
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第５７号（３の３）平成２０年５月２３日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成２１２１２１２１年南丹市成人式開催年南丹市成人式開催年南丹市成人式開催年南丹市成人式開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

●●●●日日日日        時時時時 平成２１年１月１１日（日）午後１時３０分～ 

●●●●会会会会        場場場場 南丹市園部公民館 大ホール 

●●●●対対対対    象象象象    者者者者 南丹市在住および出身の新成人（昭和６３年４月２日～平成元年４月１日生） 

●●●●主主主主        催催催催 南丹市・南丹市教育委員会 

 

◇問合せ先 社会教育課 TEL ６８－００５７ 

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３回南丹市民ボウリング交流大会を開催します。お気軽にご参加ください。 

●●●●日日日日        時時時時 ６月２７日（金）午後８時開始（午後７時３０分受付） 

●●●●会会会会        場場場場 アルプラザボウル（亀岡市篠町野条 TEL 0771-24-3386） 

●●●●競技方法競技方法競技方法競技方法 １人３ゲームトータルピンで順位を決定、性別・年齢によってハンディ有 

●●●●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（高校生は不可） 

●●●●参参参参    加加加加    料料料料 １人１，６００円（当日受付にて徴収します。貸し靴代は別途必要） 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ６月２０日（金）午後５時までに電話またはＦＡＸにより、「住所、氏

名、年齢、性別、連絡先（電話番号）」を下記へご連絡ください。 

●●●●表表表表    彰彰彰彰    等等等等 優勝者にトロフィ(持ち回り)を授与、成績により賞品あり、参加賞あり 

※会場への道中ならびに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。 

●●●●主主主主        催催催催 南丹市ボウリングクラブ／後援 南丹市教育委員会・南丹市体育協会 

 

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

申 込 先 社会教育課 TEL ６８－００５７ FAX ６３－２８５０ 

第第第第１６１６１６１６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のののの開催開催開催開催    

    

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

１６回南丹市八木陸上競技大会」を開催します。多くの方の参加をお待ちしています。 

●●●●日日日日        時時時時 ６月７日（土）午前９時受付 午前９時３０分開会 

●●●●競技種目競技種目競技種目競技種目 ※男女別に実施  ●●●●会場会場会場会場 南丹市八木運動公園グラウンド 

部門 

種目 

小学生低学年の部

（３年生以下） 

小学生高学年の部

（４年生以上） 

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 南丹市民および市内に勤務・通学されている小学生以上の方 

●●●●参参参参    加加加加    料料料料 高校生以上２００円、中学生以下１００円（当日受付で支払ってください） 

●●●●表表表表    彰彰彰彰    等等等等 各部門優勝者にメダルおよび賞状を授与、参加者全員に後日記録証を交付 

●●●●参加申込参加申込参加申込参加申込 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

のいずれかに備え付けの申込用紙に必要事項を記載の上、６月１日

（日）午後５時までにお申し込みください。 

●●●●そそそそ    のののの    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。 

●●●●主主主主        催催催催 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：八木町陸上競技協会  後援：南丹市教育委員会 

 

◇問合せ先 南丹市八木公民館 TEL ６８－００２６ FAX（0771）４２－５６１６ 

世界人権宣言世界人権宣言世界人権宣言世界人権宣言６０６０６０６０周年周年周年周年「「「「育育育育てようてようてようてよう    一人一人一人一人一人一人一人一人のののの    人権意識人権意識人権意識人権意識」」」」    

――――思思思思いやりのいやりのいやりのいやりの心心心心・・・・かけがえのないかけがえのないかけがえのないかけがえのない命命命命をををを大切大切大切大切にににに――――    

●●●●人権人権人権人権とはとはとはとは…………日本国憲法ですべての国民に保障された、人間が人間らしく生きる権

利であり、すべての人が生まれながらにして持っている権利です。 
共に相手を思いやり大切に守りながら、共に幸せに暮らせる社会を築くために、

人権擁護委員は活動しています。 

●●●●人権擁護委員人権擁護委員人権擁護委員人権擁護委員はははは、、、、みんなのみんなのみんなのみんなの街街街街のののの相談役相談役相談役相談役ですですですです    

人権は難しいものではありません。皆さんが毎日の生活を営んでいく上で、「困っ

たな。嫌だな。心配だな」と感じたり、「法律のことは難しくて分からないがちょっ

と知りたいな」、「自分や人の人権が侵害されているのでは？」と思った時に、気軽

に相談できます。もちろん相談は無料で、手続きも要りません。いつでも相談所へ

お越しください。電話による相談も受けています。人権擁護委員には、厳格な守秘

義務が課せられていますので、あなたの秘密が漏れることはありません。 
●●●●６６６６月月月月１１１１日日日日はははは人権擁護委員人権擁護委員人権擁護委員人権擁護委員のののの日日日日ですですですです

人権擁護委員制度ができて今年で６０年。世界人権宣言からも６０年になります。

人権擁護委員が国民の人権を守り、皆さんの相談に応じる存在として市町村に配置

されていることや、人権の大切さを知ってもらうために、昭和５７年から法が施行

された６月１日を「人権擁護委員の日」と定め、広報活動や相談活動を行っています。 

●●●●ごごごご存存存存じですかじですかじですかじですか？？？？あなたのあなたのあなたのあなたの町町町町のののの人権擁護委員人権擁護委員人権擁護委員人権擁護委員    

 南丹市には市長が推薦し、法務大臣が委嘱した次の１７人の人権擁護委員がいます。 
住所 氏名 電話番号 住所 氏名 電話番号 

本 町 樋口  均 ６２－００１４ 南広瀬 瀬愛子 ４２－２５５０ 

美園町 中嶋 久子 ６２－４０３６ 神 吉 小槻忠行 ４４－０３３６ 

竹 井 西垣加代子 ６２－１２４８ 室 橋 中川優子 ４２－３２８０ 

高 屋 片山  勲 ６２－２３３１ 八 木 秋田 晃 ４２－２０２０ 

南八田 奥村 幹夫 ６５－０６２８ 

八 
木 

西 田 小西 勉 ４２－３７７８ 

園 
部 

木崎町 矢野 咲美 ６２－０８５４ 中 長野光孝 ７７－０５５８ 

田 原 藤井日出夫 ７３－０１３３ 鶴ヶ岡 南條敏子 ７６－０７４７ 

胡 麻 藤岡 和栄 ７４－０００２ 

美 
山 

大 野 藤原良恭 ７５－０５２５ 

日 
吉 

木 住 湯浅 輝和 ７２－０２９７     

●●●●６６６６月月月月１１１１日日日日（（（（日日日日））））特設相談所特設相談所特設相談所特設相談所をををを開設開設開設開設しますしますしますします    

１７人の人権擁護委員が各所でお待ちしています。気軽にお越しください。 

相談時間：午後１時～４時 ※事前予約は不要です。 

・園部地区：園部公民館 ・日吉地区：日吉町生涯学習センター「遊youひよし」 

・八木地区：八木公民館 ・美山地区：美山支所会議室 

●●●●「「「「何何何何でもでもでもでも電話相談電話相談電話相談電話相談」」」」をををを開設開設開設開設しますしますしますします    

相談強化週間として、困り事・悩み事・心配事「何でも電話相談」を開設します。

一人で悩まず、お気軽に相談ください。 
ナビダイヤル：TEL ０５７０－０８９－７８３ 

開設日時：６月１日（日）、 ７日（土）午前１０時～午後５時 
６月２日（月）～６日（金）午前８時３０分～午後７時 

●●●●人権人権人権人権（（（（しんぱいごとしんぱいごとしんぱいごとしんぱいごと））））相談相談相談相談はははは次次次次のののの場所場所場所場所でででで定期的定期的定期的定期的にににに開設開設開設開設していますしていますしていますしています    

開設場所 開設日 時間 

・京都地方法務局園部支局    毎週月～金曜日 午前１０時～午後４時    

・園部公民館    毎月第１火曜日 午後1時～４時    

・八木公民館    毎月第２火曜日 午後1時～４時    

・社会福祉協議会日吉支所    偶数月第３火曜日 午後1時～４時    

・胡麻基幹集落センター    奇数月第３火曜日 午後1時～４時    

・美山基幹集落センター    毎月第４火曜日 午後1時～４時    

・南丹広域振興局園部庁舎    偶数月第１木曜日 午後1時～４時    

・南丹広域振興局亀岡庁舎    奇数月第１木曜日 午後1時～４時    

・人権擁護委員各自宅および電話    随時    

◇問合せ先 市民課 人権政策係 TEL ６８－０００５ 

「「「「広報広報広報広報なんたんなんたんなんたんなんたん４４４４・・・・５５５５月号月号月号月号」」」」掲載内容掲載内容掲載内容掲載内容のおのおのおのお詫詫詫詫びとびとびとびと訂正訂正訂正訂正    

 

５月９日発行の「広報なんたん４・５月号」の掲載内容について、下記のとおり

誤りがありました。お詫びし、訂正させていただきます。 

ページ 訂正個所 （誤）  （正） 

７ 中央写真キャプション 芦生（あしゅう） ⇒ 芦生（あしう） 

自主財源 ⇒ 依存財源 

依存財源 ⇒ 自主財源 ９ 一般会計 円グラフ（歳入） 

国庫支出金 ⇒ 国庫・府支出金 

１３ 小・中学校耐震補強設計委託 殿田小学校 ⇒ 殿田中学校 

１４ 企業支援事業（工場誘致事業奨励金） 3億0,800万円 ⇒ 3億0,080万円 

１５ 南丹地区農用地総合整備事業負担金 2億1,693万円 ⇒ 重複により削除 

ﾊｰﾌ女子40歳未満 

堀口真由美 

1時間36分48秒 

⇒ 

ﾊｰﾌ女子40歳未満 

外峯陽子 

1時間35分26秒 

２６ 日吉ダムマラソン大会の記録 

未記載 ⇒ 

ﾊｰﾌ女子40歳代 

堀口真由美 

1時間36分48秒 

◇問合せ先 情報推進課 広報広聴係 TEL ６８－００１９ FAX ６３－０６５３ 

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


