
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１０７号（３の１）平成２２年６月２５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「キラリキラリキラリキラリなんたんなんたんなんたんなんたん」」」」おおおお詫詫詫詫びとびとびとびと訂正訂正訂正訂正    

 

 ６月第２金曜日に各戸配布しました「キラリなんたん！」のチラシの内容に間違

いがありましたのでお詫びし訂正します。 

●訂正個所訂正個所訂正個所訂正個所 誤：食生活改善推進委員会 ⇒ 正正正正：：：：南丹市食生活改善推進員協議会南丹市食生活改善推進員協議会南丹市食生活改善推進員協議会南丹市食生活改善推進員協議会 

 

◇問合せ先 市民課 TEL（0771）68-0005 

食中毒予防対策食中毒予防対策食中毒予防対策食中毒予防対策をしましょうをしましょうをしましょうをしましょう    

 

夏場は高温多湿になるため、食中毒が多発する時期です。食中毒予防対策をしっ

かり行い、食中毒を出さないよう一人一人が心掛けましょう。 

＜食中毒から大切な家族を守る６つのポイント＞～６つのポイントを確実に実行～ 

●ポイントポイントポイントポイント１１１１（（（（食品食品食品食品のののの買買買買いいいい物物物物）））） 新鮮なものを選ぶ。消費期限を確認して購入する。

要冷蔵や冷凍食品は購入したら早めに持ち帰る。 

●ポイントポイントポイントポイント２２２２（（（（食品食品食品食品のののの保存保存保存保存）））） 冷蔵・冷凍保存が必要な食品は、持ち帰ったらすぐに冷

蔵庫や冷凍庫で保存する。冷蔵庫内はいつも清潔にし、食品の詰めすぎに注意する。 

●ポイントポイントポイントポイント３３３３（（（（料理料理料理料理をををを始始始始めるめるめるめる前前前前にににに）））） 必ず手洗いをする。野菜なども念入りに洗う。

きれいな調理器具を使う。調理器具などを使った後は、すぐに洗剤と流水でよく洗う。 

●ポイントポイントポイントポイント４４４４（（（（調理調理調理調理をするときをするときをするときをするとき）））） まず手洗いを忘れず行う。加熱調理する食品は十

分に加熱する。 

●ポイントポイントポイントポイント５５５５（（（（食事食事食事食事をするときをするときをするときをするとき）））） 食卓につく前に必ず手洗いをする。食品を室内に

長く放置しないで、速やかに食べる。 

●ポイントポイントポイントポイント６６６６（（（（食品食品食品食品がががが残残残残ったときったときったときったとき）））） きれいな器具容器を使い冷蔵庫などに保存、再

加熱する。 

 

◇問合せ先 環境課 TEL（0771）68-0015  

「「「「人権教育講座人権教育講座人権教育講座人権教育講座」（」（」（」（第第第第１１１１回回回回））））をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

南丹市教育委員会では、人権に関する学習の機会を提供し、市民の人権意識の高揚を

図ることを目的として年３回人権教育講座を開催しています。第１回は児童虐待や子ど

もの権利に関することについて講演いただきます。皆さんの参加をお待ちしています。 

●日時日時日時日時 ７月１５日（木）午後７時３０分～ ●場所場所場所場所 園部公民館 ３階 大研修室 

●講演講演講演講演 演題「連携で防ぐ子どもの虐待」 

講師 柴田長生 氏（京都府家庭支援総合センター副所長） 

●対象対象対象対象 南丹市内在住、在勤の方であればどなたでも参加できます。（受講料無料） 

 

◇問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 

所得所得所得所得のののの申告申告申告申告はおはおはおはお済済済済みですかみですかみですかみですか    

 

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の算定や、福祉医療（老人医療・重度心

身障害児（者）医療・母子家庭医療・重度心身障害老人健康管理事業）の受給資格

判定などは、世帯の所得に基づき算定、審査を行いますので、所得がない場合も、

所得申告をしていただく必要があります。所得の申告がまだお済みでない方は、税

務課、各支所地域総務課（転入の方は１月１日現在の住所地市区町村）に印鑑など

を持参していただき、お早めに申告を行ってください。所得の申告は毎年必要です。 

●所得申告所得申告所得申告所得申告がまだのがまだのがまだのがまだの方方方方でででで、、、、所得申告所得申告所得申告所得申告がががが必要必要必要必要なななな方方方方 

①前年中に給与・年金以外に何らかの収入があった方 

②前年中に全く収入がなかった方 

③非課税年金（遺族年金・障害年金など）だけを受給されている方 

※勤務先から給与支払報告書が市へ送付されている方や、非課税年金以外の年金（国民

年金など）を受給されている方で、その他の所得がない場合は申告の必要はありませ

ん。所得の申告をされていないと、世帯の所得状況が正しく把握できないため、低所

得者世帯に対する国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減制度や、福祉医療費

受給者証の交付を受けることができませんのでご注意ください。福祉医療費受給者

証・国保限度額証・後期高齢者医療限度額証などの一斉更新は毎年８月に行うことに

なっており、７月末に受給者証などを送付します。 

 

◇問合せ先 国保医療課 TEL（0771）68-0011 

廃食用油廃食用油廃食用油廃食用油のののの回収回収回収回収をををを始始始始めますめますめますめます    

 

南丹市では「南丹市の環境を守り育てる会」の協力を得て、焼却ごみの減量およ

び河川の汚染防止のため、家庭から排出される廃食用油（植物系のてんぷら油）の

回収を始めます。皆さんのご協力をお願いします。 

●回収回収回収回収するするするする廃食用油廃食用油廃食用油廃食用油 家庭から出る液状の植物性油（サラダ油、なたね油、コーン

油、ごま油、大豆油、米油、べに花油、ひまわり油など） 

※賞味・消費期限切れの食用油も回収します。 

●回収開始日回収開始日回収開始日回収開始日 ７月１日（木）～ 

●回収場所回収場所回収場所回収場所 南丹市役所本庁、各支所 

※回収場所には、のぼり旗を掲示します。（右図） 

●回収日時回収日時回収日時回収日時 市役所の開庁日および時間内 

●回収方法回収方法回収方法回収方法 ・使用済みのてんぷら油は、“てんかす”など 

を取り除き、ペットボトルなどに入れて持参 

してください。 

・持参いただいた油を回収用のポリタンクに移 

して、容器はお持ち帰りください。 

●回収回収回収回収できないものできないものできないものできないもの 動物系(ラードなど)、石油系(エンジンオイルなど)、固体の

油（マーガリン、バターなど）、事業所(飲食店、小売店、工場)からの油 

 

◇問合せ先 環境課 TEL（0771）68-0015 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

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

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  

――――    ３の1111 枚目枚目枚目枚目    （緑色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・所得の申告はお済みですか 

・廃食用油の回収を始めます 

・食中毒予防対策をしましょう 

・「人権教育講座」（第１回）を開催します 

・「キラリなんたん」お詫びと訂正 

【 裏 】 ・明るい選挙啓発ポスターおよび標語作品を募集します 

・京都府統計グラフコンクールの作品を募集します 

・多重債務無料法律相談のご案内 

・｢みんな集まれ!!なかよし広場｣｢保護者会バザー｣の開催 

・「宮崎県口蹄疫被害義援金」を募集します 

・平成２２年度くらしの資金貸付のご案内 

・なんたんテレビ番組表（７月１日～１５日） 

―――― ３の２２２２枚目枚目枚目枚目 （オレンジ色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・第２回南丹市消防団操法大会を開催します 

・７月は“社会を明るくする運動”強調月間です 

・平成２２年度南丹市グループワーク事業のお知らせ 

・７月は「愛の血液助け合い運動月間」です 

・『振り込め詐欺』にご注意ください！ 

・身体障害者・知的障害者相談員の紹介 

・ねんきん特別便・定期便相談会を開催します 

・「児童虐待防止推進月間」標語を募集します 

【 裏 】 ・「大堰川カヌー教室」を開催します 

・インターネット公売（不動産）のお知らせ 

・石井食品株式会社京丹波工場見学会を開催します 

・夏休み農とふれあう体験デー（施設公開）のご案内 

・サマージャンボ（市町村振興）宝くじ発売 

・氷室の郷から藍染教室のお知らせ 

・八木町の「夜市」開催のご案内 

・南丹市商工会園部支部からのお知らせ 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

―――― ３の３３３３枚目枚目枚目枚目 （青色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・＜○○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） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府統計京都府統計京都府統計京都府統計グラフコンクールグラフコンクールグラフコンクールグラフコンクールのののの作品作品作品作品をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

 京都府では、府民の皆さんに統計に親しんでいただくとともに、統計グラフの表

現技術の向上を図るため、京都府統計グラフコンクールを実施します。 

●応募対象応募対象応募対象応募対象 京都府内の学校に在学する方および府内に居住または勤務する方 

 応募資格 課  題 用紙規格(厳守) 

第１部 小学校１・２年生 

第２部 小学校３・４年生 

自分で観察・調査した結

果をグラフにしたもの 

第３部 小学校５・６年生 

第４部 中学生 

手
書
き
統
計
 

グ
ラ
フ
の
部
 

第５部 高校生以上・一般 

自由 

パソコン統計

グラフの部 

小学生以上・一般 

自由（小学校４年生以下

の場合：自分で観察・調

査したもの） 

仕上げ寸法 

72.8cm×51.5cm 

（Ｂ２判） 

(注) 

市販のＢ２判で規格よ

り大きい場合は切って

お使いください 

●応募方法応募方法応募方法応募方法  

（１）送付先 作品に応募作品票を添付して、下記まで提出してください。 

①京都府政策企画部調査統計課（〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入） 

②南丹市役所総務課および各支所地域総務課 

※応募作品票は、総務課および各支所地域総務課に備え付けています。 

（２）締切日 ９月３日（金）までに京都府政策企画部調査統計課へ必着です。 

（市役所へ送付される場合は、８月２７日（金）までにお願いします） 

●そのそのそのその他他他他 応募の注意、作品作成上の注意など詳細は、総務課、各支所地域総務課

に備え付けの募集要領をご確認ください。 

 

◇問合せ先 総務課 TEL（0771）68-0002 

明明明明るいるいるいるい選挙啓発選挙啓発選挙啓発選挙啓発ポスターポスターポスターポスターおよびおよびおよびおよび標語作品標語作品標語作品標語作品をををを募集募集募集募集しますしますしますします 

 

明るい選挙推進の一環として本年度も京都府選挙管理委員会および京都府明るい選挙

推進協議会主催により、明るい選挙啓発ポスターおよび標語作品の募集が行われます。 

 啓発ポスターの部 啓発標語の部 

内容 

明るい選挙の推進を表すポスター 

【児童・生徒の部】・【一般の部】 

明るい選挙の推進を表す標語 

（おおむね２０文字以内） 

資格 

【児童・生徒の部】 

府内小・中・高校の児童、生徒 

【一般の部】府内に居住の方 

府内小・中・高校の児童、生

徒および府内に居住の方 

用紙 

色彩は自由。画用紙の四ツ切または八ツ切か、そ

れに準ずる大きさ。ポスターで使用する啓発標語

は「明るい選挙」に限らず自由に考えてください。 

応募用紙を南丹市選挙管理委

員会事務局へ請求ください。 

注意 

事項 

作品裏面右下に学校名（ふりがな）、所在地、学

年および氏名（ふりがな）を記入してください。 

１人１点、自作・未発表のものに限ります。 

１人１点、自作・未発表のも

のに限ります。 

締切 ９月１０日（金） ※南丹市選挙管理委員会必着 

提出 

小・中・高校生の方は、学校を通じて南丹市選挙管理委員会へ提出してください。 

一般の方は、直接南丹市選挙管理委員会へ提出してください。 

賞 各賞には賞状と賞品、応募者全員に記念品を贈呈 各賞に賞状と賞品を贈呈 

※作品は掲載、展示などに使用させていただきます。作品募集要項など、詳しくは

下記問合せ先までお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 南丹市選挙管理委員会事務局 TEL（0771）68-0002 

多重債務無料法律相談多重債務無料法律相談多重債務無料法律相談多重債務無料法律相談のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

借金の返済でお悩みの方を対象に、弁護士が相談に応じます。借金問題は必ず解

決できます。まずはお問い合わせください。秘密厳守。相談無料。 

●日時日時日時日時 ７月１３日、２７日（各火曜日）午後４時～７時（１人４５分以内） 

●場所場所場所場所 園部公民館 ●予約予約予約予約 開催日前日までに下記の問合せ先にお申し込みください。 

※上記以外の無料相談会場もご案内しています。まずはご相談ください。 

 

◇問合せ先 南丹広域振興局商工労働観光室 TEL（0771）23-4438 

商工観光課 TEL（0771）68-0050 各支所産業建設課 

「「「「宮崎県口蹄疫被害義援金宮崎県口蹄疫被害義援金宮崎県口蹄疫被害義援金宮崎県口蹄疫被害義援金」」」」をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

宮崎県共同募金会では、４月２０日の口蹄疫発生以来、口蹄疫防疫活動により影

響を受けた畜産農家に対する支援を行うため「宮崎県口蹄疫被害義援金」の募集を

行っています。この義援金は税制上の優遇措置（所得税、法人税）も認められてい

ますので、皆さんのご協力をお願いします。なお、皆さんからの義援金は、宮崎県

共同募金会を通じ口蹄疫により被害を受けた畜産農家に配分されます。 

●募集期限募集期限募集期限募集期限 ７月３０日（金） ●義援金義援金義援金義援金のののの受入受入受入受入先先先先 下記問合せ先へお願いします。 

 

◇問合せ先 南丹市社会福祉協議会 TEL（0771）72-3220 

      各支所 TEL 園部（0771）62-4125 八木（0771）42-5480 

日吉（0771）72-0947 美山（0771）75-0020 

社会福祉課 TEL（0771）68-0007 

      各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

｢｢｢｢みんなみんなみんなみんな集集集集まれまれまれまれ!!!!!!!!なかよしなかよしなかよしなかよし広場広場広場広場｣｢｣｢｣｢｣｢保護者会保護者会保護者会保護者会バザーバザーバザーバザー｣｣｣｣のののの開催開催開催開催    

 

皆さん、誘い合わせてぜひ遊びに来てくださいね！！お待ちしています！ 

●日時日時日時日時 ７月３日（土）午前１０時～午後２時 ●場所場所場所場所 八木中央幼児学園  

●目的目的目的目的 八木中央幼児学園の園舎と園庭を開放して、学園・家庭・地域の人たちが

楽しく交流し、つながりを広める。 

●内容内容内容内容 保護者会バザー、学園の紹介、コーナー遊び、子育て相談、地域ボランテ

ィアによる模擬店、健康相談コーナー、催し物（夢のひこうせんの読み聞かせ、

極楽ピエロ大道芸）など楽しさ盛りだくさんです。 

 

◇問合せ先 八木中央幼児学園 TEL・FAX（0771）42-5189 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度くらしのくらしのくらしのくらしの資金貸付資金貸付資金貸付資金貸付のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

くらしの資金貸付制度は、病気、失業、不慮の事故、災害などで、生活のために

どうしても緊急一時的な資金を必要とされている家庭にお貸しし、活用いただくも

のです。貸付を希望される方は下記問合せ先にご相談ください。 

●申込受付期間申込受付期間申込受付期間申込受付期間 ７月１５日（木）～７月３０日（金） 

●貸付限度額貸付限度額貸付限度額貸付限度額 １０万円以内 ●返済方法返済方法返済方法返済方法 毎月割賦償還（最長２０回） 

 

◇相談・問合せ先 南丹市社会福祉協議会 TEL（0771）72-3220 

各支所 TEL 園部（0771）62-4125 八木（0771）42-5480 

日吉（0771）72-0947 美山（0771）75-0020 

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７月１日～７月１５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 

    

図書館図書館図書館図書館だよりだよりだよりだより ～７月新刊のご案内～ 

７７７７月月月月１１１１日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２日（金）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

３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    

７７７７月月月月３３３３日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

４日（日）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

５日（月）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

６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    

「八木中央幼児学園 保育参観・合鴨との交流」 

「聖家族幼稚園 カレー作り」    

７７７７月月月月６６６６日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

７日 (水）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

８日 (木）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。 

    

月月月月イチイチイチイチきょうときょうときょうときょうと府府府府 

京都府の主要な施策や話題をお送りする情報番組 

    

７７７７月月月月８８８８日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

９日 (金) 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１０日 (土）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

週週週週刊刊刊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    

    

７７７７月月月月１０１０１０１０日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１１日（日）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１２日（月）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１３日（火）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

特集特集特集特集    

～～～～知井振興会知井振興会知井振興会知井振興会    環境学習会環境学習会環境学習会環境学習会        

「「「「由良川源流由良川源流由良川源流由良川源流をををを歩歩歩歩くくくく」～」～」～」～    

    

７７７７月月月月１３１３１３１３日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１４日 (水) 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１５日 (木）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    

「園部幼稚園 七夕音楽会」 

    

７７７７月月月月１３１３１３１３日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

１４日 (水) 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

１５日 (木）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半    

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

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

７７７７月月月月１５１５１５１５日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１６日 (金) 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１７日 (土）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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１０７号（３の２）平成２２年６月２５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者身体障害者身体障害者身体障害者・・・・知的障害者相談員知的障害者相談員知的障害者相談員知的障害者相談員のののの紹介紹介紹介紹介    

 

現在、南丹市では下記の方が身体障害者・知的障害者相談員として京都府からの

委嘱を受け、障がいに関する相談に応じています。各種申請などの指導、専門的な

アドバイス、市や関係機関との連携、身近な心配事相談など、奉仕的に活動してい

ます。秘密は厳守しますので、お困りの際は、お気軽にご相談ください。 

居住地 身体障害者相談員 知的障害者相談員 

園部町 

山口   強（やまぐち つよし） 

廣田 祐子(ひろた さちこ) 

小林 義博(こばやし よしひろ） 

八木町 

関岡   勉（せきおか つとむ） 

松本 弘子(まつもと ひろこ） 

井上 壽代（いのうえ ひさよ） 

日吉町 

木村 幸子（きむら さちこ） 

船越   昭（ふなこし あきら） 

澤田 房代（さわだ ふさよ） 

美山町 

田中 幹生（たなか みきお） 

戸本 節子（ともと せつこ） 

菅生 哲二（すごう てつじ） 

※各相談員へ連絡を取りたいという方は、下記問合せ先にご連絡ください。 

 

◇問合せ先 社会福祉課 TEL（0771）68-0007 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

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

ねんきんねんきんねんきんねんきん特別便特別便特別便特別便・・・・定期便相談会定期便相談会定期便相談会定期便相談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    

 

 年金受給者・加入者の皆さんを対象に、すでに送付している「ねんきん特別便」

や国民年金・厚生年金の現役加入者の皆さんに送付が始まっている「ねんきん定期

便」に関する相談会を下記の日程表のとおり開催しますので、お知らせします。 

日時 場所 

７月１５日（木）午前９時～午後５時 南丹市美山支所１階小会議室 

８月１９日（木）午前９時～午後５時 南丹市役所２号庁舎１階１０１会議室 

９月１６日（木）午前９時～午後５時 南丹市八木支所３階西会議室  

●持持持持ちちちち物物物物 お手元に届いた「ねんきん特別便」、「ねんきん定期便」、年金手帳など（基礎

年金番号が確認できるもの）、印鑑、本人確認ができるもの（免許証や保険証など）、

代理人が相談される場合は「委任状」と代理人ご自身の本人確認ができるもの 

※社会保険労務士１人で対応するため、お待ちいただく場合がありますのでご了承ください。 

 

◇問合せ先 京都西年金事務所 TEL 075-315-1829（代表） 

      国保医療課 TEL（0771）68-0011 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年度度度度南丹市南丹市南丹市南丹市グループワークグループワークグループワークグループワーク事業事業事業事業のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

社会生活を営む中で、あらゆる人間関係でコミュニケーションがとれない、自分

をうまく表現できないなど、グループワークでは、そんな日ごろの悩みや精神的な

不安をグループ活動を通じて共有し、人とのつながりを強め、人とかかわるための

自信を回復していきます。皆さんのご参加をお待ちしています。 

●南丹市南丹市南丹市南丹市グループワークグループワークグループワークグループワーク計画表計画表計画表計画表（（（（７７７７・・・・８８８８月分月分月分月分））））    

日程 内容 地区名 場所 

７月９日(金) 日帰り旅行 園部 京都嵐山 

７月１５日(木) おやつ作り 美山 美山保健福祉センター 

７月２２日(木) ボーリング 八木・日吉 アルプラザ亀岡 

７月２３日(金) 茶話会 園部 憩いの家（園部町） 

８月 ６日(金) 映画鑑賞 園部 ＴＯＨＯシネマズ二条 

８月１８日(水) カラオケ 八木 八木保健福祉センター 

８月２０日(金) 茶話会 園部 憩いの家（園部町） 

８月２５日(水） 染め物体験 日吉 日吉町生涯学習センター 

※内容を変更することがありますので、参加希望の方は下記までお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

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

７７７７月月月月はははは「「「「愛愛愛愛のののの血液助血液助血液助血液助けけけけ合合合合いいいい運動月間運動月間運動月間運動月間」」」」ですですですです    

 

夏場は暑さが厳しいことや、長期休暇などにより学校や企業などの協力が得られにく

いことから献血者が減少する時期です。そこで、７月を「愛の血液助け合い月間」とし

て全国的に献血参加の運動を展開しています。南丹市では下記のとおり赤十字血液セン

ターの採血車による献血と、骨髄ドナー登録会を実施しますのでご協力ください。 

日程 場所 受付時間 

７月１３日（火） 南丹市役所美山支所 

７月２０日（火） 南丹市日吉はーとぴあ 

午前１０時～１１時３０分 

午後０時３０分～３時３０分 

※血液が不足していますので、特に４００ｍｌ献血にご協力ください。 

※献血者本人の確認を厳格化するため、平成１８年１０月１日から献血手帳の様式

を改正し、従来の紙型の様式から磁気カード型の様式に順次、切り換えています。 

献血カードまたは献血手帳をお持ちの方は、忘れずにご持参ください。 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

第第第第２２２２回南丹市消防団操法大会回南丹市消防団操法大会回南丹市消防団操法大会回南丹市消防団操法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    

 

 第２回南丹市消防団操法大会を下記のとおり開催します。 

●日時日時日時日時 ７月１８日（日）午前８時３０分～ 

（小雨決行、荒天の場合は２５日（日）に延期）  

●場所場所場所場所 園部公園多目的運動場 ●競技種目競技種目競技種目競技種目 小型ポンプ操法・ポンプ車操法 

●出場出場出場出場チームチームチームチーム 各種目支団ごとに代表１チーム ●主催主催主催主催 南丹市・南丹市消防団 

 

◇問合せ先 総務課 TEL（0771）68-0002 

『『『『振振振振りりりり込込込込めめめめ詐欺詐欺詐欺詐欺』』』』にごにごにごにご注意注意注意注意くださいくださいくださいください！！！！    

 

 南丹市においても巧妙で悪質な「振り込め詐欺」や「架空請求」が発生しています。

不審な電話や身に覚えのない請求はがきなどが届いたら一人で悩まずご相談ください。 

 

◇消費生活相談窓口 商工観光課 TEL（0771）68-0050 

「「「「児童虐待防止推進月間児童虐待防止推進月間児童虐待防止推進月間児童虐待防止推進月間」」」」標語標語標語標語をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

厚生労働省は、１１月を「児童虐待防止推進月間」と位置づけ、児童虐待防止を

図るため集中的な広報・啓発を実施します。国民一人一人が児童虐待問題について

の理解を深め主体的な関わりをもっていただくことを目的に標語を募集します。 

●テーマテーマテーマテーマ 児童虐待防止に関する国民一人一人の意識啓発にふさわしい標語 

●応募資格応募資格応募資格応募資格 制限はありません。どなたでも応募できます。 

●募集方法募集方法募集方法募集方法  

○郵送（はがき）の場合  

  〒730-8511 

  広島県健康福祉局総務管理部こども家庭課 児童虐待防止標語募集担当 宛 

・１人１作品（ご自身で創作した未発表の作品）の応募に限ります。 

・郵便番号、住所、氏名、電話番号、年齢、職業について記入してください。 

 ○電子メールの場合 

  ・fukatei@pref.hiroshima.lg.jp までお寄せください。 

  ・ファイル形式で、１人１作品とし、題名は「児童虐待防止推進月間に関する

標語募集」としてください。 

・郵便番号、住所、氏名、電話番号、年齢、職業について記入してください。 

●募集締切募集締切募集締切募集締切 ７月９日（金）※郵送の場合は、当日消印有効とします。 

●選考方法選考方法選考方法選考方法・・・・発表発表発表発表 主催者が「子どもの虐待防止推進全国フォーラムｉｎ広島」運

営委員会の協力で選定し、１作品を最優秀作（厚生労働大臣賞）として決定し、

８月以降に本人に通知するほか、厚生労働省ホームページなどで発表されます。 

 

◇問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

７７７７月月月月はははは““““社会社会社会社会をををを明明明明るくするるくするるくするるくする運動運動運動運動””””強調月間強調月間強調月間強調月間ですですですです    

 

 “社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人た

ちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない

明るい社会を築こうとする法務省主唱による運動です。運動は、年間を通じて展開され

ますが、７月は強調月間として、各地域においてさまざまな啓発活動が実施されます。 

～ 犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ ～ 

 

◇問合せ先 市民課 TEL（0771）68-0005 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南丹市商工会園部支部南丹市商工会園部支部南丹市商工会園部支部南丹市商工会園部支部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    

 

＜創作七夕飾りコンクール参加作品を募集します＞ 

いろいろなアイデアを凝らした作品を募集します。皆さんの自信作をお寄せくだ

さい。展示の部とコンクールの部に分け、展示の部は審査対象外とします。展示の

部かコンクールの部か、必ずご記入ください。 

●応募規程応募規程応募規程応募規程 年齢、個人、団体は問いません。材料は、紙・布・糸（化学繊維を除

く）以外は厳禁。コンクール用笹は、５ｍ以内のもの。 

●応募方法応募方法応募方法応募方法 申込用紙に記入の上、７月２３日（金）までに下記申込・問合せ先に

お申し込みください。（申込用紙は、下記申込・問合わせ先に備え付けています） 

●審査審査審査審査 ７月３１日（土）午後３時 

●表彰表彰表彰表彰 ７月３１日（土）午後４時２０分 七夕まつり会場ステージ 

＜２０１０南丹そのべ夏まつり＞ 

「南丹そのべ夏まつり」「そのべ七夕まつり」を同時開催します。 

●日時日時日時日時 ７月３１日（土）午前１０時～午後８時 

時間 イベント 場所 

午前10時～ 「小山太鼓」 演奏 園部公民館駐車場 

午前10時15分～ 

京都府警音楽隊・園部小学校鼓笛隊

パレード 

園部公民館～南丹市役所

駐車場～園部公民館 

午後1時～ 平安騎馬隊による騎乗体験 園部公民館駐車場 

午後2時～ 

南丹署員による交通防犯教室 

子供映画「カールじいさんの空飛ぶ家」 

園部公民館 

午後4時～ 「そのべ七夕まつり」 園部宮町シンボルロード 

※「そのべ七夕まつり」では、金魚すくい・から揚げ・宝探しゲームなどの七夕夜

店市やゲームコーナー、その他のイベントなど楽しい内容満載です。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市商工会園部支部 TEL（0771）62-0766 

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    

 

＜天文教室＞ 

●日時日時日時日時 ７月１７日（土）午後７時～９時 ●場所場所場所場所 丹波天文館 ●参加料参加料参加料参加料 ２００円 

●対象者対象者対象者対象者 小学生以上の方（小中学生は保護者同伴） ●定員定員定員定員 ６０人 

●内容内容内容内容 土・火星等観望など ●申込期間申込期間申込期間申込期間 ７月１日（木）～１２日（月） 

＜京都丹波ロードレース大会＞ 

●日時日時日時日時 １１月３日（水・祝） ●場所場所場所場所 陸上競技場 

●内容内容内容内容 ハーフマラソン（3,000円）、１０㎞（3,000円）、５㎞（2,000円、中学生

1,500円）、３㎞（2,000円、中学生以下1,500円） 

●申込期間申込期間申込期間申込期間 ７月１日（木）～９月１５日（水） 

※大会当日のボランティアを募集しています。ご協力いただける方はご連絡ください。 

＜プール開園＞ 

●期間期間期間期間 ７月１５日（木）～８月３１日（火） 

●入場料入場料入場料入場料 大人700円、高校生500円、小中学生300円、幼児（４歳以上）100円 

※「きょうと子育て応援パスポート」が利用できます。 

＜グラウンド・ゴルフのつどい＞ 

●日時日時日時日時 ７月２日（月例会）、９日、１６日（各金曜日）午前９時～正午 

●場所場所場所場所 球技場 ●参加料参加料参加料参加料 ２００円（当日受付） 

＜スポーツを楽しもう＞ 

●日時日時日時日時 ７月１３日（火） ●場所場所場所場所 体育館 

●内容内容内容内容 午前９時～卓球を楽しもう（３００円）、午後１時３０分～障害者スポーツ

のつどい（無料）、午後６時～スポーツの夕べ（３００円） 

 

◇申込・問合せ先 丹波自然運動公園 TEL（0771）82-0560 

石井食品株式石井食品株式石井食品株式石井食品株式会社京丹波工場見学会会社京丹波工場見学会会社京丹波工場見学会会社京丹波工場見学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    

 

「きょうと子育て応援パスポート」協賛事業として、工場見学会を開催します。 

●日時日時日時日時 ８月７日（土）午前９時３０分～午後１時 

●場所場所場所場所 石井食品株式会社 京丹波工場 ●参加料参加料参加料参加料 無料 

●内容内容内容内容 ①工場見学②ミートボールオリジナルパッケージづくり（子どものみ、ミート

ボールを自分の好きなソースで味付けし、パッケージに絵を描きます）③お弁当づく

り（好きなおかずを詰めてお弁当を作ります） 

●募集人員募集人員募集人員募集人員 小学生のいる家庭（１家族４人程度まで）合計４０人程度 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 申込書に必要事項を記入の上、７月９日（金）までに下記申込・問合

せ先に提出してください。（ＦＡＸ可）案内チラシ・申込書は南丹保健所および子

育て支援課、各支所健康福祉課に備え付けています。申込者多数の場合は、抽選

の上、参加者を決定します。 

 

◇申込・問合せ先 南丹保健所福祉室 TEL（0771）62-0361 FAX（0771）63-0609 

夏休夏休夏休夏休みみみみ農農農農とふれあうとふれあうとふれあうとふれあう体験体験体験体験デーデーデーデー（（（（施設公開施設公開施設公開施設公開））））のごのごのごのご案内案内案内案内 
 

●日時日時日時日時 ７月２８日（水）午前９時３０分～０時３０分 

●場所場所場所場所 農林水産技術センター 農林センター（亀岡市余部町和久成9） 

●内容内容内容内容 ①施設・ほ場見学ツアー（所内の施設やほ場を案内）②園芸教室（簡単な

野菜作り、花作りの方法を説明。技術相談コーナーも設置）③「農・林とあそぶ」

子どものスタンプラリー（農業や林業に関するクイズや体験をしながらスタンプ

ラリーを実施）④収穫体験、試食（エダマメの収穫体験やスイカなどの試食）⑤

販売、花苗などプレゼント（当所のとれたての農産物を販売。また、アンケート

にお答えいただいた方に花苗などをプレゼント） 

 

◇問合せ先 農林水産技術センター 農林センター TEL（0771）22-0424 

八木町八木町八木町八木町のののの「「「「夜夜夜夜

よ

市市市市

いち

」」」」開催開催開催開催のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

八木町夏の風物！夕涼みに、皆さんお誘い合わせの上、お越しください 

●日時日時日時日時 ７月１７日（土）午後６時～（雨天の場合、７月１８日（日）） 

●場所場所場所場所 八木駅前・花のまち通り・本町通り 

●内容内容内容内容 焼きそば、かき氷、とうもろこし、焼き鳥、金魚すくいなど 

※国道４７７号線が歩行者天国になります。（国道９号線交差点から本町四ツ角ま

で）それに伴い幹線道路も通り抜け出来ません。 

 

◇問合せ先 南丹市商工会 TEL（0771）42-5380 
インターネットインターネットインターネットインターネット公売公売公売公売（（（（不動産不動産不動産不動産））））のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

●公売財産公売財産公売財産公売財産 不動産（京都地方税機構公売公告） 

売却区分番号 名称、数量、性質および所在 見積価額 公売保証金 

特機-001 

京都府南丹市日吉町胡麻猫鼻11番26 

宅地 １６６．６２㎡ 

1,260,000円 126,000円 

特機-002 

京都府南丹市日吉町胡麻猫鼻11番48 

宅地 １６６．５２㎡ 

1,260,000円 126,000円 

特機-003 

京都府南丹市日吉町胡麻猫鼻11番89 

宅地 １７４．２３㎡ 

1,300,000円 130,000円 

※公売中止となる場合がありますので、事前に下記問合せ先にお問い合わせください。 

●公売参加申込期間公売参加申込期間公売参加申込期間公売参加申込期間 ６月３０日（水）午後１時～７月１２日（月）午後１１時 

●入札期間入札期間入札期間入札期間（（（（不動産不動産不動産不動産）））） ７月１６日（金）午後１時～７月２３日（金）午後１時 

※インターネット公売に関する詳細は、「京都地方税機構ホームページ」、「Yahoo！

オークションホームページ（京都地方税機構公売）」でご確認ください。 

（６月３０日からご覧いただけます） 

 

◇問合せ先 京都地方税機構本部特別機動室 TEL 075-414-4444 

サマージャンボサマージャンボサマージャンボサマージャンボ（（（（市町村振興市町村振興市町村振興市町村振興））））宝宝宝宝くじくじくじくじ発売発売発売発売    

 

●当選金当選金当選金当選金 １等：２億円×３３本（前後賞 各5,000万円）、２等：１億円×９９本 

●発売期間発売期間発売期間発売期間 ７月７日（水）～３０日（金） ●抽選日抽選日抽選日抽選日 ８月１０日（火） 

※この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。 

 

◇問合せ先 （財）京都府市町村振興協会 TEL 075-411-0200（代表） 

「「「「大堰川大堰川大堰川大堰川カヌーカヌーカヌーカヌー教室教室教室教室」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

カヌー実技を通じて青少年の健全育成や市民交流を図ることを目的に、今年も「大

堰川カヌー教室」を開催します。多くの皆さんの参加をお待ちしています。 

●日時日時日時日時 ７月１９日(月：海の日)、２９日（木）、８月１９日（木）、２８日（土） 

※７月１９日は園部ロータリークラブと共催でナックルフォアの実習も行ないます

（昼食は準備します）。いずれの日も荒天の場合中止。 

●場所場所場所場所 八木カヌーハウス（八木町西田） ●募集定員募集定員募集定員募集定員 各回１５人（先着順) 

●募集対象募集対象募集対象募集対象 南丹市内在住、在勤、在学の小学生５年生以上の方（親子での参加も可） 

●参加費参加費参加費参加費 １人１回５００円（教室開催日に受付でお支払いください） 

●内容内容内容内容 海洋性スポーツ（カヌー）の実技【初心者・初級者対象】 

●指導指導指導指導 Ｂ＆Ｇ海洋性レクリエーション指導員（有資格者） 

●日程日程日程日程（第１回）10:00受付、10:15開会式、10:30～15:00実習（カヌーハウス周辺） 

   （第２～４回）9:00受付、9:30オリエンテーション、10:00～12:00実習（2回：

カヌーハウス周辺、3回：大堰橋周辺、4回：夢かなえ橋周辺） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 申込先に備え付けの申込用紙に必要事項を記入の上、開催日の５日前まで

にお申し込みください（火～金曜日の午前９時～午後５時の間は電話での申込も可能） 

●申込先申込先申込先申込先 八木公民館 ●主催主催主催主催 南丹市教育委員会、八木海洋センター 

●共催共催共催共催 園部ロータリークラブ（第１回目のみ） 

 

◇申込・問合せ先 八木海洋センター事務局（八木公民館内）TEL（0771）68-0026 

氷室氷室氷室氷室のののの郷郷郷郷からからからから藍染教室藍染教室藍染教室藍染教室のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

毎年好評の藍染教室で、藍染のれん・ストールの絞り染め体験してみませんか。 

●日時日時日時日時 ７月２５日（日）１回目：午前１０時～正午、２回目：午後１時～３時 

●場所場所場所場所 八木農村環境公園「氷室の郷」 ●定員定員定員定員 各回２０人（定員になり次第締切） 

●参加費参加費参加費参加費 ①のれんを染める場合：2,800円（材料費・体験料込み） 

②ストールを染める場合：2,500円（材料費・体験料込み） 

         ③その他Ｔシャツ（素材は綿・麻・レーヨン）など持参して染める場合： 

      体験料1,000円＋染める材料300ｇまで（100gあたり500円） 

●持持持持ちちちち物物物物 汚れても良い服装、エプロン、長靴、ゴム手袋、糸、針、ハサミ、輪ゴム 

  

◇申込・問合せ先 八木農村環境公園「氷室の郷」 TEL（0771）43-1128 


