
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

         第５９号（３の１）平成２０年６月２７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 】 ・「児童虐待防止推進月間」標語を募集します 

・明るい選挙啓発ポスターと標語作品の募集 

・京都府統計グラフコンクールの作品募集 

・７月は“社会を明るくする運動”強調月間です 

【 裏 】 ・「南丹そのべ七夕まつり」開催に伴う通行規制 

・京都医療科学大学 ２００８夏季公開講座のご案内 

・脱法ドラッグの使用防止「ダメ。ゼッタイ。」 

・多重債務無料法律相談のご案内 

・無料健康相談のご案内 

・京都府農業総合研究所「公開セミナー」を開催します 

・９ちゃんねる番組表（７月１日～１５日） 

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

【 表 】 ・７月の母子保健事業日程表 

・麻しん・風しん(MR)混合ワクチンの接種を受けましょう 

・破傷風･ジフテリア（DT・二期）予防接種のお知らせ 

・「難聴者教室」を開催します 

・献血と骨髄ドナー登録にご協力ください 

・障害福祉サービス利用の更新申請はお済みですか？ 

・「身体障害者巡回更生相談」を実施します 

・「京都府視覚相談会」を実施します 

【 裏 】 ・人権教育講座を開催します 

・人形劇基礎講座参加者募集 

・絵本の読み語りスキルアップ講習会参加者募集 

・南丹市立文化博物館臨時休館のお知らせ 

・サマージャンボ（市町村振興）宝くじ発売 

・子ども物つくり教室「草木染めでバンダナをつくろう!」 

・南丹市民テニス大会を開催します 

・南丹市体育協会旗のデザインを募集！ 

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

【 表 】 ・第１回南丹市消防団操法大会開催のお知らせ 

・自衛官等募集案内（平成２０年度） 

・ビニール類指定収集袋の試行袋は使用できません 

・食中毒のシーズンが近づいてきました 

・「ねんきん特別便」相談が開催されます 

・平成２０年度南丹市グループワーク事業のお知らせ 

・平成２０年度くらしの資金貸付のご案内 

・「おやっ？」と思ったら『食品表示１１０番』 

【 裏 】 ・「お花教室」参加者募集のお知らせ 

・氷室の郷から「藍染教室」開催のお知らせ 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

・カヌー体験スクール「海ぼうず」のご案内 

・＜各支所・地域版お知らせ＞� 

明明明明るいるいるいるい選挙啓発選挙啓発選挙啓発選挙啓発ポスターポスターポスターポスターとととと標語作品標語作品標語作品標語作品のののの募集募集募集募集 

 

明るい選挙推進の一環として本年度も京都府選挙管理委員会および京都府明るい

選挙推進協議会主催により、明るい選挙啓発ポスターと標語作品の募集が行われます。 

 啓発ポスターの部 啓発標語の部 

内  容 

明るい選挙の推進を表すポスター 

（児童・生徒の部、一般の部） 

明るい選挙の推進を表

す標語 

資  格 

児童・生徒の部：府内小・中・高校の児童・生徒 

一般の部：府内に居住の方 

府内小・中・高校の児童生

徒および府内に居住の方 

用 紙 等 

画用紙四ツ切または八ツ切か、それに準ずる大き

さ、色彩は自由、ポスターで使用する啓発標語は

「明るい選挙」に限らず自由に考えてください。 

応募用紙を南丹市選挙

管理委員会へご請求く

ださい。 

注意事項 

作品裏面右下に氏名（ふりがな）・年齢（学年）・

住所（学校名・所在地）を記入してください。

１人１点、自作・未発表のものに限ります。 

１人１点、自作・未発表の

ものに限ります。 

締め切り ９月５日（金）※南丹市選挙管理委員会必着 

提 出 先 

小・中・高校生の方は、学校を通じて南丹市選挙管理委員会へ提出して

ください。一般の方は、直接南丹市選挙管理委員会へ提出してください。 

賞 各賞に賞状と賞品、応募者全員に記念品を贈呈 各賞に賞状と賞品を贈呈 

 作品は掲載、展示などに使用させていただきます。作品募集要項など、詳しくは

下記へお問い合わせください。たくさんの応募をお待ちしています。 

 

◇応募・問合せ先 南丹市選挙管理委員会事務局（総務課内）〒622-8651(住所記入不要) 

 TEL（0771）68-0002 FAX（0771）63-0653 

京都府統計京都府統計京都府統計京都府統計グラフコンクールグラフコンクールグラフコンクールグラフコンクールのののの作品募集作品募集作品募集作品募集    

 

 京都府統計協会では、毎年統計知識の普及と統計の表現技術の向上を目的に京都

府統計グラフコンクールを実施しています。平成２０年度も下記のとおり募集します。 

●●●●応募対象応募対象応募対象応募対象 京都府内の学校に在学する人および府内に居住または勤務する人 

 応募資格 課 題 用紙規格(厳守) 

第１部 小学校１・２年生 

第２部 小学校３・４年生 

児童が自分で観察または調査し

た結果をグラフにしたもの 

第３部 小学校５・６年生 

第４部 中学生 

手
書
き
統
計
 

 
 
グ
ラ
フ
の
部
 第５部 高校生以上・一般 

自由 

パソコン統計

グラフの部 

小学生以上・一般 

自由（小学校４年生以下の児童は、

自分で観察または調査したもの） 

【仕上げ寸法】 

72.8cm×51.5cm

（Ｂ２判） 

注：市販のＢ２判

で規格より大き

い場合は切って

お使いください。 

●●●●応募方法応募方法応募方法応募方法 南丹市役所総務課および各支所地域総務課に備え付けの応募作品票を

作品に添付して、市役所送付の場合は８月２９日（金）必着、京都府

統計協会送付の場合は９月５日（金）必着で提出してください。 

●●●●そそそそ    のののの    他他他他 応募の注意、作品作成上の注意など詳しいことは、応募先に備え付け

の募集要項をご確認ください。 

 

◇応募・問合せ先 京都府統計協会 TEL（075）414-4487 

          〒602-8570（住所記入不要）京都府政策企画部調査統計課内 

南丹市役所 総務課 行政係 TEL（0771）68-0002 〒622-8651（住所記入不要） 

各支所 地域総務課  TEL 八木（0771）68-0020 

日吉（0771）68-0030 美山（0771）68-0040 

「「「「児童虐待防止推進月間児童虐待防止推進月間児童虐待防止推進月間児童虐待防止推進月間」」」」標語標語標語標語をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

厚生労働省は、１１月の「児童虐待防止推進月間」に向け、国民一人一人が児童虐待

問題についての理解を深め、主体的なかかわりを持つことを目的に標語を募集します。 

●●●●テテテテ    ーーーー    ママママ 児童虐待防止に関する国民一人一人の意識啓発にふさわしい標語 

●●●●応募資格応募資格応募資格応募資格 どなたでも応募できます。（１人１作品） 

●●●●募集方法募集方法募集方法募集方法 作品と「〒、住所、氏名、電話番号、年齢、性別、職業」を記入して

郵送（はがき）またはＥメールで応募してください。 

【郵送（はがき）先】 

〒520-8577 滋賀県子ども・青少年局 児童虐待防止標語募集担当 あて 

【Ｅメールメールアドレス】caphyogo@pref.shiga.lg.jp 

ファイル形式で、題名は「児童虐待防止推進月間に関する標語募集」

としてください。 

●●●●募集締切募集締切募集締切募集締切 ７月１１日（金）※郵送の場合は、当日消印有効とします。 

●●●●選考方法選考方法選考方法選考方法 主催者が「子どもの虐待防止推進全国フォーラム in しが」運営委員会の

協力で選定し、１作品を最優秀作（厚生労働大臣賞）として決定。９月以

降に本人に通知するほか、厚生労働省ホームページなどで発表します。 

 

◇問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

７７７７月月月月はははは““““社会社会社会社会をををを明明明明るくするるくするるくするるくする運動運動運動運動””””強調月間強調月間強調月間強調月間ですですですです    

 

 “社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した

人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非

行のない明るい社会を築こうとする法務省主唱による全国的な運動です。 

 “社会を明るくする運動”は、年間を通じて展開されていますが、７月は特に強

調月間として、各地域においてさまざまな啓発活動が実施されます。 

『『『『防防防防ごうごうごうごう犯罪犯罪犯罪犯罪とととと非行非行非行非行    助助助助けようけようけようけよう立立立立ちちちち直直直直りりりり』』』』    

◇問合せ先 市民課 人権政策係 TEL（0771）68-0005 FAX（0771）63-0653 

八木支所各問合せ先は、各課・係への直通番号を案内しています。八木町内からお問い合わせの場合、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） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

脱法脱法脱法脱法ドラッグドラッグドラッグドラッグのののの使用防止使用防止使用防止使用防止「「「「ダメダメダメダメ。。。。ゼッタイゼッタイゼッタイゼッタイ。」。」。」。」    

 

薬物乱用は、乱用者自身の精神や身体上の問題にとどまらず、家庭内暴力などに

よる家庭の崩壊、さらには殺人、放火など悲惨な事件の原因にもなり、社会全体へ

の問題と発展します。脱法ドラッグは麻薬、覚せい剤には指定されていませんが、

他の薬物による乱用のきっかけになるなどの事例があります。人から誘われても、

きっぱりと断る「勇気」と「知識」を身に付けることが重要です。また、一度使用

するとやめられなくなります。薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」なのです。 

 

◇問合せ先 京都府南丹保健所 衛生・検査担当 TEL（0771）62-4754 

京都府農業総合研究所京都府農業総合研究所京都府農業総合研究所京都府農業総合研究所「「「「公開公開公開公開セミナーセミナーセミナーセミナー」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    
 

 京都府農業総合研究所では、消費者の視点や環境に配慮した新技術の開発など幅

広い農業研究を行うとともに、府民に開かれた研究所づくりを目指しています。 

府民生活にかかわる農業研究を紹介する公開セミナーを開催します。（入場無料） 

●●●●日日日日        時時時時 ７月１０日（木）午後１時３０分～３時３０分※事前申し込み不要。 

●●●●場場場場        所所所所 京都府農業総合研究所 講堂（亀岡市余部町和久成9） 

●●●●内内内内        容容容容 (1) 研究内容の紹介 1:35～ 

  「食の安心・安全に向けて」～農薬を用いないで害虫を防除する方法～ 

農業総合研究所環境部 德丸 晋 主任 

(2) 特別報告 2:05～「京野菜のすぐれた食品機能」 ～ここが違う京野菜～ 

              京都府立大学生命環境学部 中村 考志 准教授 

(3) 意見交換 2:50～  (4) 施設・ほ場見学 3:00～ 

 

◇問合せ先 京都府農業総合研究所 企画経営部 TEL（0771）22-0425 

「「「「南丹南丹南丹南丹そのべそのべそのべそのべ七夕七夕七夕七夕まつりまつりまつりまつり」」」」開催開催開催開催にににに伴伴伴伴うううう通行規制通行規制通行規制通行規制    

 

 ７月５日（土）午後４時から開催する「第２７回南丹そのべ七夕まつり」に伴い、

下記のとおり通行規制を行います。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力をお願い

します。南丹そのべ七夕まつりの開催内容は、別途各戸配布のチラシをご覧ください。 

●●●●規制場所規制場所規制場所規制場所 市道上本町佛大線（シンボルロード）法務局～福田時計店 

●●●●規制日時規制日時規制日時規制日時 ７月５日（土）午前１０時～午後１０時 

●●●●規制内容規制内容規制内容規制内容 車両全面通行止め（路線バスも迂回（うかい）します） 

 

◇問合せ先 南丹そのべ七夕まつり事務局（南丹市商工会青年部） 

 TEL（0771）42-5380 園部支所 TEL（0771）62-0766 

京都医療科学大学京都医療科学大学京都医療科学大学京都医療科学大学    ２００８２００８２００８２００８夏季公開講座夏季公開講座夏季公開講座夏季公開講座のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

京都医療科学大学では、小学５、６年生を対象とした公開講座「夏休み体験学習

－医用画像はこんなに面白い」を開催します。興味のある方はぜひご参加ください。 

●●●●開講日時開講日時開講日時開講日時 ７月２５日（金）午前１０時～１２時 ●●●●定員定員定員定員 ２０人 

●●●●対対対対        象象象象 南丹市在住の小学５、６年生 （保護者同伴可） ●●●●参加費参加費参加費参加費 無料 

●●●●内内内内        容容容容 いろいろな医用画像についてのパソコン授業と最新の医用画像機器の

見学や超音波画像を撮像する体験実習を行います。詳細は、申込受付

後、本学よりお送りする公開講座票をご覧ください。 

●●●●申込締切申込締切申込締切申込締切 ７月１１日（金）午後５時まで ※申込多数の場合は、先着順とします。 

 

◇申込・問合せ先 学校法人島津学園 京都医療科学大学 公開講座係 

TEL（0771）63-0066 

無料無料無料無料健康相談健康相談健康相談健康相談のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

 京都中部地域産業保健センターでは、無料健康相談を開設します。 

●●●●日日日日        時時時時 ７月１１日（金）受付時間：午後２時～４時 

●●●●場場場場        所所所所 南丹市国際交流会館２階 ●●●●対象対象対象対象    南丹市内にお勤めの方とそのご家族 

●●●●相談内容相談内容相談内容相談内容 健康診断で気になったこと、最近、身体の調子が良くない、食事や身

体の日常管理について聞きたい、など健康に関することなら何でも。 

 

◇問合せ先 京都中部地域産業保健センター（園部町新町49 園部労働基準協会内） 

TEL（0771）62-3220 FAX（0771）62-4045 

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。 

●開催日時 ７月１５日（火）午後４時～７時（一人４５分以内）※前日までに要予約 

●場  所 南丹市園部公民館 ●予約先 京都弁護士会 TEL（075）２３１-２３７８ 
 

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

市役所商工観光課 TEL（0771）68-0050 各支所 産業建設課 

スクールフェイス 

「富本小学校るり渓合宿」 

   ｢摩気・西本梅・川辺３小学校合同若狭合宿｣ 

    

７７７７月月月月１１１１日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

３日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

図書館だより 

７月の新刊を中央図書館からお送りします。 

    

７７７７月月月月３３３３日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

４日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

５日（土） 7時・9時・12時・―・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

平成20 年第2 回南丹市議会6 月定例会③ 

７７７７月月月月５５５５日日日日【【【【土土土土】】】】14141414時時時時    

再放送 ７日(月) 18時 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

９ちゃん もぎたて☆テレビ 

一週間の出来事、特集、おたよりほか 

７７７７月月月月５５５５日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

６日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

７日（月） 7時・9時・12時・15時・―・20時・22時 

８日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

 

 

第第第第１３１３１３１３回回回回    口丹口丹口丹口丹こどもこどもこどもこども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    

６月８日に遊ｙｏｕひよしで開催された、フェスティ

バルの模様をお送りします。 

    

７７７７月月月月８８８８日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

９日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１０日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

月イチきょうと府 

 ジェフ・バーグランドとあだち理絵子が、京都府の 

主要な施策や話題を紹介する情報番組。解説者として山

田知事も登場します！ 

    

７７７７月月月月１０１０１０１０日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１１日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１２日（土） 7時・9時・―・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

ケーブルテレビケーブルテレビケーブルテレビケーブルテレビ全市全市全市全市デジタルデジタルデジタルデジタル化開局記念式典化開局記念式典化開局記念式典化開局記念式典    

７７７７月月月月１２１２１２１２日日日日【【【【土土土土】】】】10101010時時時時～～～～    

南丹市国際交流会館より生放送 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９９９９ちゃんもぎたてちゃんもぎたてちゃんもぎたてちゃんもぎたて☆☆☆☆テレビテレビテレビテレビ 

一週間の出来事、特集、おたよりほか 

７７７７月月月月１２１２１２１２日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１３日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１４日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

  １５日（火）  7時・9時・12時・15時・18時 

 

スクールフェイス 

｢胡麻郷・殿田連合小学校若狭合宿」 

７７７７月月月月１２１２１２１２日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

１３日（日） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

１４日（月）  7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

  １５日（火）  7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

テレビ週報 

（毎日）14：00、その他に毎時0分と30分（変更あり） 

 

ＪＡトピックス（ＪＡ京都 提供） 

（毎日）6：00／11：30／19：30／21：30 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

ＦＡＸ放送は、新システム切り替え作業中のため、 

しばらく休止させていただきます。放送希望の方は、ご

連絡いただければご相談させていただきます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

★放送内容は、一部変更になる場合がありますので、京

都新聞丹波版「まちかどガイド」または、９チャンネル

のテレビ回覧板をご覧ください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

★７月１日から全市域で自主放送デジタルサービスを

スタートします。従来のアナログテレビでご覧の場合、

画面サイズが変わりますがご了承ください。またデジタ

ルテレビでご覧の場合、チャンネル設定が必要となりま

す。 

 

南丹市情報センター ９ちゃんねる番組表 （2008 年７月１日～７月１５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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

         第５９号（３の２）平成２０年６月２７日発行 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

献血献血献血献血とととと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 場 所 受付時間 

７月 １１ 日（金） 日吉保健センター（はーとぴあ） 
７月 １７ 日（木） 市役所美山支所 
７月 ３１ 日（木） 園部公民館 

午前１０時～１１時３０分 
午後０時３０分～３時３０分 

 
◇問合せ先 健康課 健康増進係 TEL（0771）68-0016 

７７７７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    

 

月 日 事業名 対象（月齢等） 場 所 

７月 ４日（金） ９～１０ヵ月児健診 平成１９年９月生 

７月１１日（金） ３～４ヵ月児健診 平成２０年３月生 

７月１４日（月） ２歳５ヵ月児健康相談 平成１８年１月生 

７月１８日（金） ３歳５ヵ月児健診 平成１７年１月生 

７月２４日（木） １歳８ヵ月児健診 平成１８年１０月生 

７月３０日（水） 離乳食教室 

生後４ヵ月～１歳 

ごろの乳児と保護者 

園部保健センター 

（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 母子保健係 TEL（0771）68-0016 

「「「「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」」」」をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

    

京都府身体障害者更生相談所では、相談所に来所が困難な身体障がいのある方の

ために、府内を巡回し、補装具・施設利用・その他の相談会を実施しています。 

日  程 時  間 場   所 来訪医師 

７月１１日（金） 午前１０時～１１時３０分 瑞穂保健福祉センター 整形外科 

８月１２日（火） 午前１０時～１１時３０分 日吉保健センター 整形外科 

９月１２日（金） 午後２時～３時３０分 亀岡市役所市民ホール 整形外科 

１０月 ７日（火） 午後１時～３時 亀岡市役所市民ホール 耳鼻咽喉科 

１０月１４日（火） 午前１０時～１１時３０分 園部公民館 整形外科 

１１月 ６日（木） 午前１０時～１１時３０分 瑞穂保健福祉センター 耳鼻咽喉科 

●●●●内内内内        容容容容 補装具交付・修理に係る判定、医療相談（整形外科・耳鼻咽喉科） 

●●●●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（申請などが必要な場合に使用） 

●●●●申申申申しししし込込込込みみみみ 参加を希望される方は、それぞれの相談会の３日前（土・日・祝日を

除く）の午後５時までに下記へお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 社会福祉課 障害者福祉係 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 

「「「「京都府視覚相談会京都府視覚相談会京都府視覚相談会京都府視覚相談会」」」」をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

 
京都府身体障害者更生相談所では、視覚障がいでお困りの方、福祉制度・社会参加

について詳しく知りたいという方の相談会を実施します。個人の秘密は固く守ります。 

●●●●開催日時開催日時開催日時開催日時 ７月８日（火）午前１０時３０分～午後３時３０分 

●●●●開催場所開催場所開催場所開催場所 京丹波町瑞穂保健福祉センター（京丹波町和田田中6-1） 

●●●●内内内内        容容容容 ①個別相談（日常生活のアドバイス、ホームヘルパー・ガイドヘルパ

ーの派遣についてなど）※個別相談は事前にお申し込みが必要です。 
②補装具、日常生活用具などの展示（白杖、眼鏡、拡大読書器など） 
③体験コーナー（日常生活訓練・歩行訓練など） 

●●●●申申申申しししし込込込込みみみみ 個別相談を希望される方は７月２日（水）午後５時までに下記へ電話

などでお申し込みください。（展示・体験コーナーは事前申し込み不要） 

 

◇申込・問合せ先 社会福祉課 障害者福祉係 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 

麻麻麻麻しんしんしんしん・・・・風風風風しんしんしんしん(MR)(MR)(MR)(MR)混合混合混合混合ワクチンワクチンワクチンワクチンのののの接種接種接種接種をををを受受受受けましょうけましょうけましょうけましょう    

 
麻しん（はしか）は、かつて「命定めの病」とも呼ばれ恐れられていました。医学

が進歩した今でも、麻しんを発症すると高熱や合併症など重い症状を引き起こす病気

です。今年も関東を中心に麻しんが流行し、京都府内での発生の報告もありました。 

麻しん予防で最も有効な対策は予防接種です。定期の予防接種は生後１２～２４

ヵ月の間に１期を受けます。平成１８年度に就学前一年間（年長児）での定期接種

が加わり、今年４月から向こう５年間に限り、これまで１回しか定期接種の機会が

なかった中学１年生と高校３年生相当の方にも定期接種を実施することになりました。 

麻しんから身を守るため、対象者は早めに予防接種を受けましょう。なお、定期

接種から年齢を超えた方については任意接種（自費）となりますが、麻しんに対す

る抗体を持っていない方は、接種されることをお勧めします。 

 

◇問合せ先 健康課 母子保健係 TEL（0771）68-0016 

破傷風破傷風破傷風破傷風････ジフテリアジフテリアジフテリアジフテリア（（（（DTDTDTDT・・・・二期二期二期二期））））予防接種予防接種予防接種予防接種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、小学校６年生の児童を対象に「破傷風・ジフテリア(二種混合・二期)

予防接種」を下記の日程で実施します。接種を希望される方は、予防接種実施日に

保護者同伴で各地区の会場へお越しください。なお、該当者には個別通知します。 

日 程 会 場 受付時間 対象児 

７月１７日（木） 八木保健センター 午後４時～５時 八木町在住の方 
７月２３日（水） 園部保健センター 

（こむぎ山健康学園） 午後１時～１時４５分 園部小学校の方 

７月２５日（金） 日吉保健センター 
（はーとぴあ） 午後１時～１時３０分 日吉町在住の方 

７月３０日（水） 美山保健センター 午後１時１５分～１時３０分 美山町在住の方 
７月３１日（木） 園部保健センター 

（こむぎ山健康学園） 午後１時～１時４５分 園部町在住の方

(園部小学校除く) 
 

◇問合せ先 健康課 母子保健係 TEL（0771）68-0016 

「「「「難聴者教室難聴者教室難聴者教室難聴者教室」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

耳の不自由な方、最近耳が聞こえにくくなったと感じておられる方、そのご家族

の方を対象に、「難聴者教室」を開催します。（参加費無料） 

●日  時 ７月３１日（木）午後１時３０分～３時３０分 

●場  所 南丹市役所 美山支所 １階 会議室 

●内  容 難聴について、補聴器の購入・正しい使い方、聴力測定（予約制） 

      補装具・日常生活用具の制度紹介（種類や申請の仕方など） 
●申込締切 ７月２４日（木）午後５時までに、下記へお申し込みください。 

     （聴力測定を希望される方は、申し込みの際にお伝えください） 
 

◇申込・問合せ先 ふない聴覚言語障害センター（南丹市園部公民館内） 

          TEL・FAX（0771）63-6448 

社会福祉課 障害者福祉係 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 

障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスサービスサービスサービス利用利用利用利用のののの更新申請更新申請更新申請更新申請はおはおはおはお済済済済みみみみですかですかですかですか？？？？    

 

障害者自立支援法の制度改正に伴い、平成２０年７月分から障害福祉サービスの利用

者負担が見直されます。また、サービス利用については、課税情報や収入状況により、

自己負担額が決められていますが、毎年７月に最新の状況に更新するため、利用者の世

帯状況や収入などを調査する必要があります。対象者の方には、６月中旬に文書を発送

しました。６月２７日（金）が締め切りですが、提出がまだの方はお急ぎください。 

●申請に必要なもの ①申請書 ②世帯状況・収入・資産等申告書 ③印鑑 

③年金証書（写）か年金振込通知はがき（写） 

※①②は郵送しています。 

 

◇申請・問合せ先 社会福祉課 障害者福祉係 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） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

人権教育講座人権教育講座人権教育講座人権教育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    

 

人権に関する学習機会を提供し、市民の人権意識の高揚を図ることを目的として

平成２０年度南丹市人権教育講座を開催します。気軽に受講してください。 

●●●●開催日程開催日程開催日程開催日程【第１回】７月４日（金）午後７時３０分～９時 
場所 園部公民館大ホール（園部町上本町南2番地22） 
講師 社団法人 部落解放・人権研究所名誉理事 大賀 正行 さん 

     演題 「これからの部落解放運動を考える」 
【第２回】８月８日（金）午後７時３０分～９時 

場所 園部公民館大ホール  講師 作家 藤木 美奈子 さん 
演題 「傷つけあう家族～ドメスティック・バイオレンスを乗り越えて～」 

     【第３回】９月１２日（金）午後７時３０分～９時 
場所 日吉町生涯学習センターホール（日吉町保野田長通24番地）        

講師 セクシャル・マイノリティ教職員ネットワーク 土肥 いつき さん 
      仮題 「『ありのままの私を生きる』ために」 

【第４回】１０月１０日（金）午後７時３０分～９時 
      場所 日吉町生涯学習センターホール          

講師 社団法人 部落解放・人権研究所研究部 内田 龍史 さん 
      仮題 「人権・部落問題意識調査からわかること」 
●●●●対対対対        象象象象 南丹市在住・在勤・在学の方など  ●●●●主催主催主催主催 南丹市教育委員会 

●●●●そそそそ    のののの    他他他他 園部公民館は、駐車台数に制限がありますので、南丹市役所の駐車場

をご利用願います。申し込みは不要で、１回のみの受講もできます。 
 

◇問合せ先 社会教育課 社会教育係 TEL（0771）68-0057 FAX（0771）63-2850 

南丹市立南丹市立南丹市立南丹市立文化博物館臨時休館文化博物館臨時休館文化博物館臨時休館文化博物館臨時休館のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

南丹市立文化博物館は、平成１０年の開館以来、今年で開館１０周年を迎えます。

これを記念して７月１９日（土）～８月３１日（日）に日本各地の妖怪を集めた展

示会「妖怪大集合!!」を開催します。つきましては、展示準備および撤収などに必

要な下記の期間、臨時休館とさせていただきます。展示会の詳しい内容は、後日、

お知らせ・ＣＡＴＶ・広報チラシなどを通じて皆さんにお知らせします。 

●●●●臨時休館日臨時休館日臨時休館日臨時休館日 ７月１０日(木)～１８日(金)・２２日(火)、９月１日(月)～８日(月) 

●●●●臨時開館日臨時開館日臨時開館日臨時開館日 ７月２１日（月・祝） 

 

◇問合せ先 南丹市立文化博物館 TEL（0771）68-0081 FAX（0771）63-2983 

サマージャンボサマージャンボサマージャンボサマージャンボ（（（（市町村振興市町村振興市町村振興市町村振興））））宝宝宝宝くじくじくじくじ発売発売発売発売    

 

●●●●発売期間発売期間発売期間発売期間 ７月１４日（月）～８月１日（金） ●●●●抽選日抽選日抽選日抽選日 ８月１２日（火） 

●●●●発売場所発売場所発売場所発売場所 全国の宝くじ売場 ※通信販売でも購入できます。 

 ※この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。 

 

◇問合せ先 （財）京都府市町村振興協会 TEL（075）411-0200（代表） 

南丹市体育協会旗南丹市体育協会旗南丹市体育協会旗南丹市体育協会旗ののののデザインデザインデザインデザインをををを募集募集募集募集！！！！    

  

南丹市体育協会は、競技力向上と地域スポーツの振興を目的とした活動をしてい

ます。このたび、協会のシンボルとなる協会旗のデザインを募集します。協会旗は、

体育協会が主催する各種大会やイベントなどで掲げ、親しまれるシンボルとして活

用します。皆さんの素敵なデザインをお待ちしていますので、お気軽にご応募ください。 

●応募期間 ６月３０日（月）～８月１０日（日） 

●応募資格 南丹市内外を問わず、どなたでも応募できます。 

●提出形式 はがきの裏面、コピー用紙（Ｂ５、Ａ４）、Ｅメールなどでシンボル

マークをカラーで描き、旗全体のデザインを描いたもの 

●提出方法 作者の住所・氏名・性別・年齢・電話番号を明記の上、下記の応募先

へ持参または郵送で提出してください。応募作品数の制限はありません。

なお、ＦＡＸでは応募できません。 

●各  賞 最優秀賞 １人、優秀賞 若干名（各賞受賞者に賞品を贈呈） 

●審  査 南丹市体育協会による審査会において、各賞を決定します。 

●公  表 採用したデザインを基に協会旗を作成し、１０月中旬に開催する第３１

回京都府民総体南丹市代表選手団壮行会兼結団式の場において、賞品

の贈呈と協会旗の披露をします。 

●そ の 他 協会旗の大きさは｢縦１ｍ×横１．５ｍ｣の長方形の布地で作成します。

採用したデザインは、作成の際、若干の修正をすることがありますの

で、ご承諾をお願いします。採用作品に関する一切の権利は、南丹市

体育協会に帰属します。応募された作品は、返却しません。 

 

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

〒622-8651 南丹市園部町小桜町47番地 

または、南丹市園部海洋センター体育館、社会教育課各地域担当（八木公民館内、

日吉町生涯学習センター内、美山支所内）でも受け付けます。 

人形劇基礎講座参加者募集人形劇基礎講座参加者募集人形劇基礎講座参加者募集人形劇基礎講座参加者募集    

 

人形劇を基礎から学ぶ講座です。お話の世界を人形劇で表現してみませんか。 

●開講期間 ７月１７日（木）～２月上旬（全１０回） ●定員 ３０人 

●講  師 広田 美那子 氏（『Teatro姐』主宰。枚方市在住） 

●参加資格 原則として南丹市在住で１０回すべて参加が可能な方。 

●募集期間 ６月２８日（土）から受け付け、定員になり次第締め切ります。 

●参 加 費 無料 ※詳しい講座内容は、各図書館・室の募集チラシをご覧ください。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市立中央図書館 TEL（0771）68-0080 

絵本絵本絵本絵本のののの読読読読みみみみ語語語語りりりりスキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ講習会参加者募集講習会参加者募集講習会参加者募集講習会参加者募集    

 

絵本の読み語りなどのスキルアップに役立つワークショップを開講します。 

回 開講日時 場 所 

第１回 ７月 １日（火）午後１時３０分～３時 園部公民館 ２階 和室 

第２回 ７月１５日（火）午後１時３０分～３時 園部公民館 ２階 和室 

第３回 ７月２９日（火）午後１時３０分～３時 八木公民館 １階 和室 

第４回 ８月 ５日（火）午後１時３０分～３時 八木公民館 １階 和室 

第５回 発表会 ※開催日時未定 国際交流会館 コスモホール 

●●●●講講講講        師師師師 大原 めい 氏（人形とおはなしの会 まある代表。国際人形劇連盟会員） 

●●●●参加資格参加資格参加資格参加資格 原則として南丹市在住で５回すべて参加が可能な方。 ●●●●参加費参加費参加費参加費 無料 

●●●●定定定定        員員員員 前期受講生３０人（後期は日吉・美山を会場に、９月上旬に募集予定） 

●●●●募集期間募集期間募集期間募集期間 ６月２８日（土）から受け付け、定員になり次第締め切ります。 

●●●●そそそそ    のののの    他他他他 動きやすい服装でご参加ください。子どもゆめ基金助成事業です。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市立中央図書館 TEL（0771）68-0080 

南南南南丹市民丹市民丹市民丹市民テニステニステニステニス大会大会大会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    

 

第３１回京都府民総合体育大会南丹市代表選考会を兼ねたテニス大会を開催します。 

●●●●日日日日        時時時時 ７月２７日（日）※雨天の場合は８月３日（日）に延期します。 

午前９時 開会式（８時３０分 集合・受付）、午前９時１５分 競技開始 

●●●●会会会会        場場場場 南丹市園部公園テニスコート（オムニ４面使用） 

●●●●種種種種        別別別別 ① 一般男子ダブルス  ② 一般女子ダブルス 

③ 壮年男子ダブルス  ④ 壮年女子ダブルス 

●●●●競技規定競技規定競技規定競技規定 日本テニス協会テニス規則に準ずる。 

●●●●試合方法試合方法試合方法試合方法 ワンセットマッチ、６－６タイブレーク、ノーアドバンテージで実施。 

●●●●審審審審        判判判判 ①セルフジャッジとします。 

②コートレフェリーは置きませんので、スポーツマンシップにのっと

りマナーを守って試合進行をお願いします。 

③競技ルール等に関することは、競技役員が判断します。 

④試合前の練習は、サーブのみとします。 

●●●●参加資格参加資格参加資格参加資格 (１)南丹市内の在住および在勤・在学者。（１８歳以上、高校生は除く） 

(２)壮年男子は昭和３８年１２月３１日、壮年女子は昭和４３年１２

月３１日以前に生まれた者とします。 

●●●●選考方法選考方法選考方法選考方法 本大会および府市町村テニス協会が主催する大会において、上位入賞

者の中から府民総体代表を選考することとします。 

●●●●参参参参    加加加加    料料料料 １ペアにつき５００円  ●●●●表彰表彰表彰表彰 成績優秀者に賞状などを授与。 

●●●●主主主主        催催催催 南丹市体育協会 ／主管 南丹市テニス実行委員会 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ７月２３日（水）午後５時までに、電話またはＦＡＸ（種別、住所、

氏名、連絡先（壮年男子・女子は生年月日）を明記）で南丹市体育協

会事務局へお申し込みください。 

 

◇申 込 先 南丹市体育協会事務局 TEL（0771）68-0057 FAX（0771）63-2850 

◇問合せ先 南丹市テニス実行委員会（竹内） TEL（0771）74-0034 

※大会当日、雨天の場合の問合せ先 園部Ｂ＆Ｇ海洋センター TEL（0771）68-0084 

子子子子どもどもどもども物物物物つくりつくりつくりつくり教室教室教室教室「「「「草木染草木染草木染草木染めでめでめでめでバンダナバンダナバンダナバンダナをつくろうをつくろうをつくろうをつくろう!!!!」」」」    

 

 子どもたちの夏休みを利用して草木染め教室を開催します。木綿で輪ゴム絞（しぼ）

りや折り紙絞りをして、世界に一つしかないバンダナを作ってみませんか。 

●●●●開催日時開催日時開催日時開催日時 ８月２日（土）午後１時３０分～４時 

●●●●場場場場        所所所所 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」美術工作室 

●●●●指指指指    導導導導    者者者者 草木染めなごみグループ  ●●●●材料代材料代材料代材料代 １，０００円程度 

●●●●持持持持    ちちちち    物物物物 ゴム手袋、ナイロン袋 

●●●●対対対対    象象象象    者者者者 市内の小学生および中学生を優先します。（先着３０人） 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ７月１８日（金）までに、日吉町生涯学習センター「遊 you ひよし」

事務室へ直接、または電話・ＦＡＸ（氏名、学年、住所、電話番号を

明記）でお申し込みください。※定員に達し次第、締め切ります。 

●●●●そそそそ    のののの    他他他他 申込人数が少数の場合は、教室を開催しない場合があります。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」 

TEL（0771）72-3300 FAX（0771）72-3311 
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第第第第１１１１回南丹市消防団操法大会開催回南丹市消防団操法大会開催回南丹市消防団操法大会開催回南丹市消防団操法大会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 ７月６日（日）午前８時３０分～（小雨決行） 
●●●●場場場場        所所所所 南丹市園部公園多目的運動場  ※荒天の場合、１３日（日）に延期。 
●●●●競技種目競技種目競技種目競技種目 小型ポンプ操法・ポンプ車操法  ●●●●主催主催主催主催 南丹市・南丹市消防団 
●●●●出場出場出場出場チーチーチーチームムムム 小型ポンプ操法の部 ９チーム、ポンプ車操法の部 ３チーム 
 
◇問合せ先 総務課 消防防災係 TEL（0771）68-0002 

自衛官等募集案内自衛官等募集案内自衛官等募集案内自衛官等募集案内（（（（平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度））））    

 

募集種目 受付期間 試験期日 資格 

1次:9月23日（火） 

2次:10月18日（土）～23日（木） 航空学生 

3次:11月15日(土)～12月12日(金) 

高卒(見込

含)21 歳未

満の者 

1次:9月20日（土） 

一般曹候補生 

2次:10月9日（木）～16日（木） 

18歳以上27

歳未満の者 

女子 

8月1日（金） 

～ 

9月10日（水） 

※1 

9月28日（日）・29日（月） ２等陸・

海・空士 男子 通年 ※1 受付時にお知らせします ※2 

18歳以上27

歳未満の者 

※1 平成２１年３月高等学校卒業予定者または中等教育学校卒業予定者の受付は、

上表にかかわらず、文部科学・厚生労働両省から示された期日以降実施します。 

※2 平成２１年３月高等学校卒業予定者または中等教育学校卒業予定者のための

採用試験は、原則として平成２０年９月１６日以降に行います。 

 

◇受付・問合せ先 ※自衛隊各駐屯地・各基地などでも案内を行っています。 

自衛隊京都地方協力本部 TEL（075）211-3471 

〒604-0043 京都市中京区御池通西洞院西入ル石橋町438-1 

URL http://www. mod.go.jp/pco/kyoto/ Ｅメール recruit1-kyoto@pco.mod.go.jp 

亀岡募集案内所 TEL（0771）24-4170 〒621-0815 亀岡市古世町西内坪34-26 

南丹市 総務課  TEL（0771）68-0002 〒622-8651南丹市園部町小桜町47 

ビニールビニールビニールビニール類指定収集袋類指定収集袋類指定収集袋類指定収集袋のののの試行袋試行袋試行袋試行袋はははは使用使用使用使用できませんできませんできませんできません    

 

ビニール類の指定袋による収集が始まる（平成１３年度）以前に無料で配布した

収集袋（試行袋）は、現在使用できません。現在販売している袋と大変類似してい

ますが、下記の特徴があります。試行袋で排出された場合、船井郡衛生管理組合で

は回収しませんのでご注意ください。なお、不要な試行袋がある場合は、船井郡衛

生管理組合または市へお持ちいただければ処分させていただきます。 

なお、「粗大・家電シール」については、消費税が含まれていないものや、税率が

異なるものでも、そのままご使用いただけます。 

●●●●現在使現在使現在使現在使用用用用できないできないできないできない試行袋試行袋試行袋試行袋のののの特徴特徴特徴特徴…袋の口を縛るひもが「平たいひも」 

外装および収集袋に「塩化ビニール」と表示 

 

 
 
 
 
 
 
 
◇問合せ先 船井郡衛生管理組合 TEL（0771）42-3425 

環境課 環境企画係  TEL（0771）68-0015 

平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度くらしのくらしのくらしのくらしの資金貸資金貸資金貸資金貸付付付付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、不測の事故、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される家庭にお貸しし、活用いただくもので

す。貸付を希望される方は、南丹市社会福祉協議会へ事前に相談してください。 

●申込受付 ７月１５日（火）～３１日（木） 

●貸付限度額 １０万円以内  ●返済方法 毎月割賦償還（最長２０回） 

 

◇相談窓口・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 

食中毒食中毒食中毒食中毒ののののシーズンシーズンシーズンシーズンがががが近近近近づいてきましたづいてきましたづいてきましたづいてきました    

 

 夏は体力が落ち、抵抗力が弱くなるとき。しっかり食中毒予防対策をとらないと、

下痢、腹痛、吐き気などつらい症状を経験しなくてはなりません。 

 食中毒防止の三原則は、①①①①菌菌菌菌をををを増増増増やさないやさないやさないやさない    ②②②②菌菌菌菌にににに触触触触れないれないれないれない    ③③③③菌菌菌菌をををを殺殺殺殺すすすす    です。 

手洗いの励行、食器やふきん、まな板、包丁などの調理器具の清潔・消毒、冷蔵

庫を過信しないことなどのポイントをきちんと行い、家庭から食中毒をなくしましょう。 

 

◇問合せ先 環境課 生活衛生係 TEL（0771）68-0015 FAX（0771）63-0653 

平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度南丹市南丹市南丹市南丹市グループワークグループワークグループワークグループワーク事業事業事業事業のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

 今年度の南丹市グループワーク（７月・８月分）を下記のとおり計画しています。 

●グループワークとは？…社会生活を営む中で、あらゆる人間関係でコミュニケー 

ションがとれない、自分をうまく表現できない、そんな日ごろの悩みや精神的な

不安をグループ活動を通じて共有し、人とのつながりを強め、人とかかわるため

の自信を回復していきます。皆さんの参加をお待ちしています。 

日 時 内 容 場 所 

７月 ９日（水） 茶話会 南丹市こむぎ山健康学園 

７月１６日（水） 一緒に踊ろう 八木保健センター 

７月２３日（水） 食事会 未定 

７月２８日（月） ボウリング アル・プラザボウル（亀岡市） 

８月 ６日（水） 茶話会 南丹市こむぎ山健康学園 

８月２０日（水） ビデオ鑑賞 南丹市こむぎ山健康学園 

８月２５日（月） おやつ作り 日吉保健センター 

８月２７日（水） ビデオ鑑賞 八木保健センター 

８月２８日（木） お天気学習会 美山保健センター 

※内容を変更

することがあ

りますので、

参加希望の方

は下記へお問

い合わせくだ

さい。 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

      各支所 健康福祉課  TEL 八木（0771）68-0022 

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

「「「「おやっおやっおやっおやっ？」？」？」？」とととと思思思思ったらったらったらったら『『『『食品表示食品表示食品表示食品表示１１０１１０１１０１１０番番番番』』』』    

 

 食品を購入するときに目にする食品表示。この表示に間違いがあれば問題です。近畿

農政局では、皆さんからの情報を受け付け、適正な食品表示に向けた取り組みを行って

います。不審な表示を目にした場合や、食品表示で疑問がある場合は、『食品表示１１０

番』（TEL ０７５－４１４－９０２６ 近畿農政局 表示規格課）にお電話ください。 

 また、食品表示について広く知っていただくために、皆さんが開催される各種会

合、勉強会などに担当職員を派遣しています。お気軽にお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 農林水産省 近畿農政局 地域第三課 TEL（0771）62-3371 

「「「「ねんきんねんきんねんきんねんきん特別便特別便特別便特別便」」」」相談相談相談相談がががが開催開催開催開催されますされますされますされます    

 

 昨年から年金受給者・加入者を対象に送付されている「ねんきん特別便」につい

て、社会保険事務所による「ねんきん特別便」相談が下記のとおり開催されます。 

開催予定日 場 所 時 間 

７月７日（月） 南丹市役所 １号庁舎３階 防災会議室 午前９時～午後５時 

７月１４日（月） 南丹市役所 八木支所 会議室 午前９時～午後５時 

７月２２日（火） 南丹市役所 日吉支所 会議室 午前９時～午後５時 

７月２８日（月） 美山文化ホール 会議室 午前９時～午後５時 

●●●●持持持持    ちちちち    物物物物 「ねんきん特別便」、年金手帳など（基礎年金番号が確認できるもの） 

印鑑、本人確認ができる物（免許証や保険証など）、ご本人以外の代理

人が相談される場合は「委任状」と代理人ご自身の本人確認ができるもの 

 

◇問合せ先 京都西社会保険事務所 TEL（075）315-1829（代表） 

      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 

袋の外装（左）や収集袋（右）に「塩

化ビニール」と表示されているものは

現在使用できません 

袋の外装（左）や収集袋（右）に 

「塩化ビニール」と表示されている

ものは、現在使用できません。 

毎月 第２・第４金曜日 発行                        ＵＲＬ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｎａｎｔａｎ．ｋｙｏｔｏ．ｊｐ （南丹市） 
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カヌーカヌーカヌーカヌー体験体験体験体験スクールスクールスクールスクール「「「「海海海海ぼうずぼうずぼうずぼうず」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

京都府立青少年海洋センターでは、基本的なカヌー漕艇の技術を学び、海上での

活動を通して自然を大切にする心を養うカヌー体験スクール「海ぼうず」を開催します。 

●●●●開催期日開催期日開催期日開催期日 ８月１９日（火）～２０日（水）※１泊２日 

●●●●会会会会        場場場場 京都府立青少年海洋センター（マリーンピア）（宮津市字田井） 

●●●●内内内内        容容容容 カヌー漕艇とレクリエーション  ●●●●参加費用参加費用参加費用参加費用 ４，２００円 

●●●●対対対対        象象象象 京都府内在住の小学５・６年生  ●●●●定員定員定員定員 ２０人（先着順） 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ７月８日（火）～２３日（水）の午前９時～午後５時に、下記へ電話

でお申し込みください。後日、参加申込書を送付します。 

 
◇申込・問合せ先 京都府立青少年海洋センター(ﾏﾘｰﾝﾋﾟｱ) TEL（0772）22-0501 

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    

 

【パターゴルフ大会】申込期間申込期間申込期間申込期間：：：：７月７日（月）まで 

●●●●日日日日        時時時時 ７月１３日（日）午前９時～１１時  ●●●●場所場所場所場所 パターゴルフ場 

●●●●対対対対    象象象象    者者者者 小学生以上の方  ●●●●参加料参加料参加料参加料 大人５００円、小中学生３００円 

●●●●内内内内        容容容容 １８ホールにより実施（大人の部、小中学生の部、各３位まで表彰） 

【テニス大会】申込期間申込期間申込期間申込期間：：：：７月３日（木）～１６日（水） 

●●●●日日日日        時時時時 ７月２３日（水）午前９時～  ●●●●場所場所場所場所 テニスコート 

●●●●対対対対    象象象象    者者者者 １８歳以上の方  ●●●●参加料参加料参加料参加料 １チーム１,０００円 

●●●●内内内内        容容容容 予選リーグ戦のあと決勝トーナメント 

【天文教室】申込期間申込期間申込期間申込期間：：：：７月１日（火）～１２日（土） ●●●●場所場所場所場所 丹波天文館 

●●●●日日日日        時時時時 ７月２０日（日）午後７時～９時（受付：午後６時３０分～） 

●●●●内内内内        容容容容 月・土星・木星などの観望（曇雨天の場合はビデオによる学習） 

●●●●対対対対    象象象象    者者者者 小学生以上の方（小中学生は保護者同伴） ●●●●参加料参加料参加料参加料 ２００円 

【上記申込方法上記申込方法上記申込方法上記申込方法】はがき、ＦＡＸで、大会（教室）名、住所、氏名、年齢、電話番

号を記入の上、下記へお申し込みください。 

【グラウンド・ゴルフのつどい】 

●●●●日日日日        時時時時 ７月４日（金・月例会）、１１日（金）、１８日（金）午前９時～１２時 

●●●●場場場場        所所所所 球技場  ●●●●参加料参加料参加料参加料 ２００円（当日受付） 

【スポーツを楽しもう】※毎月第２火曜日、当日受付 ●●●●場所場所場所場所 体育館 

●●●●日日日日        時時時時 ７月８日（火）午前９時～ 卓球を楽しもう（参加料３００円） 

            午後１時３０分～ 障害者スポーツのつどい（無料） 

午後６時～ スポーツの夕べ（参加料３００円） 

【公園プール】開園期間開園期間開園期間開園期間：：：：７月１５日（火）～８月３１日（日）午前９時～午後５時 

●●●●使使使使    用用用用    料料料料 一般７００円、高校生５００円、小中学生３００円 

幼児(４歳以上)１００円 ※「きょうと子育て応援パスポート」対象施設 
●●●●施設概要施設概要施設概要施設概要 ウォータースライダー、造波プール、遊泳プール、ジャグジープー

ル、レストハウス（軽飲食）、駐車場５５０台（無料） 

 

◇申込・問合せ先 （財）京都府立丹波自然公園協力会 〒622-0232 京丹波町曽根  

TEL（0771）82-0560 FAX（0771）82-0480 

「「「「おおおお花教室花教室花教室花教室」」」」参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ 
 

八木スポーツフォアオール「お花教室」の７月からの予定をお知らせします。各

開催日の１週間前までお申し込みを受け付けます。ご参加お待ちしています。 

●開催日時 ７月１６日（水）午前１０時～コケ玉 

８月２０日（水）午前１０時～アートのリース 

９月１７日（水）午前１０時～プードル（好評につき、再チャレンジ!） 

●受 講 料 １回２，５００円 ※花ばさみをお持ちの方は、ご持参ください。 

 

◇申込・問合せ先 八木スポーツフォアオール TEL･FAX（0771）42-5366 

氷室氷室氷室氷室のののの郷郷郷郷からからからから「「「「藍藍藍藍

あい

染染染染

ぞめ

教室教室教室教室」」」」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    

 
昨年好評だった「藍染教室」。はやりの首巻きストールを絞り染めにしてみませんか！ 

●●●●日日日日        時時時時 ７月２６日（土）①午前１０時～１２時、②午後１時～３時 
●●●●場場場場        所所所所 「氷室の郷」草木工房  ●●●●定員定員定員定員 ２０人（午前、午後 各１０人） 
●●●●内内内内        容容容容 模様になる部分を糸で縫い（輪ゴムでとめて）、藍の染料につける。 
●●●●参参参参    加加加加    費費費費 ストール体験料 ２，５００円（材料費・体験料込み） 

※その他自分で染めたい材料持参可能です。（Ｔシャツなど、素材は

綿・麻・レーヨン）ただし、体験料１，０００円と、染める材料に

よって５００円（100g）～１，５００円（300ｇ）別途必要です。 
●●●●持持持持    ちちちち    物物物物 汚れてもいい服装、エプロン、長靴、ゴム手袋、糸、針、ハサミ、輪ゴム 
●●●●締締締締    切切切切    日日日日 ７月２０日（日）※ただし、定員になり次第締め切ります。 
 
◇申込・問合せ先 南丹市八木農村環境公園「氷室の郷」（月曜定休日） 

TEL（0771）43-1128 FAX（0771）43-2109 


