
平成平成平成平成２３２３２３２３年度南丹市立幼稚園入園申年度南丹市立幼稚園入園申年度南丹市立幼稚園入園申年度南丹市立幼稚園入園申しししし込込込込みみみみについてについてについてについて    

  

●幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園とはとはとはとは 幼稚園は、幼児の教育の機会均等と就学前教育の充実を図るため、学校

教育法に基づき、幼児を保育し健全な心身の発達を保障することを目的としています。 

●入園条件入園条件入園条件入園条件 南丹市に住民登録し、実際に生活をしている家庭の満３歳から小学校

就学までの幼児（転入予定を含む） 

●保育料保育料保育料保育料 月額７，０００円 

※通園バス利用者は、別に２，０００円が必要となります。 

※八木中央幼稚園の通園者は、給食費３，５００円が必要となります。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法  

①受付期間 １１月１日（月）～１９日（金）※土・日・祝日は除きます。 

②受付時間 各幼稚園、市役所・各支所の開園（庁）時間内 

③受付場所 園部幼稚園、八木中央幼児学園、子育て支援課、学校教育課、各支

所健康福祉課 

※募集要項、申込用紙は、各受付場所に備え付けています。 

※定員の関係から希望される幼稚園に入園できない場合があります。 

●市立幼稚園市立幼稚園市立幼稚園市立幼稚園のののの概要概要概要概要 ※入園対象児の年齢は、平成２３年４月１日現在の年齢 

幼稚園名 所在地 定員 入園対象児 

園部幼稚園 園部町小桜町44番地 ２１０人 ３～５歳児 

八木中央幼児学園 

（短時部） 

八木町西田河原條42番地 ２１０人 ３～５歳児 

 

◇問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

      園部幼稚園 TEL（0771）68-0083 

八木中央幼児学園 TEL（0771）42-5189 

平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度「「「「すこやかすこやかすこやかすこやか学園学園学園学園」」」」入園申入園申入園申入園申しししし込込込込みについてみについてみについてみについて    

  

●幼児幼児幼児幼児のののの館館館館「「「「すこやかすこやかすこやかすこやか学園学園学園学園」」」」とはとはとはとは 市内の就園前の幼児が、遊び場と遊びの友達を

通して、心身ともに健全な発達をするように促すとともに、親が子育てについて

共に学びあい育ちあうことを目的としています。 

●入園対象者入園対象者入園対象者入園対象者 南丹市に住民登録し、実際に生活をしている家庭の満２歳児とその

保護者（転入予定を含む）。※保護者同伴での就園を原則とします。 

●開設日開設日開設日開設日・・・・時間時間時間時間 ※クラス編成は、すこやか学園で行います。 

 クラス①…毎週月曜（午前）と木曜（午前）、クラス②…毎週火曜（午前）と金曜（午前） 

●保育料保育料保育料保育料 月額２，０００円 

●申込方法申込方法申込方法申込方法  

①受付期間 １１月１日（月）～１９日（金）※土・日・祝日は除きます。 

②受付時間 各幼稚園、市役所・各支所の開園（庁）時間内 

③受付場所 園部幼稚園、八木中央幼児学園、子育て支援課、学校教育課、各支

所健康福祉課 

※募集要項、申込用紙は、各受付場所に備え付けています。 

※定員を超過した場合は、受付期間終了後、抽選により入園者を決定します。 

●すこやかすこやかすこやかすこやか学園学園学園学園のののの概要概要概要概要 ※入園対象児の年齢は、平成２３年４月１日現在の年齢 

幼稚園名 所在地 定員 入園対象児 

幼児の館 

「すこやか学園」 

園部町小桜町44番地 

（園部幼稚園内） 

４０組 

（各クラス２０組） 

２歳児 

 

◇問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

      園部幼稚園・すこやか学園 TEL（0771）68-0083 

平成平成平成平成２３２３２３２３年度南丹市立保育所入所申年度南丹市立保育所入所申年度南丹市立保育所入所申年度南丹市立保育所入所申しししし込込込込みについてみについてみについてみについて    

 
●保育所保育所保育所保育所にににに入所入所入所入所できるできるできるできる基準基準基準基準 保育所は、保護者から委託を受けて保育に欠ける児童

を保育する事を目的とする施設です。保育所へ入所できる児童は、南丹市に居住

（住民登録など）し、両親および両親以外の同居の親族などが就労や疾病などの

ために児童を保育できない場合に限ります（就労などの証明が必要となります）。

詳しくは募集要項（入所のしおり）に記載していますので確認してください。 

●入所申込入所申込入所申込入所申込  

①受付期間 １１月1日（月）～１９日（金）※土・日・祝日は除きます。 

②受付時間 各保育所、市役所・各支所の開所（庁）時間内 

③受付場所 各保育所、子育て支援課、各支所健康福祉課 

※入所のしおり、申込用紙は各受付場所に備え付けています。 

●必要書類必要書類必要書類必要書類 ①保育所入所申込書 

      ②就労などの証明書（事業所など雇用先の証明を受けていただきます） 

      ③課税証明書（平成２２年１月１日以降に南丹市に転入された方のみ） 

※定員の関係から、希望される保育所に入所できない場合があります。 

●市立保育所市立保育所市立保育所市立保育所のののの概要概要概要概要 

保育所名 入所対象児 

園部保育所 １歳児～５歳児 

城南保育所 ０歳児（満６カ月以上）～５歳児 

八木中央幼児学園（長時部） １歳児～５歳児 

八木東幼児学園 ０歳児（満６カ月以上）～５歳児 

胡麻保育所 １歳児～５歳児 

日吉中央保育所 ０歳児（満１歳以上）～５歳児 

興風保育所 １歳児～５歳児 

みやま保育所 ０歳児（満１歳以上）～５歳児 

知井保育所 １歳児～５歳児 

※入所対象児の年齢は、平成２３年４月１日現在の年齢です。ただし（ ）書の年

齢に達した後に入所可能です。 

 

◇問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

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。秘密厳守。相談無料。 

●日程日程日程日程 １１月９日（火）、２４日（水） ●時間時間時間時間 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 開催日の前日までに下記問合せ先にお申し込みください。 

 

◇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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１１５号（３の１）平成２２年１０月２２日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 】 ・平成２３年度南丹市立幼稚園入園申し込みについて 

・平成２３年度南丹市立保育所入所申し込みについて 

・平成２３年度「すこやか学園」入園申し込みについて 

・多重債務無料法律相談のご案内 

【 裏 】 ・市営住宅（特定公共賃貸住宅）の入居者を随時募集しています 

・南丹市青少年すこやかフォーラムを開催します 

・南丹市競争入札参加資格審査申請の受付について 

・なんたんテレビ番組表（１１月１日～１５日） 

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

【 表 】 ・麻しん風しん予防接種を受けましょう 

・健康プール教室（Ⅱ期）の参加者を募集します 

・平成２２年度南丹市グループワーク事業のお知らせ 

・男性の高血圧・糖尿病予防料理教室を開催します 

・健康いきいき教室を開催します 

・高血圧予防料理教室を開催します 

・１１月は児童虐待防止推進月間です 

【 裏 】 ・平成２２年度第４回南丹市ボランティア交流会を開催します 

・ＡＰＥＣ警備へのご理解とご協力をお願いします 

・南丹地域ワンストップ・サービス・デイを開催します 

・調停相談を開設します 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

・鈴江昭記念ウインドオーケストラ演奏会２０１０ 

・農芸祭２０１０を開催します 

・『来て！ みて！ カタリナ』（一般対象）を開催します 

・グラウンド・ゴルフ大会の参加者を募集します 

・ゼミナールハウスからのお知らせ 

・「ＴＡＳＫ祭」「ＫＡＳＤ祭」開催のご案内 

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

【 表 】 ・南丹市放課後児童クラブ平成２３年度の募集について 

・廃油キャンドルを作ってみませんか？ 

・小山東町土地区画整理事業の事業計画変更の縦覧について 

・パパ講座「ものづくり教室」マイ箸づくりのお知らせ 

・１１月は「カフェよっといで」番外編を開催します 

     ・南丹市秋季火災予防運動を実施します 

     ・第３回レインボーカップ・バスケットボール大会を開催 

     ・身近な森林環境を楽しみませんか 

【 裏 】 ・南丹市あいさつキャンペーン 

・「難聴者教室」のお知らせ 

・「経営力強化セミナー」開催のご案内 

・毒物劇物危害防止運動について 

・ＮＰＯグローアップからのお知らせ 

・京都府視覚相談会のお知らせ 

・第３６回北桑田高校美山分校文化祭を開催します 

・＜○○地域版お知らせ＞� 
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市営住宅市営住宅市営住宅市営住宅（（（（特定公共賃貸住宅特定公共賃貸住宅特定公共賃貸住宅特定公共賃貸住宅））））のののの入居者入居者入居者入居者をををを随時募集随時募集随時募集随時募集していますしていますしていますしています    

 

●募集募集募集募集するするするする特定公共賃貸住宅特定公共賃貸住宅特定公共賃貸住宅特定公共賃貸住宅 

団地名 所在地 戸数 規模 家賃月額 備考 

３戸 

鉄筋コンクリート造

３ＬＤＫ 

65,000～ 

85,000円 

２人世帯

以上 園部向河原 

団地 

園部町小山東町

向河原13番地 

３戸 

鉄筋コンクリート造

１ＤＫ 

35,000～ 

45,000円 

単身入居

可能 

※特定公共賃貸住宅とは、中堅所得者等（月額収入１５８千円から４８７千円まで

の世帯）の居住の用に供する賃貸住宅です。 

●入居資格入居資格入居資格入居資格のののの主主主主なものなものなものなもの 

①現に同居し、または同居しようとする親族がある方。ただし、同居親族がない

方は、単身者用住宅に限り入居できます。 

②現に自ら居住するための住宅を必要としている方であること。 

③市町村税などを滞納していない方であること。 

④申込者または同居しようとする親族が暴力団員（「暴力団員による不当な行為の

防止に関する法律」第２条第６号に規定する暴力団員）でないこと。 

※入居資格については、関係機関に照会します。 

⑤南丹市内に居住し、申込者と同程度またはそれ以上の収入を有する連帯保証人

が２人あること。（公営住宅入居者は連帯保証人になれません） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 住宅入居申込書と添付書類（誓約書、入居予定者全員の住民票、所得

を証明する書類、市税等納付証明書など）を提出してください。※申込書は住宅

課に備え付けています。 

●申込受付申込受付申込受付申込受付 ①受付場所 住宅課 

②受付期間 随時受付（土・日・祝日は除く） 

午前９時～１１時３０分、午後１時～４時３０分 

※毎月２５日を書類の受付締切日とします。 

●入居時期入居時期入居時期入居時期 平成２３年１月上旬（１１月２５日までの申込受付分） 

 

◇問合せ先 住宅課 TEL（0771）68-0062 

南丹市青少年南丹市青少年南丹市青少年南丹市青少年すこやかすこやかすこやかすこやかフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムをををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

子どもたちの健全な育成と教育環境の向上を図ることを目的に「南丹市青少年すこや

かフォーラム」を開催します。本年度は京都府ＰＴＡ協議会との共催事業として、市内

中学生のメッセージ発表や講演会を行います。皆さんのご参加をお待ちしています。 

●日時日時日時日時 １１月２７日（土）午後１時～ 

●場所場所場所場所 日吉町生涯学習センター「遊Youひよし」１階ホール 

●内容内容内容内容 中学生のメッセージ（本年度「少年の主張」府大会優秀賞の発表） 

●講演会講演会講演会講演会「安心して生きられる」子どもの権利を守るために 

     ～虐待・いじめ問題への対応～ 

講師：幸島美智子さん（元警視庁警察官、少年犯罪予防委員会代表） 

●受講料受講料受講料受講料 無料 ●主催主催主催主催 南丹市青少年育成協会、南丹市ＰＴＡ連絡協議会 

 

◇問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 

南丹市競争入札参加資格審査申請南丹市競争入札参加資格審査申請南丹市競争入札参加資格審査申請南丹市競争入札参加資格審査申請のののの受付受付受付受付についてについてについてについて    

  

南丹市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、物品・役務等に係る

競争入札に参加を希望される方は、下記のとおり入札参加申請書を提出してください。 

●申請申請申請申請のできないのできないのできないのできない者者者者 

【建設工事】 

・建設業法第 3 条の規定による国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けて

いない者。 

・建設業法第 27条の 23 に規定する経営に関する客観的事項の審査を受け、かつ

総合評定値（Ｐ点）の通知を受けていない者。 

※当該資格審査申請日の１年７カ月前までの間の決算日を審査基準日とする最新

のもの。 

【測量・建設コンサルタント等業務】 

・測量法、建築士法等の規定による登録を受けていない者。 

【物品・役務等】 

・営業に関し、許可、認可などを必要とする場合において、これを得ていない者。 

【以下共通】 

・成年被後見人および被保佐人ならびに破産者で復権を得ない者。 

・市税、消費税または地方消費税を滞納している者。 

・資格審査申請書およびその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者。 

●提出書類提出書類提出書類提出書類 南丹市ホームページ（http://www.city.nantan.kyoto.jp/）「入札・契

約情報」から入手してください。 

●提出部数提出部数提出部数提出部数 １部 

●提出方法提出方法提出方法提出方法 提出書類を１から順に重ねたものをとじて、持参の上、提出してください。 

●受付期間受付期間受付期間受付期間 １１月１日（月）～３０日（火） ※土・日・祝日を除く。 

午前９時～正午、午後１時～５時 

※業種別の受付期間（出来るだけ下表の期間で提出願います） 

建設工事 １１月 １日（月）～１５日（月） 

測量・建設コンサルタント等業務（追加受付） 

物品・役務等（追加受付） 

１１月１６日（火）～３０日（火） 

●提出先提出先提出先提出先 監理課（市内業者の物品製造等に限り美山支所でも受け付けます） 

●参加資格参加資格参加資格参加資格のののの有効期間有効期間有効期間有効期間 平成２３年４月１日～平成２５年３月３１日（２年間） 

※測量・建設コンサルタント等業務と物品・役務等は、平成２３年４月１日～平成

２４年３月３１日（１年間） 

●注意注意注意注意 測量・建設コンサルタント等業務と物品・役務等は、平成２２・２３年度

の定期受付が平成２１年１１月に終了しており、今回はその申請漏れ、またはそ

の後、業種の追加などの変更を生じた場合を対象としています。したがって、す

でに申請済みの場合もしくは変更がない場合は、今回の追加申請は不要です。 

 

◇問合せ先 監理課 TEL（0771）68-0086 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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１１月１日～１１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 

    

宮島小学校宮島小学校宮島小学校宮島小学校    運動会運動会運動会運動会        

八木中央幼児学園八木中央幼児学園八木中央幼児学園八木中央幼児学園    運動会運動会運動会運動会    

胡麻保育所胡麻保育所胡麻保育所胡麻保育所    運動会運動会運動会運動会    

    

１１１１１１１１月月月月２２２２日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

３日（水）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

４日（木）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

図書館図書館図書館図書館だよりだよりだよりだより～１１月新刊のご案内～    

    

１１１１１１１１月月月月４４４４日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

５日（金）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

６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    

１１１１１１１１月月月月６６６６日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

７日（日）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

８日（月）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

９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。 

    

殿田小学校殿田小学校殿田小学校殿田小学校    運動会運動会運動会運動会    

    

１１１１１１１１月月月月６６６６日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半････22時半    

７日（日）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

８日（月）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

９日（火）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～    

園部保育所園部保育所園部保育所園部保育所    運動会運動会運動会運動会    

八木東幼児学園八木東幼児学園八木東幼児学園八木東幼児学園    運動会運動会運動会運動会    

みやまみやまみやまみやま保育所保育所保育所保育所・・・・知井保育所合同運動会知井保育所合同運動会知井保育所合同運動会知井保育所合同運動会    

    

１１１１１１１１月月月月９９９９日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１０日 (水)7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１１日 (木)7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

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 

    

１１１１１１１１月月月月１１１１１１１１日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１２日 (金) 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１３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    

１１１１１１１１月月月月１３１３１３１３日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１４日（日）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１５日（月）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１６日（火）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

園部小学校園部小学校園部小学校園部小学校    運動会運動会運動会運動会    

 

１１１１１１１１月月月月１３１３１３１３日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

１４日 (日) 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

１５日 (月）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

１６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） 

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

★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 

 

 



麻麻麻麻しんしんしんしん風風風風しんしんしんしん予防接種予防接種予防接種予防接種をををを受受受受けましょうけましょうけましょうけましょう    

 

１歳、幼稚園・保育所年長児、中学１年生、高校３年生の皆さん、麻しん風しんの予

防接種はもう受けられましたか。風邪・インフルエンザなどの感染症が流行する冬場は

体調が整えにくく、予防接種を受けそびれてしまいがちです。特に定期予防接種期間が

１年間と短い麻しん風しんの予防接種は、今の時期にぜひ受けておきましょう。 

●麻麻麻麻しんしんしんしん風風風風しんしんしんしん予防接種対象者予防接種対象者予防接種対象者予防接種対象者（（（（平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度）））） 

区分 対象 接種回数 接種期間 

１期 １歳の誕生日～２歳の誕生日の前日 １回 

１歳の誕生日を迎えた

ら、できるだけ早く 

２期 

幼稚園・保育所の年長児（平成16年4

月2日～平成17年4月1日生） 

１回 平成23年3月31日まで 

３期 

中学１年生に相当する年齢の方（平成

9年4月2日～平成10年4月1日生） 

１回 同上 

４期 

高校３年生に相当する年齢の方（平成

4年4月2日～平成5年4月1日生） 

１回 同上 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

健康健康健康健康プールプールプールプール教室教室教室教室（（（（ⅡⅡⅡⅡ期期期期））））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しししますますますます    

 

運動不足になりがちな冬季に、温水プールでの水中運動により、楽しみながら運

動不足解消に取り組んでみませんか。ぜひこの機会にご参加ください。 

●実施期間実施期間実施期間実施期間 平成２３年１月上旬～３月中旬 全１０回 

火曜日 

じっくりコース 

（経験者・４０歳～おおむね６４歳の方） 

木曜日 

ぼちぼちコース 

（初心者・おおむね６５歳～７４歳の方） 

午後２時～ 

２時５５分 

各コース 

３０人 

※１回／週を予定しています。初回と９回目・最終回の開始時間が早くなります。

具体的な内容、日程、時間、持ち物などは、参加決定された方にお知らせします。 

※教室途中でのコース変更はできません。申し込み多数の場合は、初めての方を優

先的に抽選します。結果は、郵送でお知らせします。 

※できるだけ、毎回ご参加いただける方がお申し込みください。 

●場所場所場所場所 スプリングスひよし温水プールほか 

●内容内容内容内容 水中ウオーキング、アクアビクスほか（スイミング指導はありません） 

●参加料参加料参加料参加料 プール利用料：５００円／１回 ※通常料金は６００円です。 

※「ＳＳクラブ会員証」をお持ちの方は、利用できます。 

●指導者指導者指導者指導者 スプリングスひよしインストラクター  

●注意注意注意注意 疾患などにより水中運動を止められている方を除きます。高血圧や心臓病、

糖尿病などの治療中の方は、必ず主治医に相談いただき許可を得てください。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １２月３日（金）までに氏名、年齢、住所、電話番号、第１希望曜日、

第２希望曜日、治療・管理中の疾患の有無、医師の指示を下記申込・問合せ先に

ご連絡の上、お申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

男性男性男性男性のののの高血圧高血圧高血圧高血圧・・・・糖尿病予防料理教室糖尿病予防料理教室糖尿病予防料理教室糖尿病予防料理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    

 

今まで料理を作った事がない方も、経験のある方も、簡単でおいしい料理作りに挑戦し

てみませんか。高血圧予防・糖尿病予防をテーマに、各２回シリーズで開催します。 

場所 八木公民館 園部公民館 

１回目 

１１月１３日（土） 

午前９時３０分～午後３時 

１１月２７日（土） 

午前９時３０分～午後３時 

日時 

２回目 

平成２３年１月１６日（日） 

午前１０時～午後３時 

平成２３年１月１５日（土） 

午前１０時～午後３時 

テーマ 糖尿病予防 高血圧予防 

内容 

糖尿病予防の食事（調理実習） 

糖尿病予防について 

メタボ予防エクササイズ 

高血圧予防の食事（調理実習） 

高血圧予防について 

メタボ予防エクササイズ 

申込締切 １１月８日（月） １１月２２日（月） 

●対対対対象象象象 南丹市内在住、在勤の成人男性 ●参加費参加費参加費参加費 ２００円／回  

●持持持持ちちちち物物物物    エプロン、三角巾（手ぬぐい可）、手ふきタオル、筆記用具、米０．５合／回 

●主催主催主催主催 南丹市食生活改善推進員協議会園部支部・八木支部（くるみの会）●定員定員定員定員 先着３０人 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 上記申込締切日までに下記申込・問合せ先に電話でお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

高血圧予防料理教室高血圧予防料理教室高血圧予防料理教室高血圧予防料理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    

 

ご自身やご家族の健康を見直し、簡単でおいしい料理作りに挑戦してみませんか。 

高血圧予防をテーマに、各２回シリーズで開催します。ぜひご参加ください。  

場所 美山保健センター 

１回目 １１月２１日（日）午前９時３０分～午後３時 

日時 

２回目 平成２３年２月６日（日）午前１０時～午後３時 

テーマ 高血圧予防 

内容 

高血圧予防の食事（調理実習）、高血圧予防について、メタボ予

防エクササイズ 

●対象対象対象対象 南丹市内在住、在勤の成人 ●参加費参加費参加費参加費 ２００円／回 

●持持持持ちちちち物物物物 エプロン、三角巾（手ぬぐい可）、手ふきタオル、筆記用具、米０．５合／回 

●主催主催主催主催 南丹市食生活改善推進員協議会美山支部 ●定員定員定員定員 先着３０人 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １１月１５日（月）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 健康課 TEL（0771）68-0016 

健康健康健康健康いきいきいきいきいきいきいきいき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    

  

体脂肪チェック、バランスを考えた調理実習、簡単な運動を入れた教室を開催します。 

●日時日時日時日時 １１月２４日（水）午前１０時～午後２時３０分 ●場所場所場所場所 日吉保健福祉センター 

●内容内容内容内容 自分の身体を知りましょう（ＢＭＩ・体脂肪チェック）、調理実習（野菜た

っぷりメニュー）、簡単な運動（運動のできる服装でお越しください） 

●対象対象対象対象 南丹市内在住、在勤の成人 ●参加費参加費参加費参加費 ２００円（調理実習材料代） 

●持持持持ちちちち物物物物 エプロン、三角巾（手ぬぐい可）、手ふきタオル、筆記用具、米０．５合 

●主催主催主催主催 南丹市食生活改善推進員協議会日吉支部（くるみの会） ●定員定員定員定員 先着１５人 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １１月１２日（金）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 健康課 TEL（0771）68-0016 

 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年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。 

●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（（（（１１１１１１１１・・・・１２１２１２１２月分月分月分月分））））    

日程 内容 地区名 場所 

１１月８日（月） マイ箸づくりと 

レクレーション 

全地区 こむぎ山健康学園（園部町） 

１１月１９日（金） 茶話会 園部 憩いの家（園部町） 

１２月３日（金） クリスマス会 園部 こむぎ山健康学園（園部町） 

１２月１３日（月） クリスマス会 日吉 はーとぴあ（日吉町） 

１２月１５日（水） クリスマス会 八木 八木保健福祉センター 

１２月１６日（木） クリスマス会 美山 美山保健福祉センター 

１２月１７日（金） 茶話会 園部 憩いの家（園部町） 

※内容を変更することがありますので、下記問合せ先に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 

１１１１１１１１月月月月はははは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ですですですです    

 

子どもの生命が奪われるなど虐待のニュースが後を絶たず、心を痛めておられる方、

何かできないかと思っておられる方も多いのではないでしょうか。子どもへの虐待を発

見したり、「虐待かな？」と思ったりしたときは、迷わず通報し、児童相談所や地域での

支援につないでいくことが大切です。また、子育て家庭が孤立することなく、困ったと

きには周りの人に相談できる未然防止、早期発見の取り組みも求められています。 

●子育子育子育子育てのてのてのての悩悩悩悩みやみやみやみや「「「「虐待虐待虐待虐待かなかなかなかな？」？」？」？」とととと思思思思ったらごったらごったらごったらご相談相談相談相談くださいくださいくださいください 

児童相談所全国共通ダイヤル 0570-064-000 

京都府家庭支援総合センター 075-531-9900 

南丹市福祉相談支援窓口 （0771）68-0028 

※オレンジリボンには社会全体で子ども虐待を防止するというメッセージが込められています。 

●平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度「「「「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 「見すごすな 幼い子どもの ＳＯＳ」 

 

◇問合せ先 子育て支援課（0771）68-0017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１１５号（３の２）平成２２年１０月２２日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



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４回スポーツフォアオールグラウンド・ゴルフ交流大会を開催します。初心者の方

も大歓迎です。ぜひご参加ください。 

●日時日時日時日時 １１月４日（木）※小雨決行。午後１時～ ●場所場所場所場所 大堰川緑地公園 

●参加料参加料参加料参加料 ３００円（当日徴収） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １０月２９日（金）までに氏名、連絡先を下記申込・問合せ先に電話

ＦＡＸで連絡、または来館して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、南丹市体育協会、京都新聞社 

 

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

平成平成平成平成２２２２２２２２年度第年度第年度第年度第４４４４回南丹市回南丹市回南丹市回南丹市ボランティアボランティアボランティアボランティア交流会交流会交流会交流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    

 

えがおでつながろう！ボランティア仲間をテーマに今年も南丹市ボランティア交

流会を開催します。１６歳の時バイク事故で車イス生活となり、２６歳の時ＣＤデ

ビューした森圭一郎さんの夢を追う事の大切さをトークとライブで展開します。 

●日時日時日時日時 １１月２０日（土）午後１時～３時 ●場所場所場所場所 美山文化ホール 

●参加費参加費参加費参加費 無料 ●主催主催主催主催 南丹市社会福祉協議会、南丹市ボランティアバンク運営委員会 

 

◇問合せ先 南丹市社会福祉協議会 本所 地域福祉部 TEL（0771）43-0551 

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

日吉（0771）72-0947 美山（0771）75-0020 

南丹地域南丹地域南丹地域南丹地域ワンストップワンストップワンストップワンストップ・・・・サービスサービスサービスサービス・・・・デイデイデイデイをををを開催開催開催開催しますしますしますします    

－生活福祉・就労に関する総合相談会の開催－ 

 

●日時日時日時日時 １１月１９日（金） 午後１時３０分～５時（受付終了：４時３０分） 

●場所場所場所場所 ハローワーク園部（南丹市園部町宮町71） 

●内容内容内容内容 生活福祉・就労を支援する関係機関が、生活保護・住宅手当、総合支援資

金貸付、訓練・生活支援給付金などの相談を実施します。 

●主催主催主催主催 南丹地域生活福祉・就労支援協議会 

 

◇問合せ先 ハローワーク園部 TEL（0771）62-0246（代表） 

鈴江昭記念鈴江昭記念鈴江昭記念鈴江昭記念ウインドオーケストラウインドオーケストラウインドオーケストラウインドオーケストラ演奏会演奏会演奏会演奏会２０１０２０１０２０１０２０１０    

 

園部高校・洛西高校の吹奏楽部の顧問として活躍された鈴江昭先生を記念して、

両校吹奏楽部ＯＢ有志で結成されたウインドオーケストラが演奏会を開催します。 

●日時日時日時日時 １１月２１日（日）午後１時３０分開演 

●場所場所場所場所 京都会館第一ホール（京都市左京区岡崎） ●入場料入場料入場料入場料 １，０００円 

●演奏曲目演奏曲目演奏曲目演奏曲目 Ｏ．レスピーギ作曲 交響詩「ローマの松」ほか 

●指揮指揮指揮指揮 鈴江昭（元園部高校・洛西高校吹奏楽部顧問）ほか 

●出演出演出演出演 鈴江昭記念ウインドオーケストラ（園部高校・洛西高校吹奏楽部ＯＢ） 

    ケンハモキッズ、園部高校・洛西高校吹奏楽部 

●主催主催主催主催 鈴江昭記念ウインドオーケストラ演奏会2010実行委員会 

●後援後援後援後援 京都府教育委員会、京都市教育委員会、南丹市教育委員会ほか 

●チケットチケットチケットチケット販売販売販売販売 くりや、喫茶スヌーズ、京都会館プレイガイド、十字屋三条本店５階(APEX) 

 

◇問合せ先 演奏会実行委員会事務局 TEL 090-1149-3797 

農芸祭農芸祭農芸祭農芸祭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    

 

農芸高校は動物や植物の力を引き出し、自然環境を改善し、それを大切に使うた

めの知識や技術を学ぶことができます。今年も生徒の学習成果を多くの方々に見て

いただくため、実習での学習内容展示や生産物販売を行います。 

●日時日時日時日時 １１月２０日（土）午前９時～午後２時 ●場所場所場所場所 京都府立農芸高等学校 

●内容内容内容内容 学習内容展示・体験、学校探検スタンプラリー、中学生進路相談、小中学生ジ

ャンボカボチャ・ヒョウタンコンテスト、実習生産物販売（主な販売物：トマト、メ

ロン、ゴボウ、ハクサイ、ダイコン、シクラメン、葉ボタン、パンジー、ビオラ、タ

マネギ苗など）、ＰＴＡバザー、模擬店、全国農業高校特産物各コーナー 

●後援後援後援後援 南丹市教育委員会、亀岡市教育委員会 

※駐車場は、校内および校外第２駐車場（埴生区運動場横）を準備し、シャトルバス運

行を計画しています。当日は混雑しますので、できるだけ乗り合わせで来校ください。 

 

◇問合せ先 京都府立農芸高等学校 TEL（0771）65-0013 

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    

 

＜グラウンド・ゴルフのつどい＞ 

●日時日時日時日時 １１月５日（月例会）、１２日、１９日、２６日（各金曜日）午前９時～１１時４５分 

●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 １１月９日（火）※当日受付 ●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～障がい者スポー

ツのつどい（無料）、午後６時～スポーツの夕べ（３００円） 

＜サッカー教室＞ 

●日時日時日時日時 １１月２８日（日）午前１０時～午後０時３０分 ●場所場所場所場所 陸上競技場 

●対象者対象者対象者対象者 小学生 ●内容内容内容内容 京都サンガＦＣによる指導 ●定員定員定員定員 ２００人 

●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 １１月８日（月）～２４日（水） 

＜グラウンド・ゴルフ大会＞ 

●日時日時日時日時 １２月７日（火）午前９時～ ●場所場所場所場所 陸上競技場、補助競技場 

●定員定員定員定員 ３８０人 ●参加料参加料参加料参加料 １,５００円（弁当、茶付き） 

●内容内容内容内容 ６ラウンドの個人戦 ●申込期間申込期間申込期間申込期間 １１月１日（月）～３０日（火） 

 

◇問合せ先 丹波自然運動公園 TEL（0771）82-0560 

調停相談調停相談調停相談調停相談をををを開設開設開設開設しますしますしますします    

 

●日時日時日時日時 １１月１７日（水）午前１０時～午後３時 ●場所場所場所場所 園部公民館３階大研修室 

●相談内容相談内容相談内容相談内容 交通事故、土地建物、金銭、家族問題など ●相談員相談員相談員相談員 弁護士、調停委員 

●相談料相談料相談料相談料 無料 ●主催主催主催主催 （財）日本調停協会連合会、園部調停協会 

 

◇問合せ先 園部簡易裁判所 TEL（0771）62-0237 

『『『『来来来来てててて！！！！    みてみてみてみて！！！！    カタリナカタリナカタリナカタリナ』（』（』（』（一般対象一般対象一般対象一般対象））））をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

秋が深まるこの時期に楽しいひとときを過ごしませんか。お気軽にお越しください。 

●日時日時日時日時 １０月３０日（土）午前１０時～午後１時 ●場所場所場所場所 京都聖カタリナ高等学校 

●内容内容内容内容 ①リラクゼーションと体力維持（看護科・福祉科。随時受付）手浴とハンドマ

ッサージ、足つぼマッサージ、握力などの測定、転倒予防体操  

②ヘルシーおからケーキ作り（普通科フードカルチャー。午前１０時３０分～。

途中参加不可）黒豆・小豆など自分の好きなものをトッピング 

③お子さん連れでも楽々保育ボランティア（普通科キッズライフ。随時受付） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 予約制ではありません。時間にあわせて当日お越しください。 

 

◇問合せ先 京都聖カタリナ高等学校 TEL（0771）62-0163 

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    

 

＜ゴルフ始めの一歩＞ 

ゴルフのイロハを知りたい方とラウンド経験はあるけれど基礎から学びたい方の講座。 

●日時日時日時日時 １１月１８日（木）午前１０時３０分～（小雨決行） 

●場所場所場所場所 クラウンヒルズ京都ゴルフ俱楽部 

●内容内容内容内容 打ちっ放し、パター・アプローチ練習、コース体験（２ホール程度） 

●参加費参加費参加費参加費 ５，５００円（昼食、講習料、保険、貸しクラブ、ゴルフ場使用料含む） 

●定員定員定員定員 コースに出たことのない方：１２人、ラウンド経験のある方：１２人（先着順） 

＜デジカメ撮影会と画像処理講座＞ 

芦生の森と美山かやぶき放水の撮影会を通して、魅力的な作品に仕上げるコツを学ぶ。 

●日時日時日時日時 １１月２２日（月）～２３日（火・祝）午前１０時ゼミナールハウス集合 

●内容内容内容内容 野外撮影とデジカメの機能、パソコン画像処理、プリント技術の習得 

●参加費参加費参加費参加費 １泊４食：13,000円、日帰り参加：5,000円／日  ●定員定員定員定員 ２０人（先着順） 

 

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

ＡＰＥＣＡＰＥＣＡＰＥＣＡＰＥＣ警警警警備備備備へのごへのごへのごへのご理解理解理解理解とごとごとごとご協力協力協力協力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    

 

 １１月５日、６日の両日京都市内でＡＰＥＣ財務大臣会合が開催されます。京都府警

ではテロの防止に万全を期しますが、次の点にご理解とご協力をよろしくお願いします。 

①不審な人物、車、物などを見かけたときは１１０番通報をお願いします。 

②検問で行き先を尋ねたり、車の中を確認することがあります。ご協力をお願いします。 

③期間中は京都市内でのマイカー利用の自粛をお願いします。 

 

◇問合せ先 南丹警察署 TEL（0771）62-0110 

「ＴＡＳＫ「ＴＡＳＫ「ＴＡＳＫ「ＴＡＳＫ祭祭祭祭」「ＫＡＳＤ」「ＫＡＳＤ」「ＫＡＳＤ」「ＫＡＳＤ祭祭祭祭」」」」開催開催開催開催のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

 京都伝統工芸大学校（ＴＡＳＫ）、京都建築大学校（ＫＡＳＤ）では「ＴＡＳＫ祭２０

１０第１５回学生作品展」、「ＫＡＳＤ祭２０１０第１回デザインフェスタ」を開催しま

す。両校の学生たちによるフリーマーケットなど楽しいイベントが盛りだくさん。 

●日時日時日時日時 １０月２９日（金）～３１日（日）午前１０時～午後４時３０分 

（３１日は午後４時まで） 

●場所場所場所場所 京都伝統工芸大学校・京都建築大学校キャンパス 

＜ＴＡＳＫ祭２０１０第１５回学生作品展＞ 

①特別イベント（10/31）「ＴＡＳＫ祭開催記念ライブ」狂言や和太鼓の演舞など。

②学生作品のほか、講師作品を展示。③制作実演や体験コーナー、作品の販売。

④お茶席（有料）。本格的なお茶室の公開もします。 

＜ＫＡＳＤ祭２０１０第１回デザインフェスタ＞ 

①ＫＡＳＤデザインコンペティション作品展示＆高校生ＣＡＤチャレンジコンテ

スト作品展示。②フォトワークショップ「作品写真を撮ろう」（10/29）。③トーク

ライブ「竹と建築の可能性」（10/30）。④「京の七夕」竹と光のアート作品展示。 

 

◇問合せ先 京都伝統工芸大学校 TEL（0771）63-1751 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１１１１１１１１月月月月はははは「「「「カフェカフェカフェカフェよっといでよっといでよっといでよっといで」」」」番外編番外編番外編番外編をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

たまには、ママだけのティータイムをゆったりすごしていただこうと、定期的にオー

プンする託児付きのカフェ、「カフェよっといで」。今月は美山ふるさと祭の会場に場所

を移してオープンします。テント内は狭いですが、託児もご利用ください。オムツ替え

や手荷物の一時預かりも可能です。 

●日時日時日時日時 １１月３日（水・祝）午前９時～午後３時 

●場所場所場所場所 宮島小学校グラウンド（ふるさと祭会場内「よっといで」のテント） 

●持持持持ちちちち物物物物    マイカップ（カップを用意していますが、ゴミを減らすためご協力ください） 

●メニューメニューメニューメニュー コーヒー（１杯２００円。無農薬栽培の豆をその場で挽きます） 

 

◇問合せ先 みやま子育てパートナーズ「よっといで」（代表：桂） TEL（0771）75-0355 

子育てすこやかセンター TEL（0771）68-0082 

南丹市秋季火災予防運動南丹市秋季火災予防運動南丹市秋季火災予防運動南丹市秋季火災予防運動をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

 

 火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、火災に対する予防意識の啓発を図り、

火災発生を防止し、事故や財産の損失を防ぐため秋季火災予防運動を実施します。 

●期間期間期間期間 １１月７日（日）～１５日（月） 

●統統統統一標語一標語一標語一標語 「「消したかな」 あなたを守る 合言葉」 

●重点目標重点目標重点目標重点目標 ①住宅防火対策の推進：期間を中心に消防団による住宅用火災警報器の設

置状況調査（対象：一戸建て住宅のみ）を実施します。地元消防団員が

訪問し、簡単な聞き取り調査をしますのでご協力をお願いします。 

      ②放火火災予防対策の推進 ③林野火災予防対策の推進 

●サイレンサイレンサイレンサイレン吹鳴吹鳴吹鳴吹鳴 

①期間 園部・八木・日吉：１１月７日（日）～１５日（月）午後９時 

     美山：１１月１日（月）午前７時、１１月１５日（月）午後９時 

 ②信号符 １分間長符一斉 ※火災とお間違いのないようお願いします。亀岡市、

京丹波町においても同様のサイレン吹鳴が行われます。 

 

◇問合せ先 総務課 TEL（0771）68-0002 

第第第第３３３３回回回回レインボーカップレインボーカップレインボーカップレインボーカップ・・・・バスケットボールバスケットボールバスケットボールバスケットボール大会大会大会大会をををを開催開催開催開催    

 

 バスケットボールの経験のない方も、バスケットボールに興味のある方は大歓迎です。 

●日時日時日時日時 １２月１２日（日）午前１０時～ ●場所場所場所場所 スプリングスひよし体育館 

●対象者対象者対象者対象者 南丹市内に在住、在勤、在学者の構成によるチーム 

●参加費参加費参加費参加費 １チーム：１,０００円（当日受付で徴収） 

●部門部門部門部門 ①マスターズの部：原則、４０歳以上の選手で構成するチーム。※４０歳

以下の選手も２人まで出場可能とする。（男女別でも混合でも可）、②一般の部（男

子）、③一般の部（女子）：バスケットボール部に所属する中高校生は除く。④ミ

ニ男子の部：小学生男子、⑤ミニ女子の部：小学生女子 

●ルールルールルールルール 公認バスケットボールルールを基本とし、みんなが楽しめるようにロー

カルルールを設ける。なお、全試合とも２ピリオド制とする。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １１月１９日（金）までに社会教育課、各支所社会教育担当に備え付けの

申込用紙か、任意用紙にチーム名、代表者の氏名と連絡先、出場部門、メンバーの氏

名と年齢を記載し、下記申込・問合せ先に持参、ＦＡＸでお申し込みください。 

●主催主催主催主催 南丹市バスケットボール協会 

●後援後援後援後援 南丹市教育委員会、南丹市体育協会、南丹市スポーツ少年団 

 

◇申込・問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 FAX（0771）63-2850 

パパパパパパパパ講座講座講座講座「「「「ものづくりものづくりものづくりものづくり教室教室教室教室」」」」マイマイマイマイ箸箸箸箸づくりのおづくりのおづくりのおづくりのお知知知知らせらせらせらせ    

 

「ものづくり」をテーマにした｢パパ講座｣第２弾を開催します。０歳から保育所・幼稚

園入園までの子どもとお父さん、お母さん、お家の方、皆さん一緒にお越しください。 

●日時日時日時日時 １１月２１日（日）午前１０時～１１時３０分（受付：９時３０分～） 

●場所場所場所場所 子育てすこやかセンター ●内容内容内容内容 『ものづくり教室』～マイ箸づくり～ 

●講師講師講師講師 ＮＰＯ法人京都匠塾の皆さん ●定員定員定員定員 １５組（家族）※先着順 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 必ず事前に下記申込・問合せ先にお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 子育てすこやかセンター TEL（0771）68-0082 

南丹市放課後児童南丹市放課後児童南丹市放課後児童南丹市放課後児童クラブクラブクラブクラブ平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度のののの募集募集募集募集についてについてについてについて    

        

南丹市放課後児童クラブの平成２３年度入部申し込みにあたり、入部希望者説明会を

開催します。入部を希望される方は、住所のある管内の説明会場へ必ずご出席ください。

※夏休み期間のみ希望される方、年度途中での入部可能性がある方もご出席ください。 

●●●●放課後児童放課後児童放課後児童放課後児童クラブクラブクラブクラブとはとはとはとは    保護者が就労などの理由により昼間家庭にいないため、保護

を受けられない、南丹市内の原則小学校１年生から３年生の児童を対象として、放課

後や長期休暇などに家庭に代わって生活する場です。    

●●●●入部希望者説明会入部希望者説明会入部希望者説明会入部希望者説明会    

※住所のある管内の説明会へご出席ください。 

※都合が合わない場合は、別の会場へご出席ください。 

※説明会場で入部のしおり、申込用紙などをお渡しします。 

地区名 日時 場所 

日吉地区 １１月５日（金）午後７時３０分～ 日吉町生涯学習センター２階会議室 

園部地区 １１月９日（火）午後７時３０分～ 南丹市役所２号庁舎３階３０１会議室 

八木地区 １１月１６日（火）午後７時３０分～ 八木公民館２階第３集会室 

美山地区 １１月１７日（水）午後７時３０分～ 南丹市役所美山支所１階大会議室 

 

◇問合せ先 社会教育課 TEL 園部（0771）68-0057 八木（0771）68-0026 

日吉（0771）68-0035 美山（0771）68-0044    

廃油廃油廃油廃油キャンドルキャンドルキャンドルキャンドルをををを作作作作ってみませんかってみませんかってみませんかってみませんか？？？？    

 

１１月３日（水・祝）に開催される美山ふるさと祭会場内の「南丹市の環境を守り育

てる会」ブースで、色鮮やかでエコな廃油キャンドルづくりにチャレンジしませんか。

南丹市では市役所本庁、支所で家庭から出る使用済天ぷら油の回収を行っています。当

日も回収タンクをブース内に設置しますので、使用済天ぷら油をお持ち寄りください。 

●費用費用費用費用 無料（容器（ジャムの空き瓶など）があればお持ちください） 

●主催主催主催主催 南丹市の環境を守り育てる会 

 

◇問合せ先 環境課 TEL（0771）68-0015 

小山東町土地区画整理事業小山東町土地区画整理事業小山東町土地区画整理事業小山東町土地区画整理事業のののの事業計画変更事業計画変更事業計画変更事業計画変更のののの縦覧縦覧縦覧縦覧についについについについてててて    

 

土地区画整理法の規定により、小山東町土地区画整理事業に係る変更事業計画書（第

８回）を下記のとおりの縦覧に供します。なお、当事業計画の変更で、都市計画で定め

られた事項以外の事項について、意見のある利害関係者は、平成２２年１１月１８日ま

でに京都府知事に意見書を提出することができます。 

●縦覧期間縦覧期間縦覧期間縦覧期間  １０月２２日（金）～１１月４日（木） ※土・日・祝日を除く。 

●縦覧時間縦覧時間縦覧時間縦覧時間     午前８時３０分～午後５時  ●縦覧場所縦覧場所縦覧場所縦覧場所  都市計画課 

 

◇問合せ先 都市計画課  TEL（0771）68-0052 

身近身近身近身近なななな森林環境森林環境森林環境森林環境をををを楽楽楽楽しみませんかしみませんかしみませんかしみませんか    

 

＜森の楽校 特別開催イベント「体験の風をおこそう推進事業～ハロウィン交流会」＞ 

お化けや魔女に仮装して、「遊び林ピック」ゲームなどで交流。（子どもゆめ基金助成事業） 

●日時日時日時日時 １０月３０日（土）午後３時～５時３０分 ●定員定員定員定員 小学生５０人（先着順） 

●持持持持ちちちち物物物物 歩きやすい仮装衣装（着用）、お菓子を入れる袋 

＜森楽塾「森林整備ボランティア活動体験」＞ 

身近な森林の整備作業を体験し、森の中で昼食をします。（南丹広域振興局事業） 

●日時日時日時日時 １１月３日（水・祝）午前９時３０分～午後１時 ●対象対象対象対象 中学生以上 

＜森楽塾「自然体験活動の理念と意義」＞ 

自然体験活動を行うために必要な知識や技術について、CONE（自然体験活動推進

協議会）認定リーダー資格研修として開催します。（京都府地域力再生事業） 

●日時日時日時日時 １１月７日（日）午後１時～５時 

●対象対象対象対象 一般 ●講師講師講師講師 成田裕（NPOガイヤ自然学校、CONEトレーナー） 

＜森の楽校イベント「山観日（さんかんび）」＞ 

「森の楽校～裏山クラブ」が月１回活動している森を公開します。子どもたちが裏

山でどんな遊びをしているか、一度観にいらっしゃいませんか。 

●日時日時日時日時 １１月１３日（土）午後１時３０分～３時 

●対象対象対象対象 ４歳～一般（小学２年生以下は保護者の方が同伴してください） 

＜共通事項＞ 

●参加費参加費参加費参加費 １回：１０００円（「森の楽校」は、保険料とおやつ代として。付添の保

護者は無料。「森楽塾」は、保険料、資料代、飲食料として） 

●集合場所集合場所集合場所集合場所 新庄小学校 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 下記問合せ先に電話、ＦＡＸ、Ｅメールで参加者氏名、年齢、住所、

電話番号、当日連絡先（携帯など）をご連絡の上、お申し込みください。いずれ

の活動も汚れても構わない、動きやすい格好で、お越しください。 

 

◇問合せ先 森林･環境ネットワーク（用澤） TEL・FAX（0771）42-5559 

Ｅメールmail@nposhinrin.net 
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毎月 第２・第４金曜日 発行                        ＵＲＬ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｎａｎｔａｎ．ｋｙｏｔｏ．ｊｐ （南丹市） 



南丹市南丹市南丹市南丹市あいさつあいさつあいさつあいさつキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン    

 

 １１月は「子ども・若者育成支援強調月間」です。 

子どもたちが育つためには、家庭や地域の中での「会話」の果たす役割はとても大切

です。そしてその会話の基本は「あいさつ」ではないでしょうか。１つの「あいさつ」

がきっかけとなり、その後の会話へとつながります。「あいさつ」を通して、家庭では会

話が弾み、地域では今まで知らなかった人たちが仲良くなっていく。そんな家庭や地域

にはきっとすばらしい子どもが育つでしょう。あいさつをしようという「その気」をも

った子どもを育てるのは、何といっても大人の「その気」です。今から「その気」にな

って「あいさつ」の大切さを見直しませんか。そして、あいさつの輪を広げましょう。 

 

◇問合せ先 南丹市青少年育成協会（事務局：社会教育課） TEL（0771）68-0057 

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯグローアップグローアップグローアップグローアップ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    

 

＜ぽこぽこくらぶ＞ 

  親子で自由にすごせる「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」を八木で開催しています。ほっこりゆっくりしに気軽にお越しください。 

親子ひろば：１１月４日（木）、５日（金）、１２日（金）１８日（木）、１９日（金） 

外カフェ：１１月１１日（木）保育付。先着７人（要予約）。参加費２００円。 

ハッピー子育て講座：１１月１７日（水）参加費２００円 

わくわくスポット「林農園さんのお話」：１１月２５日（木） 

●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  

●対象対象対象対象 子育て家庭の方 ●後援後援後援後援 南丹市、南丹市教育委員会 

＜１０代の子どもをもつ親のための講演会＞ 

「思春期の子どもが待っている親の一言」の著者大塚隆司氏の講演会を開催します。 

●日時日時日時日時 １１月７日（日）１０時～ ●場所場所場所場所 南丹市役所八木支所３階文化ホール 

●テーマテーマテーマテーマ 「１０代の子どものやる気を引き出す言葉・奪う言葉」 ●参加費参加費参加費参加費 ５００円 

 

◇問合せ先 ＮＰＯグローアップ TEL 080-3857-8119 

「「「「難聴者教室難聴者教室難聴者教室難聴者教室」」」」のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

聞こえに不自由を感じている方、最近耳が聞こえにくくなったと感じている方、その

家族の方を対象に、軽スポーツを通して相互の交流を図る「難聴者教室」を開催します。 

●日時日時日時日時 １１月１２日（金）午後１時２０分～３時 

●場所場所場所場所 和知ふれあいセンター（ＪＲ和知駅下車すぐ） ●参加費参加費参加費参加費 無料 

●内容内容内容内容 レクリエーション「囲碁ボール」※要約筆記が「きこえ」をサポートします。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １１月５日（金）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 ふない聴覚言語障害センター TEL（0771）63-6448 

「「「「経営力強化経営力強化経営力強化経営力強化セミナーセミナーセミナーセミナー」」」」開催開催開催開催のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

『地域の未来を切り開く“農商工連携”に挑戦！』をテーマに、商工業・農林畜産

業者、中小企業者の皆さんを対象としたセミナーを開催します。 

日程 テーマ 講師 

１１月１５日 

（月） 

農商工連携の仕組み 

進め方を学ぶ 

京都中小企業応援センター京都府商工会連

合会 コーディネーター 藤原茂寿 氏 

（社）京都府農業開発公社農業ビジネスセ

ンター京都 調査役 川口盛行 氏  

１１月１７日 

（水） 

農業と商業の連携事例 丹山酒造㈲  長谷川伸子 氏 

㈲篠ファーム 代表取締役 高田実 氏 

中小企業診断士 松野修典 氏 

１１月１９日 

（金） 

いかに市場に売り込むか 楽天㈱市場事業店舗開発部 堤輔 氏 

中小企業診断士 松井宏次 氏 

●時間時間時間時間 午後７時～９時 ●場所場所場所場所 ガレリアかめおか２階研修室 ●定員定員定員定員 ３０人 

●参加料参加料参加料参加料 無料 ●主催主催主催主催 南丹地域ビジネスサポートセンター  

 

◇問合せ先 南丹市商工会 TEL（0771）42-5380 

毒物劇物危害防止運動毒物劇物危害防止運動毒物劇物危害防止運動毒物劇物危害防止運動についてについてについてについて    

 

 毒物や劇物は農薬・燃料など、私たちの身近な場所で使用されていますが、吸引や接

触によって中毒になるなど人体への影響が強いことから取り扱いには十分な注意が必要

です。毒物劇物を取り扱う際には、正しい使用・保管管理・廃棄を行うことが大切です。 

①盗難に遭わないよう、鍵のかかる鉄製などの丈夫な保管庫に入れ、毒物や劇物以外の

ものと分けて保管しましょう。 

②容器、保管場所には「医薬用外毒物」、「医薬用外劇物」と正しく表示しましょう。 

③飲食物の容器に入れ替えてはいけません。間違えて飲むと大変なことになります。 

④廃棄は決められた方法で行いましょう。 

⑤常に在庫を確認し、万が一盗難・紛失した場合はすぐに警察に通報しましょう。 

⑥毒物や劇物を飛散、流出させた場合は保健所、警察署、消防機関に通報しましょう。 

 

◇問合せ先 南丹保健所環境衛生室衛生・検査担当 TEL（0771）62-4754 

第第第第３６３６３６３６回北桑田高校美山分校文化祭回北桑田高校美山分校文化祭回北桑田高校美山分校文化祭回北桑田高校美山分校文化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    

 

●日時日時日時日時 １１月６日（土）午前９時～午後２時、７日（日）午前１１時～午後２時３０分 

●場所場所場所場所 北桑田高校美山分校 

●内容内容内容内容 ６日：ステージ発表（合唱、演劇、バンド演奏など）、学習成果の展示 

    ７日：模擬店（カレー、パウンドケーキ、きのこご飯など）、新鮮野菜・玉

ねぎの苗の販売、ステージ企画（育友会・地元有志による発表） 

 

◇問合せ先 北桑田高校美山分校 TEL（0771）75-1129 

京都府視覚相談会京都府視覚相談会京都府視覚相談会京都府視覚相談会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

最近見えにくくなって、読み書きが不便になったり、足元が不安だったりしませんか。

目が見えにくい方や見えない方、その家族のための相談会を開催します。 

●日時日時日時日時 １１月１１日（木）午前１０時３０分～午後３時３０分 

●場所場所場所場所 公立南丹病院 講堂 

●内容内容内容内容 個別相談（一般・こども）、ロービジョン相談、日常生活用具の展示、体験

コーナー（盲導犬、歩行訓練など） 

●相談員相談員相談員相談員 社会福祉法人京都ライトハウス歩行訓練士など、社会福祉法人紫野福祉

センター京都府失明者巡回生活指導員、京都府家庭支援相談センター身体障害者

福祉司など 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １１月５日（金）までに下記申込・問合せ先に電話で予約してください。 

 

◇申込・問合せ先 社会福祉課 TEL（0771）68-0007 

京都府家庭支援総合センター障害グループ TEL 075-531-9608 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


