
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１３９号（４の１）平成２３年１０月２８日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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２４２４２４２４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２４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、住所のある地区の説明会へ必ず出席して

ください。 

※夏休み期間のみ入部される方、年度途中で入部の可能性がある方も出席ください。 

●放課後児放課後児放課後児放課後児童童童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、小

学校１年生から３年生の児童を主な対象として、放課後や長期休暇など、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 

・住所のある地区の説明会へ出席ください。 

・都合が合わない場合は、別の会場へ出席ください。 

 ・説明会場において、入部のしおりおよび申込用紙などをお渡しします。 

※説明会で放課後児童クラブについて十分理解いただいた上で、入部の申し込み手

続きをお願いします。不参加の場合は、申し込み自体をお断りする場合がありま

す。 

●入部希望者説明会日程入部希望者説明会日程入部希望者説明会日程入部希望者説明会日程・・・・会場会場会場会場 

地区名 日程 場所 

園部地区 １１月１８日（金） 市役所２号庁舎３階３０１会議室 

八木地区 １１月１５日（火） 八木公民館２階第３集会室 

日吉地区 １１月９日（水） 日吉町生涯学習センター２階会議室 

美山地区 １１月２４日（木） 美山支所１階大会議室 

※開始はいずれの会場も、午後７時３０分からです。 

 

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

日吉担当（0771）68-0035 美山担当（0771）68-0044 

南丹市社会教育委員南丹市社会教育委員南丹市社会教育委員南丹市社会教育委員のののの公募公募公募公募についてについてについてについて    

 

皆さんの声を社会教育の振興に反映させるため、社会教育委員を公募します。 

●募集人数募集人数募集人数募集人数 公募委員２人（公募以外の委員も含めた委員定数は１２人） 

●任期任期任期任期 平成２４年４月１日～平成２６年３月３１日まで（２年間） 

●協議事項協議事項協議事項協議事項 社会教育の振興に係る提案など 

●応募資格応募資格応募資格応募資格 ・南丹市内に在住・在勤・在学の２０歳以上の方 

・社会教育について関心があり、社会教育委員会議（年間３回程度、

平日の昼間に開催）に出席できる方 

・国、地方公共団体の議員および公務員でない方 

●報酬報酬報酬報酬 会議の出席に応じて、定められた報酬をお支払いします。 

●応募方法応募方法応募方法応募方法 １１月１日（火）～１２月２日（金）の間に電話でご連絡ください。 

●選考方法選考方法選考方法選考方法 ご応募いただいた書類により、選考委員会で１次選考を行い、１次選

考通過者に対し２次選考を行います。 

 

◇申込・問合せ先 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。 

平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度「「「「除雪対策事業除雪対策事業除雪対策事業除雪対策事業」」」」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、自力での除雪が困難な高齢者世帯などに対して、除雪に要する経費

の一部を支援する「南丹市高齢者等除雪対策事業」を実施しています。 

＜除雪を希望される方へ＞ 

●対象世帯対象世帯対象世帯対象世帯 ・６５歳以上の高齢者のみで構成されている世帯 

      ・母子世帯 

・障がい者（身体障害者手帳１級から４級、療育手帳、精神障害者保

健福祉手帳の交付を受けられた方）を含む世帯 

●支援内容支援内容支援内容支援内容  

①住居敷地内の除雪作業（当該集落に除雪車が出動した場合） 

※「住居」とは、実際に生活のため使用されている家とし、主に車庫や倉庫などに

使用されている建物は除きます。 

※「住居敷地内の除雪」とは、玄関先から公道までおよび屋外トイレその他日常生

活を営む上で必要な施設までの通行を確保する、幅員１ｍ以内の除雪作業です。 

②屋根からの落雪に伴う住居敷地内（住居軒下から２ｍ以内）の除雪作業 

③住居の屋根の雪下ろし作業 

●除雪支援期間除雪支援期間除雪支援期間除雪支援期間 １２月１日（木）～平成２４年３月１５日（木） 

●除雪負担金除雪負担金除雪負担金除雪負担金 除雪に要する費用を、除雪委託事業者へ直接お支払いください。 

※除雪費用は、１時間当たり250円（除雪機器使用時は350円）です。 

●申請方法申請方法申請方法申請方法 １１月１１日（金）までに、高齢福祉課、各支所健康福祉課に備え付

けの、申請書に記入・押印し、居住する区域の民生委員の意見を付けて提出して

ください。昨年度申請された方も本年度の申請が必要となります。 

＜除雪委託事業者を募集します＞ 

●業務内容業務内容業務内容業務内容 上記支援内容と同じ 

●業務期間業務期間業務期間業務期間 １２月１日（木）～平成２４年３月１５日（木） 

●登録申請対象事業者登録申請対象事業者登録申請対象事業者登録申請対象事業者 対象者への的確な除雪体制が整い、完了報告など市が要請

する書類が期限内に提出できる市内の事業者とします。 

●委託料委託料委託料委託料 １時間当たり 2,500 円（除雪機器使用時は 3,500 円）で、内１割相当分

は除雪支援対象者が負担。 

●応募方法応募方法応募方法応募方法 １１月１１日（金）までに、高齢福祉課、各支所健康福祉課に備え付

けの登録申請書をご提出ください。 

 

◇申込・問合せ先 高齢福祉課 TEL（0771）68-0006 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

今今 回回 ののおお知知 ららせせ内内 容容   

――――    ４の1111 枚目枚目枚目枚目    （緑色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・南丹市社会教育委員の公募について 

・南丹市放課後児童クラブ平成２４年度の募集について 

・平成２３年度「除雪対策事業」のお知らせ 

【 裏 】 ・子育てすこやかセンター１１月事業のお知らせ 

・パパ講座「パパと一緒にリトミック」を開催します 

・南丹市ファミリー・サポート・センターからのお知らせ 

・第５回 ボランティア交流会を開催します 

・なんたんテレビ番組表（１１月１日～１５日） 

―――― ４の２２２２枚目枚目枚目枚目 （オレンジ色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・秋季全国火災予防運動を実施します 

・農地の利用状況調査を実施します 

・平成２３年度狩猟免許試験・講習会（第３回）について 

・読書ボランティア研修会の参加者を募集します 

・聴覚障害者社会教育指導者研修会の参加者を募集します 

・健康・生きがい講座を開催します 

・身体障害者巡回更生相談のお知らせ 

・歳末たすけあい募金 激励金助成事業の申請について 

【 裏 】 ・環境ウオーキングの参加者を募集します 

・健康・歴史ウオーキングの参加者を募集します 

・大野ダム竣工５０周年記念「第２３回大野ダムもみじ祭り」 

・大野ダム竣工５０周年記念「錦秋の虹の湖ウォーク」 

・太極拳教室の受講者を募集します 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

・氷室の郷「フェルト作り体験」を開催します 

・お花教室の参加者を募集します 

―――― ４の３３３３枚目枚目枚目枚目 （青色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・犬はマナーを守って飼ってください 

・犬のしつけ方教室の参加者を募集します 

・子犬の譲渡会を開催します 

・女性相談日のお知らせ 

・生産緑地地区の変更に関する都市計画（案）を縦覧いただけます 

・南丹市消費生活相談窓口を開設します 

・平成２３年度自衛官を募集します 

・第23回KYOのあけぼのフェスティバル2011を開催します 

【 裏 】 ・感謝・ありがとう祭典「園部キャンパス祭り」を開催します 

・「園部キャンパス祭り」フリーマーケットの出店者を募集します 

・農芸祭２０１１を開催します 

・「園部キャンパス祭り」野球教室の参加者を募集します 

・白みそと納豆づくり講座の参加者を募集します 

・園部軽トラ市店舗の出店者を募集します 

・第３７回北桑田高校美山分校文化祭を開催します 

―――― ４の４４４４枚目枚目枚目枚目 （ピンク色）――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・多重債務無料法律相談のご案内 

・原田泰治 日本の原風景への旅展を開催します 

・京都丹波の写真を募集しています 

・府立ゼミナールハウスからのお知らせ 

・＜そのべ地域版お知らせ＞� 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パパパパパパパパ講座講座講座講座「「「「パパパパパパパパとととと一緒一緒一緒一緒ににににリトミックリトミックリトミックリトミック」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 
今回のパパ講座では、親子リトミックを行います。０歳から保育所、幼稚園に入

園するまでの子どもとお父さん、家族の方も一緒に参加ください。 

●日時日時日時日時 １１月２７日（日）午前１０時～１１時３０分（受付：午前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 パパと一緒にリトミック 

●講師講師講師講師 小谷 里美氏 

●定員定員定員定員 親子（家族）２５組 ※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 電話で下記まで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 

子育子育子育子育てすこやかてすこやかてすこやかてすこやかセンターセンターセンターセンター１１１１１１１１月事業月事業月事業月事業のおのおのおのお知知知知ららららせせせせ    

 

子育てすこやかセンターは、０歳から保育所・幼稚園に入所・入園するまでの子

どもと、お母さんやお父さん、お家の人が集う場所です。１１月の事業は以下のと

おりです。 

●子育子育子育子育てててて広場広場広場広場「「「「サーキットサーキットサーキットサーキットあそびあそびあそびあそび」」」」 ８日（火）午前１０時～１１時３０分 

●子育子育子育子育てててて広場広場広場広場００００歳児歳児歳児歳児「「「「ベビーマッサージベビーマッサージベビーマッサージベビーマッサージ」」」」 １０日（木）午前１０時～１１時３０分 

●おおおお話会話会話会話会 １５日（火）午前１０時３０分～１１時 

●折折折折りりりり紙紙紙紙をををを楽楽楽楽しもうしもうしもうしもう ２２日（火）午前１０時３０分～１１時 

●親子親子親子親子リトミックリトミックリトミックリトミック ２４日（木）午前１０時～１１時 

●パパパパパパパパ講座講座講座講座「「「「パパパパパパパパとととと一緒一緒一緒一緒ににににリトミックリトミックリトミックリトミック」」」」 ２７日（日）午前１０時～１１時３０分 

●ふれあいふれあいふれあいふれあい広場広場広場広場「「「「いきいきいきいきいきいきいきいきボランティアサークボランティアサークボランティアサークボランティアサークルルルル『『『『手芸手芸手芸手芸』」』」』」』」 

 ２９日（火）午前１０時～１１時 

 

◇問合せ先 子育てすこやかセンター TEL（0771）68-0082 

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    

    
南丹市ファミリー・サポート・センターは、子育ての援助をしたい人（おまかせ会員）

と、子育ての援助を受けたい人（おねがい会員）が相互援助を行う会員組織です。 

＜平成２３年度第２回おまかせ会員講習会＞ 

●日時日時日時日時・・・・講習内容講習内容講習内容講習内容 

月日 時間 講座内容 

午前９時～１０時１５分 「おまかせ会員」として活動するために 

午前１０時３０分～正午 子どもの安全と病気の世話について １２月１日（木） 

午後１時～４時 緊急時対策と応急処置（救命救急講習） 

午前９時～１０時１５分 子どもの社会性・生活習慣と遊び 

１２月２日（金） 

午後１０時３０分～正午 子どもの権利(人権)に関すること 

●場所場所場所場所 日吉保健福祉センター 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １１月２５日（金）までに、来所または電話でお申し込みください。

※申込書は、社会福祉協議会本所および各支所に備え付けています。 

●そのそのそのその他他他他 託児を希望の方は、申し込みの際に申し出てください。 

※講習は、何回かに分けて受講していただいても結構です。 

※次回講習会は２月に予定しています。 

＜おまかせ会員募集中＞ 

保育所の送迎など、空いている時間に少しでも援助できる「おまかせ会員」を募

集しています。必ず講習会の受講をお願いします。 

＜おねがい会員募集中＞ 

もしものときのために、登録だけでもできます。 

●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 

※詳しくはお問い合わせください。随時、説明会を実施します。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市ファミリー・サポート・センター TEL（0771）72-3220 

第第第第５５５５回回回回    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    

    
 南丹市でボランティア活動をされている方や、ボランティアに興味のある方が集

まり、情報交換や親睦を深めることを目的に、ボランティア交流会を開催します。（参

加無料） 

●日時日時日時日時 １１月１９日（土）午後１時３０分～４時３０分 

●場所場所場所場所 日吉市民センター（日吉支所４階） 

●内容内容内容内容 「そのとき、私たちは地域の中で災害とどう向き合うか」をテーマに、東

日本大震災被災地の復興支援に参加した南丹市社会福祉協議会職員の体験談を聞

き、ボランティアの立場として、災害に備えて普段の活動の中でどのようなこと

ができるかを一緒に考えます。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 参加を希望される方は、下記までご連絡ください。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市社会福祉協議会本所 TEL（0771）72-3020 

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

日吉（0771）72-0947 美山（0771）75-0020 

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                                             初回１１月 ３日【木】 ６時    

南丹南丹南丹南丹らしさらしさらしさらしさ発見物語発見物語発見物語発見物語～～～～市民協働市民協働市民協働市民協働ののののススメススメススメススメ～～～～                            初回１１月１０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 1１月５日【土】 ７時  １１月１２日【土】７時 

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

摩気小学校 運動会                     初回１１月 １日【火】 ８時 

園部第二小学校 運動会                  初回１１月 ３日【木】 ８時 

園部小学校 運動会                    初回１１月 ５日【土】 ８時 

胡麻保育所 運動会                          初回１１月 ７日【月】 ８時 

日吉中央保育所･興風保育所 運動会             初回１１月 ９日【水】８時 

聖家族幼稚園 運動会                   初回１１月1１日【金】８時 

みやま保育所･知井保育所 運動会               初回１１月1３日【日】８時

園部幼稚園･すこやか学園 運動会               初回１１月1５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。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（（（（１１１１１１１１月月月月1111 日日日日～～～～１５１５１５１５日日日日））））    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１３９号（４の２）平成２３年１０月２８日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健健健健康康康康・・・・生生生生きがいきがいきがいきがい講座講座講座講座をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

    
すべての世代の方が、これからの人生を健康で、より生き生きと過ごすために、

健康・生きがい講座を開催します。 

●日時日時日時日時 １１月１９日（土）午後１時～４時 

●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館１階イベントホール 

●講座内容講座内容講座内容講座内容 ・第１部 見直そう食生活！延ばそう健康寿命！！ 

           ～生活習慣病予防は食生活の改善から～ 

           講師 綾部市立病院 栄養科長 竹村 智子氏 

      ・第２部 心身の構造を学んで予防する生活習慣病 

           ～その場で簡単運動法！ストレス解消実践編～ 

           講師 岡本整骨院 院長 柔道整復師 岡本 浩一氏 

●対象対象対象対象 京都府内在住の方 ●定員定員定員定員 １００人 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １１月１０日（木）までに、電話、ＦＡＸ、郵送またはＥメールで、

住所、氏名、電話番号をご連絡の上お申し込みください。 

※後日、参加決定通知を郵送します。 

●主催主催主催主催 南丹市、京丹波町国保研究協議会、京都府国民健康保険団体連合会 

 

◇申込・問合せ先 保健医療課 TEL（0771）68-0011 FAX（0771）63‐0653 

         〒622-8651 南丹市園部町小桜町47番地 

Ｅメール hoken@city.nantan.kyoto.jp 

秋季全国火災予防運動秋季全国火災予防運動秋季全国火災予防運動秋季全国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、

火災の発生を防止し、事故や財産の損失を防ぐため、秋季全国火災予防運動を実施

します。 

●実施期間実施期間実施期間実施期間 １１月９日（水）～１５日（火） 

※南丹市では、１１月６日（日）～１５日（火）の期間、運動を実施します。 

●統一標語統一標語統一標語統一標語 「消したはず 決めつけないで もう一度」 

●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 ②放火火災予防対策の推進 

③林野火災予防対策の推進 

●取取取取りりりり組組組組みみみみ ①消防車などによる防火啓発パレードの実施（１１月６日、午前中） 

      ②消防団員による防火訪問、啓発チラシの配布など 

      ③啓発サイレンの吹鳴 

●啓発啓発啓発啓発サイレンサイレンサイレンサイレンのののの吹鳴吹鳴吹鳴吹鳴 

・園部、八木、日吉：１１月６日（日）～１５日（火）午後９時 

 ・美山：１１月１日（火）午前７時、１１月１５日（火）午後９時 

※火災とお間違いのないようにお願いします。 

 

◇問合せ先 総務課 TEL（0771）68-0002 

読書読書読書読書ボランティアボランティアボランティアボランティア研修会研修会研修会研修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    

    
絵本の読み語りなどのスキルアップに役立つ研修会を開催します。 

●日時日時日時日時 １１月１１日（金）午前１０時～正午 ●場所場所場所場所 文化博物館１階ロビー 

●講師講師講師講師 花田 睦子氏（絵本・児童書専門店「えほん館」代表） 

●定員定員定員定員 ５０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 １１月１日（火）以降に電話でお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 中央図書館 TEL（0771）68-0080 

平成平成平成平成２３２３２３２３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    

    
今年度３回目狩猟免許の試験を実施します。また南丹市では、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。補助金制度に関しては、農林整備課または各支所産業建設課にお

問い合わせください。 

＜狩猟免許講習会＞ 

●日程日程日程日程 １１月２６日（土） ●場所場所場所場所 京都社会福祉会館 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １１月１５日（火）までに、電話で京都府猟友会へお申し込みくださ

い。（定員になり次第締め切ります）    

＜狩猟免許試験＞ 

●日程日程日程日程 １２月３日（土） ●場所場所場所場所 京都社会福祉会館 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １１月２４日（木）までに、電話で南丹広域振興局森づくり推進室へ

お問い合わせください。 

 

◇申込・問合せ先  （講習会）京都府猟友会 TEL（075）821-5225 

（免許試験）南丹広域振興局 TEL（0771）22-0426 

（市補助金制度）農林整備課 TEL（0771）68-0012 

              各支所 産業建設課 TEL 八木（0771）68-0024 

日吉（0771）68-0034 美山（0771）68-0043 

農地農地農地農地のののの利用状況調査利用状況調査利用状況調査利用状況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    

    

農地は、食料などの農産物の供給のほか、自然環境の保全や良好な景観の形成な

ど多様な機能を有しており、農地法において適正かつ効率的な利用を確保するよう

規定されています。 

農地が適正に活用、管理されているか確認するため、農業委員会では、市内の全

農地を対象に利用状況調査（現地確認）を実施します。農業委員および職員が農地

周辺に出入りしますが、ご理解、ご協力をお願いします。 

●実施期間実施期間実施期間実施期間 １１月１４日（月）～１８日（金） 

 

◇問合せ先 農業委員会事務局 TEL（0771）68-0067 

歳歳歳歳末末末末たすけあいたすけあいたすけあいたすけあい募金募金募金募金    激励金助成事業激励金助成事業激励金助成事業激励金助成事業のののの申請申請申請申請についてについてについてについて    

    
 皆さんからお寄せいただいた歳末たすけあい募金を原資として、下記の内容で「激

励金助成事業」を行います。 

●対象対象対象対象 南丹市に在住の方で、次の①または②に該当される方 

 ①身体障害者手帳１級、精神障害者手帳１級および療育手帳Ａのいずれかをお持

ちの方 

 ②在宅でお過ごしの要介護５の方 

※①、②いずれも生活保護世帯と母子世帯は除く。 

●助成額助成額助成額助成額 激励金として１人5,000円を助成 

●申請方法申請方法申請方法申請方法 申請者の所在する南丹市社会福祉協議会各支所へ来所または電話でお

申し込みください。 

●申込期限申込期限申込期限申込期限 １１月３０日（水）まで 

 

◇問合せ先 南丹市社会福祉協議会本所 TEL（0771）72-3020 

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

日吉（0771）72-0947 美山（0771）75-0020 

聴覚障害者社会教育指導者研修会聴覚障害者社会教育指導者研修会聴覚障害者社会教育指導者研修会聴覚障害者社会教育指導者研修会のののの参加参加参加参加者者者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    

    
聴覚に障がいのある方の心豊かな生活に向けての学習活動や社会参加の促進を図

るため、年１回、亀岡市以北の方々を対象とした研修会を開催します。この研修会

は障がいと障がいのある方への正しい理解と認識を深める機会でもあります。 

●日時日時日時日時 １２月４日（日）午前１０時３０分～午後３時 

●場所場所場所場所 京丹後市アグリセンター大宮 ●参加費参加費参加費参加費 600円（昼食代含む） 

●内容内容内容内容 講演会、実践報告、意見交流など 

●対象対象対象対象 聴覚に障がいのある方、手話サークルなどの指導者など 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １１月９日（水）までに、下記へご連絡ください。 

●主催主催主催主催 京都府教育委員会 

 

◇申込・問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 

身体障害者巡回更生相談身体障害者巡回更生相談身体障害者巡回更生相談身体障害者巡回更生相談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 １１月１５日（火）午前１０時～１１時３０分  

●場所場所場所場所 亀岡市役所市民ホール ●巡回医師巡回医師巡回医師巡回医師 整形外科 

●内容内容内容内容 補装具交付・修理に係る判定、医療相談など 

●持持持持ちちちち物物物物 身体障害者手帳、使用中の補装具、印鑑（支給申請が必要な場合に使用） 

●申込期限申込期限申込期限申込期限 １１月９日（水）※要予約 

 

◇申込・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 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大野大野大野大野ダムダムダムダム竣工竣工竣工竣工５０５０５０５０周年記念周年記念周年記念周年記念「「「「錦秋錦秋錦秋錦秋のののの虹虹虹虹のののの湖湖湖湖ウォークウォークウォークウォーク」」」」    

    
大野ダム竣工５０周年を記念し、虹の湖沿いの「４つの散策路」「４つの橋」と「４

つの集落」を巡る錦秋のシークレット（約１０ｋｍ）を歩きます。また、ダム対岸

に設けられた「虹の湖遊歩道」（約５ｋｍ）を散策するコースもあります。         

●日時日時日時日時 １１月１９日（土）午前９時（雨天決行） 

●集合場所集合場所集合場所集合場所 大野ダム公園大駐車場  ●持持持持ちちちち物物物物  お茶・雨具・タオルなど 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １１月１０日（木）までに電話またはＦＡＸで、住所、氏名、電話番  

号をご連絡の上、お申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 大野振興会 TEL（0771）75-9110 FAX（0771）75-9112 

健康健康健康健康・・・・歴史歴史歴史歴史ウウウウオオオオーキングーキングーキングーキングのののの参加者参加者参加者参加者をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

    
今回は、園部町の景勝地である瑠璃渓から北摂最高峰の深山（標高７９１ｍ）を

征服します。歩程約１０ｋｍの山道を歩きます。 

●日程日程日程日程 １１月２０日（日） 

●コースコースコースコース 園部公園－ＪＲ園部駅西口広場－バス停「榎」－瑠璃渓入り口－通天湖

－深山登山口－深山頂上（昼食）－登山口－秋紅葉の龍穏寺－園部公園 

※１１月１９日（土）午後７時台のＮＨＫ天気予報において、京都府南部の降水確

率が５０％以上の場合はコースを変更します。 

●集合時間集合時間集合時間集合時間 午前８時２０分 ●集合場所集合場所集合場所集合場所 園部公園 

※ＪＲ園部駅西口から参加される方は、午前８時４０分までに集合してください。 

●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時を予定 

●対象対象対象対象 １人で１０ｋｍ以上歩ける方 

※健康状態のすぐれない方は、参加をご遠慮ください。 

※コース、自分の体力、体調を十分にチェックした上でご参加ください。 

●持持持持ちちちち物物物物 弁当、飲み物、保険証のコピー、汗拭きタオル、帽子、手袋 

※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。 

●費用費用費用費用 一般：1,800円（バス代、保険料ほか） 会員：1,500円 

※バスを利用しますので、定員（４５人）になり次第締め切ります。締め切り後の

キャンセルは、キャンセル料として1,500円をお支払いください。 

※お電話でお申し込みください。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 お電話でお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 Nantan健歩会 TEL（0771）62-3370 

保健医療課 TEL（0771）68-0016 

太極拳教室太極拳教室太極拳教室太極拳教室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    

    
各種文化教室として、太極拳教室（４回）を開催します。 

●日時日時日時日時 １１月２５日、１２月２日、９日、１６日（各金曜日）午後１時３０分～３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」ホール 

●講師講師講師講師 平出 真理子氏（京都府武術太極拳連盟） 

●受講料受講料受講料受講料 1,000円（全４回分） 

●持持持持ちちちち物物物物 タオル、飲み物 ※運動しやすい服装でご参加ください。 

●対象対象対象対象 南丹市内在住、在勤、在学の方を優先 ●定員定員定員定員 ４０人（先着順） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １１月１６日（水）までに、下記へ来所または電話でお申し込みくだ

さい。  

●そのそのそのその他他他他 定員になり次第締め切りますが、受付初日に定員を超えた場合のみ、受

付終了後、抽選により受講者を決定します。なお、申し込み人数が少ない場合は、

教室を開催しない場合があります。 

 

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

大野大野大野大野ダムダムダムダム竣工竣工竣工竣工５０５０５０５０周年記念周年記念周年記念周年記念「「「「第第第第２３２３２３２３回大野回大野回大野回大野ダムダムダムダムもみじもみじもみじもみじ祭祭祭祭りりりり」」」」    

    
●日時日時日時日時・・・・時間時間時間時間 １１月１９日（土）、２０日（日）いずれも午前９時～午後４時 

●場所場所場所場所 大野ダム公園 

●内容内容内容内容 地元の農産物、加工品の販売、虹の湖湖畔ウオーキング、ふれあい動物園、

吹奏楽、小学生の太鼓・バルーンアートショー、もちつき大会、よさこいソーラ

ン、ふるさと鍋など 

 

◇問合せ先 大野ダムもみじ祭り実行委員会（大野振興会内）TEL（0771）75-9110 

期間中臨時電話 TEL（0771）75-0796 

丹波丹波丹波丹波自然運動公園自然運動公園自然運動公園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    

 

＜１１月のスポーツデー＞ 

●日程日程日程日程 １１月８日（火） ●場所場所場所場所 体育館（当日受付） 

●内容内容内容内容 ・午前９時～１１時３０分：卓球を楽しもう（300円） 

    ・午後１時３０分～３時３０分：障がい者スポーツのつどい（無料） 

    ・午後６時～９時：スポーツの夕べ（300円） 

＜１１月の太極拳教室＞ 

●日時日時日時日時 １１月１１日、２５日（各金曜日）午後２時～４時 

●場所場所場所場所 体育館 ●内容内容内容内容 太極拳の基礎 ●対象者対象者対象者対象者 １８歳以上の方 

●参加料参加料参加料参加料 500円 ●申込方法申込方法申込方法申込方法 開催日の２日前までに電話でお申し込みください。 

＜サッカー教室＞（参加料無料） 

●日時日時日時日時 １１月２７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 ●定員定員定員定員 ２００人 ●対象対象対象対象 小学生 

●内容内容内容内容 京都サンガＦ．Ｃコーチによる指導 ●申込期限申込期限申込期限申込期限 １１月１８日（金） 

＜園芸教室＞ 

●日時日時日時日時 １２月８日（木）午後１時３０分～４時 ●場所場所場所場所 公園センター３会議室 

●定員定員定員定員 ３０人 ●参加料参加料参加料参加料 500円 ●内容内容内容内容 リースづくり、菊の土づくりなど 

●申込期限申込期限申込期限申込期限 １１月３０日（水） 

＜マジックを楽しもう＞ 

●日時日時日時日時 １２月１０日（土）午後１時３０分～４時 ●場所場所場所場所 公園センター 

●対象者対象者対象者対象者 １８歳以上の方 ●定員定員定員定員 ３０人 ●参加料参加料参加料参加料 500円 

●内容内容内容内容 簡単なマジック ●申込期限申込期限申込期限申込期限 １２月５日（月） 

＜ソフトバレーボールのつどい＞ 

●日時日時日時日時 １２月１８日（日）午前９時～ ●場所場所場所場所 体育館  

●内容内容内容内容 チームは、男女各２人で編成してください。予選リーグ戦を行ったの後、

決勝トーナメント戦を行います。 

●対象者対象者対象者対象者 １８歳以上の方 ●定員定員定員定員 ３２チーム ●参加料参加料参加料参加料 １チーム2,000円 

●申込期限申込期限申込期限申込期限 １２月５日（月） 

※太極拳教室以外は、ＦＡＸまたはＥメールで、住所、氏名、電話番号をご連絡の

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 

氷室氷室氷室氷室のののの郷郷郷郷「「「「フェルトフェルトフェルトフェルト作作作作りりりり体験体験体験体験」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

羊毛のフェルトで、ふで箱ケース、ミニバッグ、なべ敷きなどの小物を作ります。 

●日時日時日時日時 １１月１９日、１２月３日（各土曜日）午前１０時～正午 

●場所場所場所場所 八木農村環境公園「氷室の郷」草木工房 ●定員定員定員定員 １０人 

●参加費参加費参加費参加費 2,000円（材料費1,000円が別途必要） ●持持持持ちちちち物物物物 エプロン、長靴 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 お電話でお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 八木農村環境公園「氷室の郷」 TEL（0771）43-1128（月曜休業） 

おおおお花教室花教室花教室花教室のののの参加者参加者参加者参加者をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

お花教室の参加者を募集しています。初心者にも簡単でとても楽しい教室です。 

日時 内容 参加費 

１１月１６日（水）午前１０時～ キラキラクリスマス 2,500円 
１２月２１日（水）午前１０時～ お正月（寄せ植え） 3,500円 
●申込方法申込方法申込方法申込方法 各開催日の１週間前までに電話でお申し込みください。          

※花バサミをお持ちの方は、ご持参ください。 

 

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

環境環境環境環境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    

    
南丹市の澄みきった空気の中、身近な自然を再発見しながら歩きましょう。（無料） 

●日程日程日程日程 １１月１６日（水）少雨決行 

●コースコースコースコース 八木農村環境公園「氷室の郷」－八木バイオエコロジーセンター－清源

寺－文覚ふれあい公園（昼食）－雪印メグミルク株式会社京都工場－（バス）－

八木農村環境公園「氷室の郷」 

●集合時間集合時間集合時間集合時間 午前９時３０分 ●集合場所集合場所集合場所集合場所 八木農村環境公園「氷室の郷」 

●対象対象対象対象 １人で７ｋｍ以上歩ける方 

※当日体調の悪い方、歩くのに付き添いが必要な方はご遠慮ください。 

●持持持持ちちちち物物物物 弁当、飲み物、敷物、保険証のコピー、汗拭きタオル、帽子、雨天時は

雨具など 

※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。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １１月１１日（金）までにお電話でお申し込みください。 

※取り消し、欠席の場合は、必ずご連絡ください。 

●主催主催主催主催 南丹市の環境を守り育てる会 

 

◇申込・問合せ先 環境課 TEL（0771）68-0015 
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犬犬犬犬ははははマナーマナーマナーマナーをををを守守守守ってってってって飼飼飼飼ってくださいってくださいってくださいってください    

    
犬などのペットは家族の一員。そんなペットも飼い主のマナーやしつけによって

は、トラブルの原因となります。「犬のふん尿に困っている」「放し飼いで危険」な

ど、ペット飼養にかかる苦情が寄せられることもあります。犬を飼うときは、正し

いマナーやしつけを心掛け、終生愛情と責任をもって飼いましょう。 

●犬犬犬犬のののの放放放放しししし飼飼飼飼いはやめましょういはやめましょういはやめましょういはやめましょう 

 犬は必ずつないで飼いましょう。放し飼いをすると交通事故にあったり、病気

をうつされたりするだけでなく、他人の庭でふんをしたり、人に飛びかかってけ

がをさせたり、何かの拍子に人をかんでしまうなど周囲の人たちに迷惑を掛ける

もとになります。 

●散歩散歩散歩散歩ははははマナーマナーマナーマナーをををを守守守守りましょうりましょうりましょうりましょう    

散歩は犬を抑制できる人が行い、リードは絶対に離してはいけません。犬が苦

手な方や小さな子どももいます。近隣に十分配慮して散歩するようにしましょう。 

●ふんふんふんふんのののの始末始末始末始末はははは責任責任責任責任をををを持持持持ってってってって行行行行いましょういましょういましょういましょう 

 ふんや尿の始末は飼い主の最低限のマナーです。犬の散歩には処理袋やスコッ

プを携帯し、ふんは必ず持ち帰りましょう。また水を入れたペットボトルを携帯

し、尿をした場合には流すなどの後始末もお願いします。きちんとしつければ自

宅の決まった場所で排泄するようになります。 

●犬犬犬犬のののの登録登録登録登録などなどなどなど手続手続手続手続きをきをきをきを忘忘忘忘れずにれずにれずにれずに 

 狂犬病予防法により、生後９１日以上の犬を飼い始めたら登録が必要です。登

録内容の変更や犬が死亡したときも、変更届（死亡届）を忘れずにしてください。 

 

◇問合せ先 環境課 TEL（0771）68-0015 

            各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

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

子犬子犬子犬子犬のののの譲渡会譲渡会譲渡会譲渡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    

 

保健所などで飼い主から引き取った子犬を、犬の飼育を希望されている方へ譲る

「子犬の譲渡会」を開催します。 

●日程日程日程日程 １１月４日、１８日、１２月２日、１６日、１月６日、２０日、２月３日、

１７日、３月２日、１６日（毎月第１、３金曜日） 

●受付時間受付時間受付時間受付時間 午前１０時～１０時３０分 

●開催場所開催場所開催場所開催場所 京都府動物愛護管理センター ●対象対象対象対象 京都府内在住の成人 

●持持持持ちちちち物物物物 印鑑、運転免許証や住民票など住所が確認できるもの、ダンボールなど

子犬を入れるもの、集合住宅の場合は飼育可能なことが記載されている書類 

●そのそのそのその他他他他 

・子犬がいなくて開催できない場合があるので、事前にお問い合わせください。 

・子犬を選ぶ順番は抽選です。先着順ではありません。 

・すでに譲渡を受けておられる方はご遠慮ください。 

 

◇問合せ先 京都府動物愛護管理センター TEL 075-331-1833 

平成平成平成平成２３２３２３２３年度自衛官年度自衛官年度自衛官年度自衛官をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

●募集種目募集種目募集種目募集種目・・・・受付期間受付期間受付期間受付期間・・・・試験期日試験期日試験期日試験期日    

募集種目 受付期間 試験期日 

推

薦 

１１月１日（火） 

～１２月１６日（金） 

平成２４年１月７日（土）～ 

９日（月・祝）までの指定する１日 

陸上自衛隊 

高等工科 

学校生徒 

一

般 

１１月１日（火）～ 

平成２４年１月６日（金） 

【１次試験】 

平成２４年１月１４日（土） 

【２次試験】 

平成２４年１月２８日（土） 

～３１日（火）までの指定する１日 

●資格資格資格資格 平成２４年４月１日現在、１５歳以上１７歳未満（平成７年４月２日～平

成９年４月１日までに生まれた方）の男子で、中学校卒業者または中等教育学校

の前期課程修了者（平成２４年３月に中学校卒業または中等教育学校の前期課程

修了見込者を含む） 

※推薦には、中学校長または中等教育学校長の推薦などが別途必要です。 

●そのそのそのその他他他他 自衛隊各駐屯地、各基地などでも案内を行っています。 

 

◇申込・問合せ先 自衛隊京都地方協力本部 TEL 075-211-3471 

亀岡募集案内所 TEL（0771）24-4170 

総務課 TEL（0771）68-0002 

犬犬犬犬のしつけのしつけのしつけのしつけ方教室方教室方教室方教室のののの参加者参加者参加者参加者をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

南丹保健所では、犬の飼い主の意識向上と、犬と一緒に暮らせる社会環境をつく

るため、「犬のしつけ方教室」を開催します。 

●日程日程日程日程 １１月２４日、１２月１日、８日、１５日、２２日（各木曜日） 

※１２月２２日は予備日です。 

●時間時間時間時間 午後１時３０分～ ●場所場所場所場所 京都府園部総合庁舎 

●対象対象対象対象 ・南丹市および京丹波町にお住まいの方 

 ・生後６カ月以上２歳未満の犬とその飼い主 

※犬は登録および狂犬病予防注射接種が必要です 

●定員定員定員定員 １０人（先着順） ●申込申込申込申込期間期間期間期間 １１月１４日（月）～１８日（金） 

 

◇申込・問合せ先 南丹保健所 TEL（0771）62-4754 

南丹市消費生活相談窓口南丹市消費生活相談窓口南丹市消費生活相談窓口南丹市消費生活相談窓口をををを開設開設開設開設しますしますしますします    

 

消費生活専門相談員が、消費生活に関するさまざまな相談をお受けする「消費生

活相談窓口」を１１月から開設します。 

●●●●相談相談相談相談内容内容内容内容    ・商品を購入したが契約内容と違うので解約したい 

・クーリングオフの方法を知りたい ・販売業者とトラブルになっている 

・身に覚えのない請求書が送られてきた ・借金問題で困っている など 

●開設日開設日開設日開設日 毎週火・金曜日（祝日は除く） 

●時間時間時間時間 午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く） ●場所場所場所場所 商工観光課 

※電話、面接どちらの相談も可能ですが、面接相談の場合は事前にご連絡ください。 

 

◇相談・問合せ先 商工観光課（0771）68-0100 

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

 

女性が直面するさまざまな悩みを、専門のカウンセラーがともに受けとめ、整理

するお手伝いをします。どんなことでもご相談ください。（秘密厳守・無料） 

●日時日時日時日時 １１月９日（水）、２２日（火）、１２月１４日（水）午後１時～４時 

※必ず事前予約が必要です。場所は、予約の際に連絡します。 

 

◇申込・問合せ先 市民課 TEL（0771）68-0005 

第第第第23232323回回回回ＫＹＯＫＹＯＫＹＯＫＹＯのあけぼののあけぼののあけぼののあけぼのﾌｪｽﾃｨﾊﾌｪｽﾃｨﾊﾌｪｽﾃｨﾊﾌｪｽﾃｨﾊﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ 2011201120112011をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

男女の人権が尊重され、その個性と能力が十分に発揮できる男女共同参画社会の

実現を目指し、ＫＹＯのあけぼのフェスティバルを開催します。 

●日時日時日時日時 １１月２３日（水・祝）午前１０時～午後３時 ●場所場所場所場所 京都テルサ 

●内容内容内容内容 

・午前１０時～１０時２０分：オープニング「京都聖母学院小学校合唱団」 

・午前１０時２０分～１１時：式典「京都府あけぼの賞表彰式」 

・午前１１時～午後０時２０分：講演「震災後日本の針路と男女共同参画」 

※講師 藻谷 浩介氏（㈱日本政策投資銀行地域振興グループ参事役） 

・午後１時～３時：ワークショップ 

・午前１０時～午後３時：あけぼのバザール 

●直行直行直行直行バスバスバスバスのののの運行運行運行運行についてについてについてについて 

本庁および各支所から、会場へ直行バスの運行を予定しています。乗車を希望さ

れる方は、１１月１０日（木）までにお申込みください。（無料） 

 

◇申込・問合せ先 市民課 TEL（0771）68-0005 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

生産緑地地区生産緑地地区生産緑地地区生産緑地地区のののの変更変更変更変更にににに関関関関するするするする都市計画都市計画都市計画都市計画（（（（案案案案））））をををを縦覧縦覧縦覧縦覧いただけますいただけますいただけますいただけます    

 

 市の都市計画事業に関連し、南丹都市計画生産緑地地区の変更を行うため、都市

計画法第１７条に基づき、生産緑地地区の変更に関する都市計画（案）を縦覧いた

だけます。なお、１１月１４日（月）までに、市民および利害関係人は、市長に意

見書を提出することができます。 

●都市計画都市計画都市計画都市計画のののの種類種類種類種類 生産緑地地区の変更 

●縦覧期間縦覧期間縦覧期間縦覧期間 １０月３１日（月）～１１月１４日（月） 

●縦覧時間縦覧時間縦覧時間縦覧時間 平日の午前９時～午後５時（正午～午後１時を除く） 

●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 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

園部軽園部軽園部軽園部軽トラトラトラトラ市店舗市店舗市店舗市店舗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    

    
中心市街地で明るく元気なにぎわいの創出を目的として、「園部軽トラ市」の開催

をします。「園部軽トラ市」へ出店していただける個人、グループ、団体の出店者を

募集します。 

●日時日時日時日時 １２月２５日（日）※毎月第４日曜日の開催を予定しています。 

●時間時間時間時間 午前９時～午後０時３０分  

●場所場所場所場所 本町土地区画整理事業地内市有地（京都銀行園部支店西隣） 

●出店料出店料出店料出店料 第１回目、第２回目は各1,000円、第３回目以降2,000円（予定） 

●募集台数募集台数募集台数募集台数 ４０台（先着順）※場所により台数に変更があります。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 下記にご連絡の上、専用の申込用紙でお申し込みください。 

●主催主催主催主催 南丹市中心市街地活性化推進委員会 市座プロジェクトチーム 

 

◇申込・問合せ先 市座プロジェクトチーム TEL（0771）63-2451 

白白白白みそとみそとみそとみそと納豆納豆納豆納豆づくりづくりづくりづくり講座講座講座講座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    

    
日吉町郷土資料館では、お正月に使う「白みそ」と「納豆」づくりの講座を開催

します。納豆餅は日吉町や美山町の各地域で今も作られている郷土料理です。この

機会にお正月の郷土料理づくりを体験してみませんか。 

講座 日時 参加費 

白みそづくり １１月２０日（日）午前１０時～正午 500円 

納豆づくり １１月２７日（日）午前９時～午後４時 200円 

納豆餅づくり １２月４日（日）午後１時～４時 500円 

※「納豆づくり」については、お弁当を持参ください。 

※「納豆づくり」と「納豆餅づくり」については、連続参加を原則とします。 

●場所場所場所場所 日吉町郷土資料館かやぶき民家 ※入館料が別途必要です。 

●定員定員定員定員 １０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 電話またはＦＡＸで、氏名、連絡先をお知らせの上、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 

感謝感謝感謝感謝・・・・ありがとうありがとうありがとうありがとう祭典祭典祭典祭典「「「「園部園部園部園部キャンパスキャンパスキャンパスキャンパス祭祭祭祭りりりり」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

 佛教大学開学１００周年記念イベント地域貢献事業の一つとして、感謝・ありが

とう祭典「園部キャンパス祭り」を開催します。 

●日時日時日時日時 １２月３日（土）午前９時３０分～午後４時３０分（雨天開催） 

※雨天の場合、一部中止するイベントがあります。当日、午前７時３０分に開催の

有無について決定しますので、それ以降に開催案内でご確認ください。 

（案内電話番号：０１８０-９９３-１１４） 

●場所場所場所場所 佛教大学園部キャンパス ●後援後援後援後援    南丹市 

●内容内容内容内容 

＜交流ゾーン（メイン会場）＞ 

・開会式 午前９時３０分～１０時 

・イベント 午前１０時～午後３時３０分 

①ステージイベント ②模擬店、物産店 ③小学生対象野球イベント（スト

ラックアウト・ティーバッティング・投球測定） ④フリーマーケット 

・閉会式 午後４時～４時３０分 

※フリーマーケットは雨天の場合中止となります。 

＜スポーツゾーン（野球場）＞※雨天の場合中止となります。 

佛教大学硬式野球部による小・中学生対象軟式野球教室 

※詳細は『「園部キャンパス祭り」野球教室の参加者を募集します』でご確認ください。 

＜文化ゾーン（セミナーハウス和順）＞ 

●文化講演会文化講演会文化講演会文化講演会 午前１０時３０分～正午（当日整理券配付） 

・出演 小林 良正氏（浄土宗尼僧・良正庵庵主） 

 ※整理券は当日の午前９時より配付します。定員数になり次第配布を終了します。 

●落語落語落語落語 午後１時３０分～３時３０分（当日整理券配付）  

・出演 笑福亭 鶴二氏 他 

※整理券は当日の午前１１時より配付します。定員になり次第終了します。 

●駐車場駐車場駐車場駐車場 市役所駐車場、城南駐車場、園部海洋センター横駐車場（無料） 

●そのそのそのその他他他他 無料シャトルバスを運行します。※１５分～２５分間隔で運行 

①無料駐車場⇔キャンパス 

※キャンパス内には、駐車できません。車は、キャンパス周辺の無料駐車場に駐

車願います。 

②ＪＲ園部駅⇔キャンパス 

 

◇問合せ先 佛教大学１００周年記念事業推進事務局 

TEL（075）491-2141（代） 

「「「「園部園部園部園部キャンパスキャンパスキャンパスキャンパス祭祭祭祭りりりり」」」」フリーマーケットフリーマーケットフリーマーケットフリー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    

 

佛教大学開学１００周年記念イベント感謝・ありがとう祭典「園部キャンパス祭

り」におけるフリーマーケット出店者を募集します。 

●日程日程日程日程 １２月３日（土）雨天中止 

●時間時間時間時間 午前１０時～午後３時３０分（受付 午前８時～８時３０分） 

●場所場所場所場所 佛教大学園部キャンパス ●後援後援後援後援    南丹市 

●募集募集募集募集ブースブースブースブース ２００ブース（１ブース２．５ｍ×２．５ｍ）※当日受付順で決定 

※１グループにつき２ブースまでとし、手持ち出店に限定します。 

●出店料出店料出店料出店料 １ブース1,000円（当日集金）※南丹市社会福祉協議会に寄附します。 

●出店条出店条出店条出店条件件件件 

①フリーマーケット出店要項を熟読し、同意していること。 

②出店品は、リサイクル目的の一般家庭不用品および手作り品であること。 

③出店責任者は、開催日において満１８歳以上であること。 

④露天商、販売業者などプロではないこと。 

※主催者が不当と判断する場合は出店をお断りします。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １１月１日（火）～２０日（日）までに、佛教大学開学１００周年記

念サイトに掲出されているフリーマーケット出店要項を熟読の上、フリーマーケ

ット出店参加申込書をダウンロードし、必要事項を記入の上、ＦＡＸでお申し込

みください。後日、受理番号を付記したものをＦＡＸで返信します。なお、定員

になり次第、受付を終了します。電話による申し込みはできません。 

 

◇申込・問合せ先 佛教大学１００周年記念事業推進事務局  

TEL（075）491-2141（問合せ専用） FAX（075）493-9001 

佛教大学開学100周年記念サイト http://www.bukkyo-u.ac.jp/100th/event/sonobe/ 

農芸祭農芸祭農芸祭農芸祭２０１１２０１１２０１１２０１１をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

京都府立農芸高等学校では、日頃の学習成果の発表や実習内容を広く周知する機

会として、昭和５８年から農芸祭を開催しています。 

●日時日時日時日時 １１月１９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 

●内内内内容容容容 学科の作品などの展示、学校紹介・中学生進路相談、即売（生産物・農林         

産物・植木など）、模擬店 など 

 

◇問合せ先 京都府立農芸高等学校 TEL（0771）65-0013 

「「「「園部園部園部園部キャンパスキャンパスキャンパスキャンパス祭祭祭祭りりりり」」」」野球野球野球野球教室教室教室教室のののの参加者参加者参加者参加者をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

 佛教大学開学１００周年記念イベント感謝・ありがとう祭典「園部キャンパス祭

り」における、野球教室の参加者を募集します。硬式野球部の監督・コーチをはじ

め、現役選手が小・中学生の皆さんに技術指導をします。 

●日程日程日程日程 １２月３日（土）※雨天中止  

●時間時間時間時間 ・小学生の部：午前１０時～正午（受付：午前８時３０分～） 

    ・中学生の部：午後１時～３時（受付：午前１１時３０分～） 

※受け付けを済ませ、１５分前にはグラウンドに集合してください。 

●場所場所場所場所 佛教大学園部キャンパス内野球場 ●後援後援後援後援    南丹市 

●対象対象対象対象 ・小学生の部（小学４年生～６年生）・中学生の部（中学１年生～３年生）  

●定員定員定員定員 各部１００人（定員になり次第、受付を終了します） 

※チームで参加申込の場合、１０人以内とします。 ※個人での参加も可能です。 

●持持持持ちちちち物物物物 グローブ、バット、スパイクなどの野球用具、水筒 

※ユニフォームの着用をお願いします。キャッチャーは防具もご持参ください。 

●指導内容指導内容指導内容指導内容 守備、打撃、走塁指導など 

●保険代保険代保険代保険代 スポーツ傷害保険料100円（当日徴収） 

●参加申込参加申込参加申込参加申込 １１月１日（火）～２０日（日）までに、佛教大学開学１００周年記

念サイトに掲出されている野球教室開催要項を熟読の上、野球教室参加申込書を

ダウンロードし、必要事項を記入の上、ＦＡＸでお申し込みください。後日、受

理番号を付記したものをＦＡＸで返信します。電話による申し込みはできません。 

※チームで参加される場合は、代表者が取りまとめてお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 佛教大学１００周年記念事業推進事務局  

TEL（075）491-2141（問合せ専用） FAX（075）493-9001 

佛教大学開学100周年記念サイト http://www.bukkyo-u.ac.jp/100th/event/sonobe/ 

第第第第３７３７３７３７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１２日（土）午前９時～午後２時、１３日（日）午前１１時～午後２時 

●場所場所場所場所 北桑田高校美山分校体育館 

●内容内容内容内容 ・１２日（ステージ発表・展示） 

合唱、演劇、バンド演奏、教職員劇、家政科ファッションショーなど 

・１３日（模擬店・バザー・展示） 

模擬店、野菜販売、生徒会ステージ企画（福引き、ダンスほか）など 

※時間や内容は変更することがあります。内容など、詳細はお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 北桑田高校美山分校 TEL（0771）75-1129 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１３９号（４の４）平成２３年１０月２８日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府立府立府立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    

 

＜切り絵教室＞ 

クリスマスや新春飾りに最適な図柄を切ります。（申込不要） 

●日時日時日時日時 １１月４日（金）午後２時～ ●参加費参加費参加費参加費 1,200円（道具貸し出し） 

●講師講師講師講師 京都新聞切り絵コラム 達富 弘之氏 

＜デジカメ講習会と画像処理講座＞ 

秋深まる山里と朝霧に煙る錦秋の芦生の撮影。作品をＡ３用紙にプリントして進

呈します。 

●日時日時日時日時 １１月８日（火）～９日（水） 

●参加費参加費参加費参加費 ・日帰り各日：3,800円（昼食代含む） 

・１泊４食：13,000円（ＪＲ二条駅より無料送迎有り） 

●講師講師講師講師 中谷 基氏（日本広告写真家協会） 

＜さをり織り教室＞ 

●日時日時日時日時 毎週金・土曜日 ※半日単位、またお一人でもご参加いただけます。 

●時間時間時間時間 ・午前コース：午前１０時～午後０時３０分 

・午後コース：午後１時３０分～４時 

●参加費参加費参加費参加費 各コース1,000円（講習・室料含む） 

●材料材料材料材料費費費費 できあがった作品の重さに応じて、直接指導者へお支払ください。スカ

ーフ１枚が1,000円程度です。 

※織機の数により、ご参加いただけない場合があります。 

 

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

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。借金問題は必ず解

決できます。まずはお問い合わせください。（秘密厳守・相談無料） 

●日時日時日時日時 １１月８日、２２日（各火曜日）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 ●申込期限申込期限申込期限申込期限 開催日の前日 

※上記以外の無料相談会場もご案内しています。まずはご連絡ください。 

 

◇申込・問合せ先 商工観光課 TEL（0771）68-0050 

各支所 産業建設課 TEL 八木（0771）68-0024 

日吉（0771）68-0034 美山（0771）68-0043 

南丹広域振興局商工労働観光室 TEL（0771）23-4438 

原田泰治原田泰治原田泰治原田泰治    日本日本日本日本のののの原風景原風景原風景原風景へのへのへのへの旅展旅展旅展旅展をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

 「陽だまり」の発展と東日本大震災復興支援のため、チャリティーイベント「日

本の原風景への旅展」を開催します。（無料） 

●日時日時日時日時 １１月１２日（土）～１４日（月）午前１０時～午後６時 

●場所場所場所場所 園部まごころステーション「陽だまり」 

●内容内容内容内容 郵便切手シリーズなどで有名な画家、原田泰治氏の作品展示 

●主催主催主催主催 京都太陽の園後援会 

●後援後援後援後援 南丹市、南丹市教育委員会、南丹市社会福祉協議会、京都新聞社、京都新

聞社福祉事業団 

 

◇問合せ先 園部まごころステーション「陽だまり」 TEL（0771）68-1122 

京都丹波京都丹波京都丹波京都丹波のののの写真写真写真写真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    

 

京丹波フォトコンテスト開催に向け、京都丹波の写真を募集しています。 

●募集内容募集内容募集内容募集内容 京都丹波地域（亀岡市、南丹市、京丹波町）の自然、文化、食材など

の地域の魅力や人の営みが感じられる写真 

●賞賞賞賞 大賞：５万円相当のギフトカード、特産品 

   優秀賞：１万円相当のギフトカード、特産品 

   佳作：３千円相当のギフトカード、特産品 

●受付期受付期受付期受付期間間間間 平成２４年１月３１日（火）まで 

●応募作品応募作品応募作品応募作品 ４つ切り、Ｗ４つ切り（デジタルカメラでの写真はＡ４も可） 

●提出方法提出方法提出方法提出方法 応募作品を郵送または持参してください。 

 

◇申込・問合せ先 南丹広域振興局企画総務部企画振興室 TEL（0771）24-8430 
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