
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

 

＜さをり織りとランチ＞ 

●日時日時日時日時 毎週金・土曜日 午前１０時～午後４時 

●内容内容内容内容 さをり織りでスカーフを作ります。１日の方には縦糸を準備します。 

●参加費参加費参加費参加費 ２日間5,000円（昼食２回、材料付）、１日3,500円（昼食１回、材料付） 

※材料費はスカーフ１枚程度です。大作の場合は糸の追加費用が掛かります。 

＜地球を学ぶ！子ども環境劇場＞ 

●日時日時日時日時 ７月２７日（火）～２９日（木） 

●内容内容内容内容 プロ劇団の演技指導で演劇を通じて環境の大切さを疑似体験する合宿型の

ワークショップ。 

●参加費参加費参加費参加費 南丹市内在住の小中学生5,000円（日帰り、昼食付）、宿泊の場合12,000円 

＜夏期映画ゼミナール2010 映画美術の世界＞ 

映画を鑑賞しながら、「映画美術」について学びます。 

●日程日程日程日程・・・・内容内容内容内容 ７月３０日（金）:序の舞、緋牡丹博徒・お竜参上、祇園祭 

       ７月３１日（土）：風と女と旅鴉、炎上、肉体の門、怪談 

       ８月１日（日）：雨月物語、赤線地帯 

●参加費参加費参加費参加費 映画のみの鑑賞 500円/１本 

※上映時間などは電話でお問い合せください。 

 

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

地域地域地域地域ジョブパークジョブパークジョブパークジョブパーク巡回相談巡回相談巡回相談巡回相談をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

 

「自分に合った仕事がしたい」「ブランクがあるけれど、また仕事がしたい」「雇用保険

のことを教えて欲しい」など就職するまでの生活に関する悩みや就職に関するあらゆる

疑問に京都ジョブパークの生活相談員やキャリアカウンセラーが親身にお答えします。 

●日時日時日時日時 ７月３０日（金）午前１０時～午後５時 

●場所場所場所場所 京都府園部総合庁舎 別館 会議室ＡＢＣ 

※相談は無料です。事前に電話でお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 京都ジョブパーク TEL 075-682-8915 

海海海海のののの““““もしももしももしももしも””””はははは１１８１１８１１８１１８番番番番へへへへ    

 

マリンレジャーシーズンに入り、海へ遊びに行く機会も増えて来ます。自然に触れ、

親しむことはとても楽しいものですが、その一方で水の事故も後を絶ちません。舞鶴海

上保安部管内では、近年レジャー中の海での事故が多発しています。事故を防ぐため、

疲れているとき、飲酒したときは、絶対海に入らないでください。疲労・飲酒での遊泳

は非常に危険です。また、プレジャーボートなどで遊ばれる方は、万が一の事故に備え

て、ライフジャケットの着用、防水パックに入れた携帯電話の携行を心掛けましょう。

そして事故が発生した時や事故を発見した時は、迷わず・素早く「１１８番」へ 

 

◇問合せ先 舞鶴海上保安部 TEL（0773）76-4120 

家庭問題家庭問題家庭問題家庭問題にににに関関関関するするするする相談電話番号一覧相談電話番号一覧相談電話番号一覧相談電話番号一覧    

 

 お気軽にご相談ください。 

＜京都府家庭支援総合センター相談窓口＞（京都市東山区清水４丁目185-1） 

代表番号 075-531-9600  

児童虐待専用 075-531-9900  

ＤＶ相談専用 075-531-9910 年中無休 午前９時～午後８時 

ひきこもり専用 075-531-5255 平日：午前９時～正午、午後１時～４時 

 

「「「「府民交流会府民交流会府民交流会府民交流会ｉｎｉｎｉｎｉｎ南丹南丹南丹南丹」」」」をををを開開開開催催催催しますしますしますします    

 

 京都府では、現在、今後の府政運営の基本となる「明日の京都」ビジョンの策定に取

り組んでいます。このたび、南丹地域振興計画を含む中間案などを策定しましたので、

その内容についてお知らせするとともに、皆さんのご意見を直接お聞きする場として「府

民交流会ｉｎ南丹」を開催します。併せて、昨年７月２５日に開設しました「南丹パー

トナーシップセンター」の周年事業を兼ねた楽しいイベントも予定しています。 

●日時日時日時日時 ７月２４日（土）午後２時～４時３０分 ●場所場所場所場所 京都学園大学 光風館 

●内容内容内容内容 第１部 思いをかたちに！共にひらこう「明日への扉」 

        京都学園大学大西教授をコーディネーターとして迎え、京都府知

事、亀岡市長、南丹市長、京丹波町長の南丹地域に対する熱い思

いをお聴きするとともに、会場の皆さんとも意見交換します。 

第２部 山田知事と南丹地域の若き“名人”たちとの思いっきり生トーク 

        若者や女性ならではの視点で、南丹地域を元気にしようと日々活

躍されている方々を“ご当地名人”としてお招きし、京都府知事

との熱いトークを繰り広げていただきます。 

※参加には事前申し込みが必要です（定員２５０人・先着順）。詳しくは南丹広域振

興局ホームページ（http://www.pref.kyoto.jp/nantan/）をご確認ください。 

 

◇問合せ先 南丹広域振興局企画総務部企画振興室 TEL（0771）24-8430 

美山支所職員美山支所職員美山支所職員美山支所職員のののの異動異動異動異動についてについてについてについて    

    

 ７月１日付の人事異動に伴い、美山支所職員の異動がありましたので新体制につい

てお知らせします。 

南丹市美山支所長南丹市美山支所長南丹市美山支所長南丹市美山支所長    小小小小    島島島島    和和和和    幸幸幸幸    

地地地地    域域域域    総総総総    務務務務    課課課課（（（（６８６８６８６８－－－－００４０００４０００４０００４０））））    

課   長                                          村田 稔夫 

課長補佐 

（総務係長兼務） 
課長補佐 

（地域振興係長兼務） 

 

村田 文雄 

 

大秦 弘已 

（主 任）井上  操   （主 任）田伏 昌之 

（主 査）下田 真徳   （主 査）長野 悦史 

主な業務 

消防・防災、市営バス、地縁団体、選挙、市税証明発行、収

納、振興会 等 

健健健健    康康康康    福福福福    祉祉祉祉    課課課課（（（（６８６８６８６８－－－－００４１００４１００４１００４１））））    

課   長 松村 雅枝 課長補佐 福井  修 

市民福祉係長 上村志津子  

（主 事）桂  隆浩   （主 事）平井明日香 

主な業務 

諸証明発行、国民健康保険、後期高齢者医療、福祉医療、介

護保険、障がい者福祉、高齢者福祉、環境保全 等 

産産産産    業業業業    建建建建    設設設設    課課課課（（（（６８６８６８６８－－－－００４３００４３００４３００４３））））    

課   長 中西伊三雄  

産業振興係長 大澤 忠和 建設係長 松本 昭浩 

（主 査）林  恭宏   （主 査）中野  修    

（主 事）中島 友弘   （主 事）清水 隆行 

主な業務 

農林水産業振興、観光、有害鳥獣、火入れ許可、道路維持、

除雪 等 

社会教育課美山担当社会教育課美山担当社会教育課美山担当社会教育課美山担当（（（（６８６８６８６８－－－－００４４００４４００４４００４４））））    

主   幹 倉内 辰彦 （主 事）仲田 佳史 

主な業務 生涯教育、社会体育、文化財、放課後児童クラブ 等 

みやまみやまみやまみやま保育所保育所保育所保育所（（（（７５７５７５７５－－－－０１３３０１３３０１３３０１３３））））    

所   長 前谷美紗代  

所長補佐 今井かおり 係    長 内牧ひとみ 

（主 任）高橋 知代   （主 任）曽利恵理子 

（主 査）近澤眞紀代   （保育士）馬渕 美賀 

知井保育所知井保育所知井保育所知井保育所（（（（７７７７７７７７－－－－００４７００４７００４７００４７））））    

所長補佐 石田 博子 係   長 武田 秀子 

（主 査）菅井ひろ美   （主 査）武田 知美 

学校給食学校給食学校給食学校給食センターセンターセンターセンター（（（（７５７５７５７５－－－－０９２９０９２９０９２９０９２９））））    

所   長 山内 栄子  

（給食調理師）林 とも江  （給食調理師）武田 節子 

（給食調理師）堀  秀子 

学学学学    校校校校    用用用用    務務務務    

美 山中学校（７５－００２７） 技能労務士 大野 幹子 

宮 島小学校（７５－００１７） 技能労務士 波多野千恵美 

地域振興会地域振興会地域振興会地域振興会    

知 井 振 興 会（７７－０００１） 嘱 託 職 員 大隅美智子 

平 屋 振 興 会（７５－５３００） 嘱 託 職 員 東  洋子 

宮 島 振 興 会（７５－５１００） 臨 時 職 員 鉦谷 里美 

鶴ヶ岡振興会（７６－９０２０） 嘱 託 職 員 下東 晶子 

大 野 振 興 会（７５－９１１０） 嘱 託 職 員 高畑 雅美 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

「「「「南丹市美山町南丹市美山町南丹市美山町南丹市美山町グラウンドグラウンドグラウンドグラウンド・・・・ゴルフゴルフゴルフゴルフ大会大会大会大会」」」」参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

       －－－－第第第第３３３３３３３３回京都府民総合体育大会回京都府民総合体育大会回京都府民総合体育大会回京都府民総合体育大会美山地区美山地区美山地区美山地区予選会予選会予選会予選会兼兼兼兼――――        

 

南丹市美山町グラウンド・ゴルフ大会（第３３回京都府民総合体育大会美山地区予

選会兼）を下記のとおり開催いたします。 

●●●●日時日時日時日時 ８月４日（水） 午後６時 ～  

●●●●場所場所場所場所    美山中学校グラウンド 

●●●●参加資格参加資格参加資格参加資格    美山町グラウンド・ゴルフ協会の登録会員、グラウンド・ゴルフの好き

な市民（１８歳以上、ただし高校生は除く） 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ７月３０日（金）までに各箇所（美山支所、各地域振興会、美山町グラ

ウンド・ゴルフ協会）に備え付けの参加申込書により南丹市体育協会美

山支部事務局まで申し込み下さい。 

なお、美山町グラウンド・ゴルフ協会の会員は、協会で参加の取りま

とめを行うので、各地区委員まで申し込み下さい。 

●●●●そのそのそのその他他他他    上位入賞者には府民総体南丹市予選会への出場権を与える。 

     詳細については参加申込書に記載しているので確認下さい。 

●●●●主催主催主催主催 南丹市体育協会美山支部 ／ 主管 美山町グラウンド・ゴルフ協会 

 

◇問合せ先 教育委員会社会教育課美山担当 TEL0771(68)0044 


