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骨髄バンク推進月間
10 月は骨髄バンク推進月間です。
骨髄移植は、白血病や先天性免疫不
全症など、血液難病の最も有効な治
療方法です。しかし、骨髄移植には
患者と骨髄提供者（ドナー）の白血
球の型（HLA型）が一致する必要
があり、一致する確率は兄弟姉妹
間で 4分の 1、非血縁者間ではわず
か数百から数万分の 1となります。
一人でも多くの患者に 1日も早く
ドナーが見つかるよう、骨髄バンク
に登録をお願いします問山城北保健
所（☎ 21-2911）

10月 1日は浄化槽の日
浄化槽法で、浄化槽の法定検査な
どを行うことが義務付けられていま
す。浄化槽の機能を十分発揮させる
ために、装置の点検・調整・清掃
などのメンテナンスを受けましょ
う。法定検査＝京都府指定の㈳京都
保健衛生協会（☎ 075-681-1727）
で、浄化槽使用開始後 3 カ月を
経過した日から 5 カ月の間と毎
年 1 回、水質検査を受けてくだ
さい問▼京都府水環境対策課（☎
075-414-5209）▼㈳京都府浄化槽
協会（☎ 075-751-9065）。保守点
検＝府登録の浄化槽保守点検業者
で、機器類の点検・調整などを定期
的に行ってください問山城北保健所
環境室（☎ 21-2913）。清掃＝市が
許可する次の浄化槽清掃業者で、年
1回以上清掃を行ってください▼平
安衛生開発㈱（☎ 62-1732）▼城
南衛生㈱（☎ 62-9000）▼西田清
掃（☎ 82-3063）▼㈲フシミ（☎
075-601-6714）問下水道課（☎
64-1352）

生産緑地地区
変更図書の縦覧
10 月 3 日㈪～ 17 日㈪の平日 8
時 30 分 ～ 17 時 15 分（12 時 ～
13時を除く）、都市計画課 生産緑
地地区にかかる都市計画の変更図書
の縦覧問都市計画課（☎ 63-1219）

子ども手当振り込み
子ども手当を現在受給している人

（公務員を除く）は、10 月期分（6
～ 9月分）を 10 月 7 日㈮～ 14 日
㈮に振り込みますので、ご確認くだ
さい問こども福祉課（☎ 64-1376）

行政相談週間
総務省は、10月 17 日㈪～ 23日
㈰を行政相談週間とし、国の行政全
般について行政相談委員が相談を受
け付けます。なお、本市では、なや
みごと相談と同時に行います。日に
ち・場所＝▼ 10 月 12 日㈬・市役
所会議室▼ 10 月 26 日㈬・北部住
民センター。いずれも 13 時 30 分
～ 16 時。これ以外の日でも行政相
談委員が自宅で相談を受け付けま
す。秘密は厳守しますので、気軽に
相談してください。行政相談委員＝
▼川崎眞佐昭（☎ 62-2287）▼奥
村陽子（☎ 63-3681） 無料問人
権啓発推進課（☎ 62-4343）

健康づくり推進
協議会の傍聴
10 月 17 日㈪ 14 時～ 16 時（受
け付けは 13 時～ 13 時 30 分）、保
健センタ－ 健康増進計画・食育推
進計画の策定について 10人。多
数の場合は抽選 不要問健康衛生課
（☎ 64-1335）

高齢者保健福祉計画
委員会の傍聴
10 月 21 日㈮ 14 時から（13 時
50分集合）、保健センター 市内に
在住する人、市の高齢者サービス・
介護サービスを利用している人や
家族 15人。多数の場合は抽選
10月 20 日㈭ 17時までに申し込み
問高齢介護課（☎ 64-1373）

男性のための電話相談
10 月 25 日㈫ 19 時～ 21 時 仕
事や配偶者との関係など、さまざま
な悩みを男性の専門相談員がお聴き
します。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）

北保健所綴喜分室（☎ 63-5745）

難聴幼児に関する学習会
10 月 22 日㈯ 13 時～ 15 時 30
分、社会福祉センター 耳が聞こえ
ない・聞こえにくい乳幼児に接する
人や関心のある人 ▼親子手話教室
（13時～ 13時 30分）▼講演（テー
マ＝どんな　おとなに　なるんだろ
う～乳幼児期における親子関係とコ
ミュニケーションから～。講師＝
神戸大学発達科学部教授の河﨑佳
子さん） 無料 10 月 16 日㈰ま
でに、氏名・住所・連絡先をＦＡＸ・郵
送。保育が必要な場合はお問い合わ
せください問南部難聴幼児サポート
センター・京都市聴覚言語障害セン
ター中南部支援係（さんさん山城内、
〒 610-0332 京田辺市興戸小モ詰
18、☎ 39-7113、ＦＡＸ 65-4102）

ひだまりの会
10 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（お茶代）
10 月 20 日㈭まで問社会福祉協

議会（☎ 62-2222）

介護者交流会
10 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 ざっくばらん
に交流します問社会福祉協議会（☎
62-2222）

傾聴ボランティア
養成講座
10 月 25 日㈫、11 月 1 日㈫・8
日㈫・15 日㈫ 9 時 30 分～ 12 時、
社会福祉センター 市内に在住する
人 人の話に耳を傾けること・気持
ちに寄り添うこと・受け止めること
を学び、傾聴ボランティアとして活
動できる人を養成します 先着 30
人 無料 ☎で申し込み問社会福祉
協議会（☎ 62-2222）

障がいのある人の
パソコン講習会
11 月 12 日㈯・26日㈯、12月 3
日㈯・10 日㈯・24 日㈯、平成 24
年 1 月 7 日㈯・14 日㈯・21 日㈯、
2月 4日㈯・18 日㈯ 13 時 30 分～
15 時、市障害者生活支援センター
ふらっと 市内に在住する障がいの
ある人で、原則として毎回参加でき
る人 初心者向けパソコン講習会。
一人ひとりに応じた講習内容で勉強
できます。パソコンを触ったことが
ない人や就労などに結びつけたいと
考えている人も歓迎 先着 4人
資料代が必要 11 月 5 日㈯まで。
パソコン操作に必要なサポートがあ
る場合は、お知らせください問京田
辺市障害者生活支援センターふらっ
と（☎ 68-1070）

介護者リフレッシュ・
日帰り旅行
11 月 29 日㈫ 9時 30分、社会福
祉センター出発（15 時 30 分帰着
予定） 市内に在住し、家族を在宅

介護する人 むつき庵見学（排泄用
具や紙・布おむつなどの展示施設）・
二条城（京都市）散策 先着 25人
200 円 ☎で申し込み問社会福

祉協議会（☎ 62-2222）

難病相談（膠原病）
10月26日㈬13時～15時30分、
山城北保健所綴喜分室 膠原病（全
身性エリテマトーデス・慢性関節リ
ウマチ・強皮症・多発性筋炎など）
およびその疑いがある人や家族 京
都第一赤十字病院糖尿病・内分泌・
リウマチ科部長の福田亙さんによる
個別相談と指導・助言 6人 10
月 3 日㈪から☎で受け付け問山城

ﾄﾘｯｸ・ｵｱ・ﾄﾘｰﾄ
同大生とﾊﾛｳｨﾝﾊﾟｰﾃｨｰ
10 月 30 日㈰ 14時から、同志社
大学京田辺校地ローム記念館 小学
生 先着20人 300円 に氏名
（ふりがな）・学年・性別・学校名・
住所・☎・保護者氏名・車で来校を
希望する人は車両番号を書いて、10
月 3日㈪～ 14日㈮に申し込み問同
志社大学京田辺地域連携推進室（☎
65-7005〈平日 9時～ 16時〉、 jt-
chiik@mail.doshisha.ac.jp）

着物リフォーム教室
10月21日㈮・28日㈮13時から、
環境衛生センター甘南備園リサイク
ルプラザ 初心者で両日受講できる
人 着物をリバーシブルベストにリ
フォームします 先着 4人 10 月
5日㈬ 9時 30 分から☎で申し込み
問京田辺エコパークかんなび（☎
27-5839）

思春期懇談会「なごみ」
10 月 13 日㈭ 10 時 15 分～ 12
時、女性交流支援ルーム 思春期の
子どもを持つ保護者など 講演・懇
談会。テーマ＝子宮頸がんにならな
いためにできること。講師＝上級思
春期相談士の廣澤真奈巳さん 10
人 無料 ☎で申し込み問女性交流
支援ルーム（☎ 65-3709）

第26回京田辺市民音楽祭
10 月 16 日㈰ 10 時から（開場
は 9時 40 分）、同志社女子大学新
島記念講堂 全体合唱「ふるさと
の四季」「微笑みの空」など。32団
体が出演 無料問▼音楽連盟・羽
馬（☎ 63-3452）▼文化協会（☎
62-2552）

エコ・ウォーキング
10 月 20 日㈭ 9 時 15 分、JR 松
井山手駅集合（15 時 30 分ごろ解
散）。雨天中止 コース＝ JR 松井
山手駅→ふわふわ公園→諏訪神社→
月読神社→宝生苑→ JR大住駅→薪
神社→一休寺（拝観なし）→棚倉孫
神社→田辺小学校（約 8㎞）。ごみ
を拾いながら、将来に残したい巨
木・古木を観賞します。昼食・飲み
物・敷物・雨具などを持参 無料
10 月 17 日㈪までに☎で申し込

み問きょうたなべ環境市民パート
ナーシップ事務局（環境課内、☎
64-1366）

市民ねっと楽学塾
10月18日㈫10時～11時30分、
社会福祉センター 定年後の居場所
をつくろう。講師＝男の居場所の会
会長の岸本祐次さん 先着 50人

無料問まちづくり市民ねっと京田辺
▼河内（☎ 090-6753-2988）▼吉
村（☎ 090-5974-4353）

家族であそぼう
10月29日㈯10時～11時30分、
普賢寺児童館 未就園児と家族 家
族・親子で触れ合いながら楽しめる
わらべうた遊び。講師＝ストーリー
テリング・わらべうたを広める活動
をする佐伯美津枝さん 15組。多
数の場合は抽選 往復ハガキの往信
用に、住所・参加者全員の氏名（ふ
りがな）・子どもの性別と生年月日・
☎を、返信用に住所・氏名を書いて、
10 月 21 日 ㈮
（当日消印有効）
までに郵送問
普賢寺児童館
（ 〒 610-0323
京田辺市水取
門 田 6-3、 ☎
65-0153）

グラウンドゴルフ
10月29日㈯13時30分～16時、
宝生苑 小学生 大住ケ丘老人ク
ラブグラウンドゴルフ部のみなさん
が、グラウンドゴルフの遊び方を丁
寧に教えます 20人。多数の場合
は抽選 10月 22日㈯までに来館・
☎で、氏名、学校名・学年、☎を
連絡してください問大住児童館 (☎
68-2225)

創業塾
10 月 23 日㈰・30 日㈰、11 月
6 日㈰・13 日㈰・20 日㈰・27 日
㈰ 10 時から、市商工会館 創業・
独立開業を考えている人、創業・独
立開業後間もない人、事業を継ぐ予
定の人、趣味・現役時代の経験・ボ
ランティアをビジネス化したいと考
えている人 創業や独立開業に関す
る知識・技術の習得と、独立開業を
志す仲間作りの支援。商工会経営支
援員の個別支援あり。カリキュラム
はお問い合わせください 20人
10,000 円 必要問山城地域ビジネ
スサポートセンター（山城区域商工
会広域連携協議会内、☎ 68-1120）

チャリティー
ダンスパーティー
10 月 29 日㈯ 18 時 30 分～ 21
時 30 分、北部住民センター 市内
に在住・通勤する人 2,000 円問
社交ダンスサークル「竹の会」・長
谷川（☎ 62-2578）

普通救命講習
▼ 11 月 1 日 ㈫ 13 時 ～ 16 時、
消防署 15 人▼ 11 月 10 日㈭ 9
時～ 12 時、消防署北部分署 10
人 AED（自動体外式除細動器）
を使った心肺蘇生の講習。一定レベ
ル以上の技術を習得した人には修了
証を発行します 無料 各回とも
前日までに☎で申し込み問▼消防署
（☎ 63-1125）▼消防署北部分署（☎
65-0119）

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ利用講習会
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▼ 10月 9日㈰ 10時～ 12
時▼ 10 月 28 日㈮ 19 時～ 21 時、
いずれも田辺中央体育館 市内に在
住・通勤・通学する15歳以上の人（中
学生を除く） 1,000 円 各回と
も前日までに来館か、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）を書いて申し込
み。ハガキは返信用に住所・氏名を
書いてください。 はタイトルを「ト
レーニング講習会希望」とし、申し
込み後 7日以内に返信がないとき
は、☎で問い合わせてください問田
辺中央体育館（〒 610-0331 京田
辺市田辺丸山 19、☎ 62-1501、
gym@kyotanabe.jp）

京都サンガ F.C. 観戦
▼ 10 月 16 日㈰ 13 時から、対
徳島ヴォルティス戦▼ 10 月 19 日
㈬ 19 時から、対コンサドーレ札幌
戦▼ 10 月 29 日㈯ 17 時から、対
湘南ベルマーレ戦。いずれも西京極
総合運動公園陸上競技場兼球技場
（京都市） 10 組 往復ハガキの
往信用に、住所・氏名・☎・観戦を
希望する試合を、返信用に住所・氏
名を書いて、10 月 11 日㈫（必着）
までに郵送。ハガキ 1 枚につき 2
人まで問京都サンガ F.C.「京田辺
市広報ご招待」係（〒 601-0102 城
陽市久世上大谷 89-1、☎ 55-7603）

市マラソン大会に
ご協力を
教育委員会とNPO法人京田辺市
社会体育協会は、10 月 23 日㈰ 10
時から、木津川サイクリングロード
（田辺橋～飯岡）で第 27 回京田辺
市マラソン大会を開きます。交通整
理を行いますが、周辺道路の混雑が
予想されます。ご迷惑をお掛けしま
すが、選手の安全確保のため通行の
自粛などご協力をお願いします問社
会体育課（☎ 64-1394）

市民総体
【剣道の部】
11 月 27 日㈰ 9 時から、桃園小
学校体育館 市内に在住・通勤・通
学する小学生以上の経験者 ▼剣道
の部（個人戦）＝小学校 1～ 6 年
生の部・中学生の部・一般男女の
部（高校生を含む）▼居合道の部＝
無双直伝英信流・戸山流 200 円
申込書を 11 月 5 日㈯ 17 時まで

に持参・郵送・ＦＡＸ・ 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）

同大スポーツ応援
市民ｻﾎﾟｰﾀｰを募集
市は、同志社大学の競
技スポーツ観戦券を割
引料金で購入できる「市
民サポーターカード」の
会員を募集します。
対象＝市内に在住・通
勤・通学する人
対象競技・料
金＝右表のとお
り。割引料金で
購入できる入場
券は一般券（大
人）です

試合日程は、同志
社大学ホームページ
（http://www.doshisha-
sports.com/）などで確
認してください。
費用＝無料
申し込み＝必要
申込・問合せ先＝市
民参画課（☎ 64-1314）


