
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およびおよびおよびおよび標語作品標語作品標語作品標語作品をををを募集募集募集募集しますしますしますします 

 

 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（おおむね２０字以内） 

資格 

【児童・生徒の部】小・中・高校の児童、生徒 

【一般の部】府内に居住の方 

小・中・高校の児童、生徒

および府内に居住の方 

用紙 

など 

色彩は自由。画用紙の四ツ切または八ツ切か、そ

れに準ずる大きさ。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

委員会事務局へご請求くだ

さい。 

注意 

事項 

作品裏面右下に学校名（ふりがな）、所在地、学年

および氏名（ふりがな）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。 

作品

提出 

９月１１日（金）までに、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。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 各賞には賞状と賞品、応募者全員に記念品を贈呈 各賞に賞状と賞品を贈呈 

※詳細は下記応募・問合せ先までお問い合わせください。 

 

◇応募・問合せ先 南丹市選挙管理委員会事務局 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作品作品作品をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

●募集募集募集募集対象対象対象対象 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・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・調査したもの） 

仕上げ寸法 

72.8cm×51.5cm

（Ｂ２判） 

●応募方法応募方法応募方法応募方法    ※応募作品票は、総務課および各支所地域総務課にあります。 

（１）送付先 作品に応募作品票を添付して、下記まで送付してください。 

①京都府統計協会（〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入） 

②総務課または各支所地域総務課 

（２）締切日 ９月４日（金）までに京都府統計協会へ必着です。 

※総務課、各支所地域総務課へ送付の場合は、８月２８日（金）必着。 

●そのそのそのその他他他他 応募の注意、作品作成上の注意など詳細は、総務課および各支所地域総

務課に募集要項がありますので、ご確認ください。 

 

◇問合せ先 総務課 行政係 TEL（0771）68-0002 

各支所 地域総務課 TEL 八木（0771）68-0020 

日吉（0771）68-0030 美山（0771）68-0040 

南丹市南丹市南丹市南丹市やぎのやぎのやぎのやぎの花火大会花火大会花火大会花火大会についてのおについてのおについてのおについてのお知知知知らせらせらせらせ    

 

＜あなたも花火を上げませんか？＞ご先祖への供養、メッセージにいかがですか？ 

●費用費用費用費用 ５号芸術玉１発１７，５００円（観覧席招待券４人分付）※連発花火対応可能 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ７月３日（金）までに下記申込・問合せ先にご連絡ください。 

＜花火大会応援団（ボランティア）募集＞自分たちの町を住みよい奇麗な町にしよう 

●内容内容内容内容 花火大会翌日の清掃作業  

※詳細は下記申込・問合せ先にお問い合わせください。 

＜花火大会開催についてのお願い＞ 

①本年から環境美化協力金へのご協力をお願いします。 

②会場周辺の道路規制や駐車施設の関係上、公共の交通機関をご利用いただきます

ようお願いします。 

③個人で露天商などに土地などをお貸しになる場合のゴミ処理は、お貸しになった

各個人で責任をもって処理していただきますようお願いします。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市商工会 TEL（0771）42-5380 

平成平成平成平成２１２１２１２１年度自衛官年度自衛官年度自衛官年度自衛官などのなどのなどのなどの募集案内募集案内募集案内募集案内    

 

●募集種目募集種目募集種目募集種目およびおよびおよびおよび試験期日試験期日試験期日試験期日などなどなどなど 

募集種目 受付期間 試験期日 資格 

航空学生 

1次：9月23日 

2次：10月17日～22日 

3次：11月14日～12月

18日 

高卒（見込含）21歳未満の方 

一般曹候補生 

1次：9月19日 

2次：10月8日～15日 

女子 

8月1日～ 

9月11日 

 ※1 

9月27、28日 ２等陸・

海・空士 男子 随時 ※1 受付時に案内 ※2 

18歳以上27歳未満の方 

推薦 9月5日～9日 9月26、27日 高卒（見込含）21歳未満の方 

防衛大学

校学生 一般 

9月7日～ 

10月2日 

1次：11月7、8日 

2次：12月15～19日 

高卒（見込含）21歳未満の方

（自衛官は23歳未満） 

※１：平成２２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に実施します。 

※２：平成２２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２１年９月１６日以降に実施します。 

 

◇受付・問合せ先 

自衛隊京都地方協力本部 京都市中京区御池通西洞院西入ル石橋町438-1 

TEL（075）211-3471 Ｅメール recruit1-kyoto＠pco.mod.go.jp 

ＵＲＬ http://www. mod.go.jp/pco/kyoto/ 

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

南丹市役所 総務課 南丹市園部町小桜町47 TEL（0771）68-0002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南丹市情報センター なんたんテレビ（自主放送) 番組表 （200９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 

図書館だより～７月新刊のご案内～ 

７７７７月月月月２２２２日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

３日 （金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

４日 （土） 7時・9時・12時・15時・18時  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

週刊ニュース もぎたて☆テレビ 

７７７７月月月月４４４４日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

５日 （日） 7時・9時・12時・ ― ・18時・20時・22時 

６日 （月） 7時・9時・12時・15時・ ― ・20時・22時 

７日 （火） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    スクールフェイス 

「川辺・摩気・西本梅小学校３校合同 ６年 修学旅行」 

７７７７月月月月４４４４日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

５日 （日） 7時半・9時半・12時半・ ― ・18時半・ 

20時半・22時半  

６日 （月） 7時半・9時半・12時半・15時半・ ―  ・ 

20時半・22時半  

７日 （火） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

平成２１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【【【【日日日日】】】】１４１４１４１４時時時時   再放送６日（月）１８時 

スクールフェイス 

         「八木小学校 ６年 修学旅行」 

「殿田小学校 ６年 修学旅行」 

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

８日 （水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

９日 （木） 7時・9時・12時・15時・18時 

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

月イチきょうと府 

７７７７月月月月９９９９日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１０日 （金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１１日 （土） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 スクールフェイス 

「園部小学校 ６年 修学旅行」 

７７７７月月月月９９９９日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

１０日 （金）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

１１日 （土）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

週刊ニュース もぎたて☆テレビ 

７７７７月月月月１１１１１１１１日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１２日 （日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１３日 （月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１４日 （火） 7時・9時・12時・15時・18時 

               スクールフェイス 

「八木中央幼児学園 保育参観セーフティークラブ発会式」 

７７７７月月月月１１１１１１１１日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

１２日 （日） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

１３日 （月） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

１４日 （火） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

               スクールフェイス 

「富本小学校 ５年 るり渓宿泊体験学習」 

「日吉連合小学校 自然教室」 

７７７７月月月月１４１４１４１４日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１５日 （水）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１６日 （木）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

テレビ週報（インフォメーション） 

（毎日）11：00／14：00／番組の後ろ（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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

｢調べよう！大雨と防災 私達の自由研究」

（京都府砂防・治水・防災協会） 

（毎日) 13：00／17：00 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

南丹市情報センター（土曜・日曜は営業／月曜・祝日は休館） 

TEL ０７７１－６３-１７７７ FAX ０７７１－６３－１６８２ 




