
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１０４号（２の１）平成２２年５月１４日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６６６６月月月月のののの母子保健事業日程表母子保健事業日程表母子保健事業日程表母子保健事業日程表    

 

日程 事業名 対象（月齢など） 場所 

６月４日（金） 乳児後期健診 平成２１年７月生 

６月１１日（金） 乳児前期健診 平成２２年２月生 

６月１７日（木） １歳８カ月児健診 平成２０年９月１日～１０月３日生 

６月１８日（金） ３歳５カ月児健診 平成１８年１２月生 

６月２８日（月） 離乳食教室 生後５カ月～１歳ごろの乳児と保護者 

６月２９日（火） 

２歳５カ月児健康

相談 

平成１９年１２月１日～１２月２５日生 

園
部
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
 

(
こ
む
ぎ
山
健
康
学
園
)  

※対象の方には個別に案内・問診票を郵送します。 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

『『『『未公開株未公開株未公開株未公開株・・・・社債社債社債社債』』』』のののの取引取引取引取引はははは慎重慎重慎重慎重にににに！！！！    

 

 未公開株や社債の勧誘をめぐる消費者トラブルが、特に高齢者を中心に増加していま

す。少しでも不審に思う場合には取引を見合わせるなど、慎重な対応をしてください。 

 

◇消費生活相談窓口 商工観光課 TEL（0771）68-0050 

入学祝金入学祝金入学祝金入学祝金のののの申請申請申請申請についてについてについてについて    

  
南丹市に居住（住民登録など）し、平成２２年４月に小学校または中学校に入学された

児童を養育されている父母などに入学祝金を支給します。６月３０日（水）までに子育て

支援課または各支所健康福祉課に申請してください。申請が遅れると支給できませんので

ご注意ください。対象と思われる方には申請案内を送付していますのでご確認ください。 

●支給額支給額支給額支給額 小学校入学：３０，０００円 中学校入学：４０，０００円 

●申請申請申請申請にににに必要必要必要必要なものなものなものなもの 印鑑、預金通帳（申請者名義の普通口座）。※南丹市立以外の小・

中学校入学の場合は、在学が証明できる書類（在学証明書、生徒手帳）の写しが必要。 

 

◇申請・問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

           日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

生産緑地地区生産緑地地区生産緑地地区生産緑地地区にににに関関関関するするするする都市計画都市計画都市計画都市計画（（（（案案案案））））のののの縦覧縦覧縦覧縦覧についてについてについてについて 

 

 南丹都市計画生産緑地地区を決定するため、都市計画法に基づき、生産緑地地区に関

する都市計画（案）の縦覧を行います。なお、本都市計画（案）について、縦覧期間満

了の日までに、市民および利害関係人は、市長に意見書を提出することができます。 

●都市計画都市計画都市計画都市計画のののの種類種類種類種類 生産緑地地区 

●都市計画都市計画都市計画都市計画をををを定定定定めるめるめるめる区域区域区域区域 市街化区域内の一部（園部町市街地、八木町市街地） 

●縦覧期間縦覧期間縦覧期間縦覧期間 ５月１７日（月）～５月３１日（月） 

●縦覧時間縦覧時間縦覧時間縦覧時間 平日：午前９時～午後５時（正午～午後１時を除く） 

●縦覧場所縦覧場所縦覧場所縦覧場所 南丹市役所２号庁舎 ２階 都市計画課 

 

◇問合せ先 都市計画課 TEL（0771）68-0052 

畑郷市民農園畑郷市民農園畑郷市民農園畑郷市民農園（（（（貸農園貸農園貸農園貸農園））））のののの利用者利用者利用者利用者をををを募集募集募集募集していますしていますしていますしています    

 

畑郷市民農園は、農家以外の方でも気軽に野菜づくりが楽しめる貸農園です。美

しい自然の中、ご自身の手で「安全・安心」な野菜づくりをしてみませんか。 

●所在地所在地所在地所在地 南丹市日吉町畑郷池ノ平31番地2（畑郷区会議所の北隣） 

●区画面積区画面積区画面積区画面積 １区画約２０㎡（複数区画の利用も可） 

●利用期間利用期間利用期間利用期間 １年契約（４月～翌年３月）で更新可 

※年度途中からの利用申込も随時受け付けています。 

●利用料利用料利用料利用料 １区画 年間１０，０００円 

※年度途中から利用の場合は、利用期間に応じて減額します。 

●そのそのそのその他他他他 １年契約のため、栽培作物は野菜、草花などとし、稲や果樹などの永年

性作物は栽培できません。区画内は利用者自身の管理となります。 

●利用申込利用申込利用申込利用申込 下記申込・問合せ先で随時受け付けています。まずはお電話ください。 

 

◇申込・問合せ先 日吉支所産業建設課 TEL（0771）68-0034 

「「「「子子子子どもどもどもども手当手当手当手当」」」」のののの支給支給支給支給についてについてについてについて    

    

 本年４月から子ども手当制度が始まりました。子ども手当は、次代の社会を担う

子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、平成２２年度において、中学校

修了までの子どもを対象に、月額１３，０００円を支給する制度です。 

●申請申請申請申請およびおよびおよびおよび認定認定認定認定についてについてについてについて 

①本年３月までに児童手当を受給されていた方で、新たに子ども手当の対象となる

子ども（原則として中学２年生と中学３年生）を養育されている場合は、「子ども

手当額改定認定請求書」の提出が必要となります。 

②本年３月までに児童手当の受給資格がなくなった方（所得制限超過など）で、子

ども手当の支給対象となる子どもを養育されている方は、「子ども手当認定請求

書」の提出が必要となります。 

※上記①および②に該当すると思われる方に対し、個別に申請書類を送付していま

す。９月３０日（木）までに申請いただければ、手当は４月分から支給します。 

③本年３月において、児童手当の支給対象となるお子さん分については、手続きは

不要です。５月下旬以降に継続認定通知書を送付する予定です。 

④本年４月１日以降、出生・転入などで手当の対象となる場合は速やかに手続きし

てください。原則として申請をされた月の翌月分から手当を支給します。 

⑤公務員の方については、勤務先で手続きを行ってください。 

 

◇問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

八木支所各問合せ先は、各課・係への直通番号を案内しており、八木町内から電話をかける場合は、市外局番「０７７１」をダイヤルの上、おかけください。なお、八木町

内から八木支所「TEL４２４２４２４２－－－－２３００２３００２３００２３００」に電話をしていただければ、本庁・支所の必要な部署へ転送をしますので、市内通話料金でお問い合わせいただくことができます。 

今今回回ののおお知知ららせせ内内容容  

――――    ２の1111 枚目枚目枚目枚目    （緑色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・「子ども手当」の支給について 

・入学祝金の申請について 

・６月の母子保健事業日程表 

・生産緑地地区に関する都市計画（案）の縦覧について 

・畑郷市民農園（貸農園）の利用者を募集しています 

・『未公開株・社債』の取引は慎重に！ 

【 裏 】 ・大雨などの気象警報・注意報を市町村ごとに発表します 

・南丹パートナーシップセンターのＨＰを開設！ 

・南丹警察署からのお知らせ 

・平成２２年度第１回調理師試験および製菓衛生師試験 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

・「平成２２年度労働保険年度更新」のご案内 

・労働トラブル処理制度のご案内 

・京都府立ゼミナールハウスからのお知らせ 

・第１５回 口丹こどもフェスティバルを開催します 

・なんたんテレビ番組表（５月１６日～３１日） 

―――― ２の２２２２枚目枚目枚目枚目 （オレンジ色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・園部公民館講座の受講生を募集します 

・平成２２年度日吉福祉・紅が丘大学開講式のお知らせ 

・日吉ダムマラソンへのご協力ありがとうございました 

・第７回南丹市民ボウリング交流大会を開催します 

・平成22年度（平成23年）南丹市成人式開催のお知らせ 

・平成22年度（平成23年）南丹市成人式実行委員募集 

・第１８回南丹市八木陸上競技大会を開催します 

・歴史・健康ウオーキングの参加者を募集します 

【 裏 】 ・＜そのべ地域版お知らせ＞� 

毎月 第２・第４金曜日 発行                        ＵＲＬ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｎａｎｔａｎ．ｋｙｏｔｏ．ｊｐ （南丹市） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度第年度第年度第年度第１１１１回調理師試験回調理師試験回調理師試験回調理師試験およおよおよおよびびびび製菓衛生師製菓衛生師製菓衛生師製菓衛生師試験試験試験試験    

 

●日時日時日時日時 ７月２５日（日）午前１０時～正午 

●場所場所場所場所 長浜バイオ大学京都CAMPUS烏丸学舎（旧関西文理学院、京都市北区） 

●受験手数料受験手数料受験手数料受験手数料 調理師試験：６，１００円、製菓衛生師試験：９，４００円 

●申申申申込期間込期間込期間込期間 調理師試験：６月１４日（月）～１８日（金） 

製菓衛生師試験：６月２１日（月）～２５日（金） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 上記申込期間に受験願書を京都府亀岡総合庁舎内の相談コーナーまた

は南丹保健所環境衛生室に提出してください。（郵送不可） 

 

◇問合せ先 南丹保健所環境衛生室 TEL（0771）62-4754 

労働労働労働労働トラブルトラブルトラブルトラブル処理制度処理制度処理制度処理制度のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

 解雇、雇止めなど労働者個人と事業主の間のトラブルを公平・中立のあっせん員

が話し合いで円満に解決します。手続きは簡単、迅速、無料、秘密厳守で約７割が

解決します。労使どちらからでも利用できます。お気軽にお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 京都府労働委員会 TEL 075-414-5733 

「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度労働保険年度更新年度労働保険年度更新年度労働保険年度更新年度労働保険年度更新」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

●事業主事業主事業主事業主のののの皆皆皆皆さんへさんへさんへさんへ 本年度の労働保険料の申告納付は、６月１日（火）～７月１２日

（月）（土日祝は除く）にお願いします。なお、昨年度と同様「石綿健康被害救済法」

に基づく一般拠出金の申告納付も併せて行ってください。お早めに申告納付をお願い

します。 

 

◇問合せ先 京都労働局総務部労働保険徴収課 TEL 075-241-3213 

丹波自然運動公園丹波自然運動公園丹波自然運動公園丹波自然運動公園からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ    

 

＜パターゴルフ大会＞ 

●日時日時日時日時 ６月１２日（土）午前９時～ ●場所場所場所場所 パターゴルフ場 ●定員定員定員定員 ５０人 

●対象者対象者対象者対象者 小学生以上の方 ●参加料参加料参加料参加料 大人５００円、小中学生３００円 

●内容内容内容内容 １８ホールにより実施 ●申込期間申込期間申込期間申込期間 ５月２４日（月）～６月７日（月） 

＜あっぱれ田んぼ田植えイベント＞ 

●日時日時日時日時 ５月３０日（日）午前９時～正午（雨天決行） ●場所場所場所場所 球技場隣接の田んぼ 

●内容内容内容内容 田んぼをキャンパスに見立て、種類の異なる苗を植えてカエルの絵を描き

ます。当日は田植え作業を体験していただきます。 

●参加料参加料参加料参加料 無料 ●申込期間申込期間申込期間申込期間 ５月２０日（木）まで 

 

◇申込・問合せ先 丹波自然運動公園 TEL（0771）82-0560 

大雨大雨大雨大雨などのなどのなどのなどの気象警報気象警報気象警報気象警報・・・・注意報注意報注意報注意報をををを市町村市町村市町村市町村ごとにごとにごとにごとに発表発表発表発表しますしますしますします    

 

 注意警戒の必要な地域をより分かりやすくするため、気象警報・注意報について市町

村を対象として発表します。例えば、南丹市に災害発生のおそれがある場合に、これま

では南丹市を含む「南丹・京丹波」の地域名で警報・注意報を発表していましたが、５

月２７日（木）からは、「南丹市」と明示して発表します。これによりお住まいの場所が

注意警戒の対象となっていることが分かりやすくなります。また、大雨警報を発表する

際には、特に警戒が必要な災害を、「大雨警報（土砂災害）」、「大雨警報（浸水害）」のよ

うに警報名に併せてお知らせします。大雨や洪水などの警報は、テレビやラジオなどで

放送されますが、画面の文字数や読み上げ可能な文章の範囲内でより分かりやすく伝え

るため、これまでどおりの地域名（「南丹・京丹波」など）で放送される場合もあります。 

 

◇問合せ先 京都地方気象台防災業務課 TEL 075-841-3006 

南丹南丹南丹南丹パートナーシップセンターパートナーシップセンターパートナーシップセンターパートナーシップセンターののののＨＰＨＰＨＰＨＰをををを開設開設開設開設！！！！    

 

京都府南丹パートナーシップセンターでは、新たなホームページを開設しました。 

府や管内登録団体の行事・イベント情報をいち早くお届けするほか、地域で活躍さ

れている団体さんの最新情報を発信していきます。また、学生さんのための地域情

報を掲載し、地域との交流を深めるためのメニューを揃えました。ぜひ、アクセス

して皆さんからの情報もお寄せください。お待ちしています。 

●ホームページアドレスホームページアドレスホームページアドレスホームページアドレス http://www.nantan-pt.jp/ 

●南丹南丹南丹南丹パートナーシップセンターパートナーシップセンターパートナーシップセンターパートナーシップセンターとはとはとはとは 南丹地域（亀岡市、南丹市、京丹波町）の

行政機関や大学、ＮＰＯをはじめとする「オールなんたん」による協働運営によ

り、地域活動団体の相互交流や情報交換の促進、さらには自発的な活動を支援す

る府内初の「府市協調型」の拠点施設です。 

 

◇問合せ先 京都府南丹パートナーシップセンター 

（事務局）南丹広域振興局企画総務部企画振興室 TEL（0771）24-8430 

南丹警察署南丹警察署南丹警察署南丹警察署からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ    

 

＜高速道路安全運転１０カ条＞ 

①前方を良く見て落下物に注意しましょう。 ②ＥＴＣカードはセットＯＫでしょうか。 

③逆走車に注意しましょう（特に追い越し車線）。④事前の車両点検をお願いします。 

⑤立ち入り者に注意しましょう（特に高齢者）。 ⑥本線上は車外に出ないでください。 

⑦渋滞後尾はハザードランプを点滅させて後方に注意しましょう。 

⑧周囲を良く見て安易な車線変更は止めましょう。 

⑨トンネル内では止まらないでください（緊急時は非常駐車帯へ）。 

⑩後部座席もシートベルトを着用しましょう。 

 

◇問合せ先 南丹警察署 TEL（0771）62-0110 

京都府立京都府立京都府立京都府立ゼミナールハウスゼミナールハウスゼミナールハウスゼミナールハウスからのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ    

 

＜春の山里スケッチ紀行＞ 

水彩画、パステル画で新緑の風景をスケッチしましょう。初心者の方にも分かり

やすく指導します。 

●日時日時日時日時 ５月２８日（金）、２９日（土） ●場所場所場所場所 美山、京北 

●内容内容内容内容 日本画家藤原玲子氏の指導による水彩画、パステル画教室 

●参加費参加費参加費参加費 1日３，８００円（昼食付） ●申込締切申込締切申込締切申込締切 ５月２５日（火） 

 

◇申込・問合せ先 京都府立ゼミナールハウス TEL（0771）54-0216 

第第第第１５１５１５１５回回回回    口丹口丹口丹口丹こどもこどもこどもこどもフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバルをををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

●日時日時日時日時 ６月１３日（日）午後０時３０分～４時 ●場所場所場所場所 園部公民館 

●参加費参加費参加費参加費 無料 ●後援後援後援後援 南丹市、南丹市教育委員会ほか 

●内容内容内容内容 〔1階大ホール〕12：30～太鼓団丹波太郎、12：50～Ｍｕｓｉｃ Ｌｏｖｅ

ｒｓ、13：15～オカリナサークルＴｕｒｕｒｕ、13：35～‘９９ＹＥＲＳ、13：

55～河合ワールド、14：20～夢のひこうせん、14：50～かあちゃん劇場赤とんぼ、

15：30～和太鼓グループとなりぐみ、〔２階和室〕14：30～おはなしサークルぶん

ぶん、14：50～そのべ読み語りクラブ、15：10～おはなしポケット、〔１階ロビー〕

12：00～16：00亀岡おやこ劇場、地球へのラブレター実行委員会 

 

◇問合せ先 口丹こどもフェスティバル実行委員会（ナカガワ） TEL（0771）42-3357 

南丹市情報センター なんたんテレビ（自主放送) 番組表 （２０１０年５月１６日～５月３１日 ） 

 TEL：（0771）63-1777 ／ FAX：（0771）63-1682 ／ Mail：sictv@sic.cans.ne.jp 土・日は営業 / 月曜・祝日は休館です 

 

スクールフェイススクールフェイススクールフェイススクールフェイス    

「聖家族幼稚園 聖母の集い」    

「園部小学校 ６年生 修学旅行」 

    

５５５５月月月月１８１８１８１８日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１９日（水）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２０日（木）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

南丹市南丹市南丹市南丹市くらしのあんないくらしのあんないくらしのあんないくらしのあんない版版版版        

５５５５月月月月２０２０２０２０日日日日【【【【木木木木】】】】22220000時時時時・・・・22時    

２１日（金）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２２日（土）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

週刊週刊週刊週刊ニュースニュースニュースニュース    もぎたてもぎたてもぎたてもぎたて☆☆☆☆テレビテレビテレビテレビ    

    

５５５５月月月月２２２２２２２２日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２３日（日）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

２４日 (月）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２５日（火）7時・9時・12時・15時・18時 

 

スクールフェイススクールフェイススクールフェイススクールフェイス    

「園部町３小学校 ６年生 合同修学旅行」 

（川辺・摩気・西本梅小学校） 

    

５５５５月月月月２５２５２５２５日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２６日(水）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２７日(木）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～    

ふくしのふくしのふくしのふくしの森森森森    

地域活動支援センター他からのお知らせ 

    

５５５５月月月月２７２７２７２７日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時 

２８日（金）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２９日 (土) 7時・9時・12時・15時・18時 

********************************************

★放送内容が、一部変更になる場合もありますので、  

「京都新聞丹波版」または南丹市情報センターホーム  

ページをご覧ください。 

 

    

週刊週刊週刊週刊ニュースニュースニュースニュース    もぎたてもぎたてもぎたてもぎたて☆☆☆☆テレビテレビテレビテレビ    

    

５５５５月月月月２９２９２９２９日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

３０日（日）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

３１日（月）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

６月１日（火）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

テレビテレビテレビテレビ週報週報週報週報    

（毎日）11：00／14：00／番組の後ろ（変更あり） 

ＪＡＪＡＪＡＪＡトピックストピックストピックストピックス（ＪＡ京都 提供） 

（毎日）6：00／11：30／19：30／21：30（変更あり） 

******************************************** 

★南丹市情報センターホームページ なんたんネット

ワークで、一週間のニュースがご覧になれます。 

http://www.cans.ne.jp/ なんたんネットワーク 

★JR山陰本線の映像(思い出の列車や風景など)を

お持ちの方はぜひご提供ください。５５５５月月月月末末末末ままままでででで。。。。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１０４号（２の２）平成２２年５月１４日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日吉日吉日吉日吉ダムマラソンダムマラソンダムマラソンダムマラソンへのごへのごへのごへのご協力協力協力協力ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました    

 

４月２５日（日）に開催した第１３回日吉ダムマラソン大会には、約３，０００

人のランナーに日吉ダム湖畔を快走いただき成功裡に終えることができました。こ

れもひとえに、多方面から支えていただいた約２００人の市民ボランティアを始め

関係者各位のご協力の賜物と感謝しています。誠にありがとうございました。今後

ともご協力の程、よろしくお願いします。 

 

◇問合せ先 日吉ダムマラソン実行委員会事務局 TEL（0771）68-0057 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度日吉福祉年度日吉福祉年度日吉福祉年度日吉福祉・・・・紅紅紅紅がががが丘大学開講式丘大学開講式丘大学開講式丘大学開講式のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

 平成２２年度日吉福祉・紅が丘大学の開講式を開催します。多くの受講生の皆さ

んにご出席いただきますようお知らせします。なお、まだ受講申込をされていない

方は、受講料１，０００円を添えて、日吉町生涯学習センター内、「日吉福祉・紅が

丘大学事務局」にお申し込みください。 

●日時日時日時日時 ５月２６日（水）午後１時３０分～ 

●場所場所場所場所  日吉町生涯学習センター「遊ｙｏuひよし」ホール 

●内容内容内容内容 ①開講式：午後１時３０分～４５分、②記念公演：午後２時～３時３０分 

☆人形浄瑠璃    芸題「壺坂霊験記」    和知人形浄瑠璃会 

☆万歳（まんざい） 芸題「笑う門には福来る」 小畑万歳保存会 

 

◇問合せ先 日吉福祉・紅が丘大学事務局（日吉町生涯学習センター内） TEL（0771）72-3300 

歴史歴史歴史歴史・・・・健康健康健康健康ウオーキングウオーキングウオーキングウオーキングのののの参加者参加者参加者参加者をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

今回は、第３７回 新緑の丹波三和町酒冶志神社～大原神社コース。五月の空の下、

野や山が新緑にそまり、小鳥の声のさえずりが聞こえる季節です。山間につづく丹波の

古道の緑のトンネルをぬけ、新鮮な空気を全身に受けて、丹波の古刹をめぐりませんか。 

●日程日程日程日程 ５月２２日（土）（雨天決行） 

●コースコースコースコース  園部公園＝酒冶志神社―光明寺―榎峠―古岩神社―大原神社（昼食）・

産屋＝園部公園（歩程約７ｋｍ） 

●集合集合集合集合場所場所場所場所・・・・時間時間時間時間 園部公園駐車場（園部高校正門横）午前８時４０分 
●解散場所解散場所解散場所解散場所・・・・時間時間時間時間 園部公園駐車場 午後３時ごろ解散予定 
●対象対象対象対象 １人で７ｋｍ以上歩ける方（歩くのに付き添いが必要な方はご遠慮ください）

●注意注意注意注意 参加者は自己の責任で、健康、自己管理をしてください。 
●持持持持ちちちち物物物物 保険証のコピー、弁当、水筒、汗ふきタオル、帽子、手袋（雨天時雨具） 

●参加費参加費参加費参加費 一般：１，５００円（バス代、保険代、資料代）、会員：１，２００円 

※５月１９日以降のキャンセルは、キャンセル料として１，２００円いただきます。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ５月１９日（水）までに下記申込・問合せ先までご連絡ください。 

※申込の取り消し、欠席の場合は必ずNantan健歩会まで連絡してください。  

 

◇申込・問合せ先 Nantan健歩会（木村） TEL（0771）62-3370 

健康課 TEL（0771）68-0016 

平成平成平成平成22222222年度年度年度年度（（（（平成平成平成平成23232323年年年年））））南丹市成人式開催南丹市成人式開催南丹市成人式開催南丹市成人式開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

本年度の南丹市成人式を下記のとおり開催します。詳細は、開催時期が近くなり

ましたらご案内します。 

●日時日時日時日時 平成２３年１月９日（日）午後１時３０分～ 

●場所場所場所場所 園部公民館 大ホール ●主催主催主催主催 南丹市、南丹市教育委員会 

●対象者対象者対象者対象者 南丹市内在住および出身の新成人（平成2年4月2日～平成3年4月1日生） 

 

◇問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 

平成平成平成平成22222222年度年度年度年度（（（（平成平成平成平成23232323年年年年））））南丹市成人式実行委員募集南丹市成人式実行委員募集南丹市成人式実行委員募集南丹市成人式実行委員募集    

 

南丹市成人式を２０歳の記念に自分たちの企画で作り上げませんか。 

●対象者対象者対象者対象者 南丹市内在住の新成人（平成2年4月2日～平成3年4月1日生） 

●人数人数人数人数 １０人以内 ●申込申込申込申込期限期限期限期限 ６月３０日（水） 

 

◇申込・問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 

第第第第７７７７回南丹市民回南丹市民回南丹市民回南丹市民ボウリングボウリングボウリングボウリング交流大会交流大会交流大会交流大会をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

ボウリング競技の普及と技術の向上を図り、市民相互の親睦交流を深めることを

目的に第７回南丹市民ボウリング交流大会を開催します。お気軽にご参加ください。 

●日時日時日時日時 ６月１９日（土）午後８時開始（午後７時３０分受付） 

●場所場所場所場所 アルプラザボウル（亀岡市篠町野条 TEL 0771-24-3386） 

●競技方法競技方法競技方法競技方法 ①１人３ゲームトータルピンにて順位を決定する。 

②性別、年齢によってハンディを与える。 

●参加資格参加資格参加資格参加資格 １８歳以上の南丹市内在住、在勤者（高校生は不可） 

●参加料参加料参加料参加料 １人：１，６００円（当日受付にて徴収します。貸し靴代は別途必要） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 電話、ＦＡＸで、住所、氏名、年齢、性別、連絡先(電話番号)を６月

１４日（月）午後５時までに下記申込先にご連絡の上、お申し込みください。 

●そのそのそのその他他他他 表彰は、優勝者にトロフィ（持ち回り）を授与します。また、参加者全

員に賞品を主催者で準備します。会場への道中ならびに競技中の負傷について、

主催者は一切の責任を負いません。 

●主催主催主催主催 南丹市ボウリングクラブ ●後援後援後援後援 南丹市教育委員会、南丹市体育協会 

 

◇大会の問合せ先 南丹市ボウリングクラブ事務局（池上）TEL 090-4303-1450 

◇大会参加の申込先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 FAX（0771）63-2850 

園部公民館講座園部公民館講座園部公民館講座園部公民館講座のののの受講生受講生受講生受講生をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

＜たのしい話し方教室＞ 

心で伝える、心で聞く、人と人のつながりは「ことば」、人の心を豊かにするのも

「ことば」です。楽しい話し方を一緒に学びませんか。 

●日程日程日程日程 ５月２８日、６月２５日、７月３０日、８月２７日、９月２４日（各金曜日） 

●時間時間時間時間 午前１０時～正午 ●場所場所場所場所 園部公民館 ３階 中研修室  

●受講料受講料受講料受講料 １，０００円（全５回分） ●対象者対象者対象者対象者 南丹市内在住、在勤の成人 

●定員定員定員定員 １５人（先着順。定員に達し次第締め切ります） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ５月１８日（火）～２６日（水）の間に、電話で住所、氏名、電話番

号、郵便番号を下記申込・問合せ先に連絡の上、お申し込みください。 

＜着付け教室＞ 

日本の民族衣装「きもの」を、自分で着たいと思っている皆さん、着物を着るための

小物の名称、準備物の揃え方、着方、着物のたたみ方まで初歩から学びましょう。 

●日程日程日程日程 ５月２８日、６月４日、１１日、１８日、２５日（各金曜日） 

●時間時間時間時間 午後１時３０分～３時 ●場所場所場所場所 園部公民館 ２階 和室 ●定員定員定員定員 １５人 

●対象者対象者対象者対象者 南丹市内在住、在勤の成人  

●受講料受講料受講料受講料 ２，０００円（全５回分）※練習用の着物一式を持参してください。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ５月１８日（火）～２６日（水）の間に、電話で住所、氏名、電話番

号、郵便番号を下記申込・問合せ先に連絡の上、お申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 園部公民館 TEL（0771）63-5820 

第第第第１８１８１８１８回南丹市八木陸上競技大会回南丹市八木陸上競技大会回南丹市八木陸上競技大会回南丹市八木陸上競技大会をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

陸上競技を通じて競技力の向上と参加児童・生徒および市民の交流・親睦を目的に「第

１８回南丹市八木陸上競技大会」を開催します。皆さんの参加をお待ちしています。 

●日時日時日時日時 ６月１２日（土）午前９時受付、９時３０分開会 ●場所場所場所場所 八木運動公園 

●競技種目競技種目競技種目競技種目（男女別に実施） 

部門・種目 

小学生低学年の部 

（３学年以下） 

小学生高学年の部 

（４学年以上） 

中学高校生の部 一般の部 

５０ｍ ○ ○ ○ ○ 

１００ｍ ○ ○ ○ ○ 

８００ｍ × ○ × × 

１５００ｍ × × ○ ○ 

走幅跳 × × ○ ○ 

４００ｍリレー × × ○ × 

●参加資格参加資格参加資格参加資格 南丹市内在住、在勤、在学の小学生以上の方 

●参加料参加料参加料参加料 高校生以上：２００円、中学生以下：１００円（当日受付で徴収） 

●表彰表彰表彰表彰などなどなどなど 各部門優勝者にはメダルおよび賞状を授与します。 

      参加者全員に、後日記録証を交付します。 

●参加申込参加申込参加申込参加申込 下記申込先に備付の申込用紙に必要事項を記載の上、６月６日（日）

午後５時までにお申し込みください。 

●申込先申込先申込先申込先 八木公民館、府立口丹波勤労者福祉会館、八木スポーツフォアオール 

●そのそのそのその他他他他 雨天などで競技ができない場合は主催者判断で中止とします。 

●主催主催主催主催 ＮＰＯ法人八木町スポーツ協会（南丹市体育協会八木支部） 

●主管主管主管主管 八木町陸上競技協会 ●後援後援後援後援 南丹市教育委員会 

 

◇問合せ先 八木公民館 TEL（0771）68-0026 

毎月 第２・第４金曜日 発行                        ＵＲＬ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｎａｎｔａｎ．ｋｙｏｔｏ．ｊｐ （南丹市） 


