必死で相手を作ろうとする人までいます。
私はパーティーより、初日の出などの日本的なものが好き。留
学生のころ、お正月に一晩中寝ずに友達と一緒に鎌倉に行って
初日の出を見ました。日本には忘年会・お年玉・年賀状・年越
しそばなどがあって、イギリスよりお正月が楽しいと思います。
今年は、いろいろなことにチャレンジして、日本語もレベル
アップを目指します。今年もどうぞよろしくお願いします。
【同文の英語版は、市ホームページに掲載しています】

にフィルターなどを掃除する▼夜が
長い冬こそ照明で省エネ。白熱電球
を電球型蛍光ランプに交換するなど
省エネ型照明を使う。不要なときは
消灯。照明のかさやカバーは小まめ
に掃除する問環境課（☎ 64-1366）

通学する 16歳以上の人 1,000 円
各講習会の 10日前までに、来館・
郵送・ で申し込み。来館＝ハガキ
を持参。郵送＝往復ハガキの往信用
に「トレーニング講習会希望」・住
所・氏名（ふりがな）・年齢・☎・受
講希望日・勤務先または学校名（市
外の人）を書いてください。 ＝タ
イトルを「トレーニング講習会希望」
とし、住所・氏名（ふりがな）・年
齢・☎・受講希望日・勤務先または
学校名（市外の人）を書いてくださ
い問田辺中央体育館（〒 610-0331
京田辺市田辺丸山 19、☎ 62-1501、
gym@kyotanabe.jp）

市民総体
【フットサル】
2 月 12 日㈯ 10 時から、田辺中
央体育館 市内に在住・通勤・通
学する人が 1 人以上在籍し、5 ～
15人で構成するチーム 8チーム。
市内チーム優先 1 チーム 5,000
円（当日徴収） 1 月 28 日㈮ 17
時までに、持参・郵送・ＦＡＸ・ で申
し込み問NPO法人京田辺市社会体
育協会事務局（田辺中央体育館内、
〒 610-0331 京田辺市田辺丸山
19、☎ 29-9008、ＦＡＸ 62-1534、
jimukyoku@kyotanabe-taikyo.
jp）

◎杉本良一さんが、電子ピアノ1台


