
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１１４号（３の１）平成２２年１０月８日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『『『『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 

市政懇談会市政懇談会市政懇談会市政懇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～共に語ろう、これからのまちづくり～    

 

南丹市がスタートして４年が経過しました。これからは市民の皆さんと行政が協

働して地域の課題を解決し、新たなる南丹市のまちづくりを実現していく必要があ

ります。今回の市政懇談会は、市民の皆さんのまちづくりに対する思いや考えを市

長はじめ理事者や幹部職員が地域に出向いて直接お聞きし、市が行うさまざまな施

策に反映させることで、市民ニーズにあった市民主体のまちづくりを進めることを

目的として１１月８日から１１月２６日まで市内１２会場で開催します。どなたで

も、いずれの会場でも参加自由です。皆さんの参加をお待ちしています。 

日時 場所 

１１月８日（月）午後７時３０分～９時 胡麻基幹集落センター 

１１月１０日（水）午後７時３０分～９時 美山知井会館 

１１月１２日（金）午後７時３０分～９時 氷室の郷 

１１月１３日（土）午後１時３０分～３時 美山文化ホール１階会議室 

１１月１４日（日）午後１時３０分～３時 日吉市民センター 

１１月１５日（月）午後７時３０分～９時 川辺小学校 

１１月１７日（水）午後７時３０分～９時 美山農業振興総合センター 

１１月１８日（木）午後７時３０分～９時 日吉市民センター 

１１月２０日（土）午後１時３０分～３時 八木公民館３階大集会室 

１１月２１日（日）午後１時３０分～３時 園部公民館３階大研修室 

１１月２４日（水）午後７時３０分～９時 八木神吉地区自治振興会館 

１１月２６日（金）午後７時３０分～９時 西本梅小学校 

＜職員が出前講座に伺います＞ 

市の職員が講師となり、皆さんの地域に出向き、市の事業や施策などについて説

明する『地域づくり出前講座』を実施しています。テーマは、「協働のまちづくり」

「南丹市の子育て支援」「ごみの分別・排出方法とごみ処理の現状」など３４のテ

ーマを用意していますが、内容は申込者と相談し、活動にあった内容にさせていた

だきます。出前講座を希望される場合は、希望日の３週間前までに下記申込・問合

せ先にお申し込みください。（会場の手配やその経費、教材費が必要な場合は申込者

の負担となります）詳しい内容やテーマは、下記申込・問合せ先にお問い合わせく

ださい。また、南丹市ホームページの「南丹市地域づくり出前講座」

（http://www.city.nantan.kyoto.jp/demae/demae.html）にも掲載しています。 

 

◇申込・問合せ先 情報推進課 TEL（0771）68-0019 

ツキノワグマツキノワグマツキノワグマツキノワグマ出没出没出没出没によるによるによるによる注意喚起注意喚起注意喚起注意喚起についてについてについてについて    

  

京都府内でツキノワグマが人里へ出没し、３件の人身事故が発生しています。幸

いにも、命に別状のない程度の負傷でしたが、ひとつ間違えれば、命に係わる大き

なけがを負う恐れがありますので、下記事項について注意をお願いします。 

●●●●夜間夜間夜間夜間、、、、早朝早朝早朝早朝のののの行動行動行動行動にににに注意注意注意注意しましょうしましょうしましょうしましょう クマは、夕方から早朝にかけてエサ探しに

集中し、人の接近に気付かないこともあり危険です。山間部では笛や鈴、携帯ラ

ジオなどの音の出るものを身に付けて自分の存在を知らせることが大切です。茂

みなどで不審な物音がする場合、むやみに近づかないよう注意してください。 

●●●●集落集落集落集落にににに近近近近づかせないためづかせないためづかせないためづかせないため、、、、果実果実果実果実はははは早早早早くくくく収穫収穫収穫収穫しししし、、、、生生生生ゴミゴミゴミゴミはしっかりはしっかりはしっかりはしっかり管理管理管理管理しましょうしましょうしましょうしましょう    

クマは、柿や栗の実が好物です。今年はすでに人家そばでも甘柿の被害が発生し

ています。庭の柿を狙って出没する可能性が高いので、早めに収穫してください

また、エサとなる生ゴミや農作物の残り物やペットのエサを求めて出没すること

も考えられますので、適正管理をしてください。 

●クマクマクマクマをををを目撃目撃目撃目撃したらしたらしたらしたら近近近近づかないでづかないでづかないでづかないで、、、、市市市市やややや府府府府にににに連絡連絡連絡連絡しましょうしましょうしましょうしましょう クマの出没情報を聞

いた場合は、夜間の不要な外出を避けるなど注意してください。 

 

◇連絡・問合せ先 農林整備課 TEL（0771）68-0012 

   各支所 産業建設課 TEL 八木（0771）68-0024 

日吉（0771）68-0034 美山（0771）68-0043 

         南丹広域振興局森づくり推進室 TEL（0771）22-0426 

出会出会出会出会いいいい応援応援応援応援（（（（婚活婚活婚活婚活））））イベントイベントイベントイベント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    

 

るり渓温泉癒しの森で素敵な出会いを見つけてみませんか？高原バーベキューは

食材も厳選され、おいしさにほほも緩めばきっと会話もはずみます。 

●●●●日時日時日時日時 １１月１４日（日）午前１０時３０分～（受付：１０時～） 

●●●●場所場所場所場所 るり渓温泉ポテポテ広場内施設（ＪＲ園部駅、市役所からの送迎あり） 

●●●●対象対象対象対象 ４５歳以下の独身男女 ※男性は南丹市内在住の方。 

●内容内容内容内容 フリータイム＆キノコ狩り→ファーストインプレッションカード記入→バ

ーベキューパーティー→ゲーム・フリータイム→メッセージカード記入→エンデ

ィング・メッセージカード入り記念品 

●●●●定員定員定員定員 男女各１８人。定員になり次第締め切り。 ●参加費参加費参加費参加費 男女とも３，５００円 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １０月２９日（金）までに子育て支援課、各支所健康福祉課に備え付

けの申込用紙を郵送、ＦＡＸ、Eメールで下記申込・問合せ先に送付してくださ

い。※申込用紙は南丹市ホームページからも印刷可能です。 

●そのそのそのその他他他他 詳細は南丹市ホームページをご覧いただくか、下記申込・問合せ先にお

問い合わせください。 

 

◇申込・問合せ先  子育て支援課 TEL（0771）68－0017 FAX（0771）68－1166 

                Ｅメール kosodate@city.nantan.kyoto.jp 

  

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 】 ・出会い応援（婚活）イベントの参加者を募集します 

・市政懇談会を開催します 

・ツキノワグマ出没による注意喚起について 

・『振り込め詐欺』にご注意ください！ 

【 裏 】 ・「灯りの祭典」に伴う通行止め・街路灯消灯のお知らせ 

・排水設備の適切な維持管理をお願いします！ 

・第２８回南丹市八木駅伝競走大会参加者を募集します 

・八木公民館講座「第２回人権ビデオ鑑賞会」受講者募集 

・母親教室を開催します 

・なんたんテレビ番組表（１０月１６日～３１日） 

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

【 表 】 ・「ＫＹＯのあけぼのフェスティバル南丹」を開催します 

・女性相談日のお知らせ 

・野焼き（野外焼却）は、法律で禁止されています 

・ハチの駆除について 

・骨粗しょう症健診のお知らせ 

・休廃止マンガン鉱山労働従事者じん肺健診を実施します 

・１１月の母子保健事業日程表 

・歴史・健康ウオーキングの参加者を募集します 

【 裏 】 ・生活介護支援サポーター養成研修を開催します 

・平成２２年度「女性の館」文化祭のご案内 

・「お花教室」の参加者を募集します 

・子育てcomiカフェ「こじまや」１０月のイベント案内 

・「日本一の船井（まち）づくり」を開催します 

・神経・筋難病個別相談のご案内 

・美山育成苑「第１９回苑まつり」を開催します 

・中途失聴者・難聴者の集いを開催します 

・「きこえと補聴器の相談会」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 】 ・市営住宅美山中団地随時募集の中止について 

・美山かやぶきの里ワンデーマーチの参加者を募集します 

・ひよし水の杜フェスタ２０１０を開催します 

・ニュースポーツ教室を開催します 

・日吉町生涯学習センター休館日の完全実施について 

・第５回 ＮＡＮＴＡＮ ＢＥＡＴ ＦＥＳＴＩＶＡＬ 

・赤い羽根共同募金運動へのご協力について 

・第２回フリー託児ルーム開催のご案内 

・インターネット公売（不動産）のお知らせ 

【 裏 】 ・神吉花火交流会のお知らせ 

・「さくらちゃん」の着ぐるみを貸し出します 

・南丹サンサン祭２０１０を開催します 

・特産品一品「おせち」コンテストを開催します 

・まちなか再発見！『そのべ本陣・秋まつり』開催のご案内 

・京都府最低賃金のお知らせ 

・ぽこぽこくらぶ１０月の日程のお知らせ 

・京都府立ゼミナールハウスからのお知らせ 

・京都医療科学大学学園祭のご案内 

・明治国際医療大学 学園祭「たには祭」を開催します 

・文化博物館臨時休館と無料開放のお知らせ 

・「水仙の球根」をご提供ください 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母親教室母親教室母親教室母親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    

 

赤ちゃんとお母さんに大切な食事の話を聞いて、マタニティーヨガで体と心をほぐす、

心地良いひと時はいかがでしょうか。興味・関心のある方は、ぜひご参加ください。 

●日時日時日時日時 １１月２９日（月）午後１時３０分～４時（受付：午後１時１５分～） 

●場所場所場所場所 こむぎ山健康学園（園部保健福祉センター） 

●内容内容内容内容 栄養の話、マタニティーヨガ体験 

●持持持持ちちちち物物物物 母子手帳、バスタオル、５本指靴下（あれば） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １１月２６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・問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

八木公民館講座八木公民館講座八木公民館講座八木公民館講座「「「「第第第第２２２２回人権回人権回人権回人権ビデオビデオビデオビデオ鑑賞会鑑賞会鑑賞会鑑賞会」」」」受講者募集受講者募集受講者募集受講者募集    

 

八木公民館では９月から毎月１回人権ビデオ鑑賞会を開催しています。第２回は、ケ

ータイによる犯罪・事件に子どもが巻き込まれる事案が増えている現代社会の中、子ど

もがトラブルを起こして犯罪者や被害者にさせないようにはどうすればよいかをテーマ

としたビデオ『ケータイトラブル』を鑑賞します。皆さんのご参加をお待ちしています。 

●日時日時日時日時 １０月２３日（土）午前１０時～ ●場所場所場所場所 八木公民館１階和室 

●ビデオビデオビデオビデオ 『ケータイトラブル』（上映時間 約２５分） 

●受講対象受講対象受講対象受講対象 南丹市在住、在勤、在学の２０歳以上の方 ●受講料受講料受講料受講料 無料 

●参加方法参加方法参加方法参加方法 事前申し込み不要。当日直接会場にお越しください。 

 

◇問合せ先 八木公民館 TEL（0771）68-0026 

排水設備排水設備排水設備排水設備のののの適切適切適切適切なななな維持管理維持管理維持管理維持管理をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします！！！！    

  

＜下水道をお使いの皆さんへ＞ 

●宅内設備宅内設備宅内設備宅内設備のののの維持管理維持管理維持管理維持管理についてについてについてについて 各家庭で排水が接続されている分離マスは、台所か

ら出る細かい調理くずなどを分離するマスです。下水道に直接、油や残飯などを流す

と管の中で詰まります。台所に目の細かい“こし網”を付けたり、油は新聞紙で吸い取る

など、直接流さないでください。宅内の分離マスは、月に１～２回程度清掃をお願い

します。清掃しないと、分離マスや宅内の配水管が詰まり、最悪の場合、排水工事を

やり直さなければなりません。また、飲食店などの調理場施設からの排水は、油脂阻

集器（グリーストラップ）の定期的な清掃など、適切な維持管理に努めましょう。 

●分離分離分離分離マスマスマスマス（（（（グリーストラップグリーストラップグリーストラップグリーストラップ））））のののの清掃清掃清掃清掃のののの仕方仕方仕方仕方 家庭の台所から流れてくる排水を

最初に受けるマスで、固形物を除去するカゴが付いています。カゴにたまったご

み、マス内にたまったスカム（スポンジ状の浮遊物）や油脂類は紙で吸い取るな

どして、水気を切り、燃えるごみとして処理してください。 

●下水道下水道下水道下水道へへへへ流流流流してはいけないものしてはいけないものしてはいけないものしてはいけないもの 下水道に、水に溶けない紙や布類、ゴム類を流

すと、ポンプの故障の原因になります。ポンプが故障すると汚水が流れなくなり

マンホールから汚水があふれてしまいます。各家庭では、十分注意してください。 

＜浄化槽をお使いの皆さんへ＞ 

●浄化槽維持管理浄化槽維持管理浄化槽維持管理浄化槽維持管理についてについてについてについて 浄化槽が、正しく維持管理されることで衛生的で快適

な生活、河川の水質浄化が促進されます。浄化槽の取り扱いルールは「浄化槽法」

で下記の業務を行うよう定められています。これらを守り、浄化槽を正しく使用

し、適正な維持管理に努めてください。 

①保守点検業務（浄化槽法第10条） 毎年３回以上（浄化槽の種類により異なる）浄化

槽内の装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理・スカム（浄化槽

内に発生する浮遊固形物）や汚泥の状況を確認し、清掃・汚泥引抜時期の判定や消毒

剤の補充を行う保守点検業者に委託する業務です。 

②清掃汚泥引抜（浄化槽法第10条） 浄化槽の処理工程で発生する汚泥・スカムがたま

り過ぎると機能低下を招き、悪臭の発生する原因となるため、毎年１回以上（浄化槽

の種類により異なる）汚泥・スカムを引抜き、機械・装置の洗浄を行う清掃業者に委

託してください。 

③定期検査（浄化槽法第11条） 毎年１回浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機

能が十分に発揮されているかどうかを確認する、年１回の健康診断。大変重要な検査

です。 

 

◇問合せ先 下水道課 TEL（0771）68-0054 

第第第第２８２８２８２８回南丹市八木駅伝競走大会参加者回南丹市八木駅伝競走大会参加者回南丹市八木駅伝競走大会参加者回南丹市八木駅伝競走大会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    

 

●日時日時日時日時 １１月１４日（日）受付：午前８時３０分～ スタート：１０時  

●場所場所場所場所 八木運動公園 

●コースコースコースコース（６区間約16.6km）第１区（八木運動公園→吉富小学校3.5km）、第２区（吉

富小学校→新庄小学校3.5km）、第３区（新庄小学校→日置公民館2.6km）、第４区

（日置公民館→氷所集荷場 1.2km）、第５区（氷所集荷場→東部文化センター

3.1km）、第６区（東部文化センター→八木運動公園2.7km） 

●競技種別競技種別競技種別競技種別 一般の部（男・女）、中学生の部（男・女）、小学生の部（男・女） 

●チームチームチームチーム編成編成編成編成 ①チームは、監督１人、選手６人、補欠２人とします。 

②監督は選手を兼ねることができます。 

③選手編成は男女混合でも可能とします。ただしその場合は男子チ

ームでのエントリーとなります。 

●参加料参加料参加料参加料（（（（１１１１チームチームチームチーム）））） 一般の部：１，０００円、中学生の部：５００円、 

小学生の部：５００円（当日徴収） 

●参加申込参加申込参加申込参加申込 申込用紙に必要事項を記入し、１１月５日（金）午後５時までに八木

公民館、八木スポーツフォアオール、府立口丹波勤労者福祉会館のいずれかにお

申し込みください（申込用紙は申込先に備え付けています） 

●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） ●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 

「「「「灯灯灯灯りのりのりのりの祭典祭典祭典祭典」」」」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めめめ・・・・街路灯消灯街路灯消灯街路灯消灯街路灯消灯のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

 国民文化祭プレ大会「南丹ものづくりの祭典」の一環として、市役所前のシンボルロ

ードに約１，０００個の竹灯りを灯す「灯りの祭典」を開催します。それに伴い車輌通

行止めならびに街路灯の消灯をします。ご迷惑をお掛けしますがご協力をお願いします。 

●日時日時日時日時 １０月３０日（土）午後４時～１０時 ※雨天の場合は中止。 

●場所場所場所場所 市道上本町佛大線（園部町宮町地内 両側約２００ｍ） 

 

◇問合せ先 企画推進課（国民文化祭南丹市実行委員会事務局） TEL（0771）68-0003 

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１０月１６日～１０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 

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 

１０１０１０１０月月月月１６１６１６１６日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１７日（日）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１８日（月）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時

１９日（火）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

胡麻郷小学校胡麻郷小学校胡麻郷小学校胡麻郷小学校    運動会運動会運動会運動会    

１０１０１０１０月月月月１６１６１６１６日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

１７日（日）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

１８日（月）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

１９日（火）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

吉富小学校吉富小学校吉富小学校吉富小学校    運動会運動会運動会運動会    

日吉中央日吉中央日吉中央日吉中央・・・・興風保育所興風保育所興風保育所興風保育所    合同運動会合同運動会合同運動会合同運動会    

知井小学校知井小学校知井小学校知井小学校    運動会運動会運動会運動会 
１０１０１０１０月月月月１９１９１９１９日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２０日（水）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２１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    

南丹市役所からのお知らせです 

１０１０１０１０月月月月２１２１２１２１日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２２日（金）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

２３日 (土）7時・9時・12時・15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    「人権の花運動」ほか    

１０１０１０１０月月月月２１２１２１２１日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

２２日（金）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半   

２３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    

１０１０１０１０月月月月２３２３２３２３日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２４日（日）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

２５日（月）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２６日（火）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

八木八木八木八木小学校小学校小学校小学校        運動会運動会運動会運動会    

１０１０１０１０月月月月２３２３２３２３日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

２４日（日）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

２５日（月）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

２６日（火）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～    

大野小学校大野小学校大野小学校大野小学校    運動会運動会運動会運動会    

聖家族幼稚園聖家族幼稚園聖家族幼稚園聖家族幼稚園    運動会運動会運動会運動会    

平屋小学校平屋小学校平屋小学校平屋小学校    運動会運動会運動会運動会    

１０１０１０１０月月月月２６２６２６２６日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２７日（水）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２８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 

１０１０１０１０月月月月２８２８２８２８日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２９日(金) 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

３０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    

１０１０１０１０月月月月３０３０３０３０日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時 

３１日（日）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時    

１１月１日（月）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

   ２日（火）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

園部園部園部園部第二第二第二第二小学校小学校小学校小学校        運動会運動会運動会運動会    

１０１０１０１０月月月月３０３０３０３０日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半 

３１日（日）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半      

１１月１日（月）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

２日（火）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１１４号（３の２）平成２２年１０月８日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１１１１１１１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 

１１月５日（金） 乳児後期健診 H21.12.1～12.25生 

１１月１２日（金） 乳児前期健診 H22.7月生 

１１月１８日（木） １歳８カ月児健診 H21.2.6～3.7生 

１１月１９日（金） ３歳５カ月児健診 H19.5月生 

１１月２９日（月） 母親教室 妊婦 

１１月３０日（火） ２歳５カ月児健康相談 H20.5月生 

園部保健福祉センター 

(こむぎ山健康学園) 

１１月２５日（水） 離乳食教室 

生後５カ月～１歳ご

ろの乳児と保護者 

日吉保健福祉センター 

（はーとぴあ） 

※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 

休廃止休廃止休廃止休廃止マンガンマンガンマンガンマンガン鉱山労働従事者鉱山労働従事者鉱山労働従事者鉱山労働従事者じんじんじんじん肺健診肺健診肺健診肺健診をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

 

休廃止されたマンガン鉱山にかつて従事していた方を対象に、じん肺健康診断を

実施します。受診を希望される方は、下記申込・問合せ先にお申し込みください。 

●日時日時日時日時 １１月１９日（金）午後２時～４時 ●場所場所場所場所 日吉興風交流センター 

●対象者対象者対象者対象者 休廃止マンガン鉱山労働従事者で現在じん肺管理を受けておられない方 

●負担金負担金負担金負担金 １，０００円（当日、受付で徴収）※生活保護世帯の方は無料。 

●実施機関実施機関実施機関実施機関 （財）京都工場保健会 ●申込期限申込期限申込期限申込期限 １０月２６日（火） 

 

◇申込・問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

「ＫＹＯ「ＫＹＯ「ＫＹＯ「ＫＹＯのあけぼののあけぼののあけぼののあけぼの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南丹南丹南丹南丹」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

男女の人権が尊重され、その個性と能力が十分に発揮できる男女共同参画社会の実現

を目指し、京都府男女共同参画推進条例に基づき“「府民参画」と「協働」により、地域

の絆と信頼を築き、希望のもてる京都づくり”を進めることを目的として、ＫＹＯのあ

けぼのフェスティバルを開催します。皆さんお誘い合わせの上、ご来場ください。 

●日時日時日時日時 １０月２３日（土）午後１時３０分～ 

●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館３階第２．３会議室 

●講演講演講演講演 講師 竹之下雅代 氏（ウィズメンズカウンセリング京都） 

    テーマ「ＤＶと子ども虐待 母と子を守るために」 

 

◇問合せ先 市民課 TEL（0771）68-0005 

歴史歴史歴史歴史・・・・健康健康健康健康ウオウオウオウオーキングーキングーキング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［園部］秋のるり渓～深山コース。園部町の景勝地るり渓から北摂最高峰の深

山を征服します。秋の深山を高原の爽快感を味わいながらトレッキングしてください。 

●日程日程日程日程 １０月２４日（日） ※１０月２３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＝バス停「榎」―るり渓入り口―通天湖＝深山登山口―深山頂

上（昼食）―登山口＝園部公園（歩程約１０ｋｍ）                    

●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８時２０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３０分ごろ解散予定 

●対象対象対象対象 １人で１０ｋｍ以上歩ける方。（健康状態のすぐれない方は、参加を遠慮く

ださい。コース、自分の体力、体調を十分チエックされた上で参加ください） 

●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 保険証のコピー、弁当、水筒、汗ふきタオル、帽子、手袋 

●参加費参加費参加費参加費 一般：1,300円（バス代、保険代、資料代ほか）、会員：1,000円 

※今回はバスを利用しますので、定員になり次第締め切ります。１０月１９日以降

のキャンセルは、キャンセル料として1,000円いただきます。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １０月１９日（火）までに下記申込・問合せ先に電話でご連絡ください。 

※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 

野焼野焼野焼野焼きききき（（（（野外焼却野外焼却野外焼却野外焼却））））はははは、、、、法律法律法律法律でででで禁止禁止禁止禁止されていますされていますされていますされています    

 

「近所でごみを燃やしているため、煙や臭いが出て大変困っている」「煙で窓が開

けられない」など、野焼きによる苦情が寄せられています。野焼きは、次の場合を

除き法律で禁止されています。 

・農林業などを営む上でやむを得ないもの（焼畑、畦草・稲わらの焼却など） 

・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要なもの（とんど焼きなど） 

・災害の予防、応急対策または復旧のために必要なもの 

・たき火など、日常生活で通常行われる軽微なもの（キャンプファイヤーなど） 

※これら例外とされている場合でも、ビニール、プラスチックなどの焼却は、禁止

されています。また、大量の煙や臭いによって、近隣の生活環境に支障となる行

為は、改善命令や行政指導の対象となります。周辺に多大な迷惑を掛けないよう、

ごみの処分はルールに基づき適正に行い、野焼きは絶対にやめましょう。 

    

◇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 

女性相談女性相談女性相談女性相談日日日日のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

  

女性のさまざまな悩みを、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。家庭や職場、友人とのかかわり、夫のこと、恋人のこと、子どもの

ことなど、どんなことでもご相談ください。秘密は厳守します。（無料） 

●相談日相談日相談日相談日 １０月１３、２７日、１１月１０、２４日（第２、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 

骨粗骨粗骨粗骨粗しょうしょうしょうしょう症健診症健診症健診症健診のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

「骨粗しょう症」とは、骨量が少なくなって骨がもろくなり骨折の危険が高くなった状

態です。自覚症状が無いため気が付きにくく、健診をとおして現在の骨量を認識するこ

とで、生活習慣を改善し、将来骨折などで要介護状態になることを防止することにもつ

ながります。骨粗しょう症健診を受診いただき、骨粗しょう症対策に役立ててください。 

実施日 受付時間 場所 

午前９時３０分 ～１１時 日吉保健福祉センター １１月 ９日

（火） 午後１時３０分～３時３０分 八木保健福祉センター 

午前９時３０分～１１時 美山保健福祉センター １１月１６日

（火） 午後１時３０分～３時３０分 こむぎ山健康学園（園部保健福祉センター） 

※予約制となりますので、必ずお申し込みください。 

●健診内容健診内容健診内容健診内容 問診、骨密度測定（かかとの骨に超音波をあてて測定）、結果指導 

●対対対対象者象者象者象者 南丹市内在住の２０歳～おおむね７０歳までの女性 ●自己負担金自己負担金自己負担金自己負担金 無料 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １０月２２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・問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

ハチハチハチハチのののの駆除駆除駆除駆除についてについてについてについて    

 

毎年夏から秋にかけて、ハチの営巣活動が活発になり、ハチが大変攻撃的になり

ます。ハチの駆除は、専門的な知識や危険防止のための防具が必要です。いたずら

に巣を撤去しようとすると刺傷被害に遭うばかりか、生命の危険にさらされる場合

もあります。ハチの巣駆除の相談が寄せられますが、市では、個人の所有地や管理

地にあるハチの巣駆除は行っていません。直接、専門業者に依頼するなどして、駆

除してください。専門業者は、電話帳などでお調べいただくか、社団法人京都府ペ

ストコントロール協会（℡075-752-8071）へお問い合わせください。なお、市では、

ご自分でハチの巣駆除をされる方に、ハチ駆除用防護服を無料で貸し出しています。 

＜ハチ駆除用防護服の貸出＞ 

・防護服は、環境課ならびに各支所にあります。 

・借用願書に必要事項を記載願います。（申請者の印鑑が必要） 

・予約が込み合い多少お待ちいただく場合もあります。電話でお問い合わせください。 

＜こんなハチにもご注意ください！＞ 

最近、南丹市美山町においてチャイロスズメバチが確認されました。 

頭胸部が赤褐色、体全体が黒褐色をしており、良く見られるスズメバ 

チのように縞模様はありませんが、攻撃的な性格で、キイロスズメバ 

チやモンスズメバチの巣を乗っ取ることで知られています。スズメバ 

チの巣から見覚えの無いハチが出てきたときも、巣に近づいたり、ハ 

チを刺激したりしないようにして、必要に応じて駆除してください。 

 

◇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 

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年度年度年度年度「「「「女性女性女性女性のののの館館館館」」」」文化祭文化祭文化祭文化祭のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

「女性の館」では文化祭の催しとして、展示と体験講座を実施します。講座とサークル

活動のすばらしい作品をぜひご覧ください。そして、自分も作ってみたいと思われたら

サークルに声をお掛けください。また、手作り作品の販売も行います。入場は無料です。 

●日時日時日時日時 １０月２３日（土）午前１０時～午後５時、２４日（日）午前９時～午後４時 

●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館イベントホール 

●展示作品展示作品展示作品展示作品 さをり織り、フラワーアレンジメント、パッチワーク、さるぼぼ、ハ

ワイアンキルト、水彩画、きものリフォーム、絵手紙、生け花、エコクラフト、

クレイアート、貼り絵、編み物、押し花、玉飾り、グラスアート、書道、陶芸 

＜体験講座＞ 

●日時日時日時日時 １０月２３日（土）午後１時３０分～ ●参加費参加費参加費参加費 ８００円 

●内容内容内容内容 フラワーアレンジメント：美しい秋のアレンジが楽しめます。 

クレイアート：かわいい来年の干支づくりです。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １０月１６日（土）までに下記申込・問合せ先にお申し込みください。

文化祭当日参加も可能ですので、ご希望の方はお申し出ください。 

 

◇問合せ先 園部女性の館 TEL（0771）63-2986 

美山育成苑美山育成苑美山育成苑美山育成苑「「「「第第第第１９１９１９１９回苑回苑回苑回苑まつりまつりまつりまつり」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

●日時日時日時日時 １０月２４日（日）午前１０時～午後２時 ●場所場所場所場所 美山育成苑体育館 

●イベントイベントイベントイベント 和太鼓演奏（大野小学校児童）、吹奏楽演奏（亀岡市吹奏楽団）、ジャ

ズ演奏（佛教大学ジャズ倶楽部）、日用品バザー（午前１０時３０分～） 

●模擬店模擬店模擬店模擬店 たこ焼き、しめじご飯、うどん、パン、お好み焼き、みたらしだんご、おで

ん、飲み物、ポップコーン、フランクフルト、美山特産品、利用者の作品など 

●展示展示展示展示 利用者の生活・行事・作業風景の紹介、作品展示 

●おおおお願願願願いいいい 日用品バザーの品物を提供いただける方は下記問合せ先に連絡ください。 

 

◇問合せ先 美山育成苑苑まつり実行委員会 TEL（0771）75-1561 

神経神経神経神経・・・・筋難病個別相談筋難病個別相談筋難病個別相談筋難病個別相談のごのごのごのご案内案内案内案内    

  

病気や治療について心配のある方、気になる症状のある方は保健所にご相談ください。 

●日時日時日時日時 １１月２６日（金）午後１時３０分～４時３０分 ●場所場所場所場所 南丹保健所 

●対象対象対象対象 神経・筋難病で療養中の方、手足が振るえる、筋肉がやせる、力が入りに

くい、足がふらつく、話しにくいなどの症状のある方など 

●内容内容内容内容 専門医による個別相談 ●相談料相談料相談料相談料 無料 

●担当医担当医担当医担当医 独立行政法人国立病院機構宇多野病院 神経内科  須藤慎治 医長 

●定員定員定員定員 ６人（予約制：状況によりお断りすることがあります） 

 

◇申込・問合せ先 南丹保健所保健室 TEL（0771）62-2979 

「「「「おおおお花教室花教室花教室花教室」」」」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    

 

八木スポーツ・フォア・オールではお花教室の参加者を募集しています。初めて

の方にも簡単でとても楽しい教室です。教室への参加をお待ちしています。 

●日時日時日時日時・・・・内容内容内容内容 １０月２０日（水）午前１０時～ ハロウィンのアレンジ 

１１月１７日（水）午前１０時～ クリスマスのアレンジ 

１２月２２日（水）午前１０時～ お正月のアレンジ 

●受講料受講料受講料受講料 １回２，５００円（１２月のお正月用は３，５００円） 

●そのそのそのその他他他他 花バサミをお持ちの方は、持参してください。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 各日時の１週間前までに下記申込・問合せ先に電話でお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 スポーツ・フォア・オール TEL（0771）42-5366 

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    

 

＜開園４０周年丹波公園まつり＞ 

●日時日時日時日時 １０月２３日（土）～１１月７日（日） 

●内容内容内容内容 ①菊花展：中央広場特設会場で南丹市、京丹波町などの菊愛好家による作

品や菊の五重の塔展示など 

②京丹波町民俗芸能のつどい：１０月３１日（日）午後１時～公園体育館 

     出演：藤本吉利氏（和知出身、鼓童で活躍）、和知太鼓保存会、丹波八坂

太鼓保存会、瑞穂鼓太鼓、和知人形浄瑠璃会、小畑万歳保存会               

     入場料（チケット）高校生以上：1,200円、中学生以下：600円。チケッ

トは公園センター受付で販売しています。 

    ③口丹波ふるさと特産展うまいもの市：１１月３日（水・祝）午前１０時

～中央広場 

④京都丹波ロードレース大会：１１月３日（水・祝）午前１０時～ 

 

◇問合せ先 丹波自然運動公園 TEL（0771）82-0560 

「「「「日本一日本一日本一日本一のののの船井船井船井船井（（（（まちまちまちまち））））づくりづくりづくりづくり」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

 京都大学教授・ＮＰＯ法人ＥＥＦＡ理事長の芦田譲氏をお招きして、「日本一の船

井（まち）づくり」を開催します。南丹市は２００６年「１人あたりのごみ排出量」

が日本一少ない自治体と認められるといった全国に誇れる事があります。こういっ

た地域の良い所をもっともっと伸ばしていきたいという思いから今回の講演会を企

画しました。「美しくて豊かな環境」を次の世代に残すため、物を大切にし、資源を

有効に利用する循環型社会の構築に向けて地域レベル・住民レベルでの取り組み、

そして私たちが出来る事は何かを考える機会になる講演です。 

●日時日時日時日時 １０月１９日（火）午後７時３０分～８時４０分 

●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館コスモホール 

 

◇問合せ先 社団法人船井青年会議所 TEL（0771）62-2911 

子育子育子育子育ててててcomicomicomicomiカフェカフェカフェカフェ「「「「こじまやこじまやこじまやこじまや」」」」１０１０１０１０月月月月ののののイベントイベントイベントイベント案内案内案内案内    

 

「こじまや」は０～３歳の子育て親子のつどう場です。肩の力をぬいてほっこりし

ませんか。地産地消にこだわった親子ランチもあります。気軽にご来場ください。 

●イベントイベントイベントイベント日時日時日時日時・・・・内容内容内容内容  

・１０月１９日（火）午後１時～３時「きりさんの楽しい食育相談！！」 

・１０月２２日（金）午前１１時～１１時３０分「人形劇 赤ずきんちゃん」 

・１０月２９日（金）午前１０時３０分～１１時３０分「食のおはなし＆親子ク

ッキング！！」 

●通常通常通常通常オープンオープンオープンオープン 月・火・木・金 午前１０時～午後３時（ランチタイム午前１１

時３０分～午後１時３０分） 

●場所場所場所場所 小島屋旅館内（園部町新町64） 

 

◇問合せ先 子育てcomiカフェ「こじまや」 TEL（0771）62-0091（開設時のみ通じます） 

中途失聴者中途失聴者中途失聴者中途失聴者・・・・難聴者難聴者難聴者難聴者のののの集集集集いをいをいをいを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

聞こえに不自由を感じている方とその家族、聴覚障がい福祉関係者、障がい者福

祉に関心のある方を対象に、中途失聴者・難聴者の集いを開催します。口丹・乙訓

地域在住の方が対象です。  

●日時日時日時日時 １１月１６日（火）午前１１時～ ●場所場所場所場所 しょうざん光悦芸術村 

※ＪＲ二条駅西口、阪急西院駅から送迎バスあり。いずれも午前１０時４０分発。 

●内容内容内容内容 昼食交流会とボーリングまたは型染め体験（選択制） 

●参加費参加費参加費参加費 １，５００円～２，０００円（参加人数により変動。現地で集金） 

●申込締切申込締切申込締切申込締切 １１月５日（金） 

 

◇申込・問合せ先 ふない聴覚言語障害センター TEL・FAX（0771）63-6448 

「「「「きこえときこえときこえときこえと補聴器補聴器補聴器補聴器のののの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    

 

ふない聴覚言語障害センターでは、きこえの相談や補聴器相談を、毎月第４水曜

日に行っていますので、気軽にご相談ください。 

日程 時間 場所 相談内容 

１０月２７日（水） 補聴器相談 

１１月２４日（水） 補聴器相談 

１２月２２日（水） 

午後１時～３時 

ふない聴覚言語

障害センター 

（園部公民館２階） 聴力測定、きこえの相談 

※今年度の実施予定 聴力測定・きこえの相談：１２、１月 

 補聴器相談（毎月第４水曜日）：１０、１１、２、３月 

●対象者対象者対象者対象者 難聴者・中途失聴者、その家族など、聞こえにくい方や補聴器を必要と

されている方 

●相談料相談料相談料相談料 無料（ただし、補聴器修理費用、電池代などは実費負担です） 

●内容内容内容内容 聴力測定：予備検査程度の簡単な聴力測定 

きこえの相談：福祉機器、福祉制度などの相談 

補聴器相談：補聴器の調整・修理・電池交換・購入・試聴などの相談 

●そのそのそのその他他他他 事前申込は不要です。当日、直接会場までお越しください。先着順です。

身体障害者手帳・補聴器をお持ちの方は、持参してください。 

※言語聴覚士によるきこえの相談を希望の方は、下記問合せ先にお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 ふない聴覚言語障害センター TEL・FAX（0771）63-6448 

生活介護支援生活介護支援生活介護支援生活介護支援サポーターサポーターサポーターサポーター養成研修養成研修養成研修養成研修をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

生活介護支援サポーターは、地域における高齢者や子育て世代、障がいのある方を対

象とした生活・介護に関係する住民主体のサービスや助け合い活動の担い手のことです。

少子高齢化が進むにつれて、価値観やニーズが多様化し、公的なサービスだけでなく市

民による支え合いやボランティア活動、生活支援サービスが求められています。 

●日日日日程程程程 １１月１１日（木）～平成２３年２月８日（火）のうち８日（８講座）を２回開催 

●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館、園部公民館、南丹市役所、遊ｙｏｕひよし 

●内容内容内容内容 市の福祉動向、高齢者・障がい者・子どもとのコミュニケーション、実践

者の体験談など 

※詳しい日程や内容などは下記問合せ先にお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 南丹市社会福祉協議会 TEL（0771）72-3220 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１１４号（３の３）平成２２年１０月８日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第第第５５５５回回回回    ＮＡＮＴＡＮＮＡＮＴＡＮＮＡＮＴＡＮＮＡＮＴＡＮ    ＢＥＡＴＢＥＡＴＢＥＡＴＢＥＡＴ    ＦＥＳＴＩＶＡＬＦＥＳＴＩＶＡＬＦＥＳＴＩＶＡＬＦＥＳＴＩＶＡＬ    

 

南丹市の和太鼓の祭典「第５回 ＮＡＮＴＡＮ ＢＥＡＴ ＦＥＳＴＩＶＡＬ」を開催し

ます。南丹市内で活動している和太鼓団体と児童生徒が、日ごろの成果を披露します。 

●日時日時日時日時 １０月２３日（土）正午開場、午後０時３０分開演  

●場所場所場所場所 園部公民館大ホール ●入場料入場料入場料入場料 無料 

●出演団体出演団体出演団体出演団体 学校：園部小学校ふれあい太鼓・園部第二小学校６年生・摩気小学校・ 

川辺小学校太鼓クラブ・西本梅小学校太鼓クラブ・神吉小学校・大野小学校・園

部中学校・京都府立淇陽学校、一般：小山太鼓・鼓魂 

※駐車場は、南丹市役所駐車場・園部公園駐車場をご利用ください。 

 

◇問合せ先 なんたんビートフェスティバル実行委員会事務局（社会教育課） TEL（0771）68-0057 

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    不動産不動産不動産不動産（（（（京都地方税機構公売公告京都地方税機構公売公告京都地方税機構公売公告京都地方税機構公売公告））））    

売却区分番号 名称、数量、性質及び所在 見積価額 公売保証金 

山城－００１ 

南丹市日吉町胡麻口野部谷 

10番25 宅地211.96㎡ 

1,323,000円 140,000円 

特機－００１ 

南丹市日吉町胡麻猫鼻11番26 

宅地166.62㎡ 

1,091,000円 110,000円 

特機－００２ 

南丹市日吉町胡麻猫鼻11番89 

宅地174.23㎡ 

1,128,000円 113,000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    １０月１５日（金）午後１時～１０月２７日（水）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））））    １１月２日（火）午後１時～１１月９日（火）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」「ＹＡＨＯ

Ｏ！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。（１０

月１５日からご覧いただけます） 

 

◇ネット公売に関する問合せ・物件（特機）に関する問合せ先 

京都地方税機構本部特別機動室 TEL 075-414-4444 

◇物件（山城）に関する問合せ先  

京都地方税機構山城中部地方事務所 TEL 0774-46-6567 

美山美山美山美山かやぶきのかやぶきのかやぶきのかやぶきの里里里里ワンデーマーチワンデーマーチワンデーマーチワンデーマーチ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    

  

１１月３日（水・祝）、美しい日本の歩きたくなる道５００選選定コース（１８キ

ロ 北かやぶきの里コース）やファミリー向けの全国遊歩１００選選定コース（１２

キロ 虹の湖コース）を健康づくりや人々とのふれあいの場として楽しく歩いてみ

ませんか。毎年、近隣の府県はもちろんのこと、全国各地からの参加者もあり、歩

きながら交流もできて、景観を楽しみながら和やかな大会となっています。詳しく

は、社会教育課、八木公民館、日吉町生涯学習センター、市役所美山支所に備え付

けのチラシをご覧ください。なお、当日は美山ふるさと祭りも同時開催しており、

美山ならではの加工食品などの販売もしています。 

 

◇問合せ先 社会教育課美山担当 TEL（0771）68-0044 

ニュースポーツニュースポーツニュースポーツニュースポーツ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    

 

少しでも多くの市民の皆さんにスポーツを親しんでいただくとともに生涯スポー

ツの振興を目的に各地域でニュースポーツ教室を開催します。誰でも簡単に、また

気軽にできるスポーツですので、気軽にご参加ください。 

●日時日時日時日時・・・・場所場所場所場所 １０月２５日（月）八木中学校体育館 

１０月２７日（水）美山中学校体育館 

       １０月２８日（木）園部第二小学校体育館 

１０月２９日（金）はーとぴあ体育館 

※いずれも、午後７時３０分から受付、午後８時～１０時実施。 

●内容内容内容内容 ビーチボールとフロッカーの２種目です。 ●参加料参加料参加料参加料 無料 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 事前申し込みは不要。当日、会場にお越しください。 

●そのそのそのその他他他他 体育館シューズ、運動のできる服装でご参加ください。水分補給など健

康管理は各自で行ってください。 

 

◇問合せ先 南丹市体育指導委員会事務局（社会教育課） TEL（0771）68-0014 

赤赤赤赤いいいい羽根共同募金運動羽根共同募金運動羽根共同募金運動羽根共同募金運動へのごへのごへのごへのご協力協力協力協力についてについてについてについて    

 

皆さんのご理解、ご協力に支えられ、今年で６４回目を迎える「赤い羽根共同募金運

動」を１０月１日から１２月３１日まで「じぶんの町を良くするしくみ」を合言葉に全

国一斉に展開します。南丹市では、このたび地域活動を担っていただいている方に参画

いただき「南丹市共同募金委員会」を設立し、皆さんにとって分かりやすく、参加しや

すい運営を行うとともに、地域の福祉活動の輪が広がるような助成を行いたいと考えて

います。例年、区長さんを通じてお世話になっている１０月の「赤い羽根共同募金」と

１２月の「歳末たすけあい募金」の各戸募金を、今年度から一括してお願いさせていた

だきます。南丹市共同募金委員会では、今年度の募金を「障がい者福祉の理解・充実」

をテーマに、地域福祉の充実のために地域で活動中のグループやボランティアに対する

助成を考えています。皆さんの温かいご支援、ご協力をお願いします。 

 

◇問合せ先 南丹市共同募金委員会事務局 

南丹市社会福祉協議会 TEL（0771）43-0551 

社会福祉課 TEL（0771）68-0007 

日吉町生涯学習日吉町生涯学習日吉町生涯学習日吉町生涯学習センターセンターセンターセンター休館日休館日休館日休館日のののの完全実施完全実施完全実施完全実施についてについてについてについて    

  

１１月１日（月）から生涯学習センターの休館日（月曜日）は職員が勤務しない

完全休館日に移行することとしましたので、お知らせします。 

移行日以降は、生涯学習センターや社会体育施設の利用手続き、社会教育事業な

どに係る問い合わせなどは、火曜日から日曜日の午前８時３０分から午後５時１５

分までにお願いします。 

休館日（月曜日）の緊急・その他の連絡などは、下記問合せ先にご連絡ください。 

なお、図書室はこれまで同様の運営を行います。（月曜日と祝日および毎月最終木

曜日は休室。開室時間は平日午前９時から午後６時時まで、土・日は午前９時から

午後５時までです） 

 

◇問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 

ひよしひよしひよしひよし水水水水のののの杜杜杜杜フェスタフェスタフェスタフェスタ２０１０２０１０２０１０２０１０をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

日吉の特産物や食べ物の模擬店、フリーマーケット、防災フェア、文化祭展示、

ダム施設見学会など多彩な催しがあり、ステージでは保育所園児による太鼓演奏、

爆笑ライブ、歌謡ショーなど盛りだくさんのイベントを予定しています。 

●日時日時日時日時 １０月２４日（日）午前１０時～午後３時（雨天決行） 

●場所場所場所場所 スプリングスパーク 

●ステージステージステージステージ 南丹船井交通安全大会（京都府警音楽隊カラーガード隊、よさこいダ

ンス）、よしもと爆笑ライブ（出演：シャンプーハット、Ｓｐａｎ）、歌謡ショー

（出演：川井聖子）、南丹・京丹波木材まつり表彰式など 

 

◇問合せ先  ひよし水の杜フェスタ実行委員会事務局（日吉支所地域総務課） 

TEL（0771）68-0030 

市営住宅美山中団地随時募集市営住宅美山中団地随時募集市営住宅美山中団地随時募集市営住宅美山中団地随時募集のののの中止中止中止中止についてについてについてについて    

 

９月２４日発行のお知らせなんたん第１１３号に掲載した市営住宅（特定公共賃

貸住宅募集）のうち、美山中団地は事情により当分の間募集しないこととしますの

でお知らせします。募集を開始する際には、改めてお知らせします。 

 

◇問合せ先 住宅課 TEL（0771）68-0062 

第第第第２２２２回回回回フリーフリーフリーフリー託児託児託児託児ルームルームルームルーム開催開催開催開催のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

お子さんとちょっと離れてリフレッシュしませんか？南丹市にお住まいの方なら、ど

なたでもご利用になれます。買い物、友達との食事などにご利用ください。お子さんは、

南丹市ファミリー・サポート・センターの「おまかせ会員」さんがお預かりします。 

●日時日時日時日時 １０月２９日（金）午前１０時～午後４時（この間で送迎は自由です） 

●場所場所場所場所 日吉はーとぴあ（南丹市日吉保健福祉センター）２階 

●対象年齢対象年齢対象年齢対象年齢 生後６カ月～就学前のお子さん ●利用料利用料利用料利用料 １回７００円 

●定員定員定員定員 １０人程度 ※事前予約必要。定員になり次第締切。 

●そのそのそのその他他他他 ・お昼をはさんで託児を希望される方はお弁当の準備をお願いします。 

     ・１階和室で「子育て相談おしゃべりルーム」を開きます。 

・送迎は保護者で行ってください。 

 

◇問合せ先 南丹市社会福祉協議会・本所 TEL（0771）72-3220 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特産品一品特産品一品特産品一品特産品一品「「「「おせちおせちおせちおせち」」」」コンテストコンテストコンテストコンテストをををを開催開催開催開催しますしますしますします    

    

 おせちコンテストを開催し、家庭のおせち料理を幅広く公募します。レシピ集の

発行などにより、伝統文化の継承を図ります。ぜひ、ご応募ください。 

●日程日程日程日程 １１月１３日（土） ●場所場所場所場所 道の駅京都新光悦村 

●応募資格応募資格応募資格応募資格 南丹市在住の方、丹波・南丹地域出身の「道の駅京都新光悦村」利用者 

●出品内容出品内容出品内容出品内容 おせち料理（１人で複数点数応募可）※展示用・審査試食用を用意ください。 

●申申申申込方法込方法込方法込方法 １１月５日（金）までに下記問合せ先に連絡してください。出品用の

器をお渡しします。 

 

◇問合せ先 園部町つつじの会 TEL（0771）63-5035 

「「「「さくらちゃんさくらちゃんさくらちゃんさくらちゃん」」」」のののの着着着着ぐるみをぐるみをぐるみをぐるみを貸貸貸貸しししし出出出出しますしますしますします    

 

南丹市イメージキャラクター「さくらちゃん」の着ぐるみを貸し出します。（有料） 

使用内容など詳しくは、下記問合せ先にお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 南丹市商工会青年部 TEL（0771）42-5380 

南丹南丹南丹南丹サンサンサンサンサンサンサンサン祭祭祭祭２０１０２０１０２０１０２０１０をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

三輪車レースをメインイベントに、３Ｒ（ﾘﾃﾞｭｰｽ・ﾘﾕｰｽ・ﾘｻｲｸﾙ）協賛イベントとして

環境に優しいイベントを目指して開催します。皆さんのご来場をお待ちしています。 

●日時日時日時日時 １０月３１日（日）午前１０時～午後４時３０分 ●場所場所場所場所 園部公園 

●内容内容内容内容 ４時間耐久三輪車レース、サンサンマーケット（フリーマーケット）、うま

いもん市（焼きそば、クレープなど。うまいもん市ではリユース食器を使用しま

すのでご協力お願いします）、巨大迷路 

＜４時間耐久三輪車レースの出場者募集＞ 

●参加料参加料参加料参加料 １チーム：５，０００円（保険料を含む） 

●賞典賞典賞典賞典 １位～３位まで表彰。入賞チームに豪華商品。特別賞、参加賞あり。 

●競技内容競技内容競技内容競技内容 １周約３００ｍの特設コースにおいて、４時間での周回数を競います。

１チーム４～５人（監督＋選手４人）で４人の場合は監督が選手を兼ねる。選手

が小中学生だけのチームは大人の監督が必要。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １０月１８日（月）までに下記申込・問合せ先にお申し込みください。 

＜サンサンマーケットの出店者募集＞ 

●出店料出店料出店料出店料 １ブース（３ｍ×３ｍ）：１，０００円 

●出店要項出店要項出店要項出店要項 ①飲食物、医療品、危険物、生物、盗品、法律で販売が禁止・規制さ

れているものの出店はお断りします。 

②販売業者、露天商などのプロはお断りします。 

③当日でも主旨に反する場合は出店許可を取り消します。 

④ブースは１人１ブースのみとし、手荷物ブースのみの出店とします。

車ブースでの出店はできません。  

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １０月１８日（月）までに下記申込・問合せ先にお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市商工会青年部 TEL（0771）42-5380 

神吉花火交流会神吉花火交流会神吉花火交流会神吉花火交流会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

澄みきった秋の夜空に咲く花を見にいきませんか？障がいのある人も、地域の人もみ

んなで花火を楽しみましょう。カレーや焼きいもをみんなで一緒に作りましょう！ 

●日時日時日時日時 １０月１４日（木）午後５時～７時３０分 ●参加費参加費参加費参加費 １００円 

●場所場所場所場所 神吉小学校（障がい者トイレあり） ※送迎が必要な方はご相談ください。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市社会福祉協議会 TEL（0771）43-0551 

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陣本陣本陣本陣・・・・秋秋秋秋まつりまつりまつりまつり』』』』開催開催開催開催のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

園部町本町と新町に、かつての山陰街道の面影を残す町並みが今も残っています。こ

のかいわいで「食」を核にした三世代交流イベントを開催します。（来場無料） 

●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） 

●催事内容催事内容催事内容催事内容 そのべうまいもん市、手づくり市、枝豆・じゃがいも・いも詰め放題、

本陣売店、本陣喫茶、太鼓演奏、よさこい演舞、能面展示、嵯峨御流生花展、絵

手紙展示、おでかけ子育て広場、マイ箸・マイ茶碗作り、ゲーム大会 

●協賛協賛協賛協賛 嵯峨御流淇水会、面友会 ●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 

※イベント開催に伴い車輌通行止を行います。ご迷惑をお掛けしますがご協力をお

願いします。 

 

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

京都医療科学大学京都医療科学大学京都医療科学大学京都医療科学大学学園祭学園祭学園祭学園祭ののののごごごご案内案内案内案内    

 

●日時日時日時日時 １０月２３日（土）午前１０時～※雨天決行。 ●場所場所場所場所 京都医療科学大学 

●内容内容内容内容 模擬店（焼きそば、たい焼き、ワッフル、フライドチキン、綿菓子、たこ

焼きなど）、ＪＡＺＺライブ、学生による子ども向け体験教室（紙相撲や紙飛行機

の作成）、学内の最新医療機器の見学（MRI装置、CT装置、X線透視撮影システム、

核医学診断装置など） 

●主催主催主催主催 京都医療科学大学学園祭実行委員会 

 

◇問合せ先 京都医療科学大学 TEL（0771）63-0066 

京都府最低賃金京都府最低賃金京都府最低賃金京都府最低賃金のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

 京都府最低賃金（地域別最低賃金）を１０月１７日から２０円引き上げて７４９

円（時間額）に改正します。詳細は下記問合せ先にお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 京都労働局労働基準部賃金室 TEL 075-241-3215 

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    

 

＜アートにふれる２日間ｉｎＫＥＩＨＯＫＵ＞ 

１０月１６日（土）、１７日（日）の２日間、工芸作家がゼミに集合。陶芸、木工、

金属、ガラス、皮革、紙など、手作りの温もりがいっぱいのアート＆クラフトフェ

ア。手作り体験もあります。 

＜山里に暮らす作家展＞ 

１０月２４日（日）まで山里で感性を磨く３０人の工芸作家の作品を展示していま

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。 

 

◇問合せ先：京都府立ゼミナールハウス TEL（0771）54-0216 

ぽこぽこくらぶぽこぽこくらぶぽこぽこくらぶぽこぽこくらぶ１０１０１０１０月月月月のののの日程日程日程日程のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

  

  子育て家庭の親子で自由に過ごす「親子ひろば」と保育付き講座「親のためのひ

ろば」 を行うぽこぽこくらぶを八木町で開催しています。気軽にお越しください。 

●日程日程日程日程などなどなどなど  １０月１２日（火）親子ひろば 

       １０月１４日（木）外カフェ（保育付。先着７人。参加費２００円） 

       １０月２１日（木）外カフェ（保育付。先着７人。参加費２００円） 

       １０月２２日（金）親子ひろば  

       １０月２６日（火）ハッピー子育て講座（参加費２００円） 

       １０月２８日（木）親子ひろば ハロゥイン 

※外カフェの予約は下記問合せ先にお願いします。 

●時間時間時間時間 午前１０時～午後１時 ●場所場所場所場所 八木保健福祉センター  

●後援後援後援後援 南丹市、南丹市教育委員会 

 

◇問合せ先 グローアップ TEL 080-3857-8119 

明治国際医療大学明治国際医療大学明治国際医療大学明治国際医療大学    学園祭学園祭学園祭学園祭「「「「たにはたにはたにはたには祭祭祭祭」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

「たには祭」は今年で第３３回迎え、１０月１６日（土）・１７日（日）の両日、

明治国際医療大学キャンパスで盛大に開催します。入場は無料で、駐車場もありま

す。詳しくはホームページをご覧ください。（http://www.meiji-u.ac.jp） 

＜１０月１６日（土）午前１０時３０分～午後７時３０分＞ 

●内容内容内容内容 10：30～オープニングセレモニー、11：00～地元有志「舞夢」、12：00～早食い

大会、15：00～これができたら○○、17：00～○×ゲーム、18：00～MILKBARライブ、

19：00～涼空花火大会 

＜１０月１７日（日）午前１０時～午後５時＞ 

●内容内容内容内容 10：30～馬とのふれあいor乗馬、11：00～クイズ大会 、13：00～学生漫才マ

ンハッタンマンハッタン、14：00～波多野昭ライブ、15：00～軽音ライブ 

 

◇問合せ先 明治国際医療大学 学生・就職チーム TEL（0771）72-1183 

「「「「水仙水仙水仙水仙のののの球根球根球根球根」」」」をごをごをごをご提供提供提供提供くださいくださいくださいください    

 

美山町女性の集い連絡会では、秋に美山の道路沿線に「人権の花・水仙」の植え

込みを行います。市民課、各支所健康福祉課、美山地域各振興会窓口に「球根ポス

ト」を設置しますので、球根を提供いただける方は、１０月２５日（月）までにご

協力をお願いします。 

 

◇問合せ先 美山支所健康福祉課（美山町女性の集い連絡会事務局） TEL（0771）68-0041 

文化博物館臨時休館文化博物館臨時休館文化博物館臨時休館文化博物館臨時休館とととと無料開放無料開放無料開放無料開放のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

「南丹ものづくりの祭典」および「美と和で輪ぶ南丹文化ジョイントプログラム」

が１０月３０日（土）、３１日（日）に開催されます。これに伴い、会場となる文化

博物館では、展示準備および撤収などに必要な下記の期間、臨時休館とさせていた

だきます。なお、「南丹ものづくりの祭典」及び「美と和で輪ぶ南丹文化ジョイント

プログラム」の開催期間中は入館無料となります。 

●休館期間休館期間休館期間休館期間 １０月１９日（火）～１１月５日（金） ※10月30日、31日除く。 

 

◇問合せ先 文化博物館 TEL（0771）68-0081 


