
     酪農体験酪農体験酪農体験酪農体験とととと牛乳工場見学会牛乳工場見学会牛乳工場見学会牛乳工場見学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    

 
●日時日時日時日時  ８月８日（土）午前１０時３０分～午後３時１０分 
●場所場所場所場所  メグミルク京都工場池上製造所および谷牧場 
●内容内容内容内容 酪農体験（乳しぼり・ほ乳体験）、工場見学、管理栄養士による“役に立つ

牛乳・乳製品のお話”、牛乳パック紙工作体験 
●参加費参加費参加費参加費 無料（昼食はメグミルクで準備します） 
●募集人員募集人員募集人員募集人員・・・・対象対象対象対象 小学生のおられる家庭１０家族（１家族４人程度）合計４０人程度 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 南丹保健所、子育て支援課、各支所健康福祉課に備え付けの申込書に

必要事項を記入の上、７月１７日（金）までに下記申込・問合せ先に提出してく

ださい（ＦＡＸ可）。※申込者多数の場合は、抽選の上、参加者を決定します。 
 

◇申込・問合せ先 京都府南丹保健所 福祉室 TEL（0771）62-0361 FAX（0771）63-0609 

「「「「森森森森ののののキャンプキャンプキャンプキャンプ・・・・いかだいかだいかだいかだ下下下下りりりり」」」」参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

 

●日時日時日時日時 「森のキャンプ」７月１８日（土）午後１時～（19日午前10時30分解散）

「いかだ下り」８月８日（土）午前１０時～午後３時 

●集合場所集合場所集合場所集合場所 「森のキャンプ」府民の森ひよし 

「いかだ下り」スプリングスひよし（ステージ付近） 

●対象対象対象対象 小学生高学年（若干名の募集。定員になり次第締め切ります） 

●内容内容内容内容 「森のキャンプ」木こり体験、森の散策、いかだづくり、他 

「いかだ下り」安全講習、こぎかた練習、いかだ下り、他 

（天候によって、内容や日程を変更する場合があります） 

●持持持持ちちちち物物物物 お申し込みの際に詳しくご説明します。 

●参加費参加費参加費参加費 「森のキャンプ」５，５００円／１人、「いかだ下り」３，０００円／１

人（食費、安全管理費、保険料､材料費などを含む）当日集めます。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ＦＡＸ、電話で参加者氏名、年齢、住所、電話番号、緊急連絡先を下記申

込・問合せ先へご連絡ください。（開催日の１０日前まで受付） 

●主催主催主催主催 森林･環境ネットワーク ●後援後援後援後援 南丹市、南丹市教育委員会 

 

◇申込・問合せ先 森林･環境ネットワーク（広瀬：水・金9:00～12:00）TEL・FAX（0771）42-3708 

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    

 

●当選金当選金当選金当選金 １等：２億円×３９本（前後賞 各5,000万円）、２等：１億円×３９本 

●発売期間発売期間発売期間発売期間 ７月１３日（月）～３１日（金） ●抽選日抽選日抽選日抽選日 ８月１１日（火） 

※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） 

緑緑緑緑のののの指導員指導員指導員指導員のののの巡視巡視巡視巡視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    

 
 緑の指導員は、野生鳥獣の保護と京都府内の豊かな自然環境を適切に保全管理す

ることを目的に、森林区域を中心とした巡視を行う方です。南丹市では５人（美山

町２人、園部町・八木町・日吉町各１人）の方が京都府から委嘱され、各地域で巡

視を行います。緑の指導員が地域で巡視を行う際には、腕章および制帽を着用して

いますので、各地域での指導員の活動にご協力をお願いします。 
 
◇問合せ先 京都府南丹広域振興局 農林商工部農林整備室 TEL（0771）22-0426 

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    ２００９２００９２００９２００９夏季公開講座夏季公開講座夏季公開講座夏季公開講座    

 

●日時日時日時日時 ７月２４日（金）午前１０時～正午 ●場場場場所所所所 京都医療科学大学 

●定員定員定員定員 １０人（先着順） ●参加費参加費参加費参加費 無料 

●対象対象対象対象 南丹市在住の小学５、６年生（保護者同伴可） 

●内容内容内容内容 ・自然界にある微弱な放射線を計測し、放射線とは何かを知ってもらう。 

・ＣＴ装置で果物などの断層写真を撮影し、ＣＴ画像の面白さを体験。 

※これらの体験における放射線の危険性（被曝）は全くありません。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ７月１４日（火）までに下記申込・問合せ先に電話でお申し込みください。 

 

◇申込･問合せ先 学校法人島津学園 京都医療科学大学 TEL（ 0771）63-0066 

薬物乱用薬物乱用薬物乱用薬物乱用はははは「「「「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、特に大麻やＭＤＭＡなどの錠剤型合成麻薬の乱用が２０歳代を中心とした若年

層で顕著となっています。錠剤型合成麻薬は、幻覚、幻聴が起こり、特に強い精神依存

性があり、形状が錠剤型であるため、抵抗感が少なく容易に手を出してしまう傾向があ

ります。また、大麻を乱用すると感覚が異常になり、「大麻精神病」といわれる幻覚、

幻聴、妄想、興奮状態などの精神異常が起こったり、行動がおかしくなり、普通の生活

ができなくなったりします。薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」です。 
 

◇問合せ先 京都府南丹保健所 環境衛生室 TEL（0771）62-4754 

神経神経神経神経・・・・筋難病個別相談筋難病個別相談筋難病個別相談筋難病個別相談のごのごのごのご案内案内案内案内    
  

病気や治療について心配ごとのある方は、この機会にご相談ください。 

●日時日時日時日時 ８月１０日（月）午後１時３０分～４時３０分 ●場所場所場所場所 京都府南丹保健所 

●対象対象対象対象 神経・筋難病で療養中の方（手足がふるえる、力が入りにくい、足がふら

つく、最初の一歩が出にくい、話しにくいなどの症状のある方など） 

●内容内容内容内容 専門医による個別相談 ●担当医担当医担当医担当医 公立南丹病院 神経内科 山口達之 医長 

●定員定員定員定員 ６人（予約制：申込状況によりお断りすることがあります） ●相談料相談料相談料相談料 無料 

 

◇申込・問合せ先 京都府南丹保健所 保健室 TEL（0771）62-2979 

「「「「府民交流会府民交流会府民交流会府民交流会」」」」をををを開催開催開催開催～「～「～「～「明日明日明日明日のののの京都京都京都京都」」」」をををを地域地域地域地域でででで考考考考ええええますますますます～～～～    

 

京都府では「新京都府総合計画」の次期計画として検討している「長期ビジョン」

の策定に向けて、幅広く提案、意見、要望などを募る「府民交流会」を開催します。 

●日時日時日時日時 ７月２５日（土）午後３時～ ●場所場所場所場所 ガレリアかめおか ●入場料入場料入場料入場料 無料 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 電話、ＦＡＸ、メール、郵便で氏名、性別、年齢、居住地（市区町村

名のみ）を下記申込・問合せ先にご連絡の上、お申し込みください。 

※府民交流会の参加には申し込みが必要です。 

※また同じ日にＮＰＯをはじめとする地域活動を総合的に支援する「京都府南丹パ

ートナーシップセンター」をオープンします。（開所式：午後２時～） 

 

◇申込・問合せ先 府民総合案内・相談センター TEL（075）411-5000 FAX（075）411-5001 

         Eメール 411-5000@pref.kyoto.lg.jp 

         〒602-8570 府民総合案内・相談センター（住所記載不要） 

南丹南丹南丹南丹市市市市国際交流協会事務所国際交流協会事務所国際交流協会事務所国際交流協会事務所オープンオープンオープンオープンのおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

国際交流や国際理解プログラムを通して世界に開かれたまちづくりを目指す南丹市国

際交流協会の事務所を南丹市国際交流会館内にオープンしました。入会申し込みや国際

交流に関するお問い合わせ、ご相談はお気軽に下記事務局にご連絡ください。 

●事務所開所日事務所開所日事務所開所日事務所開所日・・・・時間時間時間時間 火曜日、水曜日、木曜日 正午～午後４時 

 

◇問合せ先 南丹市国際交流協会 TEL（0771）63-1840 FAX（0771）63-1841 

      企画推進課 TEL（0771）68-0003 

 

Nantan International Association UpdateNantan International Association UpdateNantan International Association UpdateNantan International Association Update    
Nantan International Association contributes to the community through the 
programs for international exchange and understanding as well as supporting 
foreign residents in the community. We strive to help creating a society in which 
people with different ethnic backgrounds live together in peace. Please contact 
our office if you need any of our assistance. 
Contact Information: Nantan International Association  
2F Nantan City International Exchange Center 
Office hours・Tues, Wed & Thurs. (12:00～16:00) 
℡(0771)63-1840 Fax(0771)63-1841 

平成平成平成平成２１２１２１２１年度第年度第年度第年度第１１１１回回回回「「「「家族介護者教室家族介護者教室家族介護者教室家族介護者教室」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

介護に関心のある方は皆さんお誘い合わせの上ご参加ください。 

●内容内容内容内容 映画『老親ろうしん』の上映（主演：萬田久子、小林桂樹他） 

●そのそのそのその他他他他 参加費無料。事前申し込み不要。当日直接会場にお越しください。 

開催日時 場所 

①午前１０時～ 園部公民館 大ホール ７月２５日

（土） ②午後３時～ 日吉町生涯学習センター「遊youひよし」 ホール 
 

◇問合せ先 南丹市社会福祉協議会 TEL（0771）72-0950または72-3220 

平成平成平成平成２１２１２１２１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付資金貸付資金貸付資金貸付のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

病気、失業、災害などのため、生活に必要な緊急一時的な資金をお貸しします。 

●申込受付期間申込受付期間申込受付期間申込受付期間 ７月１５日（水）～３１日（金） 

●貸付限度額貸付限度額貸付限度額貸付限度額 １０万円以内 ●返済方法返済方法返済方法返済方法 毎月割賦償還（最長２０回） 

 

◇問合せ先 南丹市社会福祉協議会 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 

『『『『振振振振りりりり込込込込めめめめ詐欺詐欺詐欺詐欺』』』』にごにごにごにご注意注意注意注意くださいくださいくださいください！！！！    

 
 南丹市においても巧妙で悪質な「振り込め詐欺」や「架空請求」が発生しています。

不審な電話や身に覚えのない請求はがきなどが届いたら一人で悩まずご相談ください。 
 
◇消費生活相談窓口 商工観光課 TEL（0771）68-0050 

「「「「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    

    
 家庭で楽しめるガーデニングの第一歩として参加してみませんか。 

●日時日時日時日時 ７月１１日（土）午後１時～、午後２時～ ●場所場所場所場所 「道の駅」京都新光悦村 

●定員定員定員定員 各１０人（先着順。定員になり次第受付終了） 

●費用費用費用費用 ２，５００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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




