
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１３４号（３の１）平成２３年８月１２日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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年度児童扶養手当現況届の提出について 

・第２次南丹市交通安全計画（中間案）に関する意見募集 

・未成年心身障害者年金・在宅重度身体障害者介護者激励金 

【 裏 】 ・２０１１南丹市やぎ ふれあいふくしまつり・健康づくり大会 

・フォーラム‘京都中部地域の「ものづくり」の課題と展望’ 

・第５回美山茅葺音楽会を開催します 

・「かやぶき民家一日体験」の参加者を募集します 

・なんたんテレビ番組表（８月１６日～３１日） 

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

【 表 】 ・節電にご協力をお願いします 

・「２０１１なんたんヒューマンシネマ」を開催します 

・「第１１回 美山かやぶき薪能(たきぎのう)」のご案内 

・８月「カフェよっといで」のお知らせ 

・南丹市ＣＡＴＶの地上・衛星デジタル放送について 

・９月の母子保健事業日程表 

・母親教室のお知らせ 

・南丹市情報センター・国際交流会館の臨時職員を募集します 

【 裏 】 ・警察事務職員採用試験のお知らせ 

・今年も交通死亡事故が多発しています！ 

・認知症予防教室インストラクター養成講座のご案内 

・平成２３年度母子家庭人間ドック実施のお知らせ 

・『振り込め詐欺』にご注意ください！ 

・命を救う応急手当講習・受講者を募集 

・京都中部広域消防組合消防職員募集 

・平成２３年度第２回調理師試験準備講習会を開催します 

・平成２３年度第２回調理師試験およびふぐ処理師試験 

・丹波自然運動公園からお知らせ 

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

【 表 】 ・ソフトバレーボールの参加チームを募集しています 

・第６回南丹市ボウリング交流大会を開催します 

・おもしろスポーツ体験巡回スポーツ教室（園部）のお知らせ 

・農業委員会委員選挙に係る手続きについて 

・市営住宅の入居者を募集します 

・南丹浄化センター施設公開のお知らせ 

・「人権教育講座」（第２回）を開催します 

・学生レポーター募集のお知らせ 

・遊youひよし「ビデオ上映会」のお知らせ 

【 裏 】 ・外国人のための「日本語教室」受講生募集 

・第３２回亀岡消費者大学の受講者を募集します 

・「サンサンマーケット」の出店者を募集します 

・「４時間耐久三輪車レース」の出場者を募集します 

・京都府立ゼミナールハウスからのお知らせ 

・「ぽこぽこくらぶ」開催日のお知らせ 

・歴史・健康ウオーキング参加者募集 

・第３回南丹市民ゴルフ大会の参加者を募集しています 

未成年心身障害者年金未成年心身障害者年金未成年心身障害者年金未成年心身障害者年金・・・・在宅重度身体障害者介護者激励金在宅重度身体障害者介護者激励金在宅重度身体障害者介護者激励金在宅重度身体障害者介護者激励金    

 

＜未成年心身障害者年金＞ 

未成年の心身障がい者および保護者の負担軽減を図るため、年金（助成金）を支

給します。 

●対象者対象者対象者対象者 住民税非課税世帯で、次のすべてにあてはまる方 

①住居：４月１日現在において市内に３年以上居住  

②年齢：４月１日現在において２０歳未満 

③障がいの範囲：身体障害者手帳１～２級か、療育手帳所持者、または日常生活

を著しく制限されているか介護の必要がある方 

●助成額助成額助成額助成額 年額２万円 

●申請期限申請期限申請期限申請期限 ８月２９日（月）※印鑑、振込金融機関が確認できる通帳などが必要。 

 

＜在宅重度身体障害者介護者激励金＞    

重度身体障がい者を在宅で介護されている方を対象に激励金を支給します。 

●対象者対象者対象者対象者 住民税非課税世帯で、次の両方にあてはまる方 

①重度身体障がいにより寝たきりの状態が６カ月以上継続している２０歳以上６５

歳未満の障がい者を常時直接介護している親族など（民生委員による確認が必要） 

②重度身体障がい者と介護者の双方が、基準日（平成２３年８月１日）において南

丹市に在住。ただし、次のいずれかにあてはまる場合は支給対象になりません。 

・施設に入所している場合 

・病院などに引き続き３カ月以上入院している場合 

・介護者または障がい者が基準日の６カ月以内に市外から転入された場合 

●助成額助成額助成額助成額 年額６万円 

●申請方法申請方法申請方法申請方法 下記にて申請用紙をお渡ししますので、民生委員の証明を受けていた

だき、８月２９日（月）までに申請してください。 

 

◇申請・問合せ先 社会福祉課 TEL（0771）68-0007 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

第第第第２２２２次南丹市交通安全計画次南丹市交通安全計画次南丹市交通安全計画次南丹市交通安全計画（（（（中間案中間案中間案中間案））））にににに関関関関するするするする意見募集意見募集意見募集意見募集    

 
交通を取り巻く環境や地域の実情を踏まえ、安全で円滑・快適な交通社会を実現

するため、交通安全に関する総合的な計画である「第２次南丹市交通安全計画」の

策定を進めており、中間案を作成しました。このたび、中間案を公開し、市民の皆

さんのご意見・ご提言を募集します。 

●募集期限募集期限募集期限募集期限 ８月２４日（水）必着 

●公開場所公開場所公開場所公開場所・・・・提出様式提出様式提出様式提出様式 交通対策室、各支所地域総務課に備え付けています。また、

市ホームページでも閲覧・入手できます。 

●対象対象対象対象 ・市内に住所を有する方 

・市内に事務所または事業所を有する個人および法人、その他の団体 

・市内に所在する事務所または事業所に勤務する方 

・市内に所在する学校に在学する方 

・市税の納税義務を有する方 

●注意注意注意注意 提出されるご意見は日本語に限り、用紙は指定様式に限ります。住所、氏

名、連絡先（法人その他団体などは、その名称、所在地、連絡先）は必ず記入し

てください。記入がない場合は受け付けできません。また、電話によるご意見は

お受けできません。 

●意見意見意見意見のののの公表公表公表公表 ご意見の概要とそれに対する本市の考え方はホームページなどで一

定期間公表します（ご意見の概要を公表する場合、氏名・住所などは公表しませ

ん）。また、個別の回答はできません。 

●提出方法提出方法提出方法提出方法 指定用紙に必要事項をご記入の上、持参（交通対策室または各支所地

域総務課へ提出）、郵送、ＦＡＸ、Ｅメールで提出してください。 
 
◇問合せ先 交通対策室 TEL（0771）68-0003  FAX（0771）63-0653 

      〒622-8651 南丹市園部町小桜町４７ 交通対策室 宛 

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

平成平成平成平成２３２３２３２３年度児童扶養手当現況届年度児童扶養手当現況届年度児童扶養手当現況届年度児童扶養手当現況届のののの提出提出提出提出についてについてについてについて    

 
児童扶養手当を受給されている方（全額支給停止となっている方も含む）は、毎

年１回受給者と児童の状況を届けていただくことになっています。現況届により、

今後１年間の手当の受給資格を審査しますので、期限までに必ず提出してください。 

●期限期限期限期限 ８月３１日（水） ※土・日・祝日は閉庁しています。 

●受付時間受付時間受付時間受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

※現況届（添付書類を含む）を２年間続けて未提出の場合、手当を受ける資格がな

くなります。 
 
◇提出・問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

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。 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム‘‘‘‘京都中部地域京都中部地域京都中部地域京都中部地域のののの「「「「ものづくりものづくりものづくりものづくり」」」」のののの課題課題課題課題とととと展望展望展望展望’’’’    

 

企業立地促進法に基づく、京都中部地域の基本計画を、亀岡市・南丹市・京丹波

町・南丹広域振興局で策定しました。これを機会に、基本計画のＰＲを行うととも

に、基本計画に定める企業立地・高度化の促進と地域のものづくり産業の生き残り、

またさらなる発展方向を探るため、フォーラムを開催します。（無料） 

●日時日時日時日時 ８月２６日（金）午後１時１５分～４時３０分 

●場所場所場所場所 ガレリアかめおか響ホール 

●内容内容内容内容 フォーラム「京都中部地域の『ものづくり』の課題と展望」 

Ⅰ部 講演 時間：午後１時１５分～２時１５分 

       演題：変革期における従業員のメンタルヘルス 

       講師：有限会社オフィスワイズ 代表取締役 瀬谷 洋子氏 

Ⅱ部 パネルディスカッション：午後２時３０分～ 

①企業立地促進法に基づく京都中部地域の基本計画概要説明 

②パネルディスカッション：京都中部地域の「ものづくり」の課題と展望 

 ～変革期におけるものづくり～ 

・パネラー 二九精密機械工業株式会社代表取締役社長 二九 良三氏 

       株式会社井筒八ッ橋本舗代表取締役社長 津田 純一氏 

       有限会社ユ・メ・ミファクトリー代表取締役 春山 眞由美氏 

       木曽電子工業株式会社取締役会長 木曽 利廣氏 

公益財団法人京都産業２１専務理事 家次 昭氏 

・コーディネーター 京都学園大学学長 内山 隆夫氏 

●対象者対象者対象者対象者 亀岡市、南丹市、京丹波町などの事業所の経営者、勤務されている経営

企画・総務部門の方、フォーラムの内容に関心のある従業員の方、京都中部地域

とフォーラムの内容に関心のある方など 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 所属名、参加者全員の職名、氏名、担当者の電話番号、Ｅメールアド 

レスを、８月１９日（金）までにＦＡＸでお申し込みください。 

●そのそのそのその他他他他 このフォーラムは、緊急雇用安定助成金制度の対象となる教育訓練とし 

ても活用していただけます。 

 

◇申込・問合せ先 南丹広域振興局 TEL（0771）23-4438 FAX（0771）21-0118 

第第第第５５５５回美山回美山回美山回美山茅茅茅茅葺葺葺葺音楽会音楽会音楽会音楽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    

 

今回の音楽会は、ビオラ・ダ・ガンバで構成されるガンバコンソート（五重奏）

グループによる「ルネサンス・バロックの合奏音楽」です。また日本画家藤原玲子

氏の作品展示も同時に行います。第１７回（平成２２年度）松伯美術館花鳥画展 優

秀賞受賞作品「花の調べ」も展示予定です。 

●日時日時日時日時 ８月２０日（土）午後３時～ 

●場所場所場所場所 南丹市美山町島朴ノ木３８中野邸（かやぶき美術館付近） 

●出演出演出演出演 Ｌｅ Ｔｉｓｓａｇｅ（ル・ティサージュ） 

●入場料入場料入場料入場料 震災募金大人：400円、高校生以下：100円（目安） ※日本画見学は無料 

●注意注意注意注意 予約が必要（定員あり） ●主催主催主催主催 茅（ＫＡＹＡ） ●後援後援後援後援 南丹市 

 

◇申込・問合せ先 中野 TEL 080-1490-1387 

２０２０２０２０１１１１１１１１南丹市南丹市南丹市南丹市やぎやぎやぎやぎ    ふれあいふくしまつりふれあいふくしまつりふれあいふくしまつりふれあいふくしまつり・・・・健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり大会大会大会大会    

 

１０月１５日（土）に｢２０１１ 南丹市やぎ ふれあいふくしまつり・健康づく

り大会｣を開催します。大会では、地域の障がい者施設をはじめ、福祉施設、学校、

ボランティアグループなどの皆さんが舞台発表、手作り作品販売、模擬店などに参

加され、また｢健康づくり大会｣として体力年齢測定、健康相談、なんたん元気づく

り体操の紹介などを行います。すべての参加者のかかわり、つながり、ひろがり、

げんきの輪をテーマに実施します。 

＜協賛企業・団体を募集します＞ 

本大会の趣旨を理解いただき、多くの企業や団体の皆さんにもご協力いただきた

いと考えています。協賛いただいた企業・団体には、本大会の案内チラシなどへの

広告掲載をさせていただきます。 

＜お祭りのお手伝いをしていただけるボランティアを募集します＞ 

●日時日時日時日時 １０月１４日（金）午後１時～５時（準備） 

１０月１５日（土）午前９時～午後５時（当日） 

※午前、午後のみでも結構です。また、両日でも１日でも参加いただけます。 

●場所場所場所場所 八木農村環境公園「氷室の郷」  

●内容内容内容内容 準備、駐車場整備、片付けなど ●申込期限申込期限申込期限申込期限 ９月１６日（金） 

 

◇申込・問合せ先 南丹市社会福祉協議会八木支所 TEL（0771）42-5480 

 

「「「「かやぶきかやぶきかやぶきかやぶき民家民家民家民家一一一一日体験日体験日体験日体験」」」」のののの参加者参加者参加者参加者をををを募募募募集集集集しますしますしますします    

 

日吉町郷土資料館内のかやぶき民家を利用し、「かやぶき民家１日体験」を開催し

ます。昔のくらしについての話を聞き、実際に体験をしていただけます。 

●日時日時日時日時 ８月２８日（日）午前１０時～午後３時 ●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 大人：500円、大学・高校生：450円、小中学生：400円（入館料含む） 

●募集定員募集定員募集定員募集定員 ２０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 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 

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        初回 ８月１８日【木】 ６時    

ふくしのふくしのふくしのふくしの森森森森                                                                                                初回  ８月２５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                                                                初回 ８月２５日【木】 ６時１５分 

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

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 ８月２０【土】 ２７日【土】７時 

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

殿田小学校 音楽の集い                            初回 ８月１６日【火】 ８時 

園部小学校 祖父母参観日 学習発表会            初回 ８月１８日【木】 ８時 

園部幼稚園 七夕音楽会・お楽しみ会                 初回 ８月２０日【土】 ８時 

摩気・川辺・西本梅小学校三校合同 5年若狭合宿        初回 ８月２２日【月】 ８時 

八木中央幼児学園 みんな集まれにこにこ広場・保護者会バザー 

八木中央幼児学園 5歳児お泊り保育               初回 ８月２４日【水】 ８時 

園部第二小学校 5年若狭合宿                      初回 ８月２６日【金】 ８時 

城南保育所お泊り保育・園部保育所お泊り保育             初回 ８月２８日【日】 ８時 

吉富小学校 八木中学校連携事業・すこやか学園お楽しみ会   初回 ８月３０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 

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    ((((８８８８月月月月１６１６１６１６日日日日～～～～３１３１３１３１日日日日））））    

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    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１３４号（３の２）平成２３年８月１２日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９９９９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    

 

９月の母子保健事業は下記のとおりです。（対象の方には個別に案内・問診票を郵送します） 

日程 事業名 対象（月齢など） 

９月２日（金） 乳児後期健診 平成２２年１０月生 

９月５日（月） 母親教室 妊婦（申し込みが必要） 

９月１６日（金） 乳児前期健診 平成２３年５月生 

９月２１日（水） 離乳食教室 生後４カ月～１歳半ごろの乳児と保護者 

９月２７日（火） ２歳５カ月児健康相談 平成２１年３月１０日～３月３１日生 

９月２９日（木） ３歳５カ月児健診 平成２０年３月２日～３月３０日生 

９月３０日（金） １歳８カ月児健診 平成２１年１２月１１日～１２月３１日生 

●場所場所場所場所 園部保健福祉センター ※９月２１日（水）は日吉保健福祉センターにて開催 
 

◇問合せ先 保健医療課 TEL（0771）68-0016 

母親教室母親教室母親教室母親教室のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

妊婦の方を対象に母親教室を実施します。赤ちゃんとお母さんに歯の健康の話を

聞いてもらい、マタニティーヨガで体と心をほぐしてもらいます。 

●日時日時日時日時 ９月５日（月）午後１時１５分～４時 ●場所場所場所場所 園部保健福祉センター 

●内容内容内容内容    歯の健康についての話、マタニティーヨガ体験 ●申込期限申込期限申込期限申込期限 ９月２日（金） 

●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（お持ちの方）  

 

◇申込・問合せ先 保健医療課 TEL（0771）68-0016 

南丹市南丹市南丹市南丹市ＣＡＴＶＣＡＴＶＣＡＴＶＣＡＴＶのののの地上地上地上地上・・・・衛星衛星衛星衛星デジタルデジタルデジタルデジタル放送放送放送放送についてについてについてについて    

 

７月２４日でアナログ放送は終了しました。南丹市ＣＡＴＶにご加入の方で、デ

ジタル放送に切り替わったことによる留意点についてお知らせします。 

●ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫののののＢＳＢＳＢＳＢＳ１１１１、ＢＳ、ＢＳ、ＢＳ、ＢＳプレミアムプレミアムプレミアムプレミアムなどのなどのなどのなどの衛星衛星衛星衛星デジタルデジタルデジタルデジタル放送放送放送放送をををを視聴視聴視聴視聴したいしたいしたいしたい場合場合場合場合 

方法①→南丹市ＣＡＴＶ加入者は、付加サービス『ＢＳプラン（ＴＶ１台につき初期

費用5,000円、月額利用料500円～2,500円）』に加入する。（南丹市情報セ

ンターで申し込みを受け付けていますが、現在、申し込み多数のため、ご自

宅でＢＳ放送をご覧いただけるまでに２カ月程度かかる見込みです） 

方法②→自宅で衛星放送が受信できる設備『パラボラアンテナ』などを設置する。 

●ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ衛星衛星衛星衛星デジタルデジタルデジタルデジタル放送放送放送放送をををを視聴視聴視聴視聴されないされないされないされない場合場合場合場合    

ＮＨＫと衛星契約をされている家庭で、今後はＮＨＫ衛星放送を視聴されない場

合には、受信契約の変更が必要となります。受信契約（ＮＨＫ受信料）については、

下記に直接お問い合わせください。 

●南丹市南丹市南丹市南丹市ＣＡＴＶＣＡＴＶＣＡＴＶＣＡＴＶのののの基本基本基本基本サービスサービスサービスサービスでごでごでごでご覧覧覧覧いただけるいただけるいただけるいただける地上地上地上地上デジタルデジタルデジタルデジタル放送放送放送放送 

南丹市ＣＡＴＶに加入の方は下記の９局の放送がご覧いただけます。万一、映ら    

ないチャンネルがありましたら南丹市情報センターにご相談ください。 

1ch－ＮＨＫ総合／2ch－ＮＨＫ教育／4ch－毎日放送／5ch－ＫＢＳ京都／6ch－朝日放

送／7ch－テレビ大阪／8ch－関西テレビ／10ch－讀賣テレビ／11ch－なんたんテレビ 

 

◇問合せ先 ＜ＮＨＫ受信契約（ＮＨＫ受信料）について＞ 

ＮＨＫふれあいセンター TEL 0120-151515／050-3786-5003 

＜南丹市ケーブルテレビについて＞ 

南丹市情報センター TEL（0771）63-1777（土・日営業、月・祝休業） 

地域振興課 TEL（0771）68-0019 

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・・・・国際交流会館国際交流会館国際交流会館国際交流会館のののの臨時職員臨時職員臨時職員臨時職員をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 
●職種職種職種職種 総務・会館係の臨時職員（受付業務および事務補助） 
●対象対象対象対象 ・パソコンでワード・エクセルを使いこなせる方 

・普通自動車免許を有する方 
・南丹市在住もしくは３０分程度で通勤可能な方 
・接客および電話対応業務の経験を有する方を優遇 

●勤務地勤務地勤務地勤務地 南丹市国際交流会館 ●給与給与給与給与 1時間当たり800円 
●勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間 午前８時３０分～午後５時１５分（シフト制による週５日勤務） 
●雇用期間雇用期間雇用期間雇用期間 平成２４年３月３１日まで ※労使合意の上、延長する場合があります。 

●受付期間受付期間受付期間受付期間 ８月１２日（金）～２４日（水）（月曜日を除く） 
      午前８時３０分～午後５時１５分（面接日程は後日連絡します） 
●提出書類提出書類提出書類提出書類 履歴書（写真貼付）、職務経歴書（持参または郵送） 
●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９月１日の予定です。 
 

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

８８８８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    

 
子育て中のママさんたちをはじめ、市民の皆さんにホッとするひとときを楽しん

でもらおうと月１回開催している託児付きの「カフェよっといで」を開催します。 
●日時日時日時日時 ８月３１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 
●内容内容内容内容 カフェ、そうめん流し ●参加費参加費参加費参加費 400円（そうめん流しの参加料含む） 
●持持持持ちちちち物物物物 子どもの着替え、帽子、マイカップなど   
●そのそのそのその他他他他 子どもが水遊びできるプールを用意します 
 
◇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 

「「「「２０１１２０１１２０１１２０１１なんたんなんたんなんたんなんたんヒューマンシネマヒューマンシネマヒューマンシネマヒューマンシネマ」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

    

人権問題に対する正しい理解と認識を深めるため、「２０１１なんたんヒューマン

シネマ」を開催し、みんなで考え学ぶ人権研修の機会を設けました。 
昭和３７年をピークに３０６人のサリドマイド児が日本で生まれました。今回は、

その一人である辻典子さんの「出生から青春へ」を描いた作品です。映画鑑賞を通

して人権の大切さについて考えてみましょう。（無料） 
●日時日時日時日時 ９月１０日（土） 昼の部：午後２時 夜の部：午後７時（上映） 

●場所場所場所場所 園部公民館大ホール ●映画映画映画映画 「典子は、今」 
 

◇問合せ先 市民課 TEL（0771）68-0005 社会教育課 TEL（0771）68-0057 

節電節電節電節電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    

 

皆さんの節電の取り組みにより、現在のところ電力需給は安定した状況にありま

す。しかし、盛夏のピーク時には需給状況が非常に厳しい状況も予測されています。

南丹市では需要予測が供給力の９７％以上と発表された際には、防災無線やテレビ

などで緊急的な節電の取り組みのお願いを行います。健康や体調の管理に十分ご注

意いただき、下記の取り組みについてご協力をお願いします。 

●おおおお願願願願いするいするいするいする節電対策節電対策節電対策節電対策 

・エアコンの使用をやめるか設定温度を上げる 

（高齢者やお子さんのいる家庭などでは、小まめな水分補給に努めるなど、熱

中症には十分気を付け、無理のない範囲での取り組みをお願いします） 

・可能な限りパソコン、プリンター、ＦＡＸなどの使用を控える 

・図書館や博物館の利用や買い物などクールスポット（涼しい所）に出かけるな

ど、できるだけ家庭での電気の使用を控える 

※各新聞や関西電力ホームページに「でんき予報」が掲載されています。節電の取

り組みの参考にしてください。 

 

◇問合せ先 環境課 TEL（0771）68-0015 総務課 TEL（0771）68-0001 

「「「「第第第第１１１１１１１１回回回回    美山美山美山美山かやぶきかやぶきかやぶきかやぶき薪薪薪薪

たきぎ

能能能能

のう

」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

  

初秋の美山、月夜に照らされるかやぶき民家をバックにかがり火が映え、幻想的

な雰囲気の中、演じられる狂言・能の舞台をお楽しみください。今年も地域の子ど

もたちが観世流シテ方 青木道喜先生の指導のもと、練習を積み重ね「子ども能」

を発表します。 

●●●●日時日時日時日時 ９月１７日（土）開場：午後５時 

小学生能楽：午後５時３０～ 狂言・能：午後６時３０分～ 

●場所場所場所場所 美山かやぶき美術館特設舞台（雨天の場合は美山文化ホールとなります） 

●内容内容内容内容 能楽「葛城」出演者：青木 道喜氏、小林 努氏ほか 

        狂言「附子」出演者：小笠原 匡氏、泉 慎也氏ほか 

●チケットチケットチケットチケット料金料金料金料金 前売り券：一般2,500円、中高生500円 

当日券：一般3,000円、中高生500円 

●チケットチケットチケットチケット販売場所販売場所販売場所販売場所 ローソンチケット（Ｌコード５６６７３）、社会教育課、八木

公民館、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）、美山町各

地域振興会、美山町観光協会 

※電話予約により、前売り券扱いで販売します。 

●主催主催主催主催 美山能楽の夕べ実行委員会 ●後援後援後援後援    南丹市、南丹市教育委員会ほか 

●●●●予約予約予約予約    氏名、住所、連絡先、チケット予約枚数（一般・小人）を明記の上、ＦＡ

Ｘ（0771）75-5566に送付してください。※電話予約は下記にお願いします。 

 

◇問合せ先 美山かやぶき美術館 TEL（0771）75-1777（月曜休館） 

美山支所地域総務課 TEL（0771）68-0040 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

命命命命をををを救救救救うううう応急手当講習応急手当講習応急手当講習応急手当講習・・・・受講者受講者受講者受講者をををを募集募集募集募集 

 

救急車が到着するまでに、適切に応急手当を行うことが「救命リレー」のスタートで

す。 大切な命を救うために応急手当の講習会に参加しませんか。（無料） 

開催日時 開催場所 定員 内容 

８月２８日（日） 

午前９時～正午 

【八木会場】 

南丹市八木公民館 

２０人 

９月１０日（土） 

午後１時３０分～４時３０分 

【京丹波会場】 

京丹波町中央公民館 

２０人 

９月１７日（土） 

午前９時～正午 

【園部会場】 

園部消防署 

２０人 

人工呼吸 

心臓マッサージ 

除細動（ＡＥＤ） 

止血法 

●申込期限申込期限申込期限申込期限 各会場とも開催日の前日まで（定員となり次第締め切ります） 

       
◇問合せ先 園部消防署 TEL（0771）62-0119 八木出張所 TEL（0771）42-3119 

丹波出張所 TEL（0771）82-0119 

警察事務職員採用試験警察事務職員採用試験警察事務職員採用試験警察事務職員採用試験のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

  

＜一般職員採用試験受験勧奨活動推進要領＞ 

●受験勧奨活動期間受験勧奨活動期間受験勧奨活動期間受験勧奨活動期間 ８月３１日（水）まで 

●採用予定人員採用予定人員採用予定人員採用予定人員、、、、日程日程日程日程などなどなどなど 

試験区分

 

採用予定人員 申込受付期間など

 

警察事務職員 

Ａ・Ｂ 

合わせて 

２０人程度 

●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受付受付受付受付 ８月２４日（水）まで 

●郵送受付郵送受付郵送受付郵送受付 ８月３１日（水）まで 

●第一次試験日程第一次試験日程第一次試験日程第一次試験日程  ９月２５日（日） 

●第一次試験第一次試験第一次試験第一次試験会場会場会場会場 ・京都市：京都女子大学 ・舞鶴市：京都府立西舞鶴高校 

●試験区分試験区分試験区分試験区分 警察事務職員Ａ（大学を卒業した方または来春卒業見込みの方） 

           警察事務職員Ｂ（警察事務職員Ａ区分以外の方） 

※両試験とも合格者は、平成２４年４月１日の採用となります。 

 

◇問合せ先 南丹警察署 TEL（0771）62-0110 

認知症予防教室認知症予防教室認知症予防教室認知症予防教室インストラクターインストラクターインストラクターインストラクター養成講座養成講座養成講座養成講座のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

認知症予防に役立つスリーＡ方式の楽しいゲームのやり方を習得し、地域で活動

していただけるインストラクターを養成するための講座を開講します。 

●日程日程日程日程 ９月２４日、１０月１日、８日、１５日、２２日（各土曜日） 

※５日間で１０講座となり、１０講座修了者には修了証を交付します。 

●時間時間時間時間 午前１０時～午後４時 ●場所場所場所場所 ガレリアかめおか ●定員定員定員定員 ３０人 

●受講料受講料受講料受講料 11,000円（テキスト代含む） ●主催主催主催主催・・・・指導指導指導指導 健生ネットワーク京都会員 

●申込期限申込期限申込期限申込期限 ９月１７日（土） ●後援後援後援後援 南丹市、（財）京都ＳＫＹセンターほか 

●協力協力協力協力 ＮＰＯ法人認知症予防ネット、認知症予防「脳トレネット」 

 
◇申込・問合せ先 健生ネットワーク京都 TEL 075-492-9616 

平成平成平成平成２３２３２３２３年度第年度第年度第年度第２２２２回調理師試験回調理師試験回調理師試験回調理師試験およびふぐおよびふぐおよびふぐおよびふぐ処理師試験処理師試験処理師試験処理師試験    

 

＜平成２３年度第２回調理師試験＞ 

●日程日程日程日程 １０月３０日（日） 

●場所場所場所場所 長浜バイオ大学京都ＣＡＭＰＵＳ烏丸学舎「旧関西文理学院(予備校)」 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ９月５日（月）～９月９日（金）の間に受験願書を亀岡総合庁舎内の 

相談コーナーまたは下記に提出してください。（郵送不可） 

＜平成２３年度ふぐ処理師試験＞ 

●日程日程日程日程 学科：１０月３０日（日） 実技：１１月６日（日） 

●場所場所場所場所 長浜バイオ大学京都ＣＡＭＰＵＳ烏丸学舎「旧関西文理学院(予備校)」 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ９月１２日（月）～９月１６日（金）の間に受験願書を亀岡総合庁舎 

内の相談コーナーまたは下記に提出してください。（郵送不可） 

 

◇問合せ先 南丹保健所環境衛生室 TEL（0771）62-4754 

平成平成平成平成２３２３２３２３年度第年度第年度第年度第２２２２回調理師試験準備講習会回調理師試験準備講習会回調理師試験準備講習会回調理師試験準備講習会をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

●日時日時日時日時・・・・内容内容内容内容    

１０月５日（水） １０月１２日（水） 

受付 午前８時４５分～９時 受付 午前８時４５分～９時 

公衆衛生学 
衛生法規 

午前９時～正午 調理理論 午前９時～正午 

食品衛生学 

食文化概論 

午後１時～５時 

栄養学 

食品学 

午後１時～４時３０分 

●場所場所場所場所 京都府立口丹波勤労者福祉会館１階第２会議室 

●申込期間申込期間申込期間申込期間 ９月５日（月）～９月９日（金） 

●受講料受講料受講料受講料 15,000円（教材料金含む）※衛生協会員は13,000円 

 

◇申込・問合せ先 南丹食品衛生協会事務局 TEL（0771）63-1519 

今年今年今年今年もももも交通死亡事故交通死亡事故交通死亡事故交通死亡事故がががが多発多発多発多発していますしていますしていますしています！！！！    

 

 平成２３年７月現在、南丹警察署管内で死亡事故が４件発生し、うち３件で「６

５歳以上の高齢者」の方が尊い命を失っています。 

●市内市内市内市内でのでのでのでの事例事例事例事例 ・３月：軽四貨物が横断中の歩行者と衝突（国道４７７号・園部町） 

        ・６月：軽四貨物が歩行者に衝突（府道竹井室河原線・園部町） 

●高齢者高齢者高齢者高齢者のののの皆皆皆皆さんへさんへさんへさんへ 

 ①疲れを感じるとき、薬服用時は注意力が散漫になりがちですので注意してください。 

 ②道路横断時には、「止まる」「周りをよく見る」を実践し、また日が暮れてから

の外出時には懐中電灯、反射材などを活用し、目立つ工夫をしましょう。 

●高齢者高齢者高齢者高齢者のごのごのごのご家族家族家族家族・・・・ドライバードライバードライバードライバーのののの皆皆皆皆さんへさんへさんへさんへ 

 ①ご家族の皆さんは、できるだけ同乗していただき、高齢者に安全運転のアドバ

イスなどのお声掛けをお願いします。 

 ②高齢運転者のマークを見かけたら、優しい運転をお願いします。 

 ③横断歩道は、歩行者の横断が優先です。（道路交通法第３８条） 

 ④暑い時期、注意力が散漫になりがちです。運転に集中しましょう。 

 

◇問合せ先 南丹警察署 TEL（0771）62-0110 

京都中部広域消防組合消防職員募集京都中部広域消防組合消防職員募集京都中部広域消防組合消防職員募集京都中部広域消防組合消防職員募集    

  

京都中部広域消防組合では、平成２３年度職員採用試験を行います。 

●採用予定採用予定採用予定採用予定 若干名（消防職員初級・上級） 

●受験資格受験資格受験資格受験資格 ①初級：平成２年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた方 

（学歴は問いませんが高等学校卒業程度の学力が必要です） 

②上級：昭和６０年４月２日から平成２年４月１日までに生まれた方                                          

         （学歴は問いませんが大学卒業程度の学力が必要です） 

※そのほか身体的条件などの受験資格を定めています。 

●第第第第１１１１次試験日時次試験日時次試験日時次試験日時 １０月１６日（日）午前９時～午後５時（午前８時１５分から受付） 

●試験試験試験試験場所場所場所場所 京都中部広域消防組合消防本部３階大会議室など 

●受付期限受付期限受付期限受付期限 ９月１３日（火） ●●●●受付時間受付時間受付時間受付時間 午前９時～午後５時（土・日を除く） 

※郵送による申し込みは、９月９日の消印分までに限り受け付けます。 

●そのそのそのその他他他他 受験申込書は消防本部、消防署、分署、出張所および構成市町の市役所・     

 町役場・各市町の支所に備え付けています。 

※申込書は京都中部広域消防組合のホームページからダウンロードできます。 

   

◇問合せ先 京都中部広域消防組合消防本部 TEL（0771）22-9580 

URL http://www.kyoto-chubu119.jp/ 

平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年度母子家庭人間度母子家庭人間度母子家庭人間度母子家庭人間ドックドックドックドック実施実施実施実施のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 
 家庭の支柱として日常生活を営んでいる母子家庭の母親、寡婦の健康管理の一助

として、京都第一赤十字病院、日本赤十字社京都府支部のご厚意により、半日の人

間ドック（健診）を実施します。（無料） 
●対象者対象者対象者対象者 母子家庭の母親、寡婦（平成２３年４月１日現在６５歳未満の方で、寡

婦の方は国民健康保険の被保険者本人に限ります） 
●場所場所場所場所 京都第一赤十字病院健診センター ●定員定員定員定員 約２００人 

●期間期間期間期間 １１月～３月（年末年始１２月２８日～１月４日を除く）の平日の午前中 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 申込用紙は、子育て支援課、各支所健康福祉課および南丹保健所福祉室に

備え付けています。８０円切手を貼った返信用封筒を添えてお申し込みください。 

●申込期限申込期限申込期限申込期限 ９月７日（水）必着 
 

◇問合せ先 【受診の申し込みについて】 南丹保健所 TEL（0771）62-0361 

【検査の実施】 京都第一赤十字病院健診センター TEL 075-561-1121 

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    

 

＜９月のグラウンド・ゴルフのつどい＞ 

●日程日程日程日程 ９月２日（月例会）、９日、１６日、３０日（各金曜日） 

●時間時間時間時間 午前９時～１１時３０分 ●場所場所場所場所 球技場（当日受付） 

●内容内容内容内容 グラウンド・ゴルフを楽しむ ●参加料参加料参加料参加料 200円 

※ＦＡＸ、Ｅメールで、住所、氏名、電話番号を明記の上、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 FAX（0771）82-0480

Ｅメール kouen@kyoto-tanbapark.or.jp 

『『『『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 商工観光課 TEL（0771）68-0050 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１３４号（３の３）平成２３年８月１２日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソフトバレーボールソフトバレーボールソフトバレーボールソフトバレーボールのののの参加参加参加参加チームチームチームチーム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 

 

 第３４回京都府民総合体育大会のソフトバレーボール競技の南丹市代表チームを

決める予選大会を開催します。（無料） 

●日時日時日時日時 ９月１１日（日）午前９時～ ●場所場所場所場所 園部海洋センター体育館 

●対象対象対象対象 南丹市に在住または在勤の方で、１０月３０日（日）の本大会（福知山三

段池公園総合体育館）に出場可能な選手およびチーム 

●種目種目種目種目 ①＜成年＞３０歳代男女各２人、４０歳以上男女各２人で構成 

    ②＜壮年＞４０歳代男女各２人、５０歳以上男女各２人で構成 

※年齢は平成２３年４月１日現在の満年齢とします。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ９月４日（日）までに申込用紙にご記入の上、下記に郵送または持参して

ください。（申込用紙は、南丹市ソフトバレーボール連盟事務局に請求してください） 

 

◇申込・問合せ先 南丹市体育協会事務局（社会教育課内） TEL（0771）68-0014 

南丹市ソフトバレーボール連盟事務局 TEL 080-5336-5882 

第第第第６６６６回南丹市回南丹市回南丹市回南丹市ボウリングボウリングボウリングボウリング交流大会交流大会交流大会交流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    

 

ボウリング競技の普及と技術の向上を図り、市民相互の親睦交流を深めることを

目的に第６回南丹市ボウリング交流大会を開催します。この大会は第３４回京都府

民総合体育大会南丹市代表選考会を兼ねています。 

●日時日時日時日時 ９月３日（土）午後７時３０分～ ●場所場所場所場所 アルプラザボウル 

●競技方法競技方法競技方法競技方法 ①１人４ゲームトータルピンにて順位を決定します。 

②性別、年齢によってハンディを与えます。 

●参加資格参加資格参加資格参加資格 １８歳以上の南丹市内在住、在勤者（高校生不可） 

※府民総体の出場資格は、１８歳以上の社会人に限ります。 

●参加料参加料参加料参加料 １人2,000円を当日徴収します。貸し靴代は別途必要です。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ８月２９日（月）午後５時までに電話またはＦＡＸで、住所、氏名、

年齢、性別、電話番号を下記に連絡の上お申し込みください。 

●そのそのそのその他他他他 優勝者にトロフィ（持ち回り）を授与します。また、成績により賞品な

どを準備します。（参加賞あり） 

●注意注意注意注意 会場への道中、競技中の負傷について主催者は一切の責任を負いません。 

●主催主催主催主催 南丹市体育協会 ●主管主管主管主管 南丹市ボウリングクラブ ●後援後援後援後援 南丹市教育委員会 

 

◇問合せ先 南丹市ボウリングクラブ事務局 TEL 090-4303-1450 

◇大会参加の申込み先 社会教育課 TEL（0771）68-0014 FAX（0771）63-2850 

おもしろおもしろおもしろおもしろスポーツスポーツスポーツスポーツ体験巡回体験巡回体験巡回体験巡回スポーツスポーツスポーツスポーツ教室教室教室教室（（（（園部園部園部園部））））のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

市民の皆さんがスポーツに親しみ、楽しむことを目的に市内の各地域で開催しま

す。どの会場へも、またお一人での参加もできます。複数の会場へも参加いただけ

ます。今回は、第２弾として園部地域で行います。（申込不要。無料） 

●日時日時日時日時 ８月２０日（土）午後８時～１０時 ●場所場所場所場所 園部小学校体育館 

●内容内容内容内容 フロッカー、スポーツ吹き矢、バウンドテニス、囲碁ボール、体力検定（成人） 

●持持持持ちちちち物物物物    体育館シューズ ※運動のできる服装で参加ください 
※第３弾は９月３日（土）美山町で開催予定です。 

 

◇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 

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      ２戸 

          園部向河原団地     ３ＤＫ       ３戸 

          府営屋賀上団地     ４ＤＫ       ４戸 

          美山和泉団地      ３ＤＫ       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範囲がありますので、詳細はお問い合わせください。 

●入居資格入居資格入居資格入居資格    詳細については、住宅課へ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（入居予定者全員の住民票、所得を証明す

る書類、誓約書、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：８月１５日（月）～２６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 入居資格を有する方の中から、「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。 

●入居時期入居時期入居時期入居時期 １０月下旬（予定） 

 

◇問合せ先 住宅課 TEL（0771）68-0062 

 

 

 

人権に関する学習の機会を提供し、市民の人権意識の向上を図ることを目的として年

３回人権教育講座を開催します。第２回目は高齢者の人権についての講座です。（無料） 

●日時日時日時日時 ９月８日（木）午後７時３０分～ ●会場会場会場会場 園部公民館１階大ホール 

●講座講座講座講座 「高齢者と人権～全ての人に安心と豊かな老後を～」 

●講師講師講師講師 廣末 利弥氏（社会福祉法人七野会理事長）  

●対象対象対象対象 南丹市内在住・在勤の方 

 

◇問い合わせ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 

農業委員会委員選挙農業委員会委員選挙農業委員会委員選挙農業委員会委員選挙にににに係係係係るるるる手手手手続続続続きについてきについてきについてきについて    

 

農業委員会委員選挙の選挙人名簿は、有権者からの申請に基づき、毎年１月１日

現在で調製することとされています。選挙権および被選挙権は、農業委員会法第８

条第１項に定められており、南丹市内に住所を有し、年齢が満２０歳以上の方で、

１０アール以上の農地につき耕作の業務を営む方か、その方の同居の親族または、

その配偶者であって、年間おおむね６０日以上耕作に従事していると農業委員会が

認めた者であることが要件となっています。（農業生産法人の構成員などに関しては

別に定めがあります）  

１０アール以上の農地の耕作業務については、所有権、賃借権、使用貸借による

権利などで、農業委員会等の許可を得て適法な権限に基づいている必要があります。

手続がまだの場合はお早めにお願いします（農地の所有権者が転出されて、耕作を

行っている元の世帯の親族に権利が移転・設定されていない場合なども手続をお願

いします）。なお、手続がされておらず、１０アール以上の農地につき耕作の業務を

営む方であると認められない場合は、その同居の親族なども含めて選挙権および被

選挙権が付与されない場合があります。 

 

◇問合せ先 農業委員会事務局 TEL（0771）68-0067 

南丹浄化南丹浄化南丹浄化南丹浄化センターセンターセンターセンター施設公開施設公開施設公開施設公開ののののおおおお知知知知らせらせらせらせ    

 

第５１回下水道の日にちなみ、南丹浄化センターを公開します。下水道の仕組み

を学習していただくよい機会です。 

●日時日時日時日時 ８月２７日（土）午前９時３０分～午後３時３０分 

●場所場所場所場所  南丹浄化センター（南丹市八木町山室南里１８番地２） 

●内容内容内容内容 ・微生物観察コーナー ・下水処理水の展示 ・下水道クイズラリー 

   ・小鳥の巣箱作りコーナー（巣箱をみんなで作り、場内の木に掛けます）     

 

◇問合せ先 南丹浄化センター TEL（0771）42-5922 

下水道課 TEL（0771）68-0054 

学生学生学生学生レポーターレポーターレポーターレポーター募集募集募集募集のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 
 市民の活動団体の皆さんの取り組みを紹介するＣＡＴＶ番組を製作しています。

その番組内で現地での取材活動を行っていただけるレポーターを募集しています。 
●募集期限募集期限募集期限募集期限 １０月３１日（月） ●募集人数募集人数募集人数募集人数 ３人程度 
●選考方法選考方法選考方法選考方法 書類選考のみ ●必要書類必要書類必要書類必要書類 履歴書１枚 
●応募方法応募方法応募方法応募方法 地域振興課まで、送付または持参ください。 
●対象者対象者対象者対象者    市内に在住または通学している大学生、専門学生の方 
●謝礼謝礼謝礼謝礼 取材１回につき2,250円 ※交通費についてはご相談ください。 
 
◇問合せ先 地域振興課 TEL（0771）68-0019 

「「「「人権教育講座人権教育講座人権教育講座人権教育講座」（」（」（」（第第第第２２２２回回回回））））をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

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    

 

●日時日時日時日時 ８月２８日（日）午後１時～ ●場所場所場所場所 日吉町生涯学習センター 

●作品紹介作品紹介作品紹介作品紹介  「少林サッカー」：少林拳の普及に励むシンは、少林拳を広めるため

サッカーをやることになる。シンがスカウトしてきたのは、かつて

少林寺で共に学んだ仲間たち。摩擦熱でボールが燃えるなど、爆笑

必至のスペシャルサッカーコメディ映画です。 

●上映時間上映時間上映時間上映時間  １０９分 （２００１年香港映画 日本語吹替版） 
  

◇問合せ先 日吉町生涯学習センター TEL（0771）68-0035／72-3300（月・休館時） 
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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    

 

＜水彩画の基礎講座＞ 

デッサンを中心に水彩画の基礎を指導します。２日目には屋外スケッチもします。 
●日時日時日時日時 ８月１９日（金）～２０日（土）午前１０時～午後４時 

●参加費参加費参加費参加費 3,800円（昼食付・各日）※宿泊参加の場合13,000円（４食） 

●講師講師講師講師 ゼミ水彩画講師 藤原 玲子氏 

＜デジカメ撮影会と画像処理講座＞ 

滝の流れ、芦生松上げ、朝の棚田などを撮影します。座学では夜間撮影の技術を

解説。作品をＡ３に高画質プリントして進呈します。 

●日時日時日時日時 ８月２４日（水）～２５日（木） 

●参加費参加費参加費参加費 3,800円（昼食付・各日）※宿泊参加の場合13,000円（４食） 

●講師講師講師講師 ゼミデジカメ講師 中谷 基氏 

※集合時間が変則のため、お電話でお問い合せください。 

 

◇申込・問合せ先 京都府立ゼミナールハウス TEL 0771-54-0216 
第第第第３２３２３２３２回亀岡消費者大学回亀岡消費者大学回亀岡消費者大学回亀岡消費者大学のののの受講者受講者受講者受講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    

        
消費者のライフスタイルに合った生活設計や商品、サービスなどに関する知識を

深め、合理的な消費生活を推進するため、亀岡消費者大学を開講します。（無料） 

【第１講】 ９月２日（金）午後１時３０分～４時 

「くらしを守る～行政・消防署・警察署からのお知らせ～」 

【第２講】 ９月９日（金）午後１時３０分～３時３０分 

      「食の安全を考える～情報をかしこく生かす知恵～」 

【第３講】 ９月１６日（金）午前９時～午後４時 

      「施設見学会」見学先：株式会社スプレッド亀岡プラント 

京都市市民防災センター 

【第４講】 ９月２３日（金）午後１時３０分～３時３０分 

      「災害時に知っていて良かった！保険のイロハ」 

【第５講】 ９月３０日（金）午後１時３０分～３時３０分 

      「ＬＰガスって本当に安全？便利？ＬＰガスの基礎知識」 

●場所場所場所場所 亀岡市役所１階市民ホール ●定員定員定員定員 ６０人 

●対象者対象者対象者対象者 亀岡市、南丹市、京丹波町在住の方 

※全講座または１講座ごとの受講・聴講可。ただし、第３講のみの聴講は不可。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法    ８月１９日（金）までに電話でお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 南丹広域振興局 TEL（0771）23-4438 

         亀岡市市民課 TEL（0771）25-5005 

外国人外国人外国人外国人のためののためののためののための「「「「日本語教室日本語教室日本語教室日本語教室」」」」受講生募集受講生募集受講生募集受講生募集    

 

南丹市国際交流協会では、市内在住外国人または、興味のある方を対象に日本語

教室を開催します。（無料） 

●期間期間期間期間 ８月第２週～９月第４週の毎週水曜日と木曜日 

●時間時間時間時間 水曜日：午後７時３０分～９時、木曜日：午後５時～６時３０分 

●場所場所場所場所 南丹市国際交流協会事務所  

●申込方法申込方法申込方法申込方法 電話またはＦＡＸ、Ｅメールで氏名、住所、電話番号、当日連絡先（携

帯電話の番号など）をご連絡の上、お申し込みください。 

※電話の場合は、火・水・木曜日の午後１時～５時にご連絡ください。 

●そのそのそのその他他他他 日本語学習のサポート役としてボランティアも同時に募集します。 

 

◇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 

「「「「ササササンサンマーケットンサンマーケットンサンマーケットンサンマーケット」」」」のののの出店者出店者出店者出店者をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 
南丹サンサン祭２０１１の会場で開催する「サンサンマーケット（フリーマーケ

ット）」の出店者を募集します。 
●日時日時日時日時 １０月９日（日）午前１０時～午後４時３０分 ●場所場所場所場所 府民の森ひよし 

●出店料出店料出店料出店料 1ブース５ｍ×５ｍ 1,000円（当日集金） 
●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

れているものの販売はお断りします。 
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ブースとします。 

※出店申込書および詳細はお問い合わせください。 
●申込期限申込期限申込期限申込期限 ８月３１日（水） ※予定数になり次第締め切ります。 
 
◇申込・問合せ先 南丹市商工会青年部 TEL（0771）42-5380 

「「「「４４４４時間耐久三輪車時間耐久三輪車時間耐久三輪車時間耐久三輪車レースレースレースレース」」」」のののの出場者出場者出場者出場者をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 
南丹サンサン祭２０１１の会場での「４時間耐久三輪車レース」の出場者を募集

します。 
●日時日時日時日時 １０月９日（日）午前１０時～午後４時３０分 ●場所場所場所場所 府民の森ひよし

●参加料参加料参加料参加料 1チーム5,000円（保険料含む） 
●賞典賞典賞典賞典 １位～３位までを表彰します。入賞チームに豪華商品、参加チームに参加

賞があります。そのほか特別賞も用意しています。 
●内容内容内容内容 特設コースにおいて、4時間での周回数を競います。 
●ルールルールルールルール １チーム４～５人（監督と選手４人）とします。１チーム４人の場合は監督

が選手を兼ねてください。選手が小中学生だけのチームは大人の監督が必要です。 
※参加申込書および詳細はお問い合わせください。 
●申込期限申込期限申込期限申込期限 ８月３１日（水） ※予定数になり次第締め切ります。 
 
◇申込・問合せ先 南丹市商工会青年部 TEL（0771）42-5380 

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参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

 

今回は、丹後ちりめんの産地であり、当時の街並みによる懐かしい風景が保たれ

ている加悦町「ちりめん街道」周辺めぐりです。大江山連峰を仰ぎながら歩きまし

ょう。 

●日程日程日程日程 ９月１１日（日）（小雨決行） 

●コースコースコースコース 園部駅－園部公園－旧加悦町役場庁舎－ちりめん街道－旧尾藤家住宅－

天満神社－道の駅シルクのまち「かや」（昼食）－加悦ＳＬ広場－サイクリングロ

ード－旧加悦駅舎－園部駅－園部公園（当日コース変更する場合があります） 

●集合集合集合集合場所場所場所場所・・・・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 

●解散場所解散場所解散場所解散場所・・・・時間時間時間時間 園部公園駐車場 午後５時ごろ解散予定 

●対象対象対象対象 １人で６ｋｍ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、体力、体調を十分チェックされたうえご参加ください） 

●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（雨天時は雨

具） ※当日は歩きやすい服装と履き慣れた靴でお越しください。 
●参加料参加料参加料参加料 一般：2,500円（バス代、保険料、入館料ほか）、会員：2,200円 

●注意注意注意注意 バスを利用しますので定員（６０人）になり次第締め切ります。９月５日

以降のキャンセルはキャンセル料として2,000円いただきます。 

 

◇申込・問合せ先 Nantan健歩会 TEL（0771）62-3370 

保健医療課 TEL（0771）68-0016 

第第第第３３３３回南丹市民回南丹市民回南丹市民回南丹市民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ていますしていますしていますしています 

 

第３４回京都府民総合体育大会ゴルフ競技の南丹市選考会を兼ねて開催します。 

●開催日開催日開催日開催日 ８月２５日（木） ●コースコースコースコース クラウンヒルズ京都ゴルフ倶楽部 

●参加資格参加資格参加資格参加資格 南丹市に在住または在勤の方で、１８歳以上の社会人（学生は除く） 

●競技方法競技方法競技方法競技方法 ・１８ホールズストロークプレイ 

      ・ダブルぺリア ＨＤ３６ 

      ・同ネット①ＨＤ上位 ②年齢上位 

      ・そのほかＪＧＡ、ローカルルールに準ずる 

●表彰表彰表彰表彰 優勝、準優勝、３、５、７、１０位～５飛び賞、ＢＢ、ＢＧなど    

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ８月１５日（月）電話もしくはＦＡＸで申し込んでください。 

●参加料参加料参加料参加料 9,000円（ロッカーフィ300円、ゴルフ振興基金30円は別途） 

 

◇申込・問合せ先 クラウンヒルズ京都ゴルフ倶楽部 

TEL（0771）72-1234 FAX（0771）72-1238 

「「「「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」」」」開催日開催日開催日開催日のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

    
８月中旬から９月中旬までの「ぽこぽこくらぶ」各開催日程は下記のとおりです。 

＜ぽこぽこ ひろば＞ 

●●●●日程日程日程日程 ８月１９日（金）、２２日（月）、２３日（火）、２５日（木）、２８日（日）、 

２９日（月）、３１日（水）、９月５日（月）、６日（火）、１２日（月）、１６日（金） 

●時間時間時間時間 午前１０時～午後３時 ●場所場所場所場所 八木保健福祉センター 

＜保育付き講座＞ 

●●●●日程日程日程日程    ９月１日（木）、８日（木）、１３日（火） 

●時間時間時間時間 午前１０時～午後３時 ●場所場所場所場所 八木保健福祉センター 

＜ぽこぽこくらぶ こじまや＞ 

●●●●日程日程日程日程    ８月２３日（火）、９月２日（金）、６日（火）、９日（金）、１３日（火）、

１６日（金） 

※ランチタイム：正午～午後1時 ※飲食物の持ち込みが可能になりました。 

●時間時間時間時間 午前１０時３０分～午後３時 

●場所場所場所場所 園部小島屋旅館ｃｏｍｉカフェ「こじまや」内 

※開催日程など、変更になる可能性があります。詳細はお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 ＮＰＯグローアップ TEL 080-3857-8119 


