
南丹市臨時職員南丹市臨時職員南丹市臨時職員南丹市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    

 

 下記のとおり南丹市臨時職員を募集します。 

●職種職種職種職種（１）保育士（園部、城南、八木東保育所勤務） ４人 

（２）給食調理員（園部、城南保育所勤務）   ２人 

●賃金賃金賃金賃金（１）保育士 日額６，１６０円 （２）給食調理員 日額６，１６０円 

●勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間 月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 

●受付期間受付期間受付期間受付期間およびおよびおよびおよび時間時間時間時間 １１月１７日（月）～２６日（水）※土・日・振休は除く 

午前８時３０分～午後５時１５分  

●提出書類提出書類提出書類提出書類（１）臨時職員登録申込書（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。 

●採用採用採用採用 １２月1日（月）から本年度末まで任用します。 

※詳細は下記問合せ先までお問い合わせください。  

 

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

健康健康健康健康プールプールプールプール教室教室教室教室（（（（ⅡⅡⅡⅡ期期期期））））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    

 

南丹市では、生活習慣病を予防し、皆さんに健康な生活を送っていただくため、  

「健康プール教室」を開催します。詳しくは、１０月２４日発行のお知らせなんた

ん第６７号をご覧いただくか、下記問合せ先までお問い合わせください。 

●実施期間実施期間実施期間実施期間 平成２１年１月中旬～３月中旬 全１０回 

火曜日 

木曜日 

じっくりコース 

(４０歳～おおむね６４歳の方) 

金曜日 

ぼちぼちコース 

(おおむね６５歳～おおむね７４歳の方） 

午後２時～ 

２時５５分 

各コース 

３０人 

●場所場所場所場所 スプリングスひよし 温水プール 他 ●募集人数募集人数募集人数募集人数 各コース３０人 

●時間時間時間時間 午後２時～午後２時５５分 ●内容内容内容内容 水中ウオーキング・アクアビクス 他 

 

◇申込・問合せ先 健康課 健康増進係 TEL（0771）68-0016 

献血献血献血献血・・・・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 

１２月３日（水） 南丹市園部公民館 
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 

１１１１１１１１月月月月はははは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ですですですです    

 

児童虐待に関する相談・対応が全国的に増加しています。子どもの生命が奪われる

など重大な事件も後を絶ちません。１１月は「児童虐待防止推進月間」として、今年

度は『助けての小さなサイン受け止めて』の全国統一スローガンの下にキャンペーンが

実施されています。ひとりで、また一つの機関では、子どもを虐待から守ることはでき

ません。「あなた」もネットワークの一員です。ちょっとした「目くばり」・「気くばり」

で子どもを虐待から救えます。子どもを虐待から守るためにご協力をお願いします。 

＜子どもを虐待から守るための五か条＞ 

①「おかしい」と感じたら迷わず連絡 

②「しつけのつもり・・・」は言い訳 

③ ひとりで抱え込まない 

④ 親の立場より子どもの立場 

⑤ 虐待はあなたの周りでも起こりうる 

※子どもの虐待を防止し、虐待のない社会をつくりましょう！ 

 

◇相談・問合せ先 子育て支援課 子育て支援係 TEL（0771）68-0017 

                  福祉事務所 福祉相談支援窓口 TEL（0771）68-0028（直通） 

１２１２１２１２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    

 

１２月の母子保健事業は下記のとおりです。 

日程 事業名 対象（月齢など） 場所 

１２月 １日

（月） 

離乳食教室 

生後４カ月～１歳ご

ろの乳児と保護者 

１２月 １日

（月） 

母親教室 妊婦 

１２月 ５日

（金） 

９～１０カ月児健

診 

平成２０年２月生 

１２月 ８日

（月） 

２歳５カ月児健康

相談 

平成１８年６月生 

１２月１２日

（金） 

３～４カ月児健診 平成２０年８月生 

園部保健センター 

(こむぎ山健康学園) 

１２月１５日

（月） 

離乳食教室 

生後４カ月～１歳ご

ろの乳児と保護者 

日吉保健センター 

（はーとぴあ） 

１２月１８日

（木） 

１歳８カ月児健診 平成１９年３月生 

１２月１９日

（金） 

３歳５カ月児健診 平成１７年６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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第６８号（３の１）平成２０年１１月１４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「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。 

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 】 ・１２月の母子保健事業日程表 

・南丹市臨時職員を募集します 

・１１月は児童虐待防止推進月間です 

・献血・骨髄ドナー登録にご協力ください 

・健康プール教室（Ⅱ期）の参加者を募集します 

【 裏 】 ・八木公民館講座「おとなの社会見学」受講者募集 

     ・氷室の郷から白味噌作り体験のお知らせ 

・「寄せ植え教室」を開催します 

・「野菜栽培の新技術」フォーラムを開催します 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

・なんたんテレビ番組表（１１月１６日～３０日） 

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

【 表 】 ・平成２０年住生活総合調査を実施します 

・「警察官をかたったカード詐取（さしゅ）事件」発生！ 

・不法投棄は法律で禁止されています 

・裁判員の選任について 

・南丹市競争入札参加資格申請（追加受付）を受付中です 

・ＢＳ・ＣＳデジタル放送がスタート！ 

・ＫＢＳ京都・ＮＨＫ京都放送局の地上デジタル放送を開始 

・グリーン購入キャンペーンにご参加を！ 

【 裏 】 ・歳末たすけあい『お見舞・事業助成』の申請について 

・お話し相手（傾聴）ボランティア養成講座を開催します 

・公立南丹病院ボランティア育成講座の参加者募集 

・「里山再生シンポジウム」を開催します 

・中小企業管理・監督者セミナー（受講無料）を開催します 

・交通死亡事故が多発しています！ 

・「７カ国語で話そう。」講演会を開催します 

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

【 表 】 ・南丹市園部駅伝競走大会出場者を募集します 

・Ｂ＆Ｇ「体験クルーズ」の参加者を募集します 

・南丹市放課後児童クラブ平成２１年度の入部について 

・クリスマス・コーラス発表会を開催します 

・子育て講演会を開催します 

 

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



「「「「野菜栽培野菜栽培野菜栽培野菜栽培のののの新技術新技術新技術新技術」」」」フォーラムフォーラムフォーラムフォーラムをををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

有機農業をはじめとする環境保全型農業を推進するため、革新的な研究成果の発

表と意見交換を下記のとおり開催します。みず菜や黒大豆など身近な野菜の栽培に

ついての講演、実践例の紹介もしますので、ぜひご参加ください。 

●日日日日時時時時 １２月１０日（水） 午後１時～５時 ●参加費参加費参加費参加費 無料 

●場所場所場所場所 ガレリアかめおか 響ホール 

●名称名称名称名称 平成２０年度近畿地域マッチングフォーラム 

    ～環境に優しく品質と収量を確保する野菜栽培の新技術～ 

●内容内容内容内容 ・講演「化学殺虫剤を用いない害虫防除の新技術」、「化学農薬を用いない

病害防除の新技術」、「環境に優しく収量を確保できる土壌管理、

施肥の新技術」、「生産者による実践例の紹介」 

・意見交換（パネルディスカッション） 

●主催主催主催主催 農林水産省 農林水産技術会議事務局、（独）農研機構 近畿中国四国農業研 

    究センター／後援：京都府、南丹市、京都農業協同組合ほか 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １２月５日（金）までに下記あてにＦＡＸ、メールまたは電話により 

      お申し込みください（先着２００人） 

 

◇申込・問合せ先 （独）農研機構 近畿中国四国農業研究センター 情報広報課 

          TEL（084）923-5385 FAX（084）923-4106 

         Eメール hironk@affrc.go.jp 

八木公民館講座八木公民館講座八木公民館講座八木公民館講座「「「「おとなのおとなのおとなのおとなの社会見学社会見学社会見学社会見学」」」」受講者募集受講者募集受講者募集受講者募集    

 

「おとなの社会見学」第４回は、消防防災と救急についての知識を深めることを目

的に、「京都中部広域消防組合園部消防署」の見学を行います。 

●受講資格受講資格受講資格受講資格 南丹市民および市内に勤務・通学されている２０歳以上の方 

＜今回（第４回講座）募集＞ 

●日時日時日時日時 １２月１１日（木）午前１０時～ ●受講料受講料受講料受講料 ３００円 

●集合集合集合集合 午前９時４０分 南丹市八木公民館 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 受講を希望される方は、１２月５日（金）までに南丹市八木公民館に

電話またはＦＡＸでお申し込みください 

 

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

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からからからののののおおおお知知知知らせらせらせらせ    

 

＜天文教室＞ 

●日時日時日時日時 １２月１３日（土） 午後２時～９時 ●場所場所場所場所 丹波天文館 

●定員定員定員定員 ６０人 ●参加料参加料参加料参加料 大人１，５００円、小中学生１，３００円（夕食代含む） 

●内容内容内容内容 天体望遠鏡づくり、太陽・冬の星座観望 

●申込申込申込申込方法方法方法方法 １１月２０日（木）～１２月４日（木）の間に、はがき、ＦＡＸで、住

所、氏名、年齢、電話番号、ＦＡＸ番号を記入の上、下記までお申し込みください。  

＜パターゴルフ場冬季も開園＞ 

パターゴルフ場は、これまで冬季の１２月から２月まで休園していましたが、平

成２０年度から休まず営業します。多数ご利用いただきますようお知らせします。 

 

◇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 

「「「「寄寄寄寄せせせせ植植植植ええええ教室教室教室教室」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

 お正月を迎えるにあたり、『正月向け寄せ植え教室』を開催します。教室に参加し

て手作りの寄せ植えで新春に華を添えてみませんか。 

●日時日時日時日時 １２月２０日（土） ①午後１時～ ②午後２時～ 

●場所場所場所場所 道の駅「京都新光悦村」 花の体験工房 

●定員定員定員定員 各１０人（先着順。定員になり次第締め切ります） 

●費用費用費用費用 ３，５００円（土、花、鉢代含む） ●講師講師講師講師 園部町「花」友の会会員 

 

◇申込・問合せ先 園部町「花」友の会事務局（農政課内） TEL（0771）68-0060 

氷室氷室氷室氷室のののの郷郷郷郷からからからから白味噌作白味噌作白味噌作白味噌作りりりり体験体験体験体験のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

お正月用の白味噌（みそ）を地元の米と大豆を使って作りましょう！ 

●日時日時日時日時 １１月３０日（日）午前１０時～正午 

●場所場所場所場所 南丹市八木農村環境公園「氷室の郷」体験室 

●費用費用費用費用 ８００円（１２月末に白味噌1キロお渡しします） 

●持持持持ちちちち物物物物 三角巾･エプロン ●定員定員定員定員 １５人（定員になり次第締め切ります） 

※氷室の郷では、毎月第２･４日曜日（午前１０時～午後３時）を草木オープン工房

として陶芸･七宝焼きなどの体験をしてきましたが、１２月から中止させていただ

きます。なお、予約体験は従来どおりお受けします。 

 

◇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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南丹市情報センター なんたんテレビ（自主放送) 番組表 （2008 年１１月１６日～１１月３０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 

 

京都府立丹波養護学校 体育祭 

八木小学校 運動会  

    

１１１１１１１１月月月月１８１８１８１８日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１９日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２０日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

南丹市くらしのあんない版 

～ＢＳ・ＣＳ衛星デジタル放送のご案内～ 

    

１１１１１１１１月月月月２０２０２０２０日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２１日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２２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 

 

引き続き   裁判員制度広報用映画 

裁判員裁判員裁判員裁判員    ～～～～選選選選ばればればればれ、、、、そしてそしてそしてそして見見見見えてきたものえてきたものえてきたものえてきたもの～～～～    

    

１１１１１１１１月月月月２２２２２２２２日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２３日（日） 7時・―・12時・15時・18時・20時・22時 

２４日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２５日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

★南丹市情報センターのホームページで、週ごとのニ

ュースがご覧いただけます。 

なんたんなんたんなんたんなんたんネットワークネットワークネットワークネットワーク        http://www.cans.ne.jphttp://www.cans.ne.jphttp://www.cans.ne.jphttp://www.cans.ne.jp 

 

子育てすこやかセンター 

子育て広場 合同運動会 

 

園部町老人クラブ連合会 運動会     

    

１１１１１１１１月月月月２５２５２５２５日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２６日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２７日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

ふれあいひろば 

｢思いやりの心を育てよう～人権の花～｣ 

    

１１１１１１１１月月月月２７２７２７２７日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２８日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２９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    

    

１１１１１１１１月月月月２９２９２９２９日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

３０日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

１２月１日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２日（火） 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 

 

スクールフェイス 

「聖家族幼稚園 おいもほりと祖父母参観」 

    

１１１１１１１１月月月月２９２９２９２９日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

３０日（日） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

１２月１日（月） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

   ２日（火） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

１１１１１１１１月月月月２３２３２３２３日日日日、、、、南丹市国際交流会館電気設備点検南丹市国際交流会館電気設備点検南丹市国際交流会館電気設備点検南丹市国際交流会館電気設備点検のののの

ためためためため、、、、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、、、、インターネットサービスインターネットサービスインターネットサービスインターネットサービスがががが一一一一

時停止時停止時停止時停止しますしますしますします。。。。    

時間時間時間時間はははは、、、、午前午前午前午前９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分からとからとからとからと１１１１１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分からのからのからのからの

２２２２回回回回、、、、いずれもいずれもいずれもいずれも１１１１分程度分程度分程度分程度ですですですです。。。。皆皆皆皆さんにはさんにはさんにはさんには大変大変大変大変ごごごご迷惑迷惑迷惑迷惑

をおかけしますがをおかけしますがをおかけしますがをおかけしますが、、、、ごごご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。。。。    

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

★★★★１１１１１１１１月月月月３０３０３０３０日日日日でででで、、、、デジタルデジタルデジタルデジタルＮＮＮＮＨＫＨＫＨＫＨＫ大阪波大阪波大阪波大阪波をををを停止停止停止停止しましましましま

すすすす。。。。テレビテレビテレビテレビのののの再設定再設定再設定再設定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。。。。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

★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「まちかどガイド」または、南丹市情報セ

ンターのホームページをご覧ください。 

デジタル見るなら、なんたんテレビ！！ 

南丹市情報センターの、ＢＳ・ＣＳデジタル放送サービ

スがスタートしました。サービスにご加入いただくと、

地上波、衛星波合わせてなんと６４６４６４６４チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル、多彩な

ジャンルでお楽しみいただけます。お申し込み・資料請

求は、南丹市役所・各支所、南丹市情報センターの窓口

に備え付けの資料請求はがきか、南丹市情報センター０

７７１－６３－１７７７までお問い合わせください。 



裁判員裁判員裁判員裁判員のののの選任選任選任選任についてについてについてについて    

 

平成２１年５月２１日から裁判員制度が始まります。南丹市では７２人（４０２

人に１人の確率）の方が来年度の裁判員候補者としてくじで選ばれます。 

＜今後のスケジュール＞ 

 ①裁判員候補者には、１１月２８日ごろ「裁判員候補者名簿記載通知」を調査票

とともにお送りします。 

 ②平成２１年５月２１日 裁判員制度スタート 

 ③事件ごとに裁判員候補者名簿からくじで候補者を選び、選ばれた方には、裁判

所に来ていただく日（選任手続期日）の６週間前に「裁判員等選任手続期日の

お知らせ（呼出状）」を質問票とともにお送りし、裁判所に来ていただく日程

などをお知らせします。 

 ④選任手続期日当日に裁判員選任手続を行い、６人の裁判員を選任します。 

※裁判員選任手続では、不公平な裁判をする恐れの有無、辞退希望の有無・理由な

どについて質問をします。候補者のプライバシーを保護するため、この手続は非

公開となっています。 

＜裁判員制度とは＞ 

 裁判員制度は、国民から選ばれた６人の方が裁判員として刑事裁判に参加し、３

人の裁判官と一緒に、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合にはどのような刑にする

かを決めるという制度です。 

 

◇問合せ先 京都地方裁判所 裁判員係 TEL（075）257-9296 

     裁判員制度ウェブサイト http://www.saibanin.courts.go.jp/ 

不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄はははは法律法律法律法律でででで禁止禁止禁止禁止されていますされていますされていますされています    

 

近年、河川や峠、道ばたなどを中心にごみの不法投棄が数多く見受けられます。

ごみの不法投棄は法律で禁止されており違反すると処罰されます。（５年以下の懲役

もしくは１，０００万円以下の罰金またはこの併科）たとえ小さなごみでも持ち帰

るなど正しく処理し、美しい町や自然を守りましょう。 

 

◇問合せ先 環境課 TEL（0771）68-0015 

グリーングリーングリーングリーン購入購入購入購入キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンにごにごにごにご参加参加参加参加をををを！！！！    

 

環境に優しい買い物を呼びかける「グリーン購入キャンペーン」を実施中です。

グリーン購入とは、本当に必要なものかを十分考え、品質や価格だけでなく環境負

荷ができるだけ小さい製品やサービスを、環境負荷の低減に努めている事業者から

優先して購入することをいいます。 

①近くで採れた野菜や果物を選ぶ   ②ごみの発生が少ない製品を選ぶ 

③省エネ性能の優れた製品を選ぶ   ④買い物袋を持参する 

～「環境にやさしい買い物宣言」を送って、エコ商品を当てよう～ 

買い物の時にやっていること、これからやってみようと思うことについて宣言し、

キャンペーン事務局に送ってください。抽選でエコ賞品が当たります。 

●●●●応募方法応募方法応募方法応募方法 環境課および各支所備え付けのチラシに記入の上、平成２１年１月 

３１日（土）までに下記応募・問合せ先へ郵送、ＦＡＸいただくほか、ホームペ

ージ（http://www.k-gpn.org/kaimonodeeco/）からも登録できます。 

 

◇応募・問合せ先 京都グリーン購入ネットワーク事務局 TEL・FAX （075）241-4664 

〒604-0932 京都市中京区寺町通二条下る呉波ビル３階NPO法人環境市民内 

平成平成平成平成２０２０２０２０年住生活総合調査年住生活総合調査年住生活総合調査年住生活総合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    

 

 １２月１日を基準日として、全国一斉に住生活総合調査を行います。また、京都

府では、さらに詳細な調査結果を得るために、独自に調査票数を追加（拡大調査）

し、調査を実施します。１１月２４日～１２月７日の間に、調査員証を持った調査

員が対象世帯を訪問し、調査票を配布・回収しますので、ご協力をお願いします。 

●調査調査調査調査のののの目的目的目的目的 住生活の安定・向上に係る総合的な施策を推進する上で必要となる

基礎資料を得るため、居住環境を含めた住生活全般に関する実態や居住者の意

向・満足度などを把握するため 

●調査調査調査調査のののの対象世帯対象世帯対象世帯対象世帯 本調査は、１０月１日に総務省が実施した「住宅・土地統計調

査」の対象世帯の中から無作為に抽出した世帯が対象となります。 

●主主主主なななな調査項目調査項目調査項目調査項目 （１）現在お住まいの住宅およびそのまわりの環境の評価 

        （２）最近の居住状況の変化 

        （３）住宅の住み替え、改善の意向・計画など 

 

◇問合せ先 住宅課 TEL（0771）68-0062 

ＫＢＳＫＢＳＫＢＳＫＢＳ京都京都京都京都・・・・ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ京都放送局京都放送局京都放送局京都放送局のののの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をををを開始開始開始開始    

 

南丹市ケーブルテレビでは、ＫＢＳ京都およびＮＨＫ京都放送局の地上デジタル

試験放送を１１月から開始しています。このチャンネルをご覧になるには、地上デ

ジタル対応のテレビまたはデジタルチューナーを内蔵したレコーダーのチャンネル

の設定変更を行っていただく必要があります。 

●設定方法設定方法設定方法設定方法（メーカーによって一部異なる場合もあります） 

①受像器（テレビなど）の地上デジタル放送の受信設定メニューで、まず地域設

定を京都府に設定してください。 

②次にチャンネル設定の自動スキャンを実行してください。 

③リモコンの５チャンネルにＫＢＳ京都が設定されます。ＮＨＫは、０１１の０

に京都局、０１１の１に大阪局が登録されます。 

※１１月末日までは、ＮＨＫについては京都局と大阪局の両方をご覧になれますが、

１１月３０日（日）午前９時に大阪局の放送を停止しますので、必ずそれまでに

デジタルテレビの再設定を行ってください。 

※テレビによっては調整を行わなくても自動で設定できる製品もありますのでご確

認ください。（設定方法など詳しくは、南丹市情報センターまたはお買い求めの電

気店にお問い合わせください） 

※今回の変更は、従来のアナログテレビでご覧の方には設定の必要はありません。 

 

◇問合せ先 南丹市情報センター TEL（0771）63-1777（土日開館、月・祝日休館） 

ＢＳＢＳＢＳＢＳ・・・・ＣＳＣＳＣＳＣＳデジタルデジタルデジタルデジタル放送放送放送放送ががががスタートスタートスタートスタート！！！！    

 

南丹市情報センターでは、多チャンネル化で大都市の民間ケーブルテレビに負けない

多彩で魅力ある番組を提供していきます。チャンネルプランや料金など詳細は、１０月

２４日の定期配布で配布したチラシ（情報センター、情報推進課、各支所地域総務課

に備え付け）、南丹市ホームページ（http://www.city.nantan.kyoto.jp/）、南丹市

情報センターホームページ（http://www.cans.ne.jp/）をご覧ください。 

 

◇問合せ先 南丹市情報センター TEL（0771）63-1777（土日開館、月・祝日休館） 

南丹市競争入札参加資格申請南丹市競争入札参加資格申請南丹市競争入札参加資格申請南丹市競争入札参加資格申請（（（（追加受付追加受付追加受付追加受付））））をををを受付中受付中受付中受付中ですですですです    

  

南丹市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、物品・役務等に

係る競争入札に参加を希望される方の追加受付を行っています。詳しくは、南丹市

ホームページ（http://www.city.nantan.kyoto.jp/）「入札・契約情報」または１０

月１０日発行のお知らせなんたん第６６号をご確認ください。 

※※※※注意注意注意注意 平成２０・２１（２２）年度の定期受付は平成１９年１１月に終了してお

り、今回はその申請漏れ、またはその後、業種の追加などの変更が生じた

場合を対象としています。従って、すでに申請済みの場合もしくは変更が

ない場合は、今回の追加申請は不要です。 

 

◇問合せ先 監理課 TEL（0771）68-0086 FAX（0771）62-3122 

「「「「警察官警察官警察官警察官をかたったをかたったをかたったをかたったカードカードカードカード詐詐詐詐取取取取((((ささささしゅしゅしゅしゅ))))事件事件事件事件」」」」発生発生発生発生！！！！    

 

 警察官をかたって高齢者に電話をかけ、キャッシュカードをだまし取ろうとする

事件が発生しています。最近の新聞報道による事件の概要は『高齢者宅に警察官を

装って「捕まえた外国人があなたの預金通帳の番号を知っていた。暗証番号を変え

ないといけない」と電話し、その後「○○情報処理センター」という架空の団体の

職員を名乗って高齢者宅を訪問しカードをだまし取ろうとした』というものです。 

少しでも不審に思ったら身近な人に相談するか、市役所・警察にご連絡ください。 

 

◇問合せ先 商工観光課（消費生活相談窓口） 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第６８号（３の２）平成２０年１１月１４日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



「「「「７７７７カカカカ国語国語国語国語でででで話話話話そうそうそうそう。」。」。」。」講演会講演会講演会講演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    

 

ヒッポファミリークラブでは、さまざまな年代の人が集まり、たくさんのことば

（多言語）を自然習得する活動をしながら、いろいろな国の人との出会いを楽しん

でいます。講演会では『誰でもいくつものことばが楽しく話せるようになる』こと

と、そこから広がる可能性についてわかりやすくお話しします。 

●日時日時日時日時 ①１１月２８日（金） 午前１０時３０分～午後０時３０分 

    ②１１月２９日（土） 午後２時～４時  

●場所場所場所場所 ①ガレリアかめおか ②亀岡市東部文化センター 

●講演会講演会講演会講演会「７カ国語で話そう。」  

講師：①大塚由紀子 ②伊藤菜穂子（共に言語交流研究所研究員） 

●後援後援後援後援 南丹市、南丹市教育委員会、亀岡市、亀岡市教育委員会  

●参加費参加費参加費参加費 無料／無料託児あり（要申込） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １１月２７日（木）までに下記申込・問合せ先へ電話、ＦＡＸまたは

ホームページ（http://www.lexhippo.gr.jp）から氏名、住所、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 言語交流研究所ヒッポファミリークラブ 

TEL（06）6374-2484 FAX（06）6374-2458 

おおおお話話話話しししし相手相手相手相手（（（（傾聴傾聴傾聴傾聴））））ボランティアボランティアボランティアボランティア養成養成養成養成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    

  

相手のこころに寄り添って話を聴く「傾聴（けいちょう）」を学ぶ、お話し相手（傾

聴）ボランティアを養成します。 

●日時日時日時日時・・・・会場会場会場会場    ※２日で１セットの講座です    

会場 月日 場所 時間 

１日目 

１１月２７日

（木） 

園

部

会

場 

２日目 

１２月 ４日

（木） 

南丹市園部公民館 

１日目 

１２月１１日

（木） 

美

山

会

場 

２日目 

１２月１８日

（木） 

南丹市社会福祉協議会 

美山支所 

午前１０時～午後３時 

●内容内容内容内容 １日目 「傾聴って？」～お話とワーク～ 

講師：京都いのちの電話 研修担当主事 中瀬真弓 氏 

    ２日目 ＜午前＞認知症について理解しよう～認知症の方への対応など～ 

講師：美山やすらぎホーム ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ 河岸かおり 氏 

＜午後＞活動者の話を聞いてみましょう 

・「亀岡市訪問ボランティアやよい」のメンバー 

・園部町のお話し相手ボランティア 

まとめ・交流～さあ 活動につなげよう！～ 

●定員定員定員定員 ３０人（先着順） ●●●●受講料受講料受講料受講料 無料（昼食は各自ご用意ください） 

●申込申込申込申込方法方法方法方法 １１月２５日（火）までに下記申込・問合せ先へ電話、ＦＡＸでお申

し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市社会福祉協議会 本所 TEL（0771）72-3220 

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

日吉（0771）72-0947 美山（0771）75-0020 

中中中中小企業管理小企業管理小企業管理小企業管理・・・・監督者監督者監督者監督者セミナーセミナーセミナーセミナー((((受講無料受講無料受講無料受講無料))))をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

●開催趣旨開催趣旨開催趣旨開催趣旨 中小企業の人事・労務に携わる方が、今日の雇用の流動化や雇用形態

の多様化など人事・労務問題に関する理解を深められ、適切な労働環境が実現さ

れることにより、企業経営の安定と労働者の福祉の向上を図ることを目的とする。 

●対象対象対象対象 府内の中小企業の人事・労務担当者など（一般府民の参加も可） 

●日日日日時時時時 １１月２８日（金） 午後１時３０分～４時３０分 

●場場場場所所所所 京都府立舞鶴勤労者福祉会館（舞鶴市字南田辺1番地） ●定員定員定員定員 １００人 

●申込申込申込申込 １１月２１日（金）までに申込用紙（京都府庁・各広域振興局、商工観光

課、各支所産業建設課にて配布のチラシ裏面）をＦＡＸまたは郵送してください。 

●プログラムプログラムプログラムプログラム 

○講演 １「労働基準法上の管理監督者」について 13:35～14:05 

２「職場のメンタルヘルス対策」について 14:10～16:00 

３「京都モデル子育て応援中小企業認証制度」について 16:05～16:25 

 

◇申込・問合せ先 京都府中小企業労務改善集団連合会 

TEL（075）314-7134 FAX（075）314-7130 

◇問合せ先 京都府商工労働観光部労政課労働教育・福祉担当 TEL（075）414-5090 

公立南丹病院公立南丹病院公立南丹病院公立南丹病院ボランティアボランティアボランティアボランティア育成講座育成講座育成講座育成講座のののの参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

 

 公立南丹病院では、平成１７年から病院ボランティアの受け入れをしています。

１２月にボランティア育成講座を３日間開催しますので、ぜひご参加ください。 

●実施日実施日実施日実施日 １２月初旬から３日間（予定） ●申込締切申込締切申込締切申込締切 １１月２１日（金） 

●応募資格応募資格応募資格応募資格 どなたでも受講していただけます。 

●活動内容活動内容活動内容活動内容 受付案内、病院内の案内、車いすなどの移動介助 ほか 

●活動日活動日活動日活動日 活動日、時間についてはご相談させていただきます。 

 

◇申込・問合せ先 公立南丹病院 総看護師長室 TEL（0771）42-2510 

歳末歳末歳末歳末たすけあいたすけあいたすけあいたすけあい『『『『おおおお見舞見舞見舞見舞・・・・事業助成事業助成事業助成事業助成』』』』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    

 

本年度も、１２月１日から全国一斉に歳末たすけあい募金運動が実施されます。

南丹市においても、下記のとおり募金運動を展開しますので、趣旨をご理解の上、

募金運動に格別のご支援ご協力をいただきますようお願いします。 

●募金運動期間募金運動期間募金運動期間募金運動期間 １２月１日（月）～３１日（水） 

●今年度今年度今年度今年度スローガンスローガンスローガンスローガン 『みんなでささえあうあったかい地域づくり』 

●募金運動募金運動募金運動募金運動のののの趣旨趣旨趣旨趣旨 地域住民皆さんの協力のもと、新たな年を迎える時期に地域で

安心して暮らすことができるよう、住民の参加や理解を得てさまざまな福祉活動を

重点的に展開することをねらいとします。 

 

＜＜＜＜歳末歳末歳末歳末たすけあいたすけあいたすけあいたすけあい『『『『おおおお見舞見舞見舞見舞・・・・事業助成事業助成事業助成事業助成』＞』＞』＞』＞    

南丹市の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「お

見舞事業」および「事業助成」を行います。対象となる方および団体で希望される

場合は、１２月１０日（水）までに最寄りの南丹市社会福祉協議会各支所へ申請し

てください。 

●おおおお見舞見舞見舞見舞事業事業事業事業についてについてについてについて 

南丹市在住の方で、次の①または②に該当される方に対し、申請によりお見舞金

をお渡しします。 

①身体障害者手帳１級、療育手帳Ａおよび精神障害者手帳１級の所有者で、日常生

活において他者の支援を常に必要とする方。 

②在宅でおおむね６カ月以上寝たきりの高齢者で、日常生活において他者の支援を

常に必要とする方。 

●事業事業事業事業助成助成助成助成についてについてについてについて 

 特に年末年始(１２月～１月)に実施される広く地域の住民参加を目的とした事業

（クリスマス会など）に対して、申請に応じて１事業当たり１００，０００円以内

で適切に助成します。申請書を提出いただいた後、審査させていただき助成の可否

を決定します。事業終了後は必ず報告書(領収書添付のこと）を提出してください。 

 

◇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 

「「「「里力再生里力再生里力再生里力再生シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

農村地域は、食料の生産や環境の保全、水源のかん養など、住民の安心・安全な

暮らしに大きな役割を果たしています。これらの地域は全国的に、過疎化や高齢化

の進行によって、地域の健全な維持が危ぶまれているところがあります。このため、

大学や企業、団体をはじめ幅広い組織が連携して進めている協働活動を紹介し、農

村地域の大切さと、その再生活動の重要性への理解を深めるシンポジウムを開催し

ますので、ぜひご参加ください。 

●日時日時日時日時 １１月２５日（火） 午後１時～５時 ●参加費参加費参加費参加費 無料 ●主催主催主催主催 京都府 

●場所場所場所場所 京都市アバンティホール（京都市南区西山王町31番地 アバンティ9階） 

●内内内内容容容容 基調講演：「新しい地域づくりへの挑戦」山口県立大学大学院 小川教授 

    事例発表：「日本の宝島『天草』の創造」熊本県天草市  

         「棚田を守る酢づくり」京都府宮津市 

         「みんなで取り組むかけがえのない故郷づくり」京都府京丹後市 

    意見交換：「協働による里力の再生について」 

          コーディネーター 京都府立大学 宮崎教授 

          パネリスト 事例発表者、講演講師 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １１月１８日（火）までに下記申込・問合せ先へ電話、ＦＡＸにより

お申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 京都府南丹広域振興局 農林商工部 企画調整室 計画推進担当 

TEL（0771）22-0133 FAX（0771）21-0118 

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！！！！    

 

 南丹警察署管内では、今年に入り交通死亡事故が多発し、９件の交通死亡事故が

発生、１０人の方が尊い命を亡くされています。（１０月２６日現在） 

●南丹警察署管内南丹警察署管内南丹警察署管内南丹警察署管内のののの交通死亡事故交通死亡事故交通死亡事故交通死亡事故のののの特徴特徴特徴特徴 亡くなった方１０人中、６５歳以上が６人 

＜ドライバーの皆さんへ＞ 

・スピードを控えめに…速度が２倍になると、停車距離は４倍に 

・確実な安全確認を…危険を予測した防衛運転。薄暮時は早めのライト点灯を 

＜自転車・歩行者の皆さんへ＞ 

・道路を横断するときは、少し遠回りになっても安全に渡れるところから 

・通り慣れた道でも安全確認をしっかりとする 

・夜の外出は目立つ服装で、自転車は必ずライトをつける 

 

◇問合せ先 南丹警察署 交通課 TEL（0771）62-0110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｂ＆Ｇ「Ｂ＆Ｇ「Ｂ＆Ｇ「Ｂ＆Ｇ「体験体験体験体験クルーズクルーズクルーズクルーズ」」」」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    

 

小笠原での活動をとおして｢自然｣への理解･興味を深め、団体活動を通じて社会性を学

び、豊かな人間形成に寄与することを目的に『Ｂ&Ｇ体験クルーズ』を実施します。 

●期間期間期間期間 平成２１年３月２６日（木）～３１日（火） ５泊６日 

●行行行行きききき先先先先 東京都小笠原村･父島 ●参加対象参加対象参加対象参加対象 小学４年生～中学３年生 

●参加費参加費参加費参加費 小学生１０１，５００円、中学生１１４，０００円 

（新大阪⇔東京湾晴海ふ頭の往復交通費含む） 

※別途、自宅から新大阪までの往復交通費が必要となります。 

●活動内容活動内容活動内容活動内容 鳥島観察、小笠原諸島の自然に関する学習、船長講話、操舵（そうだ）室

見学、ホエールウオッチング、カヌー、シュノーケリング・ライフセービング など 

※全体（全国から）の参加者は５００人の予定。大型船舶「ふじ丸」で渡航します。 

●申込申込申込申込などなどなどなど 詳細をお知りになりたい方、参加ご希望の方は、１２月１０日（水）

までに下記問合せ先にご連絡ください。 

●主催主催主催主催 財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド（Ｂ＆Ｇ）財団 

 

◇申込・問合せ先 社会教育課 社会体育係 TEL（0771）68-0057  

社会教育課 八木担当 TEL（0771）68-0026 

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２１２１２１２１年度年度年度年度のののの入部入部入部入部につにつにつについていていていて    

        
南丹市放課後児童クラブの平成２１年度入部申し込みにあたり、下記のとおり入

部希望者説明会を開催します。入部を希望される方は、必ずご出席ください。 

※夏休み期間のみ希望される方、年度途中で入部の可能性がある方もご出席ください。 

●放課後児童放課後児童放課後児童放課後児童クラブクラブクラブクラブにににに入部入部入部入部できるできるできるできる基準基準基準基準 

 放課後児童クラブとは、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低

学年の児童を主な対象として、放課後や長期休暇などに家庭に代わって生活する場で

す。放課後児童クラブへ入部できる児童は、南丹市内の小学校第１学年から第３学年

に在学している児童を原則とし、家庭において保護を受けられない場合に限ります。 

●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 

（１）住所のある管内の説明会へご出席ください 

※都合が合わない場合は、いずれかの会場にご出席ください 

（２）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。 

地区 日  時 場  所 

園部 １１月２５日（火）午後７時３０分～ 市役所２号庁舎３階３０１会議室 

日吉 １１月２７日（木）午後７時３０分～ 日吉町生涯学習センター２階会議室 

八木 １２月 １日（月）午後７時３０分～ 八木支所３階防災ホール 

美山 １２月 ２日（火）午後７時３０分～ 美山支所１階大会議室 

 

◇問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 

クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス・・・・コーラスコーラスコーラスコーラス発表会発表会発表会発表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    

 

南丹市文化協会連絡協議会では、南丹市内で活動するコーラスグループが集まり、

おなじみの曲やクリスマスソングをたくさん歌う初めてのクリスマスコーラス発表

会を開催します。入場は無料で申し込みも不要です。ご家族でぜひご来場ください。 

●日時日時日時日時 １２月２１日（日） 午後１時３０分～ 

●場所場所場所場所 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」ホール 

●主催主催主催主催 南丹市文化協会連絡協議会 

●出演出演出演出演 園部高等学校合唱部、女声合唱団オーチャード、チャーミーママ、南丹大

学コーラス部、コーラスやまゆり、エコー美山 

 

◇問合せ先 南丹市文化協会連絡協議会事務局（社会教育課内） 

      TEL（0771）68-0057 FAX（0771）63-2850 

南丹市園部駅伝競走大会出場者南丹市園部駅伝競走大会出場者南丹市園部駅伝競走大会出場者南丹市園部駅伝競走大会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    

 

市民相互の親睦と交流、スポーツ振興を目的に駅伝競走大会を実施します。気軽

に誰でも参加できますので、ぜひご参加ください。また、同時にロードレースも実

施します。小学生から参加できますので、ご参加ください。 

●日時日時日時日時 １２月１４日（日） 午前８時３０分受付開始 午前９時：開会式 

午前９時３０分：ロードレーススタート 午前１０時：駅伝競走スタート 

●会場会場会場会場 南丹市園部公園陸上競技場（出発・中継・決勝とする周辺道路周回コース） 

●種別種別種別種別 １部 駅伝競走：地区対抗の部【園部地域限定】（６区間、１５．５１ｋｍ） 

 ２部 駅伝競走：一般男子の部（６区間、１５．５１ｋｍ） 

 ３部 駅伝競走：一般女子の部（６区間、１３．９３ｋｍ） 

 ４部 駅伝競走：中学生男子の部（６区間、１５．５１ｋｍ） 

 ５部 駅伝競走：中学生女子の部（６区間、１３．９３ｋｍ） 

 ６部 ロードレース：一般男子の部（２．５ｋｍ） 

 ７部 ロードレース：一般女子の部（２．５ｋｍ） 

 ８部 ロードレース：小学生男子の部（２．５ｋｍ） 

 ９部 ロードレース：小学生女子の部（２．５ｋｍ） 

●参加資格参加資格参加資格参加資格 

１部：南丹市園部地域在住の高校生以上の者で編成されたチームとし、区対抗と

する。各区からの出場チーム数は制限しない。チームは１地区にて編成す

ること。ただし、１地区にて１チームの編成が困難と認められた場合に限

り、複数区にて編成することができる。 

２部・３部：南丹市在住、在勤、在学の高校生以上の男子（３部にあっては女子）

で編成されたチームとし、職場・グループなどの構成は特に制限し

ない。ただし、２人までは中学生が出場することができる。また男

女混合のチームは一般男子の部とする。 

４部・５部：南丹市在住、在学の中学生男子（５部にあっては中学生女子）で編

成されたチームとし、グループ・学校などの構成は特に制限しない。

また男女混合のチームは中学生男子の部とする。 

６部・７部：南丹市在住、在学、在勤の中学生以上の男子（７部にあっては女子）

とする。２．５ｋｍを３０分以内で走れる者とする。 

８部・９部：南丹市在住の４年生以上の小学生男子（９部にあっては小学生女子）

とする。ただし、３年生以下の児童も保護者の伴走があれば出場す

ることができる。２．５ｋｍを３０分以内で走れる者とする。 

●チームチームチームチーム編成編成編成編成 駅伝競走は、チームでの出場とし、チームは監督１人・選手６人・

補助選手３人以内の１０人以内で編成すること。 

●参加料参加料参加料参加料 各部とも無料 ●申込期限申込期限申込期限申込期限 １２月８日（月）必着 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 次の申込先に持参・郵送・ＦＡＸ・Ｅメールのいずれかの方法でお申

し込みください。申込書は、申込先に備えてあります。また、ＦＡＸ・

Ｅメールで申込書の請求もできます。 

（ア）社会教育課（持参・郵送・ＦＡＸ・Ｅメール） 

〒622-8651 南丹市園部町小桜町47 TEL 68-0057 FAX 63-2850  

Ｅメール syakai@city.nantan.kyoto.jp 

（イ）南丹市園部B＆G海洋センター（持参） （ウ）各支所社会教育担当（持参） 

●主催主催主催主催 南丹市教育委員会・南丹市体育協会園部支部 

●協力協力協力協力 船井郡陸上競技協会・園部町体育推進委員会・南丹市体育指導委員会 

 

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

子育子育子育子育てててて講演会講演会講演会講演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    

 

京都府教育委員会の読書ボランティア養成対象講座として、講演会「大人は伝え

ているか？絵本の読み語りをとおして」を開催します。 

●日時日時日時日時 １１月２９日（土） 午後１時３０分～３時３０分 

●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館 コスモホール 

●講師講師講師講師 鈴木 一作 氏 （寒河江絵本の読み語りの会代表） 

●参加費参加費参加費参加費 無料 ●定員定員定員定員 １５０人 ※入場整理券が必要です 

●募集期間募集期間募集期間募集期間 １１月１５日（土）～（受付順、定員になり次第締め切ります） 

●参加資格参加資格参加資格参加資格 原則として京都府内に在住の方 

●主催主催主催主催 南丹市立図書館 京都府図書館等連絡協議会 

 

◇申込・問合せ先 南丹市立中央図書館 TEL（0771）68-0080 
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