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女性女性女性女性のののの悩悩悩悩みみみみ解決解決解決解決をおをおをおをお手伝手伝手伝手伝いしますいしますいしますいします    

 

 女性が出会うさまざまな悩みを、専門のカウンセラーがともに受けとめ、整理す

るお手伝いをします。そして、問題解決のための一歩を踏み出すことを応援します。    

どんなことでもご相談ください。秘密は厳守します。 

●相談日相談日相談日相談日 ９月２２日、１０月１３日、２７日（毎月第２、第４水曜日）午後１時～４時 

※必ず事前予約が必要です。下記問合せ先に予約をお願いします。 

 

◇問合せ先 市民課 TEL（0771）68-0005 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度文化財保護年度文化財保護年度文化財保護年度文化財保護のののの巡巡巡巡回回回回よろずよろずよろずよろず相談相談相談相談のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

指定・未指定を問わず文化財を所有されている方を対象に、文化財の修理や保存方法、

補助金や貸付制度などあらゆる相談、案内の場が開設されます。いずれの会場でも無料

で相談できますので、参加される場合は下記問合せ先までご連絡ください。 

●相談相談相談相談のののの事例事例事例事例 建造物や美術工芸品などの保存・修理の方法、防災・防犯施設や収

蔵庫の整備、補助金や貸付金（長期・低利）の対象と申請申込み手続きなど 

実施日 時間 実施会場 

９月２９日 

（水） 

午後１時 

 ～４時 

みやづ歴史の館「中央公民館」３階「大会議室」 

TEL（0772）20-3390 

９月３０日 

（木） 

午後１時 

 ～４時 

福知山市民会館３階「３１号室」  

TEL（0773）22-9551 

１０月１日 

（金） 

午前１０時 

～午後４時 

ルビノ京都堀川２階「比叡」 

TEL 075-432-6161 

 

◇問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 

      （財）京都文化財団（文化財保護基金室）TEL 075-213-3660 

南丹市臨時職員南丹市臨時職員南丹市臨時職員南丹市臨時職員をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

職種 勤務場所 募集人数 賃金 

一般事務 市役所（本庁） １人 ５，８４０円／日 

保育士 園部保育所、八木東保育所 ３人 ６，８００円／日 

給食調理員 園部保育所、城南保育所 ２人 ６，１６０円／日 

保育用務 みやま保育所、知井保育所 ２人 ７３０円／時 

文化財管理 文化博物館 １人 ５，８４０円／日 

※賃金は９月１日現在の金額です。文化財管理は、受付業務・収蔵資料整理など 

●勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間などなどなどなど 週５日（月～金曜日）午前８時３０分～午後５時１５分 

        ※保育用務は、週２～３日 １日４時間の勤務 

        ※文化財管理は、火～日曜日のうち週５日の勤務 

●受付期間受付期間受付期間受付期間およびおよびおよびおよび時間時間時間時間 ９月１３日（月）～２１日（火） ※土、日、祝日は除く。 

午前８時３０分～午後５時１５分 

●提出書類提出書類提出書類提出書類 臨時職員登録申込書（人事秘書課、各支所地域総務課に備え付け） 

●採用採用採用採用 面接などにより任用者を決定し、１０月１日から半年間任用します。 

 

◇問合せ先 人事秘書課 TEL（0771）68-0008 

「「「「南丹食南丹食南丹食南丹食のののの祭典祭典祭典祭典」」」」出店者出店者出店者出店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    

 

「南丹ものづくりの祭典」の催しの一つとして行う『南丹食の祭典』では地元食

材を使った加工品を販売する出店者を募集します。 

●日程日程日程日程 １０月３０日（土）、３１日（日） ●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館玄関前広場 

●出店内容出店内容出店内容出店内容 地元食材を使った加工食品の販売 

●出店資格出店資格出店資格出店資格 南丹市内在住・在勤者でつくる加工食品グループ、団体 ※食品加工・

販売者は検便済であること。保健所の許可を得た施設での加工処理であること。 

●出店料出店料出店料出店料 １区画１日５００円 ※１区画：テント1/2、備品（長机2、椅子2） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 農政課、各支所産業建設課に備え付けの申込用紙に記入の上、９月２４日

（金）までに下記申込・問合せ先に持参、郵送、ＦＡＸでお申し込みください。申込

多数の場合は、抽選とします。 

 

◇申込・問合せ先 南丹ものづくりの祭典「南丹食の祭典」係（農政課内） TEL（0771）68-0060 

思思思思いやりいやりいやりいやり    みんなでなくそうみんなでなくそうみんなでなくそうみんなでなくそう    高齢者事故高齢者事故高齢者事故高齢者事故    

 

９月は「高齢者の交通事故防止強化月間」です。交通ルールの遵守と正しい交通

マナーの実践を習慣付けるとともに、高齢者を思いやる運転意識の定着と高齢運転

者の運転適正に応じた運転の心掛けを醸成することを目的として、高齢者の事故防

止を広く呼び掛けています。市民の皆さんにおかれましては、高齢者を思いやり、

交通事故のない運転を心掛けるようにしましょう。 

 

◇問合せ先 企画推進課 TEL（0771）68-0003 

農業用道路農業用道路農業用道路農業用道路のののの供用開始供用開始供用開始供用開始（（（（暫定暫定暫定暫定））））についてについてについてについて    

 

農業用道路「園部日吉線２工区」が９月１日から暫定的に供用開始されました。

供用開始区間は、日吉町志和賀から園部町新堂までです。なお、供用開始後も区間

内で補完的な工事の施工を行います。工事施工に当たっては交通誘導員を配置し片

側交互通行となりますのでご協力をお願いします。 

●供用開始路線名供用開始路線名供用開始路線名供用開始路線名 農業用道路「園部日吉線２工区」 ●供用開始日供用開始日供用開始日供用開始日 ９月１日（水） 

●暫定供用区間暫定供用区間暫定供用区間暫定供用区間 日吉町志和賀～園部町新堂 

 

◇問合せ先 農林整備課 TEL（0771）68-0012 

『『『『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 

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 】 ・南丹市臨時職員を募集します 

・『振り込め詐欺』にご注意ください！ 

・「南丹食の祭典」出店者を募集します 

・思いやり みんなでなくそう 高齢者事故 

・農業用道路の供用開始（暫定）について 

・女性の悩み解決をお手伝いします 

・平成２２年度文化財保護の巡回よろず相談のご案内 

【 裏 】 ・１０月から米トレーサビリティ法が施行されます 

・結核健康相談のお知らせ 

・｢京都丹波くりまつり｣を開催します 

・建設業新分野進出相談事業に係る相談会のお知らせ 

・公開講演会「鈴木君代のトーク＆ＬＩＶＥ」を開催します 

・「創業塾」の受講生を募集します 

・なんたんテレビ番組表（９月１５日～３０日） 

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

【 表 】 ・遊youひよし「ビデオ上映会」のお知らせ 

・環境ウオーキングの参加者を募集します 

・１０月の母子保健事業日程表 

・南丹市国際交流協会からのお知らせ 

・歴史・健康ウオーキングの参加者を募集します 

・花火大会開催に伴う通行止めのお知らせとお願い 

・新サービス「ＢＳプラン」開始のご案内 

・高齢者のための植木剪定（せんてい）講習会を開催します 

【 裏 】 ・統合型位置情報通知システムの運用を開始します 

・「グループかりん」発足のお知らせ 

・「リサイクルマーケット宝島」の出店者を募集します 

・まちなか再発見！『そのべ本陣・秋まつり』の出店募集 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

・オータムジャンボ宝くじ発売 

・「平成２２年度南丹・京丹波林業振興展」を開催します 

・山里に暮らす作家展を開催します 

・2010南丹市やぎ･ふれあいふくしまつり健康づくり大会開催 

・＜○○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） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設業新分野進出相談事業建設業新分野進出相談事業建設業新分野進出相談事業建設業新分野進出相談事業にににに係係係係るるるる相談会相談会相談会相談会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

 建設業以外の新分野への進出を目指して事業計画を策定する建設企業を対象に相談会

を実施します。参加を希望される場合は、事前に南丹土木事務所へお申し込みください。 

●実施期間実施期間実施期間実施期間 ９月～１２月中旬 

●対象者対象者対象者対象者 以下の条件をすべて満たす建設企業 

①京都府内に主たる営業所を有し、建設業法（昭和24年法律第100号）第3条の

許可を国土交通大臣または京都府知事から受けている建設企業（京都府建設工

事競争入札参加資格を有する企業を優先） 

②日本標準産業分類における大分類項目「建設業」に属する事業から、それ以外

の大分類項目に属する事業（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法

律（昭和23年法律第122号）に基づく規制の対象となる事業を除く）に進出し

ようとする建設企業 

●内容内容内容内容 京都府の各土木事務所において、専門家（建設企業新分野進出アドバイザ

ー）による新分野進出に関する相談会を開催 

※開催期間・回数には限りがあるため、ご希望に添えない場合があります。 

※相談は建設業以外の新分野進出に関することに限ります。 

 

◇問合せ先 京都府指導検査課 TEL 075-414-5222 

南丹土木事務所 TEL（0771）62-0310 

結核健康相談結核健康相談結核健康相談結核健康相談のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

 結核は過去の病気ではありません。特に高齢者は若いころに結核菌に感染した可

能性が高く、体力や免疫力が低下したときなどに発病することがあります。症状（咳

やたん、微熱や倦怠感、食欲低下、体重減少など）は、風邪とよく似ているので、

気付かないうちに病状を悪化させ、周りの人に感染させてしまうことがあります。

心当たりのある方は、この機会にご相談ください。相談は無料で予約制です。 

●日時日時日時日時 １０月６日（水）午前１０時～１１時 ●場所場所場所場所 南丹保健所（園部総合庁舎） 

●対象対象対象対象 ①過去に結核にかかったことのある方、②家族や周りの方が最近結核にか

かった方、③糖尿病、腎不全、じん肺、胃潰瘍などにかかっている方 など 

●内容内容内容内容 医師による結核に関する相談（必要に応じて胸部レントゲン検査） 

 

◇問合せ先 南丹保健所保健室感染症・難病担当 TEL（0771）62-2979 

｢｢｢｢京都丹波京都丹波京都丹波京都丹波くりまつりくりまつりくりまつりくりまつり｣｣｣｣をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

地元産｢丹波くり｣の即売会、くりのつかみ取りなどイベントが盛りだくさんです。 

●日時日時日時日時 １０月２日（土）午前８時～午後３時 

●場所場所場所場所 道の駅「丹波マーケス」ふれあいホール（京丹波町須知） 

●内容内容内容内容 ①丹波くりの大販売会（品評会出品くりの展示即売もあります）、②焼きぐ

り、くりご飯、朝採り野菜、栗菓子の販売、③くり拾い（事前申込必要。有料。

先着５０組）、④イガ投げ、くりのつかみ取りなど 

●主催主催主催主催 京都丹波くりまつり実行委員会 

 

◇問合せ先 南丹広域振興局森づくり推進室 TEL（0771）22-1017 

１０１０１０１０月月月月からからからから米米米米トレーサビリティトレーサビリティトレーサビリティトレーサビリティ法法法法がががが施行施行施行施行されますされますされますされます    

    
    １０月から「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」

（米トレーサビリティ法）が施行されます。この法律では、生産者、小売事業者、

加工卸売事業者、外食店などの米・米加工品を取り扱う事業者の方は、以下の取り

組みを行わなければならないことになります。 

●取引取引取引取引などのなどのなどのなどの記録記録記録記録のののの作成作成作成作成・・・・保存保存保存保存 

①取引の記録 「米や米加工品」を事業者間取引する際には、伝票などによる取

引情報の記録（品名、産地、数量、年月日、取引先名、搬出入の場所など）の

作成が必要となります。 

②記録の保存 受領した伝票や発行した伝票などの記録は、原則３年間保存が必

要となります。 

●取引取引取引取引などになどになどになどに伴伴伴伴うううう産地情報産地情報産地情報産地情報のののの伝達伝達伝達伝達（産地情報の伝達は平成２３年７月１日から施行） 

「米や米加工品」を取引する際や「米飯」などを提供する際には、原料米の産地

を取引相手や一般消費者に伝えることが必要となります。 

※近畿農政局では米トレーサビリティ法について理解いただくため、米や米加工品を取

り扱う事業者の皆さんが企画、開催される会合や勉強会、講習会などへ担当者の講師

派遣を行っています。また、普及啓発用のパンフレットも用意していますのでお気軽

にご相談ください。法律の詳細は、農林水産省のホームページにも掲載されています。 

 

◇問合せ先 近畿農政局食糧部計画課 TEL 075-414-9731  

近畿農政局消費・安全部地域第三課 TEL（0771）62-3371 
公開講演会公開講演会公開講演会公開講演会「「「「鈴木君代鈴木君代鈴木君代鈴木君代ののののトークトークトークトーク＆ＬＩＶＥ」＆ＬＩＶＥ」＆ＬＩＶＥ」＆ＬＩＶＥ」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

 広く市民の皆さんにご参加いただく公開講演会として「鈴木君代のトーク＆ＬＩ

ＶＥ」を開催します。入場は無料です。多くの皆さんのご参加をお待ちしています。 

●日時日時日時日時 ９月２９日（水）午後１時３０分～３時（受付：午後１時～） 

●場所場所場所場所 かやぶき音楽堂（日吉町上胡麻） ●定員定員定員定員 ２００人（全席自由席） 

●講師講師講師講師 鈴木君代さん 京都市出身。大谷大学卒業後、東本願寺に勤める僧侶。１０歳

でギターを始め、大学時代は軽音楽部に。仏門や音楽の道を志したきっかけは、幼い

ころに受けたいじめ。「悩みや苦しみから解放される言葉を伝えたい」と命や愛をテー

マにこれまで６０曲を作り、多くの人と触れ合おうと各地でコンサートを開く。 

            

◇問合せ先 社団法人園部納税協会 TEL（0771）62-0039 

「「「「創業塾創業塾創業塾創業塾」」」」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    

 

新しく事業を始めたい方や開業して間もない方、経営の多角化を検討されている

方などを対象に、開業に向けての最低限の知識と経営者ノウハウを学習していただ

くための「創業塾」を京丹波町商工会と共催で開催します。この機会に、自分の強

みを活かし、あなたの夢の実現に向けて、第１歩を踏み出しませんか。 

●日時日時日時日時 １０月９日～１１月１３日の毎週土曜日（全６回シリーズで開催） 

    午前９時３０分～午後４時３０分 ※１０月３０日は午後１時３０分～ 

●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館２階第１・第２研修室 

    ※１０月３０日は京丹波町商工会館２階研修室 

●受講料受講料受講料受講料 ５，０００円 ●定員定員定員定員 ２０人（定員になり次第締切） 

●講師講師講師講師 中小企業診断士：松野修典氏、松井宏次氏 

 

◇問合せ先 南丹市商工会 TEL （0771）42-5380 

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９月１５日～９月３０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 

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    

南丹市役所からのお知らせです 

９９９９月月月月１６１６１６１６日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１７日（金）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１８日（土）7時・9時・12時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

ふれあいひろばふれあいひろばふれあいひろばふれあいひろば    

「なんたんヒューマンシネマをふり返って 他」 

９９９９月月月月１６１６１６１６日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

１７日（金）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

１８日（土）7時半・9時半・12時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

第第第第３３３３回南丹市議会回南丹市議会回南丹市議会回南丹市議会９９９９月定例会月定例会月定例会月定例会②②②②    

９９９９月月月月１８１８１８１８日日日日【【【【土土土土】】】】14141414時時時時（再）２０日（月）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    

９９９９月月月月１８１８１８１８日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１９日（日）7時・9時・12時・18時・20時・22時  

２０日（月) 7時・9時・12時・15時・22時  

２１日（火）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

第第第第3333 回南丹市議会回南丹市議会回南丹市議会回南丹市議会9999 月定例会月定例会月定例会月定例会③③③③    

９９９９月月月月１９１９１９１９日日日日【【【【日日日日】】】】14141414時時時時（再）２０日（月）18時 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「「「「我我我我がががが家家家家ののののペットペットペットペット」＊「」＊「」＊「」＊「おたよりおたよりおたよりおたより」」」」募集中募集中募集中募集中！！！！！！！！    

くくくくわわわわししししくくくくはははは、、、、南南南南丹丹丹丹市市市市情情情情報報報報セセセセンンンンタタタターーーーままままでででで    

「「「「園部中学校園部中学校園部中学校園部中学校    体育祭体育祭体育祭体育祭」」」」    

引引引引きききき続続続続きききき「「「「八木中学校八木中学校八木中学校八木中学校    体育祭体育祭体育祭体育祭」」」」    

９９９９月月月月２１２１２１２１日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２２日（水）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

２３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からのお知らせ ほか 

９９９９月月月月２３２３２３２３日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２４日（金）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

２５日 (土）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

「「「「殿田中学校殿田中学校殿田中学校殿田中学校    体育祭体育祭体育祭体育祭」」」」    

引引引引きききき続続続続きききき「「「「美山中学校美山中学校美山中学校美山中学校    体育祭体育祭体育祭体育祭」」」」    
９９９９月月月月２３２３２３２３日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半 

２４日（金）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

２５日 (土) 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～    

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    

９９９９月月月月２５２５２５２５日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２６日（日）7時・9時・12時・18時・20時・22時  

２７日（月）7時・9時・12時・15時・22時 

２８日（火）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。一週間のニュースもご覧いただけます。  

http://www.cans.ne.jp/ なんたんネットワーク 

ススススクールフェイスクールフェイスクールフェイスクールフェイス    

「西本梅小学校 るり色きらきら発表会」 

「摩気小学校 ヘルメット贈呈式」 

９９９９月月月月２５２５２５２５日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

２６日（日）7時半・9時半・12時半・18時半・20時半・ 

22時半  

２７日（月）7時半・9時半・12時半・15時半・22時半 

２８日（火）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～    

第第第第３３３３回南丹市議会回南丹市議会回南丹市議会回南丹市議会９９９９月定例会月定例会月定例会月定例会④④④④    

９９９９月月月月２６２６２６２６日日日日【【【【日日日日】】】】14141414時時時時（再）２７日（月）18時    

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～    

川辺親父川辺親父川辺親父川辺親父のののの会会会会１０１０１０１０周年記念講演会周年記念講演会周年記念講演会周年記念講演会    

「「「「地域地域地域地域ぐるみでぐるみでぐるみでぐるみで子育子育子育子育てをてをてをてを」」」」    

ＦＭ京都 パーソナリティ 佐藤弘樹さんを迎えて 

９９９９月月月月２８２８２８２８日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２９日（水）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

３０日 (木）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

ススススクールフェイスクールフェイスクールフェイスクールフェイス    

「園部保育所 おとまり保育」「園部幼稚園 祖父母参観」 

９９９９月月月月３０３０３０３０日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時 

１０月1日（金）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

２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） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１１２号（２の２）平成２２年９月１０日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢高齢高齢高齢者者者者のためののためののためののための植木剪定植木剪定植木剪定植木剪定（（（（せんていせんていせんていせんてい））））講習会講習会講習会講習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    

 

就職・就業を希望する高齢者の方々に、知識・技術を身に付けていただきます。 

●日時日時日時日時 １０月２０日（水）、２１日（木）、２２日（金）、２６日（火）、２７日（水）

の５日間 午後１時～５時（合計２０時間） 

●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館など ●受講料受講料受講料受講料 無料（交通費は自己負担） 

●対象対象対象対象 南丹市内在住で積極的に就職活動をされている、おおむね６０歳台前半の

方で全日程出席できる方 

●定員定員定員定員 ３０人（先着順） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ９月３０日（木）までに、（財）南丹市福祉シルバー人材センター本所、

各支所の事務所までお越しください。申込書がありますので印鑑をご持参ください。 

 

◇問合せ先 （財）南丹市福祉シルバー人材センター本所 TEL（0771）63-5320 

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    

 

第４０回［京都］幽谷の鞍馬山～貴船コース。静かな山の気配が漂い、木々の間から

は牛若丸や天狗が飛び出してきそうな杉木立の中を鞍馬から貴船川へと散策します。 

●日程日程日程日程 ９月２６日（日）※９月２５日（土）夕刻、ＮＨＫテレビでの京都南部の

天気予報で、降水確率５０％以上の場合は、中止します。 

●コースコースコースコース 園部公園＝叡電「鞍馬駅」―由岐神社―九十九折道―鞍馬寺金堂（昼食）

―木の根道―奥の院魔王堂―貴船神社―貴船口＝園部公園（歩程約５ｋｍ）                     

●集合場所集合場所集合場所集合場所・・・・時間時間時間時間 園部公園駐車場（園部高校正門横）午前７時５０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５時ごろ解散予定 

●対象対象対象対象 １人で５ｋｍ以上歩ける方（健康状態のすぐれない方は、参加をご遠慮くださ

い。コース、自分の体力、体調を十分チエックされたうえでご参加ください） 

●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などなどなどなど 保険証のコピー、弁当、水筒、汗ふきタオル、帽子、手袋 

●参加費用参加費用参加費用参加費用 一般：2,300円（バス代、保険代、資料代ほか）会員：2,000円 

※９月２０日以降のキャンセルは、キャンセル料として2,000円いただきます。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ９月１７日（金）までに下記申込問合せ先にご連絡ください。 

※申込の取り消し、欠席がある場合は必ず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 

環境環境環境環境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    

 

豊かな自然に囲まれた南丹市。秋のさわやかな気配を感じながら身近な自然を再

発見してみませんか？お友達やご家族で、また興味のある方は一人でもお気軽にご

参加ください。自然を感じながらウオーキングしましょう。 

●日程日程日程日程 １０月２日（土）（少雨決行） 

●コースコースコースコース 日吉ダムお花見広場駐車場＝日吉ダム堤体内見学＝日吉ダムビジターセ

ンター＝府民の森「森の広場」（昼食）＝府民の森「観察の森」＝木製治山ダム群

＝日吉ダムお花見広場駐車場 

●集合時間集合時間集合時間集合時間・・・・場所場所場所場所 午前９時、日吉ダムお花見広場駐車場 ●参加費参加費参加費参加費 無料 

●対象対象対象対象 小学生以上で、一人で５ｋｍ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。小学生のみの参加はできません。保護者同伴でお願いします） 

●持持持持ちちちち物物物物 弁当、飲み物、敷物、保険証のコピー、汗ふきタオル、帽子、雨具 

※当日は歩きやすい服装と履きなれた靴でお越しください 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ９月２４日（金）までに下記申込・問合せ先にお申し込みください。 

※申し込みの取り消し、欠席がある場合は必ず連絡してください。 

●主催主催主催主催 南丹市の環境を守り育てる会 

 

◇申込・問合せ先 環境課 TEL（0771）68-0015 

１０１０１０１０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 

１０月１日（金） 乳児後期健診 平成２１年１１月生 

１０月８日（金） 乳児前期健診 平成２２年６月生 

１０月２２日（金） ３歳５カ月児健診 平成１９年４月生 

１０月２５日（月） 離乳食教室 

生後５カ月～１歳ごろ 

の乳児と保護者 

１０月２６日（火） ２歳５カ月児健康相談 平成２０年４月生 

１０月２８日（木） １歳８カ月児健診 平成21年1月1日～2月5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 

遊遊遊遊youyouyouyouひよしひよしひよしひよし「「「「ビデオビデオビデオビデオ上映会上映会上映会上映会」」」」のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

「スーパーマン」のビデオ上映会を開催します。入場は無料で事前申し込みも不要

です。お誘い合わせて気軽にご鑑賞ください。 

●日時日時日時日時 ９月２６日（日）午後１時３０分～（午後１時開場） 

●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 ●上映時間上映時間上映時間上映時間 ２時間２４分 

●作品紹介作品紹介作品紹介作品紹介 クリストファー・リーヴ主演のシリーズ第１作。スーパーマンの誕生

から宿敵レックス・ルーサーとの対決までを描いた作品です。 

●出演出演出演出演 クリストファー･リーヴ、マーロン･ブランド、ジーン･ハックマンほか 

 

◇問合せ先 日吉町生涯学習センター「遊youひよし」 TEL（0771）72-3300 

花火大会開催花火大会開催花火大会開催花火大会開催にににに伴伴伴伴うううう通行止通行止通行止通行止めのおめのおめのおめのお知知知知らせとおらせとおらせとおらせとお願願願願いいいい    

 

皆さんには大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いします。  

●日時日時日時日時 ９月２４日（金）午後６時～１０時 ※荒天の場合は、２５日(土) に順延 

●場所場所場所場所 市道横田小山東町線（城南町地内）、市道半田城南町線 

 

◇問合せ先 園部南部コミュニティセンター TEL（0771）62-0982 

新新新新サービスサービスサービスサービス「ＢＳ「ＢＳ「ＢＳ「ＢＳプランプランプランプラン」」」」開始開始開始開始のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

１０月１日からＢＳデジタル放送を視聴いただく新サービス「ＢＳプラン」を開

始します。ＣＡＴＶに加入の世帯では、ＳＴＢ（セットトップボックス）を使って、

ＢＳデジタル放送（１０チャンネル）を視聴いただけます。 

●視聴可能視聴可能視聴可能視聴可能チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル ＮＨＫ-ＢＳ１、ＮＨＫ-ＢＳ２、ＮＨＫＢＳハイビジョン、

ＢＳ日テレ、ＢＳ朝日、ＢＳ-ＴＢＳ、ＢＳジャパン、ＢＳフジ、ＢＳ１１デジタ

ル、ＴｗｅｌｌＶ 

※ＳＴＢは、地デジチューナーとしてもご利用いただけます。アナログテレビに設置す

ると、地上デジタル放送、ＢＳデジタル放送、データ放送がご覧いただけます。 

●登録登録登録登録・・・・設置費用設置費用設置費用設置費用 ５，０００円（税込） ※ＮＨＫの衛星契約受信料をお支払いの方

は、特例により登録・設置費用が０円になります。（平成２３年７月３１日まで） 

●月額利用料月額利用料月額利用料月額利用料（（（（税込税込税込税込）））） ①標準ＳＴＢ：５００円、②ＨＤＤ搭載ＳＴＢ：１，５００円、

③ＤＶＤ搭載ＳＴＢ：２，０００円、④ブルーレイ搭載ＳＴＢ：２，５００円 

※１台ごとの金額、２台目以降も同額です。 

●有料有料有料有料オプションオプションオプションオプション デジタルＷＯＷＯＷ（月額２，４１５円）、スター・チャンネル

ハイビジョン（月額２，１００円） 

※これまで、多チャンネル放送でご愛顧いただきました「ＢＳ・ＣＳデジタル放送サー

ビス」は、平成２３年３月３１日をもって終了します。ありがとうございました。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市情報センター TEL（0771）63-1777 

南丹市国際交流協会南丹市国際交流協会南丹市国際交流協会南丹市国際交流協会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    

 

＜「世界の料理教室」参加者募集＞ 

●日時日時日時日時 ９月２６日（日）午前１０時～午後２時３０分 

●場所場所場所場所 茅葺き民家「厨房ゆるり」（美山町盛郷） 

●内容内容内容内容 外国語を使いながら、五感で味わう美山の季節料理を作ります。 

●参加費参加費参加費参加費 １，５００円（会員１，３００円） ●対象対象対象対象 小学生以下は保護者同伴 

●交通交通交通交通 園部、八木、日吉から乗り合わせで送迎します。（希望者はお申し出ください） 

＜「フィールドトリップin なんたん」参加者募集＞ 

●日時日時日時日時 １０月１７日（日）午前１０時～午後３時 ●場所場所場所場所 府立自然公園「るり渓」 

●内容内容内容内容 京都在住の外国人留学生と自然散策、パエリア･ランチ、和太鼓などで交流。 

●参加費参加費参加費参加費 ８００円 ●対象対象対象対象 中学生以上（小学生以下は保護者同伴） 

●交通交通交通交通 園部駅⇔るり渓間を専用バスで送迎します。（利用希望者はお申し出ください） 

＜共通事項：申込方法＞  

９月１４日（火）から受付を開始します。下記申込・問合せ先に電話（火・水・

木の正午～午後４時）、ＦＡＸ、Ｅメールで氏名、住所、電話番号、当日連絡先（携

帯など）、送迎利用有無、アレルギーの有無などを連絡の上、お申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市国際交流協会 TEL（0771）63-1840 FAX（0771）63-1841 

        Ｅメール nantania@cans.zaq.ne.jp 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「リサイクルマーケットリサイクルマーケットリサイクルマーケットリサイクルマーケット宝島宝島宝島宝島」」」」のののの出店者出店者出店者出店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 

 

ひよし水の杜フェスタ２０１０の会場で開催する「リサイクルマーケット宝島」

（フリーマーケット）の出店者を募集します。 

●日時日時日時日時  １０月２４日（日）午前１０時～午後３時 ●場所場所場所場所 スプリングスパーク 

●募集募集募集募集ブースブースブースブース  ３０ブース（１ブース4ｍ×3ｍ）※１グループにつき１ブース限定。 

●出店料出店料出店料出店料 1ブース３，０００円（当日集金） 

●出店資格出店資格出店資格出店資格 ①素人で、家庭で眠っている物、手作り品を自ら搬入搬出販売できる方。

②代表・責任者が１８歳以上の個人またはグループであること。 

③露天商、販売業者などのプロはお断りします。 

●出店申込書出店申込書出店申込書出店申込書およびおよびおよびおよび出店要領出店要領出店要領出店要領のののの請求請求請求請求 はがき、ＦＡＸに、郵便番号、住所、代表者氏

名、電話番号、ＦＡＸ番号を明記し、「リサイクルマーケット出店要領請求」と記入の

上、下記申込・問合せ先まで請求してください。電話での請求は受け付けません。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法    ９月１３日（月）～３０日（木）の間に申込書を郵送、メール便でお

申し込みください。先着順とし、予定ブース数に達すれば受け付けを終了します。 

 

◇申込・問合せ先 日吉町観光協会  TEL・FAX （0771）72-0196 

〒629-0341  南丹市日吉町殿田尾崎8-1 

山里山里山里山里にににに暮暮暮暮らすらすらすらす作家展作家展作家展作家展をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

１０月に開催する「アートにふれる２日間」に先駆け、環境の良い山里で感性を

磨く３０人の工芸作家の作品を展示します。木工、陶芸、ガラス、金属、布、染織

など多彩な作品をご覧ください。購入もできます。 

●期間期間期間期間 ９月１８日（土）～１０月２４日（日） 

 

◇問合せ先 京都府立ゼミナールハウス TEL（0771）54-0216 

「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度南丹年度南丹年度南丹年度南丹・・・・京丹波林業振興展京丹波林業振興展京丹波林業振興展京丹波林業振興展」」」」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・京丹波林業振興展｣を下記のとおり開催します。盛りだくさんのイベント

を用意していますので、ご家族お揃いでお越しください。 

●内容内容内容内容 ①府内産材もくもくコンクール作品展示 

     ・日時 １０月２日（土）～３日（日）午前１０時～午後４時 

     ・場所 道の駅「丹波マーケス」ふれあいホール 

    ②丸太素材優良品の審査会 

     ・日時 １０月１９日（火）午後１時～ ・場所 （株）八木木材市場 

    ③丸太素材優良品の表彰と記念市 

     ・日時 １０月２０日（水）午前９時～ ・場所 （株）八木木材市場 

    ④ひよし水の杜フェスタ（併催） 

     ・日時 １０月２４日（日）午前１０時～  

・場所 ひよしスプリングスパーク 

・内容 府内産材もくもくコンクール表彰式、木工教室など 

    ⑤地域の森林と木材の活用を知る見学会（要予約） 

     ・日時 １０月１６日（土） ・場所 南丹市内  

     ・内容 京都産材の家づくりに関心のある方、設計者など、森林整備、

１００年生のスギ林、製材所、地域材住宅などの見学 

●主催主催主催主催 南丹・京丹波林業振興展実行委員会 

 

◇問合せ先 「南丹・京丹波林業振興展実行委員会」事務局（株）八木木材市場 

TEL（0771）42-2225 

2010201020102010南丹市南丹市南丹市南丹市やぎやぎやぎやぎ････ふれあいふくしまつりふれあいふくしまつりふれあいふくしまつりふれあいふくしまつり健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり大会開催大会開催大会開催大会開催    

 

地域の障がい者施設をはじめ、福祉施設、学校、ボランティアグループ、各種団体な

どの皆さんが、舞台発表、手作り作品販売、模擬店などに参加され、｢健康づくり大会｣

として体力年齢測定、健康相談、なんたん元気づくり体操の紹介などを行います。参加

されるすべての人たちの｢かかわり･つながり･ひろがり･元気の輪｣をテーマに実施して

いる手作りのおまつりです。皆さんお誘い合わせのうえ、ご参加ください 

●日時日時日時日時 １０月１６日（土）午前１０時～午後３時３０分 

●場所場所場所場所 八木町農村環境公園「氷室の郷」 ●参加費参加費参加費参加費 高校生以上１００円 

※前日と当日にお手伝いいただけるボランティアの方を募集しています。お手伝い

いただける方は、下記問合せ先にご連絡ください。 

 

◇問合せ先 2010南丹･やぎふれあいふくしまつり健康づくり大会実行委員会事務局 

（南丹市社会福祉協議会八木支所） TEL（0771）42-5480 

オータムジャンボオータムジャンボオータムジャンボオータムジャンボ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：１億円５，０００万円×１３本（前後賞 各５，０００万円） 

２等：１，０００万円×１３０本 

●発売期間発売期間発売期間発売期間 ９月２７日（月）～１０月１９日（火） ●抽選日抽選日抽選日抽選日 １０月２６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） 

まちなかまちなかまちなかまちなか再発見再発見再発見再発見！『！『！『！『そのべそのべそのべそのべ本本本本陣陣陣陣・・・・秋秋秋秋まつりまつりまつりまつり』』』』のののの出店募集出店募集出店募集出店募集    

 

園部町本町と新町の界隈（かいわい）にかつての山陰街道の面影を残す町並みが残っ

ており、四季折々に市民交流のイベントを開催しています。このたび、この取り組みに

共感していただける方と共に当イベントを開催するため、出店者を募集します。 

●日時日時日時日時 １０月１７日（日）午前１０時～午後５時 

●場所場所場所場所 そのべ本陣（元小林酒店）周辺（園部町本町） 

●募集内容募集内容募集内容募集内容 「手づくり市」への出店者 出店費用 １ブース：５００円 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 このみ手芸店（井上）TEL（0771）62-2711にお申し込みください。 

●後援後援後援後援 南丹市、南丹市教育委員会、南丹市商工会 

 

◇問合せ先 まちなかを再発見する会（竹中） TEL（0771）62-0302 

統合型位置情報通知統合型位置情報通知統合型位置情報通知統合型位置情報通知システムシステムシステムシステムのののの運用運用運用運用をををを開始開始開始開始しますしますしますします    

 

 京都中部広域消防組合では、１０月１日から統合型位置情報通知システムの運用を開

始します。このシステムの運用により、１１９番の通報時に通報者などの位置情報が消

防指令室に地図表示されることから、より迅速で確実な対応が可能となります。なお、

携帯電話の機能やその他の条件によって、位置情報を確認できない場合がありますので、

１１９番通報をするときは、必ず住所や目標物を伝えてください。 

 

◇問合せ先 京都中部広域消防組合消防本部消防課 TEL（0771）22-9582 

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 １０月１６日（土）午後７時～９時 ●場所場所場所場所 丹波天文館 

●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 

●参加料参加料参加料参加料 ２００円 ●内容内容内容内容 秋の星座観望など ●申込申込申込申込期限期限期限期限 １０月１２日（火） 

＜テニス大会＞ 

●日時日時日時日時 １０月２７日（水）午前９時～午後４時 ●場所場所場所場所 テニスコート 

●定員定員定員定員 男女別ダブルス各３２組 ●参加料参加料参加料参加料 １チーム１,０００円 

●内容内容内容内容 予選リーグ戦、決勝トーナメント ●申込申込申込申込期限期限期限期限 １０月２２日（金） 

＜夜間テニス教室＞ 

●日時日時日時日時 １１月１日～１２月２０日の月曜日（８回）午後７時～９時 ●場所場所場所場所 体育館 

●対象者対象者対象者対象者 １８歳以上の方 ●定員定員定員定員 ３０人 ●参加料参加料参加料参加料 ５,０００円 

●内容内容内容内容 初心者、初級者を対象に基礎技術を学ぶ ●申込期限申込期限申込期限申込期限 １０月２０日（水） 

＜ゲートボール大会＞ 

●日時日時日時日時 １１月１６日（火）（雨天の場合１７日）午前９時～午後４時 

●場所場所場所場所 陸上競技場 ●定員定員定員定員 ４８チーム ●参加料参加料参加料参加料 ２,０００円 

●内容内容内容内容 予選リーグ戦、決勝トーナメント ●申申申申込期限込期限込期限込期限 １０月３１日（日） 

 

◇申込・問合せ先 丹波自然運動公園 TEL（0771）82-0560 FAX（0771）82-0480 

「「「「グループグループグループグループかりんかりんかりんかりん」」」」発足発足発足発足のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

氷室の郷で（財）八木町農業公社が管理運営をしてきた、パン販売と弁当販売を

「グループかりん」が業務委託を受け、９月１日から販売を開始しました。「グルー

プかりん」のメンバーは元公社の職員７人で、１０年間にわたって培ってきた伝統

の味や技術をそのまま引き継いでいます。パン販売は従来どおり、またお弁当（８

００円～１，５００円）は予約分（１０食以上）に限り注文を承ります。また、毎

週土曜日開催の氷室の郷「やぎの朝採り市」（10:00～12:00）では、パン、巻き寿司、

団子、コロッケなどの販売もします。地元の食材を使った新しいメニューの開発に

も積極的に取り組みます。皆さんのご利用よろしくお願いします。 

 

◇問合せ先 「グループかりん」（代表：松本政代） TEL・FAX（0771）42-3033 

      南丹市八木農村環境公園「氷室の郷」 TEL（0771）43-1128 


