
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１１６号（３の１）平成２２年１１月１２日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度市有土地売払年度市有土地売払年度市有土地売払年度市有土地売払いいいい（（（（随意契約随意契約随意契約随意契約））））についてについてについてについて    

 

南丹市では、下記の市有土地を随意契約によって売払いします。随意契約による

売払いは、先着順により、市が決めた予定価格（最低売却価格）以上の価格で見積

もりした方に購入していただく方法です。買受を希望される方は、財産管理室、各

支所地域総務課に備え付けの「平成２２年度南丹市市有土地売払い（随意契約）実

施要領」をよくお読みになった上で、お申し込みください。なお、上記実施要領は、

南丹市のホームページ（http://www.city.nantan.kyoto.jp）でもご覧いただけます。 

●売払売払売払売払いいいい物件物件物件物件 

物件番号 種別 物件の所在 地目 面積(㎡) 予定価格(円) 

22-1(随) 土地 南丹市園部町城南町クゴ37番3 宅地 363.73 14,660,000 

●売払売払売払売払いいいい申請受付期間申請受付期間申請受付期間申請受付期間 １２月１日（水）～平成２３年３月３１日（木） 

午前９時～午後５時（ただし、閉庁日は除く） 

※期間中であっても、当該物件の売払い先が決定した時点で受付は終了します。 

●売払売払売払売払いいいい申請受付場所申請受付場所申請受付場所申請受付場所 南丹市役所本庁１号庁舎２階財産管理室 

 

◇問合せ先 財産管理室 TEL（0771）68-0091 

耕作放棄地全体調査耕作放棄地全体調査耕作放棄地全体調査耕作放棄地全体調査をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

 

食料の安定供給につながる優良農地の確保と有効利用を図るため、市町村と農業委員

会が連携し、耕作が放棄された農地の現状を的確に把握する現地調査を実施することと

されています。また、この調査結果を基に、市町村が解消計画を策定し、農業委員会と

協議して営農再開や保全管理の指導を行うほか、国の支援事業も活用し農地の有効な活

用を図る必要があります。こうしたことから、農業委員会と市の関係課が連携して、南

丹市内のほ場整備田を中心に現地調査を実施します。調査のため、農業委員および市職

員が集落内や農地に出入りしますので、ご理解とご協力をお願いします。 

●調査実施期間調査実施期間調査実施期間調査実施期間 １１月１５日（月）～１９日（金） 

 

◇問合せ先 農業委員会事務局 TEL（0771）68-0067 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年））））南丹市成人式南丹市成人式南丹市成人式南丹市成人式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 平成２３年１月９日（日）午後１時３０分～ ●場所場所場所場所 園部公民館大ホール 

●主催主催主催主催 南丹市、南丹市教育委員会 

●対象者対象者対象者対象者 南丹市在住および出身の新成人（平成２年４月２日～平成３年４月１日生） 

※現在、南丹市内に住民登録されている方には１２月に案内状を送付します。出欠

の回答は必要ありません。南丹市出身者で、すでに転出されており、成人式の参

加を希望される方は１２月１７日（金）までに下記問合せ先にご連絡ください。 

 

◇問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 

南丹市競争入札参加資格申請南丹市競争入札参加資格申請南丹市競争入札参加資格申請南丹市競争入札参加資格申請をををを受付中受付中受付中受付中ですですですです    

 

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の受付を行っています。詳しくは、南丹市ホー

ムページ（http://www.city.nantan.kyoto.jp/）「入札・契約情報」または１０月 

２２日発行のお知らせなんたん第１１５号をご確認ください。 

●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・役務等には、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が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 

国民健康保険短期人間国民健康保険短期人間国民健康保険短期人間国民健康保険短期人間ドックドックドックドック利用助成利用助成利用助成利用助成のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

●助成対象者助成対象者助成対象者助成対象者 南丹市国民健康保険被保険者（７５歳未満で後期高齢者医療制度に

該当されていない方）で、次の①、②に該当する方 

①南丹市国民健康保険に６カ月以上加入している被保険者 

 ②納期到来の国保税を完納している世帯に属する被保険者 

※平成２２年４月以降に南丹市市民健診およびこの人間ドックを受けた方は、本年

度中は利用助成を受けることができません。 

●取扱医療機関取扱医療機関取扱医療機関取扱医療機関 ①公立南丹病院、②明治国際医療大学附属病院、③園部丹医会病

院、④京都工場保健会（京都市中京区） 

※②、④は、頭部ＭＲＩ（脳ドック）受診可能施設。頭部ＭＲＩは全額個人負担です。 

●被保険者負担金被保険者負担金被保険者負担金被保険者負担金 一律７，０００円（基本検診部分のみ） 

※基本検診以外に検診項目を追加される場合の費用は、全額個人負担となります。 

※追加できる検診項目は、各医療機関によって異なりますのでご確認ください。 

●そのそのそのその他他他他（（（（節目節目節目節目ドックドックドックドック）））） 平成２２年度内に満３０歳、満４０歳、満５０歳、満６０歳

に到達される被保険者の方は、基本検診に要する費用は無料となります。ただし、基

本検診以外の検診費用は全額個人負担となります。 

●利用方法利用方法利用方法利用方法 印鑑と被保険者証を持参の上、国保医療課、各支所健康福祉課でお申し込

みください。人間ドックは予約制です。受診日は市が医療機関と日程調整をします。

市が送付する短期人間ドック「利用券」を必ず医療機関へ提出の上、ご利用ください。 

 

◇申込・問合せ先 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 

「「「「南丹市人権講演会南丹市人権講演会南丹市人権講演会南丹市人権講演会」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

あらゆる差別の撤廃、人権意識の普及・啓発、基本的人権の擁護を目指し「南丹

市人権講演会」を開催します。人権問題について再度認識を深め、一人一人の人権

について考えてみましょう。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 １２月１２日（日）午後１時３０分～ ●場所場所場所場所 日吉町生涯学習センター 

●内容内容内容内容 演題「２１世紀と人権―私たちの課題」 

講師 北口末広 氏（近畿大学人権問題研究所教授） 

●入場料入場料入場料入場料 無料 ●主主主主催催催催 南丹市、南丹市教育委員会、南丹市人権教育・啓発推進協議会 

 

◇問合せ先 市民課 TEL（0771）68-0005 

社会教育課 TEL（0771）68-0057 

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２２年度（平成２３年）南丹市成人式を開催します 

・平成２２年度市有土地売払い（随意契約）について 

・国民健康保険短期人間ドック利用助成のご案内 

・「南丹市人権講演会」を開催します 

・耕作放棄地全体調査を実施します 

・南丹市競争入札参加資格申請を受付中です 

【 裏 】 ・狩猟期間のお知らせ 

・平成２２年度狩猟免許試験・講習会（第３回）について 

・園部簡易裁判所からのお詫びと訂正 

・女性の人権ホットライン（電話相談）強化週間の取り組み 

・里山ファームの参加者を募集します 

・柿沢安耶の出張トーク＆カフェｉｎ京都丹波 

・税務署からのお知らせ 

・なんたんテレビ番組表（１１月１６日～３０日） 

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

【 表 】 ・水道施設の確認作業を実施します 

・健康プール教室（Ⅱ期）の参加者を募集しています 

・献血・骨髄ドナー登録にご協力ください 

・１２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 

・適切な救急医療受診について学んでみませんか 

・八木公民館講座『第３回人権ビデオ鑑賞会』受講者募集 

・遊youひよし「ビデオ上映会」のお知らせ 

・園部公民館講座「切り絵の干支作り教室」受講生募集 

・体験講座『正月みそをつくろう』の参加者を募集します 

・近畿圏交通実態調査にご協力をお願いします 

【 裏 】 ・南丹市情報センター・南丹市国際交流会館の臨時職員募集 

・くらしの資金貸付（年末分）のご案内 

・南丹市ファミリー・サポート・センター講習会の案内 

・フリー託児ルームを開きます 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

・母子家庭・寡婦の皆さんへ 南丹市母子寡婦福祉会をご存知ですか 

・「人工内耳相談会」を開催します 

・寄せ植え教室を開催します 

・氷室の郷から白みそ作り体験のお知らせ 

・なんたん親子のすこやかな発達を考えるセミナーのご案内 

・オウム真理教特別手配被疑者の検挙にご協力を！ 

―――― 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） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

園部簡易裁判所園部簡易裁判所園部簡易裁判所園部簡易裁判所からのおからのおからのおからのお詫詫詫詫びとびとびとびと訂正訂正訂正訂正    

 

平成２２年１０月２２日発行のお知らせなんたん第１１５号３の２裏面に掲載の

「調停相談を開設します」の内容に誤りがありました。お詫びし、下記のとおり訂

正させていただきます。 

●訂正個所訂正個所訂正個所訂正個所 誤：日時 １１月１７日（水） ⇒ 正：日時 １１月１６日（火） 

 

◇問合せ先 園部簡易裁判所 TEL（0771）62-0237 

女性女性女性女性のののの人権人権人権人権ホットラインホットラインホットラインホットライン（（（（電話相談電話相談電話相談電話相談））））強化週間強化週間強化週間強化週間のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ    

 

 女性をめぐる家庭内（夫婦、親子、結婚、離婚、パートナーからの暴力など）、職場内

（セクシャル・ハラスメントなど）の悩みごと、近隣間のもめごと、ストーカー行為な

どについて、女性の人権擁護委員が秘密厳守で電話による相談に応じます。相談無料。 

●日時日時日時日時 １１月１５日（月）～１９日（金）午前８時３０分～午後７時 

    １１月２０日（土）、２１日（日）午前１０時～午後５時 

●電話番号電話番号電話番号電話番号 京都地方法務局（TEL：０５７０－０７０－８１０）（ナビダイヤル全国共通） 

 

◇問合せ先 京都地方法務局人権擁護課 TEL 075-231-0131（代表） 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度狩猟免許試験年度狩猟免許試験年度狩猟免許試験年度狩猟免許試験・・・・講習会講習会講習会講習会（（（（第第第第３３３３回回回回））））についてについてについてについて    

 

農閑期での狩猟免許試験実施の要望があり、今年度３回目の試験を実施します。 

●試験日試験日試験日試験日 １２月１１日（土） ●試験場所試験場所試験場所試験場所 京都社会福祉会館 

●受付期間受付期間受付期間受付期間 １１月１８日（木）～１２月２日（木） ※土、日、祝日は除く。 

●講習会講習会講習会講習会 １２月４日（土） ●講習場所講習場所講習場所講習場所 京都社会福祉会館 

●受付期間受付期間受付期間受付期間 １１月２５日（木）まで ※土、日、祝日は除く。定員になり次第締切 

※南丹市では、有害鳥獣捕獲を目的に新たに狩猟免許を取得された方に対し、掛か

った経費の一部を補助する制度を設けています。詳細はお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 （狩猟免許試験）南丹広域振興局森づくり推進室 TEL（0771）22-0426 

（講習会）京都府猟友会 TEL 075-821-5225 

（市補助金制度）農林整備課 TEL（0771）68-0012- 

狩猟期間狩猟期間狩猟期間狩猟期間のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

１１月１５日（月）から平成２３年２月１５日（火）までは狩猟期間です。遠方から

来られるハンターもありますので、山に入られる際には、十分な注意をお願いします。

ただし、ニホンジカについては狩猟期間が延長され１１月１５日（月）から平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年

３３３３月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（火火火火））））までまでまでまでとなっていますので、十分な注意をお願いします。 

●入山入山入山入山されるされるされるされる方方方方へへへへ 入山される際には、よく目立つ服装をすることやラジオなど音が

でるものを携帯するなど、事故防止にご協力をお願いします。 

●狩猟狩猟狩猟狩猟されるされるされるされる方方方方へへへへ 南丹市管内では、近年事故は発生していませんが、全国的には人

をニホンジカやイノシシと間違えて発砲する事故が発生しています。特に猟銃を

使用される場合は、細心の注意をお願いします。 

 

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

農林整備課 TEL（0771）68-0012 

里山里山里山里山ファームファームファームファーム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    

    

森林・環境ネットワークは、南丹市の委託を受け、地域子育て創生事業子ども自然体

験活動事業「里山ファーム～葉んぐりー～」を実施します。食育、地産、地消の視点か

ら里山ファームづくりと自然体験活動を通じて、創造的な子育て支援活動を初めます。

全５回の活動の受付をします。初回は、活動ごとに使用するお皿（葉の形の陶器）

をつくります。第２回～５回は野外で体験活動を楽しみ、みんなで昼食をいただきます。

（原則、全５回参加。定員に満たない場合は、その都度申込み受付します） 

＜第１回：葉んぐりー＞     

●日時日時日時日時 １１月２３日（火・祝）午前１０時～正午の間、随時（雨天決行） 

●場所場所場所場所    氷室の郷「草木工房」 ●対象対象対象対象 幼児～小学生（小学生以下は保護者同伴） 

●●●●定員定員定員定員 ３０人（先着順で定員になり次第、締め切ります） 

●そのそのそのその他他他他 参加するにあたって親子の宿題として、里にでてきている熊が早く冬ご

もりに入れるように、未採集の実（ドングリ、栗、柿など）を所有者の了解を得

て収集し、持参してください。（子どもたちの「熊さん森へお帰り」プロジェクト

へ寄贈します。必ずではありませんがご協力ください） 

＜第２回～５回：葉んぐりー＞  

●予定日時予定日時予定日時予定日時 １２月１１日、１月１５日、２月１９日、３月５日（各土曜日） 

午前１１時～午後１時 

●参加費参加費参加費参加費 １回５００円（保険料、飲食料） ●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 森林・環境ネットワークに電話(午後５時以降)、ＦＡＸ、Ｅメールで

お申込みください。いずれの場合も、参加者氏名、年齢、住所、電話番号、当日

連絡先（携帯など）をお知らせください。 

●そのそのそのその他他他他 いずれの活動も汚れても構わない、動きやすい服装で、お越しください。 

 

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

Ｅメール mail@nposhinrin.net 

子育て支援課 TEL（0771）68-0017 FAX（0771）68-1166 

柿沢安耶柿沢安耶柿沢安耶柿沢安耶のののの出張出張出張出張トークトークトークトーク＆＆＆＆カフェカフェカフェカフェｉｎｉｎｉｎｉｎ京都丹波京都丹波京都丹波京都丹波    

 

●日時日時日時日時 １２月３日（金）午後１時３０分～３時 ●場所場所場所場所 ガレリアかめおか 

●内容内容内容内容 世界初の野菜スイーツ専門店「パティスリーポタジエ」オーナーパティシ

エとして雑誌・ＴＶ出演多数の柿沢安耶さんを講師に迎え、「野菜」にこめた思い

を「食の安心・安全」を通して考える、“美味しくてためになる”講演会。「パテ

ィスリーポタジエ」特製野菜スイーツの試食もしていただけます。 

●定員定員定員定員 １００人（先着順） ●参加費参加費参加費参加費 無料 

 

◇申込・問合せ先 南丹パートナーシップセンター TEL（0771）24-8430 

税務署税務署税務署税務署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    

 

 相続、贈与などにより取得した生命保険契約や損害保険契約などに係る年金の所得税

の取り扱いを改めることとしました。この取り扱いの変更により、所得税の還付を受け

ることができる場合があります。詳しくは、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）

をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 園部税務署 TEL（0771）62-0340 

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１６日～１１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 

園部幼稚園園部幼稚園園部幼稚園園部幼稚園・・・・すこやかすこやかすこやかすこやか学園運動会学園運動会学園運動会学園運動会    

城南保育所城南保育所城南保育所城南保育所    運動会運動会運動会運動会    

１１１１１１１１月月月月１６１６１６１６日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１７日（水）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１８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    

１１１１１１１１月月月月１８１８１８１８日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１９日（金）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

２０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    

１１１１１１１１月月月月１８１８１８１８日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

１９日（金）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

２０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    

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

２１日（日）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２２日（月）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２３日（火）7時・9時・12時・15時・18時 

特集特集特集特集        南丹市小学生陸上運動交歓記録会南丹市小学生陸上運動交歓記録会南丹市小学生陸上運動交歓記録会南丹市小学生陸上運動交歓記録会    

１０月６日に行われた、南丹市内小学校５,６年生の記

録会の模様です。 

１１１１１１１１月月月月２３２３２３２３日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２４日（水）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２５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 

１１１１１１１１月月月月２５２５２５２５日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２６日（金）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２７日（土）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～    

南丹市園部老人南丹市園部老人南丹市園部老人南丹市園部老人クラブクラブクラブクラブ連合会連合会連合会連合会    運動会運動会運動会運動会    

１１１１１１１１月月月月２５２５２５２５日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

２６日（金）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

   ２７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    

１１１１１１１１月月月月２７２７２７２７日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時 

２８日（日）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時    

２９日（月）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

   ３０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    

「八木東幼児学園 祖父母参観」 

１１１１１１１１月月月月２７２７２７２７日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半 

２８日（日）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半    

２９日（月）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

  ３０日（火）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

第第第第20202020 回回回回    美山美山美山美山っっっっ子子子子・・・・音楽音楽音楽音楽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    

１１１１１１１１月月月月３０３０３０３０日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時 

１２月１日（水）8時・10時・13時・19時・22時    

２日（木）8時・10時・13時・19時・22時 

３日（金）8時・10時・13時・19時・22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）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★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 

★来月から、番組表(編成)が変わります。各番組の放送時

間を変更しますので、ご注意ください。 
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体験講座体験講座体験講座体験講座『『『『正月正月正月正月みそをつくろうみそをつくろうみそをつくろうみそをつくろう』』』』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    

 

お正月には欠かせない白みそ。家庭の中で受け継がれてきた伝統的な食文化を楽

しみながら学びます。来年のお正月は、自製のみそで迎えてみませんか。 

●日時日時日時日時 １１月２０日（土）午前１０時～正午 ●場所場所場所場所 日吉町郷土資料館 

●参加費参加費参加費参加費 ５００円 ●持持持持ちちちち物物物物 エプロン、三角巾 

●定員定員定員定員 １０人（定員になり次第、締め切ります） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 下記申込・問合せ先に電話、ＦＡＸでお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 日吉町郷土資料館 TEL・FAX（0771）72-1130 

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ていますしていますしていますしています    

 

南丹市では、生活習慣病を予防し、皆さんに健康な生活を送っていただくため、  

「健康プール教室」を開催します。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、楽しみながら運動習慣を身に付けていきましょう。ぜひ、この機

会にご参加ください。詳細は、１０月２２日発行のお知らせなんたん第１１５号を

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 健康課 TEL（0771）68-0016 

１２１２１２１２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    

 

１２月の母子保健事業は下記のとおりです。 

日程 事業名 対象（月齢など） 場所 

１２月３日（金） 乳児後期健診 

平成21年12月26日～ 

平成22年1月31日生 

１２月９日（木） １歳８カ月児健診 平成21年3月8日～3月27日生 

１２月１０日（金） 乳児前期健診 平成22年8月生 

１２月１７日（金） ３歳５カ月児健診 平成19年6月生 

１２月２０日（月） 離乳食教室 

生後５カ月～１歳ごろの乳児と

保護者 

１２月２１日（火） ２歳５カ月児健康相談 平成20年6月1日～7月10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 

献血献血献血献血・・・・骨髄骨髄骨髄骨髄ドナードナードナードナー登録登録登録登録にごにごにごにご協力協力協力協力くださいくださいくださいください    

 

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。 

人の生命を救える大切な献血。多くの方のご協力をお願いします。 

日程 時間 場所 

１２月３日（金） 午前１０時～１１時３０分、午後０時３０分～３時３０分 園部公民館 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

 

水道施設水道施設水道施設水道施設のののの確認作業確認作業確認作業確認作業をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

 

南丹市内の水道施設（浄水場および配水管など）の台帳作成のため、確認作業を

実施しますので、ご協力をお願いします。なお、作業に従事する者は、社名入りの

腕章および南丹市発行の身分証明書を携行しています。 

●実施地区実施地区実施地区実施地区 南丹市内の簡易水道事業区域（園部地域：天引、大河内、法京、八木

地域：東・北・神吉地区、日吉地域：全域、美山地域：全域） 

●実施期間実施期間実施期間実施期間 平成２３年３月３１日まで ●実施業者実施業者実施業者実施業者 内外エンジニアリング（株） 

 

◇問合せ先 上水道課 TEL（0771）68-0053 

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３３３３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    

 

今回は、子どものいじめや外国籍の人たちをめぐる問題を取り上げたドラマを通して、

人権問題について学ぶことをテーマとしたビデオ『輝け大地に、人の心に』を鑑賞しま

す。皆さんのご参加をお待ちしています。受講は無料です。 

●日時日時日時日時 １１月２７日（土）午前１０時～ ●場所場所場所場所 八木公民館１階和室 

●受講対象受講対象受講対象受講対象 南丹市民および市内に勤務・通学されている２０歳以上の方 

●参加方法参加方法参加方法参加方法 事前登録や予約は行いませんので、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 

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    

 

今回は、第４２回 ［加茂］当尾の石仏を訪ねて～岩船寺～浄瑠璃寺コース。紅

葉の山々と加茂の田園に誘われて、当尾の石仏めぐりをしませんか。 

●日程日程日程日程 １１月２１日（日）（小雨決行） 

●コースコースコースコース 園部公園＝浄瑠璃寺バス停―あたご灯籠―笑い仏―岩船寺―昼食―浄瑠

璃寺＝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８時 

●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４時ごろ解散予定 

●対象対象対象対象 一人で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、ご自分の体力、体調を十分チエックされた上でご参加ください） 

●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、雨具 

●参加費参加費参加費参加費 一般：２，５００円（バス代、保険代、資料代ほか）、会員：２，２００円 

●注意注意注意注意 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。１１月１７

日（水）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 １１月１７日（水）までに下記申込・問合せ先にお申し込みください。 

※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 

近畿圏交通実態調査近畿圏交通実態調査近畿圏交通実態調査近畿圏交通実態調査にごにごにごに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    

  

１０～１１月に近畿圏において、交通実態調査を実施していますのでご協力願いま

す。この調査は、今後の都市・地域の交通計画、まちづくり計画、防災計画などの

基礎資料となるものです。 

 

◇問合せ先 京阪神都市圏交通計画協議会 TEL 0120-917-671 

園部公民館講座園部公民館講座園部公民館講座園部公民館講座「「「「切切切切りりりり絵絵絵絵のののの干支作干支作干支作干支作りりりり教室教室教室教室」」」」受講生募集受講生募集受講生募集受講生募集    

 

どんなふうに切れるかな、どんな形になるかな？来年の干支づくりをしてみませんか 

●日程日程日程日程 １１月２６日（金）午前９時３０分～正午 ●場所場所場所場所 園部公民館３階中研修室 

●受講料受講料受講料受講料 ５００円 ●材料費材料費材料費材料費 ５００円 ●対象者対象者対象者対象者 南丹市内在住、在勤の成人 

●定員定員定員定員 １５人 ●申込期間申込期間申込期間申込期間 １１月１６日（火）～２４日（水）（先着順） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 電話で住所、氏名、電話番号、郵便番号をお知らせください。 

 

◇申込・問合せ先 園部公民館 TEL（0771）63-5820 

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    

 

「アイ・ラブ・フレンズ」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 １１月２８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 １時間５３分 

●作品紹作品紹作品紹作品紹介介介介 京都の街と人を写しつづけているろう者の女性カメラマン美樹。ある日、

交通事故で子どもを死なせ、罪の意識にさいなまれている青年と出会う。写真を通じ

て出会う人々と共に夫を亡くした過去を乗り越えて行くヒューマンドラマです。 

●出演出演出演出演 忍足亜希子、藤田朋子、萩原聖人、田村高廣ほか 

 

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

適切適切適切適切なななな救急医療受診救急医療受診救急医療受診救急医療受診についてについてについてについて学学学学んでみませんかんでみませんかんでみませんかんでみませんか    

 

お子さんの急な発熱やけが。病院が休診の夜や休日におこれば、その対応に慌て

てしまいます。どんなときに救急車を呼べばいいのか、救急医療の受診の目安、ご

家庭で対応できることの知識があれば、急な子どもの状態の変化に不安に思うこと

もなくなるはず。皆さんと「病院に行く、その前に」ついて学びます。 

●日時日時日時日時・・・・場所場所場所場所 １１月２６日（金）美山文化ホール和室 

１２月２日（木）子育てすこやかセンター 

１２月８日（水）日吉興風交流センター保健相談所 

１２月２０日（月）八木西地区自治振興会館 

●時間時間時間時間 午後２時～３時 ※「なかよしサロン」の時間を利用して開催します。 

●講師講師講師講師 高屋こども診療所院長 高屋和志 氏 ●対象対象対象対象 乳幼児期の子を育てる親 

 

◇問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氷室氷室氷室氷室のののの郷郷郷郷からからからから白白白白みそみそみそみそ作作作作りりりり体験体験体験体験のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

お正月用の白みそを地元の米と大豆を使って作りましょう。 

●日時日時日時日時 １１月２７日（土）午後１時３０分～３時 

●場所場所場所場所 八木農村環境公園「氷室の郷」体験室 

●費用費用費用費用 １，０００円（１２月末に白みそ１㎏をお渡しします） 

●持持持持ちちちち物物物物 三角巾、エプロン ●人数人数人数人数 ２０人（定員になり次第締め切ります） 

 

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

八木農村環境公園「氷室の郷」TEL（0771）43-1128 

母子家庭母子家庭母子家庭母子家庭・・・・寡婦寡婦寡婦寡婦のののの皆皆皆皆さんへさんへさんへさんへ    南丹市母子寡婦福祉会南丹市母子寡婦福祉会南丹市母子寡婦福祉会南丹市母子寡婦福祉会をごをごをごをご存知存知存知存知ですかですかですかですか    

 

南丹市母子寡婦福祉会は、母子家庭や寡婦の皆さんが子育てや生活の悩みごとを気軽

に話し合ったり、励ましあえる会として、日帰り旅行や親子料理教室、また、資格取得

のための講習会の情報提供などいろいろな活動をしています。詳細は各支部連絡先に気

軽にお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 南丹市母子寡婦福祉会各支部 TEL 園部 090-5469-3990 

 八木 090-5253-4514 日吉 090-7968-1514 美山 090-2194-0180 

 

なんたんなんたんなんたんなんたん親子親子親子親子のすこやかなのすこやかなのすこやかなのすこやかな発達発達発達発達をををを考考考考えるえるえるえるセミナーセミナーセミナーセミナーのごのごのごのご案内案内案内案内    

 

自閉症などの発達障がいの理解を深め、地域ぐるみで子どもの発達を支える気運

を高めることで、子も親も「すくすく、いきいき、のびのび」育ち合える地域づく

りを目指してセミナーを開催します。 

●日時日時日時日時 １２月１３日（月）午後１時３０分～４時 ●場所場所場所場所 ガレリアかめおか 

●対象対象対象対象 子育て中のお父さん、お母さん、祖父母、関係機関の方など関心のある方 

●内容内容内容内容 講演「誰だってみんなほめられたい！～ほめ上手はしつけ上手～」 

    講師 京都府中丹東保健所長 弓削マリ子 氏 

●定員定員定員定員 ２５０人（先着順） ※保育ルームあります（事前にお問い合わせください） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １１月３０日（火）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 南丹保健所保健室 TEL（0771）62-4753 

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    

 

＜園芸教室＞ 

●日時日時日時日時 １２月９日（木）午後１時３０分～ ●場所場所場所場所 公園センター 会議室 

●内容内容内容内容 リースづくり、菊の土作りなどの学習 ●定員定員定員定員 ３０人 

●参加料参加料参加料参加料 ５００円 ●申込期間申込期間申込期間申込期間 １１月１８日（木）～１２月３日（金） 

＜天文教室＞ 

●日時日時日時日時 １２月１１日（土）午後７時～９時 ●場所場所場所場所 丹波天文館 ●定員定員定員定員 ６０人 

●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） ●参加料 ２００円  

●内容内容内容内容 木星、冬の星座観望など ●申込期限申込期限申込期限申込期限 １２月６日（月） 

＜工作教室＞ 

●日時日時日時日時 １２月１１日（土）午後１時３０分～４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 ●定員定員定員定員 ５０人 ●参加料参加料参加料参加料 ３００円 

●内容内容内容内容 おもしろ工作、太陽観望 ●申申申申込期限込期限込期限込期限 １２月６日（月） 

 

◇問合せ先 丹波自然運動公園 TEL（0771）82-0560 

「「「「人工内耳相談会人工内耳相談会人工内耳相談会人工内耳相談会」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

人工内耳はこれまで治療法の無かった重度の中途失聴・難聴者の多くに、音を取

り戻させる治療法で、わが国でも健康保険適用になって以来、約５，７００人が装

用しています。しかし、京都府下で手術ができる病院は京大病院のみで、情報が行

き届いていないのが現状です。効果が期待される多くの中途失聴・難聴者に最新の

情報を提供するため、相談会を開催しますので、ぜひご参加ください。 

●日時日時日時日時 １２月１２日（日）午後１時～４時３０分 ●場所場所場所場所 八木公民館 

●内容内容内容内容 講演 京都大学大学院医学研究科教授 伊藤壽一 氏 

    体験発表、質疑応答、個別相談など 

●主催主催主催主催 京都府難聴者協会 

 

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

京都府難協中部ブロック長 坂本貞夫 FAX 075-922-5341 

寄寄寄寄せせせせ植植植植ええええ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    

 

 花は毎日の生活に潤いを与えてくれます。家庭で楽しめる「寄せ植え」の教室を

開催しますので、ガーデニングの第一歩として参加してみませんか。 

●日時日時日時日時 １２月４日（土）午後１時～、２時～ ●場所場所場所場所 「道の駅」京都新光悦村 

●定員定員定員定員 各１０人（先着順。定員になり次第締め切り）  

●費用費用費用費用 ３，０００円（土、花、鉢代含む） ●講師講師講師講師 園部町「花」友の会会員 

 

◇申込・問合せ先 園部町「花」友の会事務局（農政課内） TEL（0771）68-0060 

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（（（（年末分年末分年末分年末分））））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している家庭にお貸しし活用いただくものです。年末貸

付けの申込を受け付けますので、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 １２月１日（水）～１４日（火） ●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） 

 

◇問合せ先 南丹市社会福祉協議会本所 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 

南丹市南丹市南丹市南丹市ファミリーファミリーファミリーファミリー・・・・サポートサポートサポートサポート・・・・センターセンターセンターセンター講習会講習会講習会講習会のののの案内案内案内案内    

 

＜平成２２年度第３回おまかせ会員講習会＞（託児あります） 

●日時日時日時日時 １１月２５日（木）午前９時～午後４時、２６日（金）午前９時～正午 

●場所場所場所場所 日吉はーとぴあ（農事研修室） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １１月１９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。詳細は電話でお問い合わせください。なお、講習は、何回かに分けて

受講していただいても結構です。 

●そのそのそのその他他他他 講習会参加において託児をご希望の方は、必ず事前にお申し込みください。 

＜「おまかせ会員」「おねがい会員」を募集中＞  

●こんなときにこんなときにこんなときにこんなときに 保育所の送迎、買い物や通院などの外出時、冠婚葬祭時など  

●おまかせおまかせおまかせおまかせ会員会員会員会員 空いている時間、少しでも援助いただける方をお待ちしています。

講習会の受講をお願いします。 

●おねがいおねがいおねがいおねがい会員会員会員会員 ｢もしものとき」のために、登録だけでもかまいません。 

●利用時間利用時間利用時間利用時間 午前７時～午後８時（１２月２９日～１月３日を除く） 

●利用料金利用料金利用料金利用料金 平日：１時間当たり７００円。土、日、祝日：１時間当たり８００円 

 

◇申込・問合せ先 南丹市社会福祉協議会本所 TEL（0771）72-3220 

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をををを開開開開きますきますきますきます    

 

フリー託児を利用して、ちょっとリフレッシュしてみませんか？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 １２月９日（木）午前１０時～午後４時（利用時間は自由です） 

●場場場場所所所所 日吉はーとぴあ ●利用料利用料利用料利用料 １回、１人につき７００円 

●対象年齢対象年齢対象年齢対象年齢 南丹市内在住の生後６カ月から就学前のお子さん 

●定員定員定員定員 １０人程度 ※事前予約が必要です。必ず個人でお申し込みください。定

員になり次第、締め切ります。 

●そのそのそのその他他他他 ・お昼をはさんで利用される方は、弁当、お茶をお持ち込みください。 

     ・当日、風邪気味、発熱などがあるお子さんはお預かりできません。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市社会福祉協議会本所 TEL（0771）72-3220 

南丹市情報南丹市情報南丹市情報南丹市情報センターセンターセンターセンター・・・・南丹市国際交流会館南丹市国際交流会館南丹市国際交流会館南丹市国際交流会館のののの臨時職員募集臨時職員募集臨時職員募集臨時職員募集 

 

●職種職種職種職種 企画事業、国際交流事業、事業推進、加入促進、広報など 

●経験経験経験経験 イベント企画、加入促進、広報などの経験者を優先します。 

●資格資格資格資格 パソコンでワード・エクセルを使いこなせ、普通自動車運転免許を有する方 

●勤務地勤務地勤務地勤務地 南丹市情報センター ●時給時給時給時給 ８００円 

●勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間 シフト制による週５日勤務 午前８時３０分～午後５時１５分 

●雇用期間雇用期間雇用期間雇用期間 採用日～平成２４年３月３１日（合意の上で期間を延長する場合あり） 

●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・問合せ先に履歴書（写真貼付）、

職務経歴書を持参または郵送でお申し込みください。※月・祝日を除く、午前８

時３０分～午後５時１５分。面接日程は申込者に後日連絡します。 

●採用採用採用採用 書類選考・面接により合格者を決定します。採用日は１２月１日予定です 

 

◇申込・問合せ先 （財）南丹市園部国際学園都市センター TEL（0771）63-1777 

オウムオウムオウムオウム真理教特別手配被疑者真理教特別手配被疑者真理教特別手配被疑者真理教特別手配被疑者のののの検挙検挙検挙検挙にごにごにごにご協力協力協力協力をををを！！！！    

 

 あなたの情報が検挙に結びついた場合には、オウム真理教特別手配被疑者検挙のため

の懸賞広告実行委員会から、手配被疑者一人当たり２００万円の懸賞金が支払われます。 

         

平田 信（マコト）（４５歳） 

身長１８３センチ位 

ひげが濃く歯並びが悪い 

左首筋に５ミリ位のホクロ 

高橋 克也（５２歳） 

身長１７３センチ位 

眉毛が濃い 

近視（めがね使用あり） 

菊地 直子（３８歳） 

身長１５９センチ位 

右目下に１ミリ位のホクロ 

右こめかみに小豆大（４

ミリ位）のホクロ 

 

◇通報先 南丹警察署 TEL（0771）62-0110、ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ TEL 0120-006024 


