
南丹市嘱託職員、臨時職員を募集します 
 

職 種 
嘱託職員 

／図書指導員（１人） 

臨時職員／一般事務（１人）

※複式簿記のできる方希望

臨時職員／給食調

理員（３人） 

勤務先 日吉図書室 上下水道部上水道課 園部、城南保育所 

賃 金 月額１３６，０００円 日額５，６００円 日額６，１６０円

●勤務時間 嘱託職員 シフト制による週５日勤務（月曜および土曜・日曜どちらか１

日休日） 午前８時３０分～午後６時１５分の内８時間 

臨時職員 月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 

●受付期間 ７月１４日（月）～２３日（水）※ただし、土、日曜日は除く 

午前８時３０分～午後５時１５分 

●提出書類 （１）申込書（人事秘書課、各支所地域総務課にあります） 

（２）履歴書（市販、横書きのもの、写真貼付） 

       ※人事秘書課または各支所地域総務課へ提出してください。 

●採  用 面接により合格者を決定し、平成２０年８月上旬から本年度末まで任

用します。（面接試験日は後日お知らせします） 

 

◇問合せ先 人事秘書課 人事係 TEL（0771）68-0008 FAX（0771）63-0653 

Eメール jinji@city.nantan.kyoto.jp 

「市政懇談会」を開催します 

 
南丹市のまちづくりの方針を市民の皆さんにお伝えし、市長の施政にご理解をい

ただくとともに、市民参加のまちづくりを推進するため、「市政懇談会」を開催します。 

 ７月下旬から８月下旬に地域別１８会場へ市長などがお伺いします。どなたでも、い

ずれの会場でも参加可能です。皆さんの参加をお待ちしています。 

●テ ー マ 南丹市総合振興計画の実施と行財政改革の推進について 

●出 席 者 市長、副市長、教育長、参与など 

日  時 会場（いずれの会場でも参加可能です） 

７月２３日（水） 午後７時３０分～９時 国際交流会館イベントホール 

７月２４日（木） 午後７時３０分～９時 埴生公民館 

７月２５日（金） 午後７時３０分～９時 船岡文化センター 

７月２８日（月） 午後７時３０分～９時 園部第２小学校１階多目的ホール 

７月３０日（水） 午後７時３０分～９時 船阪区公民館 

８月 １日（金） 午後８時～９時３０分 八木公民館３階大集会室 

８月 ４日（月） 午後８時～９時３０分 八木東部文化センター３階ホール 

８月 ５日（火） 午後８時～９時３０分 八木北地区自治振興会館 

８月 ７日（木） 午後８時～９時３０分 八木西地区自治振興会館 

８月 ８日（金） 午後８時～９時３０分 神吉小学校２階和室 

８月１１日（月） 午後８時～９時３０分 日吉胡麻基幹集落センター 

８月１２日（火） 午後８時～９時３０分 日吉興風交流センター 

８月１８日（月） 午後８時～９時３０分 日吉市民センター 

８月１９日（火） 午後８時～９時３０分 大野地域総合サービスセンター 

８月２１日（木） 午後８時～９時３０分 美山文化ホール１階会議室 

８月２２日（金） 午後８時～９時３０分 美山農業振興総合センター 

８月２５日（月） 午後８時～９時３０分 美山知井会館 

８月２６日（火） 午後８時～９時３０分 美山林業者等健康管理センター 

 

◇問合せ先 情報推進課 広報広聴係 TEL（0771）68-0019 

市民と共に担うまちづくり手法検討委員の公募 

 
 南丹市では、市民・各種団体・企業そして行政がそれぞれの役割を認識し協力し

合う中で、共に築くまちづくりをどのように推進していくか、その手法について検

討するため「市民と共に担うまちづくり手法検討委員」を設置します。検討の段階

から、市民の皆さんに参画いただきたいと考えますので、積極的なご応募をお待ち

しております。 
 
●応募資格 南丹市内に住所を有され、応募締切りの日時点で満２０歳以上の方で、

委員会において積極的に意見を述べていただける方。 
●募集人員 ４人以内 
●任  期 委嘱の日から、検討事項をまとめた報告書を市長に提出するまで。 
●選考方法 選考会において作文の内容をもとに選考します。 
●応募方法 専用の申込書（南丹市ホームページからダウンロードできます。）また

は、任意の様式に①住所、②氏名、③生年月日、④性別、⑤電話番号、

⑥作文「市民と行政が共に担うまちづくりについて」（８００字以内）

を記載し、７月２５日（金）まで（午後５時必着）に、郵送・Ｅメー

ル・ＦＡＸ・持参のいずれかにより、下記までご応募ください。 
なお、持参の場合は各支所地域総務課でも受付をしています。 

●そ の 他 ご提出いただいた書類は返還いたしません。また、ご提供いただいた

個人情報については、南丹市個人情報保護条例に基づき取り扱いをさ

せていただきます。 
 
◇ 応募・問合せ先 企画推進課 企画係 

TEL（0771）68-0003 FAX（0771）63-0653 

E ﾒｰﾙ kikaku-s@city.nantan.kyoto.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

         第６０号（３の１）平成２０年７月１１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「TEL４２－２３００」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  
― ３の1枚目 （緑色） ――――――――――――――――― 
【 表 】 ・南丹市嘱託職員、臨時職員を募集します 

・「市政懇談会」を開催します 

・市民と共に担うまちづくり手法検討委員の公募 

【 裏 】 ・ボランティアグループ「さくらんぼ」の料理教室 

・「園部公民館夏休み福祉体験講座」受講生募集 

・遊ｙｏｕひよし「ビデオ上映会」のお知らせ 

・丹波自然運動公園から「天文教室」のお知らせ 

・９ちゃんねる番組表（７月１６日～３１日） 

― ３の２枚目 （オレンジ色） ――――――――――――――― 
【 表 】 ・国民健康保険税の支払方法の変更 

・「ねんきん特別便」相談が開催されます 

・家族介護用品支給制度のご案内 

・長寿（後期高齢者）医療制度の保険料支払方法の変更 

・長寿（後期高齢者）医療制度の相談について 

・家族介護慰労金支給制度のご案内 

・「地域力再生コラボ博覧会」を開催します 

【 裏 】 ・文化博物館夏季企画展「妖怪大集合！」 

・「大堰川カヌー教室」を開催します 

・「２００８氷室の郷 涼々まつり」 

・「土人形」を探しています 

・「夏休み１日子供チャレンジキャンパス」参加者募集 

・京都府農業総合研究所「施設公開」のご案内 

・「第１回南丹Ｊａｚｚフェスティバル」開催のご案内 

・牛乳工場へ見学に来ませんか！ 

― ３の３枚目 （青色） ――――――――――――――――― 
【 表 】 ・妊婦対象事業が変わります 

・８月の母子保健事業日程表 

・浄化槽維持管理業者を装った訪問集金詐欺にご注意！ 

・７月１日付け南丹市職員の人事異動 

・犬・猫は飼い主が責任を持って飼いましょう！！ 

・測量・調査作業完了のお知らせ 

【 裏 】 ・京都中部広域消防組合 消防職員募集のお知らせ！ 

・平成２０年度第２回京都府警察官採用試験のご案内 

・海上保安学校・海上保安大学校学生募集 

・「園部公民館陶芸講座」受講生募集 

・裁判員制度シンポジウム開催のお知らせ 

・府民防犯の日および犯罪被害者支援窓口のお知らせ 

 

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



ボランティアグループ「さくらんぼ」の料理教室 
 

 ボランティアグループ「さくらんぼ」の企画による料理教室「夏野菜を使ったソ

ースづくり」の参加者を募集します。夏のひととき、子どもたちと一緒においしい

ソースを作ってみませんか。 

●日  時 ７月２７日（日）午前１０時～午後１時（予定） 

●場  所 南丹市日吉町郷土資料館（屋外展示民家を使用） 

●内  容 トマトや玉ねぎなど、夏野菜をふんだんに使ってソースを作ります。

●参 加 料 大人５００円（入館料を含む）、小中学生１００円（入館料のみ） 

※ただし南丹市内在住の小中学生は無料。 

●持 ち 物 エプロン・三角巾・ペットボトル（ソース持ち帰り用の容器）・お弁当

●定  員 １０組（定員になり次第締め切り） 

●申込方法 ７月２４日（木）までに、電話またはＦＡＸ（代表者の氏名・年齢・

住所・電話番号と参加者全員の氏名・年齢（大人・小中学生・幼児の

別）を明記）で下記へお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市日吉町郷土資料館 TEL・FAX（0771）72-1130 

遊youひよし「ビデオ上映会」のお知らせ 
 

南丹市日吉町生涯学習センターでは、長編アニメーション映画「ＰｉＰｉ（ピピ）

とべないホタル」のビデオ上映会を開催します。 

原作の「とべないホタル」は小学校の先生が自分の生徒たちや教室の中から、“いじめ”

をなくしたい思いで学級新聞に書きつづったもの。この話の感動が、子どもたちから親

へクラスから地域の学校へと広がり、本になり、アニメーションになりました。入場料

は無料で、事前申し込みは不要です。どうぞお誘い合わせてお気軽にご鑑賞ください。 

●日  時 ８月３日（日）午後１時３０分～（午後１時開場） 

●場  所 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」ホール 

●作品紹介 生まれつき羽がちぢれて飛べないホタルのピピは、空を自由に飛べる

仲間たちから疎外されて寂しい日々を過ごしています。ある日、巣を

張っているクモを発見したピピは、危険信号をお尻のライトで仲間た

ちに知らせようとして、クモに襲われてしまいます。危機一髪、仲間の

キラに救われて、ピピはようやく「僕は一人じゃなかった…」と心を

開き始め、ほかのホタルたちと打ち解けていきます。次々と訪れるハ

プニングに、ピピとその仲間たちの行方は？（上映時間 ９０分 カラー） 

 

◇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 「園部公民館夏休み福祉体験講座」受講生募集 
 

 夏休みにいろいろなボランティア体験をしてみませんか？全部に参加できなくて

も、１回でも２回でも参加できるときにお越しください。 

回 実施日 講座内容 会場（園部公民館） 定 員 

１ ７月２９日（火） ビデオ上映、お手玉作り 中研修室 ２０人 

２ ７月３０日（水） アイマスク・点字体験 中研修室 ２０人 

３ ８月 ４日（月） おやつ作り、手芸 料理実習室・和室 ２０組４０人

４ ８月 ５日（火） おやつ作り、押し花 料理実習室・和室 ２０組４０人

●時  間 午前９時３０分～１２時 

●受講料 無料（３回、４回は、別途おやつの材料費を徴収します） 

●講  師 南丹市社会福祉協議会園部支所ボランティアサークル、園部町くるみの会 

●受講対象 市内在住の小学生（３～６年生）※３回・４回のおやつ作りは親子で参加。 

●申込期間 ７月１４日（月）～２５日（金）（先着順） 

 

◇申込・問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 

丹波自然運動公園から「天文教室」のお知らせ 
 

親子で楽しい工作、夜には丹波高原の澄みきった夜空で観望を楽しみませんか。 

●日  時 ８月１６日（土）午後２時～９時（受付：午後１時３０分～） 

●場  所 丹波自然運動公園 丹波天文館 

●内  容 工作と、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 象 者 小学生以上の方（小中学生は保護者同伴） 

●参 加 料 大人１,５００円 小中学生１,３００円（食事代含む） 

●申し込み ７月２５日（金）～８月８日（金）に、ハガキ、ＦＡＸで「教室名、

住所、氏名、年齢、電話番号」を記入の上、お申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 京都府立丹波自然運動公園（〒622-0232 船井郡京丹波町曽根） 

TEL（0771）82-0560 FAX（0771）82-0480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

南丹市情報センター なんたんテレビ 番組表 （2008年７月１６日～７月３１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 

 

★ ７月１日から全市域で自主放送デジタルサービス 

をスタートしました。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。詳しくは、お買い求めの電気店、または南丹市

情報センターまでお尋ねください。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

スクールフェイス 

「八木小学校５年生るり渓合宿」 

 

７月１５日【火】20時・22時 

１６日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時

１７日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

南丹市くらしのあんない版 

総務課をご案内します。 

 

７月１７日【木】20時・22時 

１８日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時

１９日（土） 7時・9時・12時・15時・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 

 

７月１９日【土】20時・22時 

２０日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時

２１日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時

２２日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

スクールフェイス 

「聖家族幼稚園消防署訪問（年少・満３歳児） 

ＰＴＡバレーボール大会応援（年長組）」 

 

７月２９日【火】20時・22時 

３０日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

３１日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

南丹ふるさとナビ 

７月27日に行われる京都府消防操法大会に 

出場する、南丹市消防団の活躍をご紹介します。 

 

７月３１日【木】20時・22時 

８月１日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２日（土） 7時・9時・12時・15時・18時 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

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。 

 

スクールフェイス 

「川辺小学校音楽鑑賞会」 

    「聖家族幼稚園  

氷室の郷園外保育(年中・年少・満３歳児) 

あしたーる工房訪問（年中組)」 

 

７月２２日【火】20時・22時 

２３日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時

２４日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

ふれあいひろば 

南丹市が策定した人権教育啓発推進計画 

についてご紹介します。 

 

７月２４日【木】20時・22時 

２５日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時

２６日（土） 7時・9時・12時・15時・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 

 

７月２６日【土】20時・22時 

２７日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時

２８日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時

２９日（火）  7時・9時・12時・15時・18時 

 



家族介護慰労金支給制度のご案内 
 

南丹市に在住する高齢者を在宅で同居により介護されている方を対象に、介護者

の身体的および精神的な負担の軽減を図ることを目的に慰労金を支給します。 

申請は、随時受け付けていますが、平成２０年８月１日以降の申請から、対象者

は下記のとおりとなります。 

●対 象 者 要介護４または５と認定された在宅高齢者を、介護保険サービスを利

用しながら、６ヵ月以上在宅で介護している同居介護者。 

（平成２０年８月１日以降は住民税非課税世帯のみ対象） 

●支 給 額 年額 ８０，０００円 

 

◇申請・問合せ先 高齢福祉課 高齢者福祉係 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 

家族介護用品支給制度のご案内 
 

要介護高齢者を在宅で介護されている方の経済的負担の軽減を図るため、介護用

品購入にかかわる費用の一部を助成しています。支給方法は、費用の全額をいった

んお支払いいただき、その後申請により規定の額を払い戻します。介護用品購入の

際は領収書を保管いただき、領収書を添付して申請ください。申請は、随時受け付

けています。詳しくは下記へお問い合わせください。 

●対 象 者 要介護認定で要介護４または５と認定された方を在宅で介護している

市民税非課税世帯の家族（入院中・施設入所中の方は対象となりません）

●支給額 年額１人当たり７５，０００円以内 

●対象となる介護用品 ・紙おむつ、尿とりパット、防水シートなどの排せつ関係用品

・介護用パジャマ、介護用下着などの介護衣類用品 

・介護用手袋、マスク、エプロンなどの衛生関係用品 

・ドライシャンプー、清拭（せいしき）剤などの入浴関係用品

●申請に必要なもの 領収書（レシート不可）、印鑑 

※領収書は、購入者名、購入日、購入金額及び介護用品名が明記されていること。

※購入業者は、南丹市内に限らずどこで購入いただいても助成の対象となります。

※日吉町・美山町に在住の方は、これまでと同様です。 

 
◇申請・問合せ先 高齢福祉課 高齢者福祉係 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 

「ねんきん特別便」相談が開催されます 
 

 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 ち 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 

※社会保険労務士１人で対応するため、待ち時間を要する場合などがありますので

ご了承ください。 
 
◇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 

長寿（後期高齢者）医療制度の相談について 
 

 本年４月から始まった長寿（後期高齢者）医療制度について、平成２０年度の保

険料額決定通知書などを７月中旬に被保険者全員の方へ送付させていただきます。 

国保医療課および各支所健康福祉課では、窓口で相談を受け付けています。保険

料の決まり方や納め方など長寿（後期高齢者）医療制度についてわからないことは、

お気軽にご相談ください。 

 

◇問合せ先 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 

長寿（後期高齢者）医療制度の保険料支払方法の変更 

 
 長寿（後期高齢者）医療制度の保険料を、本年４月以降に年金からお支払いいただ

いている方、または本年１０月以降に年金からお支払いいただく予定となっている方

のうち、次の①、または②どちらかの要件を満たす方は、１０月以降のお支払いを年

金天引きから口座振替に変更することが可能です。事前に金融機関の窓口にて保険料

の口座振替の手続きを行っていただいた上、７月３１日（木）までに国保医療課また

は各支所健康福祉課へお越しいただき、備え付けの申出書によりお申し出ください。 
① 国民健康保険の保険税を確実にお支払いいただいていた方（被保険者本人）が、

口座振替によりお支払いいただく場合 

② 被保険者の年金収入が１８０万円未満であり世帯主または配偶者がいる方で、

その世帯主（実質的な世帯主を含む）または配偶者が、被保険者の保険料を代

わって口座振替によりお支払いいただく場合 

●持参いただくもの 口座振替申込者控分（ご本人控え）、印鑑、委任状・身分証明

書（代理人の場合） 
 該当される場合は、納入通知書をお送りしますので、ご確認ください。なお、期

限を過ぎてお申し出いただいた場合は、次年度４月からの変更となり、次年度７月

から口座振替となりますのでご了承ください。 
 
◇問合せ先 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 

国民健康保険税の支払方法の変更 

 
 国民健康保険税を、本年１０月以降に年金からお支払いいただく予定となってい

る方のうち、次の①および②のどちらの要件も満たす方は、１０月以降のお支払い

を年金天引きから口座振替に変更することが可能です。事前に金融機関の窓口にて

口座振替の手続きを行っていただいた上、７月３１日（木）までに国保医療課また

は各支所健康福祉課へお越しいただき、備え付けの申出書によりお申し出ください。

① これまで保険税を、滞納することなくお支払いいただいている方 

② これからの保険税を、口座振替によりお支払いいただける方 

●持参いただくもの 口座振替申込者控分（ご本人控え）、印鑑、委任状・身分証明

書（代理人の場合） 
※注意事項…すでに口座振替によりお支払いいただいている方は、新たに口座振替の

手続きをしていただく必要はありません。申出書のみ提出してください。

該当される場合は、納入通知書をお送りしますので、ご確認ください。なお、期

限を過ぎてお申し出いただいた場合は、次年度４月からの変更となり、次年度６月

から口座振替となりますのでご了承ください。 
 
◇問合せ先 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 

「地域力再生コラボ博覧会」を開催します 
 

 京都府では、地域に暮らす人々が、協働して暮らしやすい魅力的な地域にするた

め、自分たちで考えて行動する「地域力再生活動」に対して、交付金の支給を実施

しています。このたび、平成２０年度第１回目の募集受付が終了しました。 

平成２０年１０月から１２月に実施される各地域の「地域力再生活動」を共同情

報発信・ＰＲする、「地域力再生コラボ博覧会」をホームページを活用して実施します。 

博覧会は、皆さんの「地域力再生活動」の情報を参加登録していただくことから

始まりますので、参加を希望される場合は登録をお願いします。事業の詳しい内容

は、下記へお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 京都府 総務部 自治振興課 TEL（075）414-4452 
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京都府農業総合研究所「施設公開」のご案内 
 

 府内農業者をはじめ広く府民の方々に、施設・研究ほ場の見学ツアーや研究成果

の紹介を通して、研究所の取り組んでいる研究内容をわかりやすく紹介します。 

 また、子どもを対象とした農業に関するクイズや体験をしながらのスタンプラリー、

園芸教室、収穫体験、試食、販売など盛りだくさんの催しを行います。 

●日 時 ７月２６日（土）午前９時～１２時３０分 

●場 所 農業総合研究所（亀岡市余部町和久成9） 

●内 容 施設・ほ場見学ツアー、研究成果の紹介、一般向けの園芸教室、主要な

研究ほ場の説明、専門的な技術の相談コーナー、「農とあそぶ」子どもの

スタンプラリー、エダマメの収穫体験、スイカの試食、とれたて農産物

の販売、花苗プレゼント（アンケート記入者） 

 

◇問合せ先 京都府農業総合研究所 TEL（0771）22-0424 

URL http://www.pref.kyoto.jp/nosoken/ 

「大堰川カヌー教室」を開催します 
 

カヌー実技を通じて青少年の健全育成や市民交流を図ることを目的に「大堰川カ

ヌー教室」を開催します。多くの皆さんの参加をお待ちしています。 

回 日  程 ※荒天中止 実習場所 

第１回 ７月２１日（月・海の日） カヌーハウス周辺

第２回 ８月 ６日（水） カヌーハウス周辺

第３回 ８月２０日（水） 大堰橋周辺 

第４回 ８月２３日（土） 

・午前９時 受付 

・午前９時３０分～ 

  オリエンテーション 

・午前１０～１２時 実習 夢かなえ橋周辺 

●会  場 南丹市八木カヌーハウス（八木町西田井尻70番地47） 

●募集対象 南丹市民および市内に勤務・通学されている小学生５年生以上の方 

     （小学５年生以上であれば、大人や親子での参加も可） 

●募集定員 各回１５人（先着順） 

●参 加 費 １人１回５００円（教室開催日に受付でお支払いいただきます） 

●内  容 海洋性スポーツ（カヌー）の実技【初心者･初級者対象】 

●指  導 Ｂ＆Ｇ海洋性レクリエーション指導員（資格者） 

●申込方法 申込書に必要事項を記入の上、教室開催日の５日前までに八木公民館

または八木海洋センター（プール）へお申し込みください。（火～金曜

日の午前９時～午後５時の間であれば電話での申込も可能です） 

●そ の 他 雨天や増水などでカヌーができない場合は、主催者判断で中止とします。 

●主  催 南丹市教育委員会、南丹市八木海洋センター 

 

◇申込・問合せ先 南丹市八木海洋センター事務局（八木公民館内） 

TEL（0771）68-0026 FAX（0771）42-5616 

「２００８氷室の郷 涼々まつり」 
 

「２００８氷室の郷 涼々まつり」は、ごみゼロの日として開催します。マイおは

し・マイおさら・マイゴミ袋持参にご協力ください！ 

●日  時 ７月２７日（日）午後４時～８時（雨天決行） 

●場  所 南丹市八木農村環境公園「氷室の郷」（八木町氷所赤見21-1） 

●内  容 竹でマイおはしを作ろう！（16:00～）、二胡・三線の演奏（16:30～）、

ハンドベル演奏（八木っこチャイマーズ・17:30～）、朗読「ぐりとぐら」

（夢のひこうせん・18:00～）、ダチョウの卵で焼いたカステラの試食、き

もだめし・びっくり迷路（18:30～）、涼々流しソーメン（19:00～）、

花火「ナイアガラの滝」(ホワイヱ東側駐車場・19:30～) 

      その他、「氷室の美味自慢」や涼しい氷柱花などいろいろあります。 

 

◇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 

「夏休み１日子供チャレンジキャンパス」参加者募集 
 

 自然いっぱいの南丹市美山町で、伝統的な「ものづくり」を体験しませんか？京

都伝統工芸大学校の卒業生や学生が、工芸体験を通じて「ものづくり」の楽しさを

お教えします。また、美山川で鮎のつかみとりにも挑戦します。 
●日  程 ①８月２日（土）②８月４日（月）③８月８日（金）※いずれか１日 

午前９時３０分 現地集合（美山町自然文化村） 
午前１０時～  工芸体験（陶芸・木工芸・竹工芸） 

午後０時３０分～２時 鮎のつかみとり（雨天中止）、昼食 

●工芸体験 ・陶芸コース（対象：小学１年生～中学３年生とその保護者） 

・木の動くおもちゃコース（木工芸） ・竹の虫かごコース（竹工芸） 

 （木工芸・竹工芸の対象：小学生４年生～中学３年生とその保護者） 

●会  場 美山町自然文化村と美山川（美山町中下向56） 

●指  導 ＮＰＯ法人「京都匠塾」、京都伝統工芸大学校学生 

●定  員 １日あたり陶芸コース３０人、木工芸・竹工芸コース各１０人 

●参 加 料 各コース３，０００円（指導料・材料費・鮎のつかみとり体験、昼食

（鮎の塩焼きとおにぎり）・保険料含む） 

●申し込み ７月２５日（金）必着で、ＦＡＸか官製はがきに「希望日、コース、住所、

電話番号、体験者全員の氏名・年齢・学校名・学年」を記入の上、下記へ

お申し込みください。(先着順、定員に達し次第締め切り) 

●そ の 他 ・小学１～３年生には必ず保護者の方が同伴してください。 

・湯茶、着替えなどは各自ご持参ください。また、工芸体験をされな

い保護者の方は昼食を各自ご持参願います。 

 

◇申込・問合せ先 京都伝統工芸大学校「夏休み１日子供チャレンジキャンパス」係 

TEL（0771）63-1751 FAX（0771）63-1761 

〒622－0041南丹市園部町小山東町二本松1-1 

「第１回南丹Ｊａｚｚフェスティバル」開催のご案内 

 
●日  時 ８月９日（土）午後５時３０分開場、６時開演、８時終了 
●場  所 南丹市園部公民館（園部町上本町2番地22） 
●出  演 ・ＢＡＤ ＢＯＹＳ ＪＡＭ（ポール･ジャクソン、塩次伸二、小林健治） 
      ・園部吹奏楽団 
●協 力 金 １，０００円（中学生以下５００円）※事前に整理券が必要です。 
●主  催 南丹Ｊａｚｚフェスティバル実行委員会／後援 南丹市、京都新聞社 
      協力 マイサウンド・プロデュース 
 

◇問合せ先 園部吹奏楽団（佐野）TEL 090-6974-0664（携帯） 

                Eメール tack@en-sui.com 

牛乳工場へ見学に来ませんか！ 
 

メグミルクの工場では、学校給食用の牛乳をはじめ、乳飲料、果汁、ヨーグルト

を毎日たくさん製造しています。夏休みにご家族で、地元南丹市にある牛乳工場へ

ぜひ見学にお越しください。牛乳の試飲やおみやげもあります。お待ちしています。 

●工 場 名 日本ミルクコミュニティ㈱ 京都工場池上製造所 

●場  所 南丹市八木町池上古里1-1（ＪＲ八木駅から車で約５分） 

●見学内容 工場の概要説明とビデオ上映後、見学コースを無料でご案内します。 

７月２４日～８月２８日の毎週木曜日（午後のみ、８/１４除く）は、

紙すき体験もあります。（各先着３０人） 

●案内時間 ①午前１０時～ ②午後１時３０分～ （約１時間半程度） 

●申込方法 見学希望日（ただし、土・日・祝日、８月１３～１５日除く）の３日前ま

でに電話でご予約ください。※電話受付時間：平日の午前９時～午後５時 

 

◇申込・問合せ先 日本ミルクコミュニティ㈱ 京都工場池上製造所 

TEL（0771）42-6871

「土人形」を探しています 
 

 かつて子どもの成長を祈って贈られた土人形。それぞれの表情の中に愛くるしさ

や親しみがありました。現在ではほとんど見ることがなくなってしまいましたが、

昔の風土や慣習を知る上で大切な資料といえます。日吉町郷土資料館では、今後、

土人形の展示を計画しています。古い土人形をお持ちの方がおられたら、ぜひ当館

へご一報ください。皆さんからのご連絡をお待ちしています。 

 

◇問合せ先 南丹市日吉町郷土資料館 TEL FAX（0771）72-1130 

文化博物館夏季企画展「妖怪大集合!!」 
 

人々の生活の中から生み出されたさまざまな妖怪たち。その姿を生みだしたのは人々

の知識や想像力だったと言われています。ちょっと怖いけれども憎めないユニークな妖

怪たちをご覧いただき、日本の妖怪文化について考える機会になれば幸いです。 

また、期間中、妖怪関連グッズの販売や妖怪クイズ・水木しげるのコミックス立

ち読みコーナーなどを設けています。皆さんのご来館をお待ちしています。 

●開催期間 ７月１９日（土）～８月３１日（日） ●会場 南丹市立文化博物館

●開館時間 午前９時～午後５時（入館は４時３０分まで） 

●休館日 毎週月曜日（７月２１日は開館）、７月２２日（火） 

●入館料 大人３００円、学生２００円、小人１００円（２０人以上の団体２割引）

※南丹市に居住する小中学生は入場無料 

◆展示会関連事業 

併設展「妖怪道五十三次展」※展示会会期中（１階ラウンジ）、博物館入館料必要 

  江戸時代の浮世絵師・歌川広重の『東海道五十三次』の世界を、水木しげるが

豊富なイメージを膨らませて、妖怪の世界に仕立て上げた作品を紹介します。

 「夏のこわ～いお話し会」（２階ホール、定員各３０人） 

①７月２６日（土）午前１１時～（約１時間） 語り手：おはなしポケット 

②８月 ３日（日）午前１１時～（約１時間） 語り手：園部読み語りクラブ

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



測量・調査作業完了のお知らせ 

 

先のお知らせでお願いしていた生産緑地地区指定に係る地図作成業務にご協力い

ただきありがとうございました。測量調査の現地作業が完了しましたのでお知らせ

します。現在、地図作成と合わせ、園部町および八木町の市街化区域内に所有され

ている農地を対象に、生産緑地地区の指定に向けた事務を進めています。 

「生産緑地地区」とは、市街化区域内にある農地などの緑地機能を生かし、計画

的・永年的に保全することにより、公害・災害の防止に役立てます。また、豊かな都

市環境を形成しようとする農地などを、都市計画決定により生産緑地として指定し、

保全する地区のことです。この指定を受けるには、一定の要件を満たす必要があります。 

今後、パンフレットなどの資料を作成し、生産緑地地区の指定に向けた地元説明

会を行っていく予定です。 

 

◇問合せ先 都市計画課 計画・指導係 TEL（0771）68-0052 FAX（0771）63-0654 

犬・猫は飼い主が責任を持って飼いましょう！！ 
 

最近、他人の土地や家の前、道路、公園などで犬・猫のフンが放置されるといっ

た苦情や犬の放し飼い、野良猫の苦情などが寄せられています。 

動物を飼うことは、動物の命を預かることです。動物が快適・健康に暮らせるよ

うにするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任が飼い主にはあ

ります。人と動物がともに生きていける社会の実現には、飼い主のモラルとマナー

がとても大切です。飼い主のマナーやモラルを高めましょう。 

＜犬や猫を飼うときには、下記のことを守って、正しく飼いましょう＞ 

① 飼い犬には、適切なしつけを行い、他人に迷惑をかけないこと 

② 飼い犬を公共の場に同伴するときは、その行動を管理すること 

③ 飼い犬のふん便で、道路、公園など公共施設を汚さないこと 

④ 犬は、登録の手続きを行い、毎年１回、狂犬病予防注射を受けさせること 

⑤ 猫は、放し飼いなどで他人に迷惑をかけないよう飼養すること（子猫のころか

ら室内飼育に努めましょう） 

 

◇問合せ先 環境課 環境企画係 TEL（0771）68-0015 

浄化槽維持管理業者を装った訪問集金詐欺にご注意！ 
 

最近、京都府南部地域で浄化槽の維持管理業者を装った訪問集金の詐欺事件が発

生しています。詐欺の手口としては、浄化槽維持管理会社の社員を装い、突然訪問

し「浄化槽の維持管理費などと称し、約２万円を請求し架空の電話番号記載の領収

書を発行する」という手口です。浄化槽を設置されている方は、下記の点に注意し

てください。 

●浄化槽の維持管理契約に記載の維持管理や清掃の回数・料金・支払方法を再度確

かめる。 

●浄化槽の維持管理業者が訪問した際は、相手の資格や身分証明書の提示を求める。

●不審な点があれば、維持管理作業や支払い前に浄化槽の維持管理契約先に電話確

認する。 

 

◇問合せ先 下水道課 TEL（0771）68-0054 FAX（0771）42-5616 

７月１日付け南丹市職員の人事異動 

 
南丹市では、平成２０年７月１日付けで人事異動を行いましたので下記のとおり

お知らせします。（主幹級以上、（ ）は、旧職） 
【部長級】・農林商工部長兼商工観光課長 西岡 克己（農林商工部長） 
【次長級】・企画管理部次長兼総合政策課長 大野 光博（企画管理部企画推進課長） 
【課長級】・総務部総務課長 神田 衛（農林商工部農政課長） 

・総務部税務課長 平野 清久（農林商工部商工観光課長） 
・企画管理部企画推進課長 伊藤 泰行（総務部総務課長） 
・福祉部社会福祉課長 栃下 辰夫（日吉支所健康福祉課長） 
・農林商工部農政課長 上田 利之（美山支所健康福祉課長） 
・農林商工部農林整備課長 前田 博文（土木建築部住宅課長） 
・土木建築部道路河川課長 小林 守（土木建築部道路河川課長兼庶務係長） 
・土木建築部住宅課長 三觜 茂（八木支所産業建設課長） 
・八木支所産業建設課長 八木 正司（農林商工部農林整備課長） 
・日吉支所健康福祉課長 橋本早百合（総務部税務課長） 
・美山支所健康福祉課長 原田 朱美（福祉部社会福祉課長） 

【主幹級】・市民部環境課主幹 堀江 長（市民部環境課主幹兼生活衛生係長） 
・農林商工部商工観光課主幹 八木 忍（農林商工部商工観光課長補佐） 
・美山支所地域総務課主幹 倉内 辰彦（教育委員会美山学校給食共同調

理場所長） 

・教育委員会教育総務課主幹 前田 好久（上下水道部下水道課長補佐） 

 

◇問合せ先 人事秘書課 TEL（0771）68-0008 FAX（0771）63-0653 

妊婦対象事業が変わります 
 

８月１日申請分から、下記のとおり妊婦対象事業が変わります。 

●妊婦健康診査助成事業について 

  妊婦健診受診票２回の交付を５回に拡充し、３５歳以上の妊婦に超音波検査受

診票１回を交付します。受診票には、それぞれに受けていただきたい週数があり

ます。妊婦の健康管理のためにも早めに申請していただき、適切な時期に受診票

をご活用ください。（注意：受診票に記載されている検査については公費で負担し

ますが、その他必要な検査をされる場合は、別途料金が必要な場合があります） 

●母子栄養強化事業について 

  牛乳の支給に所得制限を設け、市民税もしくは所得税非課税世帯の妊婦と乳児

のみを対象とします。妊婦は申請の翌月から出産後３ヵ月が経過した月の月末ま

で１日１人につき牛乳２００ｃｃ支給、乳児は生後４ヵ月目の属する月の初日か

ら支給を開始し、１歳を迎える月の月末まで１日１人につき牛乳２００㏄または

粉乳３０ｇを支給します。ただし、乳児については特に栄養強化を必要とするも

のに限ります。該当される方は申請してください。 

 ７月３１日申請分まで ８月１日申請分から 

妊婦健診

助成事業 

・妊婦健診受診票２回交付 

・３５歳以上の妊婦に超音波検査受

診票１回交付 

・妊婦健診受診票５回交付《変更》

（基本の週数） 

 第１回 妊娠判明～１６週まで

 第２回 １７～２２週 

 第３回 ２３～２８週 

 第４回 ２９～３５週 

 第５回 ３６週以降 

・３５歳以上の妊婦に超音波検査

受診票１回交付《従来どおり》

母子栄養

強化事業 

妊婦：全員対象 

乳児：市民税もしくは所得税非課税

世帯のみ対象。特に栄養強化を必要

とする場合に限る。（１日１人につ

き牛乳２００㏄または粉乳３０ｇ） 

妊婦・乳児：市民税もしくは所得

税非課税世帯のみ対象。乳児は特

に栄養強化を必要とする場合に限

る。（１日１人につき牛乳２００㏄

または粉乳３０ｇ） 

詳しくは健康課へお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 健康課 母子保健係 TEL（0771）68-0016 

８月の母子保健事業日程表 
 

８月の母子保健事業は下記のとおりです。 

月 日 事業名 対象（月齢等） 場所 

８月 １日(金) ９～１０ヵ月児健診 平成１９年１０月生

８月 ８日(金) ３～４ヵ月児健診 平成２０年 ４月生

８月１１日(月) ２歳５ヵ月児健康相談 平成１８年 ２月生

園部保健センター 

(こむぎ山健康学園) 

８月２６日(火) 離乳食教室 
生後４ヵ月～１歳ご

ろの乳児と保護者 

日吉保健センター 

（はーとぴあ） 
８月２８日(木) １歳８ヵ月児健診 平成１８年１１月生

８月２９日(金) ３歳５ヵ月児健診 平成１７年 ２月生

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 
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府民防犯の日および犯罪被害者支援窓口のお知らせ 
 

京都府では、７月１０日から１９日までを、府民一人一人の防犯意識向上と犯罪

を発生させない環境づくりを集中的に推進する期間と定め、啓発活動に努めていま

す。普段から防犯意識を高め、犯罪被害に遭わないよう心掛けましょう。 

●侵入窃盗 最も多い手口がガラス破り、次いで意外にも多いのが無施錠時の侵入

です。犯行時間は侵入３分、犯行５分といわれるほど短時間です。ほ

んの少し家を空けるだけ、との油断は禁物です。 

●街頭犯罪 ひったくりや途中犯罪（金融機関等からの帰りに財布やバッグなど奪

い取る）、車上狙いなど外出時に被害に遭うケースも増えています。歩

行中はバッグを道路の反対側に持つ、預金引き出しの際は周囲に気を

配る、車中に貴重品を置かないなどの注意を払ってください。 

●詐 欺 等 振り込め詐欺や悪質商法などの被害が後を絶ちません。お金の振り込

みを迫られても落ち着いて確認をする、契約は急がず家族や知人に相

談してからにすることなどを心掛け、被害に遭ったら警察や消費者セ

ンター、市役所に相談してください。 

＜万一犯罪被害に遭ってしまったら…＞ 

京都府犯罪被害者サポートチーム専用電話（TEL ０７５－４１４－５７００）で

相談を受け付けています。相談無料、秘密厳守で犯罪被害者支援コーディネーター

が相談を受けて支援機関への橋渡しや手助けを行いますのでご利用ください。 

 

◇問合せ先 総務課行政係 TEL（0771）68-0002 

京都中部広域消防組合 消防職員募集のお知らせ！ 

 
京都中部広域消防組合では、平成２０年度職員採用試験（初級・上級）を行います。

●採用予定 若干名（消防職員初級・上級） 
●受験資格 【初級】昭和６２年４月２日から平成３年４月１日までに生まれた人

（高校卒業程度の学力）※その他、身体的条件あり。 
【上級】昭和５７年４月２日から昭和６２年４月１日までに生まれた人

（大学卒業程度の学力）※その他、身体的条件あり。 
●受付期間 ７月１５日（火）～８月１４日（木）※土・日、祝日を除く。 

午前９時～午後５時に、京都中部広域消防組合消防本部総務課へ 
●第１次試験 ９月２１日（日）午前９時から 
●試験会場 京都中部広域消防組合 消防本部 ３階 大会議室ほか 
●そ の 他 受験申込書は消防本部、消防署、分署、出張所および南丹市役所総務

課・各支所地域総務課にあります。 
 
◇問合せ先 京都中部広域消防組合消防本部 総務課総務係 TEL（0771）22-9580 

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

海上保安学校・海上保安大学校学生募集 
 

 受付期間 試験期日 

海上保安 

学  校 
７月２２日（火）～８月５日（火） 

１次：９月２８日（日） 

２次：１０月２０日（月）～２６日（日）

（指定する日・航空課程は２日）

３次：１２月１３日（土）～１８日（木）

   （指定する３日・航空課程のみ）

海上保安 

大 学 校 ８月２８日（木）～９月９日（火） 
１次：１１月１日（土）～２日（日） 

２次：１２月１９日（金） 

●受験資格 

海上保安学校 海上保安大学校 

昭和６０年４月２日以降に生まれた者で

次に掲げるもの 

昭和６３年４月２日以降に生まれた者

で次に掲げるもの 

１．高等学校を卒業または平成２１年３月までに卒業する見込みの者 

２．中等教育学校を卒業または平成２１年３月までに卒業する見込みの者 

３．高等専門学校の第３学年の課程を修了または平成２１年３月までに修了する見

込みの者 

４．高等学校卒業程度認定試験（廃止前の大学入学資格検定を含む）に合格した者

など、人事院が１．２．に掲げる者と同等の資格があると認める者 

 

◇受付・問合せ先 舞鶴海上保安部管理課 総務係 TEL（0773）76-4120 

〒624-0946 舞鶴市下福井901 

「園部公民館陶芸講座」受講生募集 

 
あなたもチャレンジ！土を丸めて、伸ばして、工夫して…。世界にひとつの陶器

づくりをしてみませんか！皆さんの受講をお待ちしています。 

●開講日程 ８月３日（日）、１０日（日）、１７日（日）午前１０時～１２時 

●場  所 南丹市園部公民館 ２階 実習室 

●受講料 ２，０００円（３回分・材料費別途） ●定員 ２０人 

●講  師 京都伝統工芸産業支援センター 京都伝統工芸大学校教授 工藤 良健 氏 

●申込期間 ７月１４日（月）～２５日（金）（先着順） 

 

◇申込・問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 

平成２０年度第２回京都府警察官採用試験のご案内 
 

試験区分 受験資格 

警察官 

(男性Ａ・女性Ａ) 

昭和５３年４月

２日以降に生ま

れた方 

学校教育法による大学(短大を除く)を

卒業した方または平成２１年３月末ま

でに卒業見込みの方 

警察官 

(男性ＢⅠ・女性ＢⅠ) 

警察官（男性Ａ・女性Ａ）以外の方(平

成２１年３月末までに学校教育法によ

る高等学校卒業見込みの方を除く) 

警察官 

(男性ＢⅡ・女性ＢⅡ) 

昭和５３年４月

２日から平成３

年４月１日まで

に生まれた方 
学校教育法による高等学校を平成２１

年３月末までに卒業見込みの方 

警察事務職員（申込受付期間：８月中旬～下旬、第１次試験：９月下旬） 

●申込受付期間 ・インターネット受付 ８月１５日（金）まで 

        ・郵送受付 ８月２２日（金）まで 

●第１次試験（筆記） ９月２１日（日） ●採用予定日 平成２１年４月１日（水） 

 

◇問合せ先 京都府南丹警察署 警務係 TEL（0771）62-0110 

裁判員制度シンポジウム開催のお知らせ 
 

京都弁護士会では下記のとおり、裁判員制度に係るシンポジウムを開催しますの

で、多数ご参加ください。 

●「裁判員制度を知ろう！」 

・日 時 ７月２５日（金）午後７時～（開場：午後６時３０分） 

・場 所 京都弁護士会館 地階大ホール（京都市中京区富小路通丸太町下ル） 

・内 容 裁判員制度を、ビデオなど見ながら弁護士がわかりやすく説明します。 

・入 場 無料（事前申し込みは不要です） 

●「続・裁判員制度を知ろう！」 

・日 時 ９月２０日（土）午後１時～  ・場 所 京都弁護士会館 

・内 容 裁判員制度について弁護士がわかりやすく説明した後、裁判のビデオ

を見ていただき、希望者には、裁判員になって評議をしていただきます。 

●「憲法と人権を考えるつどい」 

・日 時 １１月２９日（土）午後    ・場 所 京都駅ビル大階段 

・内 容 裁判員制度をテーマに盛りだくさんのイベントを企画しています。 

＜裁判員制度について講師を派遣します＞ 

「裁判員制度」を市民の皆さんに知っていただくために、弁護士を講師として派遣

し、説明会を行っています。詳しくは、京都弁護士会へお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 京都弁護士会 TEL（075）231-2378  FAX（075）231-2373 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


