
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

         第１２８号（２の１）平成２３年５月１３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  

――――    2の1111 枚目枚目枚目枚目    （緑色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・夏季期間における職員の軽装勤務のお知らせ 
・6月の母子保健事業日程表    

・『振り込め詐欺』にご注意ください！    

・不妊治療助成申請について 

・特定不妊治療費助成申請について 

・母親教室日程変更のお知らせ 

【 裏 】 ・南丹市八木Ｂ＆Ｇプールの監視員を募集します    

・京都府立ゼミナールハウスからのお知らせ 

・丹波自然運動公園からお知らせ 

・なんたんテレビ番組表（５月１６日～３１日） 

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

【 表 】 ・市営住宅の入居者を募集します    

・平成２３年地価公示が発表されました 
・畑郷市民農園（貸農園）の利用者を募集しています 
・ひとり親家庭いきいきふれあい事業の参加申込について 

・５月「カフェよっといで」のお知らせ 
・せいかつ さぎょう べんきょうかいのお知らせ 

・５月は「赤十字運動月間」です    

【 裏 】 ・歴史・健康ウオーキング参加者募集 

・南丹市国際交流協会からのお知らせ 

・園部公民館の受講生を募集します 

・第１９回南丹市八木陸上競技大会を開催します 

・南丹市国際交流協会からのお知らせ    

・東日本大震災被災者電話無料法律相談 

・「ものづくり産業就業フェア」開催のお知らせ 

・京都丹波ブランド戦略第１弾「教えて！京都丹波」開設 

特定不妊治療費助成申請特定不妊治療費助成申請特定不妊治療費助成申請特定不妊治療費助成申請についてについてについてについて    

 

京都府では、体外受精および顕微授精を受けられた方々の負担の軽減を図るため、

治療費の一部を助成する特定不妊治療費助成事業を実施しています。 

●助成額助成額助成額助成額 １回の治療につき１５万円までとし、１年度当たり２回(初年度のみ３

回)を限度とします。所得制限は、前年の所得が７３０万円未満（夫婦合算）です。 

●対象期間対象期間対象期間対象期間 通算５年間（全１０回） 

●対象者対象者対象者対象者 治療終了日が平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日の方 

※平成２４年４月に入って治療を終了された場合は、平成２４年度の対象となります。 

●申請期限申請期限申請期限申請期限 治療が終了した年度内ですので、平成２４年３月末までに申請してく

ださい。 

※治療の終了後はなるべく早く申請してください。ただし、事情により３月末まで 

 に申請ができない場合は、治療終了日から起算して１年以内に申請してください。 

 

◇問合せ先 南丹保健所 TEL（0771）62-4753 

保健医療課 TEL（0771）68-0016 

6666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    

 

６月の母子保健事業は下記のとおりです。 

 事業名 対象（月齢など） 

６月３日（金） 乳児後期健診 平成２２年７月１日～７月２６日生 

６月１０日（金） 乳児前期健診 平成２３年２月生 

６月１４日（火） ２歳５カ月児健康相談 平成２０年１２月生 

６月１６日（木） １歳８カ月児健診 平成２１年８月３０日～９月２４日生 

６月１７日（金） ３歳５カ月児健診 平成１９年１１月２８日～１２月２５

日生 

６月２９日（水） 離乳食教室 生後５カ月～１歳ごろの乳児と保護者 

●場所場所場所場所    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 保健医療課 TEL（0771）68-0016 

母親教室日程変更母親教室日程変更母親教室日程変更母親教室日程変更のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

お知らせなんたん第１２６号で案内しました５月１６日（月）実施の母親教室の日程

を下記のとおり変更します。お間違えのないようよろしくお願いします。なお、妊娠届

を提出された方には個別通知をします。興味・関心のある方は、ぜひご参加ください。 

●日程日程日程日程 ６月２日（木） ●内容内容内容内容 歯科の話、マタニティーヨガ体験 

●時間時間時間時間 受付：午後１時１５分～１時３０分 実施：午後１時３０分～４時 

●場所場所場所場所 園部保健福祉センター（こむぎ山健康学園） 

●持物持物持物持物 母子手帳、バスタオル、５本指靴下（お持ちであれば） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ５月３０日（月）までに下記にお電話ください。 

 

◇問合せ先 保健医療課 TEL（0771）68-0016 

 

不妊治療助成申請不妊治療助成申請不妊治療助成申請不妊治療助成申請についてについてについてについて    

 

子どもを希望しながらも恵まれないため不妊治療を受けている夫婦に対し、経済

的負担の軽減を図るため、不妊治療費の一部を助成しています。平成２３年４月受

診分から、保険診療分だけでなく、人工授精も助成対象となり、助成限度額が増額

されます。 

●●●●対象者対象者対象者対象者  

①南丹市に住所を有し、京都府に１年以上居住している夫婦 

 （婚姻の届け出はしていないが、事実上婚姻関係にある方は人工授精治療を除く）

②各種医療保険に加入している方 

●給付対象給付対象給付対象給付対象 不妊治療のうち、保険適用のある治療および人工授精 

※府外の医療機関での治療も対象になります。なお、診断のための検査は助成対象

外になりますのでご注意ください。 

●助成金額助成金額助成金額助成金額 

①助成割合：本人負担額の２分の１ 

※医療保険法の規定による保険者、共済組合の規約、定款、運営規則などで、不妊

治療に要する費用に対して給付がなされる場合は、その額を控除する。 

②助成限度額：保険適用のある治療のみの場合、１年度につき６万円を限度とする。

※夫婦双方が不妊治療を受けている場合は、それぞれにつき６万円までとする。 

それ以外の場合、１年度につき１０万円を限度とする。 

③助成期間：助成回数に制限はありません。 

④前年度助成額が基準額に満たない場合は、上記に満たない額を限度額に加える。 

●申請方法申請方法申請方法申請方法 不妊治療助成金交付申請書と医療機関証明書を保健医療課、または、

各支所健康福祉課窓口に提出してください。（郵送可） 

※不妊治療助成金交付申請書と医療機関証明書は、保健医療課および各支所健康福

祉課に備え付けています。 

※医療機関証明書は府内医療機関にも備え付けてあります。 

※申請は診療日から起算して１年以内に行ってください。 

※平成２２年度治療分の申請がまだの方は早めの申請をお願いします。平成２２年

度治療分の助成については、人工授精は対象外となり、助成割合は本人負担額の

２分の１ですが、１年度につき５万円を限度としますのでご了承ください。 

 

◇問合せ先 保健医療課 TEL（0771）68-0016 

 

夏季期間夏季期間夏季期間夏季期間におけるにおけるにおけるにおける職員職員職員職員のののの軽装勤務軽装勤務軽装勤務軽装勤務のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

    
南丹市では、節電対策、省エネルギー対策の取り組みとして、夏季期間（５月～

１０月）における執務時間中の職員の服装を、ノーネクタイ・ノー上着による軽装

勤務としています。また、今後各施設において、冷房温度設定「２８℃」を徹底す

る取り組みを進めますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。 

 

◇問合せ先 企画調整課 TEL（0771）68-0008 

『『『『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。 
 
◇問合せ先 消費生活相談窓口 商工観光課 TEL（0771）68-0050 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南丹市八木南丹市八木南丹市八木南丹市八木Ｂ＆ＧＢ＆ＧＢ＆ＧＢ＆Ｇプールプールプールプールのののの監視員監視員監視員監視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    

 
●勤務場所勤務場所勤務場所勤務場所 南丹市八木Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 
●勤務期間勤務期間勤務期間勤務期間 ①長期：６月中旬～９月上旬(高校生不可) ②短期：７月中旬～８月上旬 
※毎週木曜日休館。そのほか臨時に休館する場合があります。 
●作業内容作業内容作業内容作業内容 プール内での監視ほか ●賃金賃金賃金賃金 １時間当たり750円 
●募集条件募集条件募集条件募集条件 南丹市内在住の高校生以上で水泳ができる健康な方 
      （ただし、高校生については短期募集のみとし八木町在住者に限る） 
●募集人員募集人員募集人員募集人員 ①長期：４人程度 ②短期：８人程度（ローテーションにより、常時２～                                                                      

４人程度が勤務できるよう調整しますので毎日は勤務できません） 
●勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間 午前９時～午後９時までの間の１日４～８時間 
●申込方法申込方法申込方法申込方法 申込用紙に必要事項を記入し、５月３１日（火）午後５時までに八木

公民館へ提出してください。申込用紙は社会教育課ならびに八木公民館、園部Ｂ

＆Ｇ海洋センター、日吉町生涯学習センター、社会教育課美山担当（美山支所内）

に備え付けてあります。（郵送の場合５月３１日（火）必着） 
●そのそのそのその他他他他 長期申込者の打ち合わせ会を６月２日（木）午後２時から八木公民館で

行いますので、申し込みされた方は必ず出席してください。短期申込者の打ち合

わせ会は後日お知らせします。任用決定者は、普通救命講習会を受講していただ

きます。※園部・日吉のプール監視員は、後日募集します。 
 
◇問合せ先 社会教育課八木担当 TEL（0771）68-0026 

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おからおからおからお知知知知らせらせらせらせ    

 

＜さつき・山野草展＞ 

●日時日時日時日時 ６月３日（金）～５日（日） 午前９時～午後５時 

●場所場所場所場所 公園センター ３階無料休憩所 

●内容内容内容内容 さつき・山野草愛好家の方々による展示即売 

＜ゲートボール大会＞ 

●日時日時日時日時 ６月２１日（火） 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 ３２チーム ●参加参加参加参加費費費費 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 ●申込申込申込申込期限期限期限期限 ６月１０日（金） 

＜パターゴルフ大会＞ 

●日時日時日時日時 ６月１８日（土） 午前９時～ ●場所場所場所場所 パターゴルフ場 

●対象者対象者対象者対象者 小学生以上の方（５０人まで）●参加費参加費参加費参加費 大人500円、小中学生300円 

●内容内容内容内容 １８ホールにより実施 ●申込申込申込申込期限期限期限期限 ６月１２日（月） 

＜天文教室＞ 

●日時日時日時日時 ６月１８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（６０人） ※小中学生は保護者同伴 
●参加費参加費参加費参加費 200円 ●内容内容内容内容 月・土星観望など 
●申込申込申込申込期限期限期限期限 ６月１３日（月）までに下記にお申し込みください。 
 

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

 

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    

 

＜ゴルフはじめの一歩＞ 

ラウンド未経験者から１００を切ったことがない人のためのゴルフ教室。（雨天決行） 

●日時日時日時日時 ５月２４日（火）午前１０時３０分～ 

●場所場所場所場所 クラウンヒルズ京都ゴルフ倶楽部 

①初心者コース ラウンド未経験の方（１２人） 

※道具はお貸しします。ルール、マナー説明、打ちっ放し、パット、アプローチ練

習。数ホール体験ラウンド。 

●参加費参加費参加費参加費 6,000円（昼食、ドリンク、保険、貸しクラブ、ロッカー、ボール２個、

ティー、ゴルフ場使用料含む） 

②ラウンドレッスンコース １００を切ったことがない方（１２人） 

※道具、ボールはご持参ください。打ちっ放しのあと、ハーフラウンドをプレーし

ながらシングルプレーヤーの指導を受けます。 

●参加費参加費参加費参加費 8,000円（昼食、ドリンク、保険、ロッカー、ゴルフ場使用料含む） 

●服装服装服装服装およびおよびおよびおよび持持持持ちちちち物物物物 

帽子、襟付きシャツ、タオル、手袋、ゴルフシューズまたはスニーカー、雨具 

＜春の水彩画・スケッチ教室＞ 

新緑の芦生の森を描きます。初心者の方にも丁寧に指導します。 

●日時日時日時日時 ５月２７日（金）、２８日（土） 

２７日・午前１０時に府立ゼミナールハウスへおこしください。 

●参加費参加費参加費参加費 4,000円（各日日帰り、昼食付） 

●持持持持ちちちち物物物物 スケッチブック、濃い目の鉛筆、消しゴム、水彩画用品（お持ちでない

方にはお貸しします） 

●講師講師講師講師 日本画家 藤原玲子氏 

 

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

地域地域地域地域のののの話題話題話題話題    日吉町 多治神社｢田原の御田｣                 初回    ５月１７日【火】  ８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    南丹市からのお知らせ  初回 ５月１９日【木】  ６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                                                            初回 ５月２１日【土】  ７時    

５月２８日【土】  ７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 摩気小学校 高山登山           

聖家族幼稚園 聖母の集い      初回 ５月２４日【火】 ８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ほかからのお知らせ   初回 ５月２６日【木】 ６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    人権尊重啓発番組                                                        初回 ５月２６日【木】６時１５分    

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

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 園部第二小学校 ６年 修学旅行     初回 ５月２８日【土】 ８時 

園部小学校 ６年 修学旅行             初回 ５月３１日【火】 ８時 

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

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）6：30／11：30／18：30／21：30（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 

ＴＥＬ0771-63-1777 FAX 0771-63-1682 Ｍail: sictv@sic.cans.ne.jp 月曜月曜月曜月曜・・・・祝日祝日祝日祝日はははは休館休館休館休館    

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    なんたんなんたんなんたんなんたんテレビテレビテレビテレビ番組表番組表番組表番組表（（（（５５５５月月月月1111６６６６日日日日～～～～３１３１３１３１日日日日））））    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１２８号（２の２）平成２３年５月１３日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畑郷市民農園畑郷市民農園畑郷市民農園畑郷市民農園（（（（貸農園貸農園貸農園貸農園））））のののの利用者利用者利用者利用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    

 

畑郷市民農園は、農家以外の方でも気軽に野菜づくりが楽しめる貸農園です。美

しい自然の中、ご自身の手で「安全・安心」な野菜づくりをしてみませんか。 

●所在地所在地所在地所在地 南丹市日吉町畑郷池ノ平３１番地２（畑郷区会議所の北隣） 

●区画面積区画面積区画面積区画面積 １区画約２０㎡（複数区画の利用も可） 

●利用期間利用期間利用期間利用期間 １年契約（４月から翌年３月まで）で更新可。年度途中からの利用申

込も随時受け付けています。 

●利用料利用料利用料利用料 １区画あたり年間10,000円 

※年度途中から利用の場合は、利用期間に応じて減額します。 

●そのそのそのその他他他他 １年契約のため、栽培作物は野菜、草花などとし、稲や果樹などの永年性

作物は栽培できません。区画内は利用者自身の管理となります。 

●利用申込利用申込利用申込利用申込 下記にお電話ください。 

 

◇申込・問合せ先 日吉支所産業建設課 TEL（0771）68-0034 

平成平成平成平成２３２３２３２３年地価公示年地価公示年地価公示年地価公示がががが発表発表発表発表されましたされましたされましたされました    

 

国土交通省から平成２３年の地価公示が発表されました。地価公示は、都市計画

区域のほか土地取引が相当程度見込まれるものとして、国土交通省令で定める区域

で標準的な使われ方をしている土地（標準地）を選んで、その適正な土地価格を公

表し、土地を売買する際の目安にしていただくもので、適正な地価の形成に大きな

役割を果たしています。土地の形状、道路条件、駅からの距離、上下水道の整備状

況など、土地の条件を標準地と比較することで、対象地のおおよその価格がわかり

ます。土地売買の時には、公示価格を調べて目安としてご活用ください。 

＜地価公示の閲覧＞ 

京都府の標準地の地価、標準地が接する道路の種類、幅員、標準地の周辺の土地

利用状況を細かく記載した地価公示の関係書面が、都市計画課および各支所地域総

務課で閲覧できます。 

※インターネットで全国の地価公示価格を閲覧することもできます。 

・国土交通省土地総合情報ライブラリー http://tochi.mlit.go.jp/ 

・財団法人土地情報センタ－ http://www.lic.or.jp/ 

 

◇問合せ先 都市計画課 TEL（0771）68-0052  

 

市営住宅市営住宅市営住宅市営住宅のののの入居者入居者入居者入居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    

 

●募集募集募集募集するするするする公営住宅公営住宅公営住宅公営住宅    園部向河原団地     １ルーム      ３戸 

          園部向河原団地     ２ＤＫ       １戸 

          園部向河原団地     ３ＤＫ       ４戸 

          府営屋賀上団地     ４ＤＫ       ４戸 

          日吉貝尻団地      ３ＤＫ       １戸 

 美山和泉団地      ３ＤＫ（２階建）  １戸 

          美山和泉団地      ３ＤＫ（平屋建）  １戸 

          美山鶴ケ岡団地     ３ＤＫ       １戸 

          美山大野団地      ３ＬＤＫ      １戸 

※住宅ごとに入居人数に制限がありますので、下記までお問い合せください。 

●入居資格入居資格入居資格入居資格    下記まで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 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。 

※申込書などの様式は住宅課および各支所産業建設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（各支所産業建設課でも提出は可能です） 

②受付期間：５月１６日（月）～２７日（金） 

午前９時～正午、午後１時～５時 ※土・日曜日は除く。 

●入居選考入居選考入居選考入居選考 ①選考方法：入居資格を有する方の内から、「南丹市営住宅の設置及び

管理に関する条例」に基づき選考します。 

②選考決定日：６月下旬（予定） 

●入居時期入居時期入居時期入居時期 ７月下旬（予定） 

 

◇問合せ先 住宅課 TEL（0771）68-0062 

せいかつせいかつせいかつせいかつ    さぎょうさぎょうさぎょうさぎょう    べんきょうかいのおべんきょうかいのおべんきょうかいのおべんきょうかいのお知知知知らせらせらせらせ    

 

「せいかつ さぎょう べんきょうかい」は、年８回のシリーズで、保護者向け

の勉強会です。あーと・ねっとの作業療法士灘先生により支援の方法、生活に役立

つ工夫やグッズなどを教えてもらう教室です。また、家庭の中でのちょっとした困

りごとなどを聞いてもらえる機会でもあります。 

●日程日程日程日程ととととテーマテーマテーマテーマ    ６月７日（火）：食事 ７月１２日（火）：つくる 

         ９月６日（火）：からだ、感覚 １０月４日（火）：書く  

         １１月８日（火）：トイレ、入浴 １月１７日（火）：視る ２月７日

（日）：ことば 

●場所場所場所場所    南丹保健所講堂 ●定員定員定員定員 ２０人 

●講師講師講師講師 灘 裕介先生 ●時間時間時間時間    いずれも午前１０時～１１時３０分 

●●●●参加費参加費参加費参加費    各回:正会員1,200円、一般1,700円 

                    8回チケット：正会員8,000円、一般12,000円 ●後援後援後援後援    南丹市  

 

◇申込・問合せ先 NPO法人発達障害を考える会ぶどうの木 TEL（0771）63-0351 

５５５５月月月月はははは「「「「赤十字運動月間赤十字運動月間赤十字運動月間赤十字運動月間」」」」ですですですです    

 

 日本赤十字社は、世界各地での救援活動はもとより国内での災害援助活動、医療

事業、血液事業、社会福祉事業などの人道的な諸活動を展開している国際的な民間

の救護団体です。このような活動は、赤十字の精神と活動に賛同される社員の皆さ

んによる社費（会費）や一般の方からの寄付金によって支えられています。今年度

も、５月１日～３１日を「日本赤十字社員増強運動月間」とし、活動資金にご協力

くださる社員増強運動を展開していますので、皆さんからのご支援、ご協力をよろ

しくお願いします。 

 

◇問合せ先 社会福祉協議会 TEL（0771）72-3220 

社会福祉課 TEL（0771）68-0007 

５５５５月月月月「「「「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」」」」のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

たまには、ママだけのティータイムをゆったり過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」。今回は、新緑のすがすがし

い季節。農作業も一段落して、ゆったりのんびりしたひとときを過ごしていただき

たいと考えています。子育て中のママさんはもちろん、祖父母の方、地域の方、一

人でも多くのご参加をお待ちしています。 

●日時日時日時日時 ５月２５日（水）午前１０時～正午 

●場所場所場所場所 美山保健福祉センター 

●参加費参加費参加費参加費 500円（無農薬コーヒー、地域のお菓子付き。内100円は震災募金） 

●持持持持ちちちち物物物物 子どもさんの着替え、マイカップなど   

※妊婦、授乳中の方の飲み物も用意します。 

※一緒に活動してくださるスタッフを募集中です。下記までご連絡ください。 

 

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

子育てすこやかセンター TEL（0771）68-0082 

ひとりひとりひとりひとり親家庭親家庭親家庭親家庭いきいきふれあいいきいきふれあいいきいきふれあいいきいきふれあい事業事業事業事業のののの参加申込参加申込参加申込参加申込についてについてについてについて    

 

南丹市内在住の母子・父子家庭などを対象に、親子のふれあいと参加者相互の交

流を深めることにより、子どもの健やかな成長と母子・父子家庭などの福祉の増進

を図ることを目的として開催します。多数のご参加をお待ちしています。 

●実施日実施日実施日実施日 ６月１２日（日） ●行先行先行先行先 ひらかたパーク 

●定員定員定員定員 約１２０人（参加多数の場合は抽選とさせていただきます） 

●参加費参加費参加費参加費 大人2,500円 中学生2,000円 

小学生1,500円 幼児（３歳以上）1,000円 

※飲食費用は、各自でご負担ください 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 申込用紙（子育て支援課、各支所健康福祉課に備え付け）に記入の上 

５月２７日（金）までに下記にお申し込みください。 

●主催主催主催主催 南丹市母子寡婦福祉会 

 

◇申込・問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

各支所 健康福祉課 八木 TEL（0771）68-0022 

日吉 TEL（0771）68-0032 美山 TEL（0771）68-0041 

◇◆◇アナログ放送は今年７月で終了！地デジ対応はお早めに！！◇◆◇ 

問合せ先 デジサポ京都：TEL 075-330-3030 ／ 地域振興課：TEL（0771）68-0019 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「「「「ものづくりものづくりものづくりものづくり産業就業産業就業産業就業産業就業フェアフェアフェアフェア」」」」開催開催開催開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

亀岡市・南丹市・京丹波町内の採用を検討されている「ものづくり企業」を紹介

する就業フェアを開催します。実際の製品や機械、パネル展示などを行い、ものづ

くりの仕事を説明します。企業の責任者の方々と自由な意見交換や、情報交換も行

えます。ぜひ、ご来場ください。（無料） 

●日時日時日時日時 ５月３０日（月）午後３時～４時４５分 

●場所場所場所場所 ガレリアかめおかコンベンションホール 

●内容内容内容内容 ものづくり産業就業フェア 

●対象者対象者対象者対象者 ものづくり企業への就業希望者など（高校生以下の方を除く） 

●出展企業出展企業出展企業出展企業 「京都府南丹広域振興局 商工労働観光室」のホームページ参照 

       http://www.pref.kyoto.jp/nantan/no-shoko/ 

 

◇問合せ先 京都府南丹広域振興局商工労働観光室 TEL（0771）23-4438 

京都丹波京都丹波京都丹波京都丹波ブランドブランドブランドブランド戦略第戦略第戦略第戦略第１１１１弾弾弾弾「「「「教教教教えてえてえてえて！！！！京都丹波京都丹波京都丹波京都丹波」」」」開設開設開設開設    

 

亀岡市、南丹市、京丹波町を総称して「京都丹波」と呼び、新たな地域ブランド

として確立し、全国・全世界へと発信していくための京都丹波ブランド戦略事業が

開始しました。その第１弾として、京都丹波応援サイト「教えて！京都丹波」を開

設しました。ここでは皆さんの京都丹波に対するイメージや熱い想いを募集します。

ご応募いただいた中から毎月抽選で５人に「京都丹波な旬なおくりもの」をさせて

いただきます。 

 

◇問合せ先 南丹広域振興局企画振興室 TEL（0771）24-8430 

南丹市南丹市南丹市南丹市国際交流協会国際交流協会国際交流協会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    

    
＜社会人英会話教室の受講生を募集します＞ 

英会話に興味をお持ちの方、基本的な英会話表現を練習し、初歩的な日常会話が

できるようになることを目指しませんか。 

●日時日時日時日時 ５月１９日（木）～７月２１日（木）  

美山：午後４時～５時３０分、園部：午後７時～８時３０分 

●場所場所場所場所 美山文化ホール２階会議室、園部公民館３階会議室 

●内容内容内容内容 ネイティブ講師による英会話グループレッスン 

●対象対象対象対象 南丹市内在住・在勤の１８歳以上の方、および会員 

●参加費参加費参加費参加費 全１０回9,000円（お試し１回1,000円） 

●共催共催共催共催 南丹市国際交流協会、教育委員会 

＜外国人のための「日本語教室」受講生募集＞ 

南丹市内在住外国人の日本語学習をサポートします。興味のある方、または、日

本語学習を必要とされている方はぜひご参加ください。    

●日時日時日時日時 ５月１８日（水）～７月２０日（水）午後７時３０分～９時 

●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館２階南丹市国際交流協会事務所 

●内容内容内容内容 ボランティアとの個別学習（全１０回） 

●参加費参加費参加費参加費 無料（教材費実費が必要となる場合もあります） 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 下記まで電話(火・水・木の午後１時～５時)またはＦＡＸ、Ｅメール 

にて、申込クラス、氏名、住所、電話番号、当日連絡先(携帯電話など)をご連絡 

の上、お申し込みください。 

●定員定員定員定員 各クラス１５人（先着順・８人未満の場合は開講できない場合があります） 

※定員になり次第締め切らせていただきます。 

 

◇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 

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参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

 

今回は、第４８回「大江山鬼伝説の町」元伊勢三社～酒天童子～鬼の里めぐりコ

ース。緑の風が吹き抜ける大江町の古い町並みを、鬼伝説に誘われ、鬼の棲み家と

して知られる有名な酒天童子伝説に伝えられる鬼の里を目指しウオーキングしま

す。どなたでも気軽にご参加ください。（歩程約７．５ｋｍ） 

●日程日程日程日程 ５月２１日（土）（小雨決行） 

●コースコースコースコース ＪＲ園部駅西口広場＝園部公園駐車場＝（ＫＴＲ）大江駅前鬼瓦公園＝

大江旧街道＝元伊勢外宮＝和紙伝承館＝元伊勢内宮（昼食）＝天岩戸神社＝ニ瀬

川渓流探勝路＝鬼の交流博物館＝園部公園駐車場  

●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３０分 

※今回はバスがＪＲ園部駅西口広場を午前８時２０分に出発します。 

●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 

●対対対対象象象象 現在、元気よく一人で７．５ｋｍ以上歩ける方 

※健康状態のすぐれない方はご遠慮ください。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（雨天時雨具） 

●参加費参加費参加費参加費 一般3,000円（バス代、保険料、入館料、資料代ほか）、会員2,700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。締め切り後は、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 ５月１９日（木）までに下記までご連絡ください。 

※申込の取り消し、欠席の場合は必ずNantan健歩会まで連絡ください。  

 

◇申込・問合せ先 Nantan健歩会（木村） TEL（0771）62-3370 

保健医療課  TEL（0771）68-0016 

東日本大震災被災者電話無料法律相談東日本大震災被災者電話無料法律相談東日本大震災被災者電話無料法律相談東日本大震災被災者電話無料法律相談    

 
京都弁護士会は、京都府下の自治体によって受け入れられた東日本大震災被災者

を対象に、京都弁護士会内に専用電話（フリーダイアル）を設置し、電話法律相談

を受け付けます。気軽にご利用ください。（無料） 

●実施期間実施期間実施期間実施期間    ４月１８日（月）～５月末（延長の可能性あり） 

●●●●受付時間受付時間受付時間受付時間    毎週月曜日～金曜日（祝日除く） 午後１時～３時３０分 

●相談方法相談方法相談方法相談方法 下記フリーダイアルにお電話していただき、受付職員に住所、氏名、

電話番号などをお伝えください。その後、弁護士が折り返し相談希望者にお電話

いたします。（携帯電話、ＰＨＳからもご利用いただけます） 

※相談時間は２０分間です。事務所には、常に２人の弁護士が待機しています。 

 

◇申込・問合せ先 申込専用電話 TEL 0120-80-8585 

         京都弁護士会 TEL 075-231-2378 

                

園部公民館園部公民館園部公民館園部公民館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    

 

＜たのしい話し方教室＞ 

心で伝える、心で聞く、人と人のつながりは「ことば」、人の心を豊かにするのも

「ことば」です。楽しい話し方を一緒に学びませんか。 

●日程日程日程日程 ５月２７日、６月１０日、６月２４日、７月１日、８月２６日（各金曜日） 

●時間時間時間時間 午前１０時～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 1,000円（全５回分） ●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（先着順。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 ５月１７日（火）～２５日（水）の間に、電話で住所、氏名、電話番

号、郵便番号を下記に連絡の上、お申し込みください。 
 

◇申込・問合せ先 園部公民館 TEL（0771）63-5820 

 

第第第第１９１９１９１９回南丹市八木陸上競技大会回南丹市八木陸上競技大会回南丹市八木陸上競技大会回南丹市八木陸上競技大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    

 

陸上競技を通じて競技力の向上と参加児童・生徒および市民の交流・親睦を目的に「第

１９回南丹市八木陸上競技大会」を開催します。皆さんの参加をお待ちしています。 

●日時日時日時日時 ６月１２日（日）午前９時受付、９時３０分開会 ●場所場所場所場所 八木運動公園 

●競技種目競技種目競技種目競技種目（男女別に実施） 

部門・種目 

小学生低学年の部 

（３学年以下） 

小学生高学年の部 

（４学年以上） 

中学高校生の部 一般の部 

５０ｍ ○ ○ ○ ○ 

１００ｍ ○ ○ ○ ○ 

８００ｍ × ○ × × 

１５００ｍ × × ○ ○ 

走幅跳 × ○ ○ ○ 

４００ｍリレー × ○ ○ × 

●参加資格参加資格参加資格参加資格 南丹市民、または市内に勤務、通学されている小学生以上の方 

●参加費参加費参加費参加費 高校生以上200円、中学生以下100円（当日受付で徴収） 

●表彰表彰表彰表彰などなどなどなど 各部門優勝者にはメダルおよび賞状を授与します。 

      参加者全員に、後日記録証を交付します。 

●参加申込参加申込参加申込参加申込 下記に備え付けの申込用紙に必要事項を記載の上、６月５日（日）午 

後５時までにお申し込みください。 

●申込先申込先申込先申込先 八木公民館、府立口丹波勤労者福祉会館、八木スポーツフォアオール 

●そのそのそのその他他他他 雨天などで競技ができない場合は主催者判断で中止とします。 

●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） 

●主管主管主管主管 八木町陸上競技協会 ●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）42-3132 


