
臨時職員臨時職員臨時職員臨時職員のののの募集募集募集募集についてについてについてについて    

 

職種 勤務場所 人数 賃金 条件など 

幼稚園教諭 園部幼稚園 ３人 日額6,800円 幼稚園教諭免許必要 

園部保育所 １人 

城南保育所 １人 

八木東幼児学園 １人 

日額6,800円 

保育士 

みやま保育所 １人 日額6,800円 

保育士資格必要 

養護教諭 八木東幼児学園 １人 月額170,000円 

養護教諭免許または看護師

有資格者 

用務員 知井保育所 １人 時給730円 週２日、１日４時間勤務 

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

      （上記表の条件などの欄に指定のある場合を除く） 

●任用期間任用期間任用期間任用期間 平成２１年１０月上旬～平成２２年３月３１日 

●申込期間申込期間申込期間申込期間 ９月２８日（月）～１０月７日（水）※土、日曜日は除く。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 上記受付期間に、下記の提出書類をそろえて、人事秘書課へ提出して

ください。面談のうえ任用者を決定します。 

●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（人事秘書課に備え付け） 

（２）履歴書（市販、横書きのもの、写真貼付） 

（３）資格を証明する書類（写し） 

 

◇問合せ先 人事秘書課 TEL（0771）68-0008 

市営住宅入居者市営住宅入居者市営住宅入居者市営住宅入居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    

 

●募集募集募集募集するするするする住宅住宅住宅住宅 

 ○園部向河原団地（公営住宅）  １ルーム  ３戸 

 ○園部向河原団地（公営住宅）  ３ＤＫ   ２戸 

 ○園部向河原団地（特公賃住宅） ３ＬＤＫ  ５戸 

 ○園部向河原団地（特公賃住宅） １ＤＫ   ５戸 

 ○府営屋賀上団地（公営住宅）  ４ＤＫ   ４戸 

 ○日吉広小段団地（公営住宅）  ４ＤＫ   １戸 

 ○日吉大迫団地（特公賃住宅）  ３ＤＫ   １戸 

 ○美山鶴ケ岡団地（公営住宅）  ３ＤＫ    １戸 

※住宅ごとに入居人数が決まっていますので、下記問合せ先までお問い合わせください。 

●入居資格入居資格入居資格入居資格のののの主主主主なものなものなものなもの  

（１）現に同居し、または同居しようとする親族がある方。 

（２）公営住宅法に定められた基準収入以下であること。 

（３）現に住宅に困窮していることが明らかな方であること。 

（４）現に南丹市内に住所、または勤務場所があること。 

（５）市町村税などを滞納していない方であること。 

（６）申込者または同居しようとする親族が暴力団員（「暴力団員による不当な行為の防

止に関する法律」第２条第６号に規定する暴力団員）でないこと。 

※入居資格は、関係機関に照会します。 

（７）南丹市内に居住し、独立の生活を営み、申込者と同程度またはそれ以上の収入を

有する連帯保証人が２人あること。（公営住宅入居者は連帯保証人になれません） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 住宅入居申込書と添付書類（誓約書、入居予定者全員の住民票、所得

を証明する書類、市税等納付証明書など）を提出してください。 

※申込書などの様式は、住宅課および各支所産業建設課に備え付けています。 

●申込受付申込受付申込受付申込受付（１）受付場所 住宅課（各支所産業建設課でも提出は可能です） 

（２）受付期間 ９月２８日（月）～１０月９日（金）※土、日曜日を除く。 

午前９時～１１時３０分、午後１時～４時３０分 

●入居選考入居選考入居選考入居選考 

（１）選考方法 入居資格を有する者の内から、「南丹市営住宅の設置及び管理に関

する条例」、「南丹市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条

例」などに基づき選考します。 

（２）選考決定日 １１月下旬（予定） 

●入居時期入居時期入居時期入居時期 １２月上旬（予定） 

 

◇問合せ先 住宅課 TEL（0771）68-0062 

市政懇談会市政懇談会市政懇談会市政懇談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    

～共に語ろう、これからのまちづくり～ 

 

南丹市として発足以来、市では旧町の枠を越えた一体化への取り組みを行っています

が、地域が抱える問題や地域特有の課題もあります。そこで、『共に語ろう、これからの

まちづくり』をテーマに、市民の皆さんから広くご意見・ご提案をいただき、市民と行

政との協働による住みよいまちづくりを進めていくため「市政懇談会」を開催します。

１０月２０日から１１月２５日まで市内８会場へ市長はじめ幹部職員がお伺いします。

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。 

日程 場所 日程 場所 

１０月２０日（火） 美山文化ホール １１月１７日（火） 美山知井会館 

１０月２６日（月） 日吉市民センター １１月１９日（木） 胡麻基幹集落センター 

１１月４日（水） 氷室の郷 １１月２４日（火） 八木公民館 

１１月６日（金） 摩気小学校 １１月２５日（水） 国際交流会館 

●時間時間時間時間 午後８時～９時３０分  

 

◇問合せ先 情報推進課 TEL（0771）68-0019 

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 
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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 】 ・臨時職員の募集について 

・市政懇談会を開催します 

・市営住宅入居者を募集します 

・振り込め詐欺にご注意ください！ 

【 裏 】 ・インフルエンザ予防接種のお知らせ 

・南丹市やぎ・ふれあいふくしまつり健康づくり大会 

・１０月は「骨髄バンク推進月間」です 

・神吉花火交流会の参加者を募集します 

・膠原病個別相談のご案内 

・なんたんテレビ番組表（１０月１日～１５日） 

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

【 表 】 ・定額給付金・子育て応援特別手当の申請はお早めに！ 

・ＤＶ被害者への定額給付金等相当額支援金について 

・赤い羽根共同募金運動へのご協力をお願いします 

・平成２１年度南丹市戦没者追悼式のお知らせ 

・南丹掘り出しものマーケットの出店者を募集します 

・園部八木線のバスをご利用ください！ 

・環境課からのお知らせ 

【 裏 】 ・日吉町生涯学習センター「遊youひよし」からのお知らせ 

・スポーツ・フォア・オールからのお知らせ 

・～こだわりの逸品大集合～“Made in KODAWARI”南丹創作展2009 

・オータムジャンボ宝くじ発売 

・平成２２年度聖家族幼稚園の園児を募集します 

・京都医療科学大学 『公開講座・学園祭』 同時開催のご案内 

・平成２１年度南丹・京丹波林業振興展を開催します 

・全国労働衛生週間のご案内 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

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

【 表 】 ・生産緑地地区指定の個別相談会および申請受付について 

・ビーチボールを楽しもう！ 

・平成２２年度児童福祉週間の標語を募集します 

・多重債務無料法律相談のご案内 

・八木公民館講座「人権ビデオ鑑賞会」の受講者を募集します 

・氷室の郷特製「巻き寿司・さば寿司作り講習会」を開催します 

・＜○○地域版お知らせ＞� 

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



膠原病膠原病膠原病膠原病

こうげんびょう

個別相談個別相談個別相談個別相談のごのごのごのご案内案内案内案内    

  

膠原病は、適切な治療を受け、うまくつきあうことが大切です。病気や治療につ

いて心配ごとのある方は、お気軽にご相談ください。 

●日時日時日時日時 １１月４日（水）午後１時３０分～４時３０分 ●場所場所場所場所 京都府亀岡総合庁舎 

●対象対象対象対象 膠原病で療養中の方。または、次の気になる症状がある方 

・皮膚が日光にあたると過敏になる、発疹ができる、皮膚が硬くなりつまみにくいなど 

・手指がこわばる、指先が冷えると痛む、普段している動作なのに力が入りにくいなど 

●担当医担当医担当医担当医 京都第二赤十字病院 代謝・内分泌・腎臓内科 井上 衛 医師 

●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 

神吉花火交流会神吉花火交流会神吉花火交流会神吉花火交流会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    

 

障がいのある人もない人も、子どももお年寄りも、みんなで神吉の澄みきった秋の夜

空に咲く花火を楽しもう！みんなで「カレー」を作って食べましょう！！ 

●日時日時日時日時 １０月１４日（水）午後５時～７時３０分 

●場所場所場所場所 神吉小学校（障がい者用トイレあり） ●参加費参加費参加費参加費 １００円 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １０月７日（水）までに氏名、住所、電話番号を下記申込・問合せ先に電

話でご連絡の上、お申し込みください。送迎が必要な方はご相談ください。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市社会福祉協議会 TEL（0771）72-0950 

南丹市南丹市南丹市南丹市やぎやぎやぎやぎ・・・・ふれあいふくしまつりふれあいふくしまつりふれあいふくしまつりふれあいふくしまつり健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり大会大会大会大会    

 

ご自身の健康づくりを考えるきっかけにしませんか？皆さんの参加をお待ちしています。 

●日時日時日時日時 １０月１７日（土）午前１０時～午後３時３０分  

●場所場所場所場所 八木農村環境公園「氷室の郷」 

●内容内容内容内容 ・健康クラブによる体力測定で、あなたの体力年齢を判定 

・保健師による血圧測定・健康相談 

・拡大鏡で自分の肌状態を見る。簡単な機器で脳年齢をチェック 

    ・八木支部食生活改善推進員（くるみの会）による、食生活に係る啓発・試食 

・Nantan健歩会が中心になってのウオーキング 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

１０１０１０１０月月月月はははは「「「「骨髄骨髄骨髄骨髄バンクバンクバンクバンク推進月間推進月間推進月間推進月間」」」」ですですですです    

 

白血病、再生不良性貧血、先天性免疫不全症候群などの血液難病は、以前は有効な治

療法が無く治りにくい病気でしたが、骨髄移植により健康を取り戻せるようになりまし

た。骨髄移植を成功させるためには、患者さんと骨髄提供者（ドナー）の白血球の型(Ｈ

ＬＡ型)が一致する必要があります。平成２０年１月にドナー登録者は全国で目標の３０

万人に達しましたが、健康状態などで提供できないケースもあり、実際に移植できたの

は６０％弱の状況です。１人でも多くの患者さんに１日も早くドナーが見つかるよう、

多くの方々に骨髄バンクに登録し、ドナーとなっていただくようご協力をお願いします。 

●ドナードナードナードナー登録登録登録登録のののの方法方法方法方法 献血会場で登録に関する説明後、採血させていただきます。 

ドナー登録は約２ｍｌの採血でできます。 

●ドナードナードナードナー登録登録登録登録できるできるできるできる方方方方 ・年齢が１８歳～５４歳までの健康な方 

・骨髄提供の内容を十分に理解している方 

・ドナー登録について、家族の同意を得ている方 

※骨髄提供時に必要です。 

・体重が男性４５ｋｇ以上、女性４０ｋｇ以上の方 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ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    

 

高齢者を対象に季節性インフルエンザの予防接種を公費（一部個人負担）で実施します。 

※※※※新型新型新型新型インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザのののの予防接種予防接種予防接種予防接種ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。    

●対象者対象者対象者対象者 南丹市民の方で、次の①、②のどちらかに当てはまる方 

 ①６５歳以上の接種希望者（接種日に６５歳以上の方） 

 ②６０歳以上６５歳未満で、「心臓・じん臓・呼吸器の機能」または「ヒト免疫不

全ウイルスによる免疫の機能」に日常生活に支障をきたす程度の障がいを有す

る方で、接種を希望される方（障害者手帳または医師の診断書が必要です） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 南丹市内の実施協力医療機関（下表参照）へ直接お申し込みください。 

※申し込みは、各医療機関の診察時間内にお願いします。 

●申込期間申込期間申込期間申込期間 １０月１日（木）～１２月２２日（火） 

※特別な事情（市外の医院にて病気の管理中であるなど）により下表の実施協力医

療機関以外での接種を希望される方は、公費での接種を受けていただけない医療

機関がありますので、健康課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 １０月１３日（火）～１２月２８日（月） 

※ワクチンの供給状況により、多少の期間変更が生じることがあります。 

※診療日は医療機関により異なりますので、必ず医療機関にお問い合わせください。 

●個人負担金個人負担金個人負担金個人負担金 １，０００円（年度内１回の接種を、自己負担金１，０００円で実施） 

※生活保護の方は払い戻しがありますので、健康課または各支所健康福祉課に領収

書を添えて申請してください。 

●実施医療機関実施医療機関実施医療機関実施医療機関（順不同） 

園部町 

石川耳鼻咽喉科医院、川西診療所、げんの耳鼻咽喉科、園部丹医会病院、高屋こども

診療所、冨井内科医院、仁丹医院、広野医院、南八田診療所、吉田小児科内科医院 

八木町 坂井内科医院、山田医院、きむら診療所、公立南丹病院 

日吉町 

吉田医院、胡麻佐野診療所、藤岡五ヶ荘診療所、藤岡五ヶ荘第二診療所、明治国際医

療大学附属病院 

美山町 美山診療所、美山林健センター診療所、宮島診療所、大萱医院美山町分院 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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１０月１日～１０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  

～１０月新刊のご案内～ 

    

１０１０１０１０月月月月１１１１日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

３日（土） 7時・9時・12時・ ― ・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

第３回平成21 年南丹市議会９月定例会③ 

    

１０１０１０１０月月月月３３３３日日日日【【【【土土土土】】】】14141414時時時時～～～～            再放送 ５日【月】18時 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

週刊ニュース もぎたて☆テレビ 

    

１０１０１０１０月月月月３３３３日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

４日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

５日（月） 7時・9時・12時・15時・ ― ・ ― ・22時  

６日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

殿田中学校 体育祭 

    

１０１０１０１０月月月月３３３３日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

４日（日） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

５日（月） 7時半・9時半・12時半・15時半・ ―  ・ 

― ・22時半  

６日（火） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

 

 

「鶴ヶ岡小学校 運動会」 

「八木小学校 運動会」 

    

１０１０１０１０月月月月６６６６日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

７日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

８日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

月イチきょうと府 

京都府の主要な施策や話題をお送りする情報番組 

    

１０１０１０１０月月月月８８８８日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

９日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１０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 

    

１０１０１０１０月月月月１０１０１０１０日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１１日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１２日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１３日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

 

****************************************************** 

★ 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   

情報センターホームページをご覧ください。 

★ 南丹市情報センターのホームページ なんたんなんたんなんたんなんたんネッネッネッネッ

トワークトワークトワークトワーク    で一週間のニュースがご覧になれます。 

http://www.cans.ne.jp/ なんたんネットワーク 

 

 

「富本小学校 運動会」 

｢吉富小学校 運動会｣ 

    

１０１０１０１０月月月月１０１０１０１０日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

１１日（日）  7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

１２日（月）  7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

１３日（火）  7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

｢殿田小学校 運動会｣ 

｢摩気小学校 運動会｣ 

    

１０１０１０１０月月月月１３１３１３１３日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１４日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１５日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

テレビ週報 

（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 

******************************************************

★第２回南丹市民映像コンクールを開催します。募集

期間は１０月1日から１１月３０日まで。テーマは「私

の宝物」。あなたの宝物を映像作品として応募しません

か？詳しくは南丹市情報センターまで。 



南丹掘南丹掘南丹掘南丹掘りりりり出出出出しものしものしものしものマーケットマーケットマーケットマーケットのののの出店者出店者出店者出店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    

 

この秋に開催する南丹ものづくりの祭典の催しの一つとして行う、南丹掘り出し

ものマーケットの出店者を募集します。奮ってご参加ください。 

●日時日時日時日時 １０月３１日（土）午前１０時～午後４時 ●場所場所場所場所 京都新光悦村 

●出店資格出店資格出店資格出店資格 代表者が南丹市在住、在勤、在学で１８歳以上の個人またはグループ 

●禁止事項禁止事項禁止事項禁止事項 飲食物のほか、法律で販売が禁止・規制されているもの、公序良俗に

反するものなどの販売は禁止します。また、業者の出店についてもお断りします。

（出店後でも主催者の判断により退店いただく場合があります） 

●出店料出店料出店料出店料などなどなどなど １ブース５００円（約２ｍ×２ｍの手荷物ブース、予定数８０区画） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １０月１６日（金）までに下記申込・問合せ先に申込書を郵送、ＦＡＸで

送付してください。申込書、要項は下記申込・問合せ先に電話で請求して

ください。（予定数を満たし次第、締め切り） 

 

◇問合せ先 南丹ものづくりの祭典企画調整部会（企画推進課内） 

TEL（0771）68-0003 FAX（0771）63-0653 

赤赤赤赤いいいい羽根共同募金運羽根共同募金運羽根共同募金運羽根共同募金運動動動動へのごへのごへのごへの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    

  
 皆さんのご理解、ご協力に支えられ、共同募金運動は今年で６３回目を迎えます。集

められた募金はいったん全額京都府共同募金会へ送金し、その約７０％は次年度に各市

町村に還元されることになります。南丹市共同募金会では還元された募金を下記の事業

に使わせていただいています。今年も１０月１日から１２月３１日まで全国一斉に実施

する赤い羽根共同募金運動への皆さんのご協力をお願いします。 

●南丹市南丹市南丹市南丹市のののの募金募金募金募金のののの使途使途使途使途 子どもの健全育成を支援する事業、児童生徒福祉教育活動

事業、ボランティア活動支援事業、福祉団体活動支援、災害等準備金など 

 

◇問合せ先 社会福祉課 TEL（0771）68-0007 

南丹市社会福祉協議会 TEL（0771）72-3220 

園部八木線園部八木線園部八木線園部八木線ののののバスバスバスバスをごをごをごをご利用利用利用利用くださいくださいくださいください！！！！    

 

昨年１０月１日から園部八木線の再試験運行を行っていましたが、引き続きバス

運行を行うこととなりました。直接、南丹病院への乗り入れを行っていますので、

通院などにご利用ください。 

●園部八木線時刻表園部八木線時刻表園部八木線時刻表園部八木線時刻表 ※土、日、祝日運休  

停留所名 発車時刻 停留所名 発車時刻 

園部駅西口 8：05 13：22 南丹病院 11：04 15：08 

吉富 8：10 13：27 国道八木 11：04 15：08 

美里 8：12 13：29 八木大堰橋 11：07 15：11 

新庄橋 8：14 13：31 勤労者福祉会館前 11：08 15：12 

室橋 8：16 13：33 ふないの里口 11：09 15：13 

諸畑 8：18 13：35 北廣瀬 11：10 15：14 

日置 8：20 13：37 池上 11：11 15：15 

氷室の郷 8：22 13：39 野条 11：12 15：16 

野条 8：24 13：41 氷室の郷 11：14 15：18 

池上 8：25 13：42 日置 11：16 15：20 

北廣瀬 8：26 13：43 諸畑 11：18 15：22 

ふないの里口 8：27 13：44 室橋 11：20 15：24 

勤労者福祉会館前 8：28 13：45 新庄橋 11：22 15：26 

八木大堰橋 8：29 13：46 美里 11：24 15：28 

国道八木 8：31 13：48 吉富 11：26 15：30 

南丹病院 8：31 13：48 

 

園部駅西口 11：31 15：35 

●運賃運賃運賃運賃 園部駅西口～南丹病院（２７０円） 

 

◇問合せ先 企画推進課 交通対策係 TEL（0771）68-0003 

平成平成平成平成２１２１２１２１年度南丹市戦年度南丹市戦年度南丹市戦年度南丹市戦没者追悼式没者追悼式没者追悼式没者追悼式のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

    
先の大戦で尊い命を失われた数多くの戦没者の方々に追悼の誠をささげ、遺族を慰謝、

激励するとともに、世界の恒久平和と郷土の豊かで活力ある発展を願い、戦没者追悼式

を挙行します。なお、会場の都合上、参列者は南丹市遺族の内、各町遺族会より代表者

の方（４５０人）にご参列いただきます。ご遺族の皆さんにはご理解いただきますよう

お願いします。参列者のとりまとめについては、各町遺族会でお世話になります。 

●日時日時日時日時 １０月１５日（木）午前１０時開式 ●場所場所場所場所 スプリングスひよし体育館 

 

◇問合せ先 社会福祉課 TEL（0771）68-0007 

定額給付金定額給付金定額給付金定額給付金・・・・子育子育子育子育てててて応援特別手当応援特別手当応援特別手当応援特別手当のののの申請申請申請申請はおはおはおはお早早早早めにめにめにめに！！！！    

 

南丹市における定額給付金・子育て応援特別手当の申請受付期間は、４月１０日

から１０月１３日までとなっています。９月１日現在で９８％の申請書を受け付け

ましたが、まだ申請書の提出がお済みでない方は、お早めに提出してください。 

１０月１４日以降に申請書を提出されても、定額給付金・子育て応援特別手当は

給付できませんのでご注意ください。 

 

◇問合せ先 定額給付金・子育て応援特別手当事業実施本部 TEL（0771）68-0066 

ＤＶＤＶＤＶＤＶ被害者被害者被害者被害者へのへのへのへの定額給付金等相当額支援金定額給付金等相当額支援金定額給付金等相当額支援金定額給付金等相当額支援金についてについてについてについて    

    

ＤＶ被害により定額給付金や子育て応援特別手当を受け取ることができない方を

対象に、生活・子育て支援を目的に南丹市が相当額を支給します。 

●対象対象対象対象 平成２１年２月１日（以下「基準日」）時点で、南丹市に住民票があるか、同時

点で南丹市に居住の実態があり現在も居住している人で、保護命令の決定通知

書の写し、または婦人相談所などの公的機関が発行する証明書が提出できる方。

（ただし、他市区町村において、ＤＶの被害による定額給付金相当額および子

育て応援特別手当相当額をすでに受給している方は除く） 

●給付額給付額給付額給付額 ①定額給付金相当額：１人 １２，０００円。※ただし、昭和１９年２月

２日以前に出生した方および平成２年２月２日以降に出生した方（基準日

時点で６５歳以上・１８歳以下の方）は２０，０００円 

②子育て応援特別手当相当額：１人 ３６，０００円（第２子以降の幼児

教育期の児童で、子育て応援特別手当事業の対象となる場合） 

●必要書類必要書類必要書類必要書類  

①申請者・受給者の本人確認書類：運転免許証、各種健康保険被保険者証などの写し 

②同伴家族がいる場合、同伴者全員を確認できる書類：各種健康保険被保険者証、児童

扶養手当証書、母子手帳などの写し 

③基準日時点において、ＤＶ被害者であることを確認できる書類：地方裁判所が発行する

保護命令の決定通知書の写し、婦人相談所などが発行する相談証明書または入所証明など 

④基準日時点において、住民票と異なる住所に居住していたことを確認できる書類：住

居の賃貸借契約書の写し、その他住所確認ができる証明書 

⑤振込先の金融機関の口座を確認できる書類：預金通帳の写し 

●申請方法申請方法申請方法申請方法 子育て支援課に連絡してください。対象となるかを確認の上、申請書

などをお渡しします。 

●申請期間申請期間申請期間申請期間 １０月１日（木）～１１月３０日（月）（郵送の場合は当日消印有効） 

 

◇申請・問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

環境課環境課環境課環境課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    

 

＜ご存じですか？廃棄物の野焼き禁止！！＞ 

 野焼きやごみの焼却に対して、「悪臭がする」「煙で窓が開けられない」などの苦情が、

市へ多数寄せられています。野焼きは、焼却の過程でダイオキシンなどの有害物質が発

生し、健康への影響が心配されます。家庭（事業所）から出るごみを地面に掘った穴や

田畑、ドラム缶などで焼却処理する行為は、一部の例外（風俗習慣上の行事、農作業な

どやむを得ない場合）を除き、法律により禁止されています。ごみは、分別して指定ご

み収集袋に入れ、収集日当日の朝８時３０分までに集積場へ出してください。環境にや

さしいまちづくりにご協力をお願いします。 

 

＜許しません！不法投棄は犯罪です！～市民みんなで不法投棄を根絶しましょう～＞ 

 ペットボトルや空き缶のポイ捨て、粗大ごみや家電製品など、廃棄物の不法投棄は、

私たちの生活環境の破壊につながり、法律で禁止されています。不法投棄行為は重大な

犯罪です。不法投棄は、「しない」、「させない」、「許さない」という意識が大切です。快

適で安全な生活環境を保全するために市民の皆さんのご協力をお願いします。 

 

◇問合せ先 環境課 TEL（0771）68-0015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第８９号（３の２）平成２１年９月２５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●日時日時日時日時 １０１０１０１０月３１３１３１３１日（土）、１１１１１１１１月１１１１日（日） ●会場会場会場会場 京都新光悦村、京都伝統工芸大学校、南丹市立文化博物館 
                                        今年今年今年今年のののの秋秋秋秋はもりだくさんはもりだくさんはもりだくさんはもりだくさん    全国全国全国全国にににに発信発信発信発信    南丹市南丹市南丹市南丹市ものづくりのものづくりのものづくりのものづくりの力力力力            

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



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＞ 

●日時日時日時日時 １０月１８日（日）午前９時～ ●場所場所場所場所 パターゴルフ場 ●定員定員定員定員 ５０人 

●対象対象対象対象者者者者 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 

●内容内容内容内容 １８ホールにより実施 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １０月１日（木）～１４日（水）の間に、はがき、ＦＡＸで住所、氏

名、年齢、電話番号を下記申込・問合せ先にご連絡の上、お申し込みください。 

＜グラウンド・ゴルフのつどい＞ 

●日時日時日時日時 １０月２日（月例会）、９日、１６日、２３日、３０日（各金曜日）午前９時～正午 

●場所場所場所場所 球技場 ●参加料参加料参加料参加料 ２００円（当日徴収） 

＜スポーツを楽しもう＞ 

●日時日時日時日時 １０月１３日（火）（毎月第２火曜日、当日受付） ●場所場所場所場所 体育館 

●内容内容内容内容 午前９時～卓球を楽しもう（自由に卓球を楽しんでいただく、３００円）    

    午後１時３０分～障害者スポーツのつどい（卓球バレーなど、無料） 

    午後６時～スポーツの夕べ（卓球、バドミントン、テニスなど、３００円） 

 

◇申込・問合せ先 丹波自然運動公園 TEL（0771）82-0560 FAX（0771）82-0480 

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    『『『『公開講座公開講座公開講座公開講座・・・・学園祭学園祭学園祭学園祭』』』』    同時開催同時開催同時開催同時開催のごのごのごのご案内案内案内案内    

      

＜公開講座＞  

●日時日時日時日時 １０月１０日（土）午後１時３０分～２時（開場：午後１時） 

●場所場所場所場所 京都医療科学大学 本館５階 多目的ホール 

●参加費参加費参加費参加費 無料 ●そのそのそのその他他他他 定員なし、申し込み不要ですので自由に参加ください。 

●講演内容講演内容講演内容講演内容 「世界最強の光を用いて”がん”や”原子”を見る」 

       講師 京都医療科学大学  教授 岡本篤彦 

※当日は、学内の最新医療機器を自由に見学していただけます。 

＜学園祭『秋桜祭』同時開催（午前１０時～午後５時）＞ 

●内容内容内容内容 園部第二小学校ＰＴＡ親子太鼓サークルによる『小山太鼓』、ゲートボ－ル大会、学

生による化学実験教室、ベンチプレス体験、模擬店（豚汁、綿菓子、フランクフルトなど） 

●主催主催主催主催 京都医療科学大学 地域連携委員会、学園祭実行委員会（学生会） 

 

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

日吉町生涯学習日吉町生涯学習日吉町生涯学習日吉町生涯学習センターセンターセンターセンター「「「「遊遊遊遊youyouyouyouひよしひよしひよしひよし」」」」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    

 

＜いきいきストレッチ教室の受講生を募集します＞ 

運動がおっくうになっていませんか。楽しく運動して体力づくりや健康維持を図りましょう。 

●日時日時日時日時 １０月１０日（土）～１１月２１日（土）の各土曜日（10月 24日、31日

を除く、全５回）午前１０時３０分～１１時３０分 

●場所場所場所場所 日吉町生涯学習センター「遊youひよし」ホール ●受講料受講料受講料受講料 ２，０００円 

●内容内容内容内容  ストレッチ体操（初級） ●指導者指導者指導者指導者  森嶋由枝 氏 ●服装服装服装服装  運動しやすい服装 

●対象者対象者対象者対象者 南丹市内在住、在勤、在学の方を優先。（先着５０人）  

●持持持持ちちちち物物物物  シューズ、バスタオル、お茶 ●申込期限申込期限申込期限申込期限 １０月６日（火） 

＜日吉町生涯学習センター郷土料理教室の受講生を募集します＞ 

郷土の食材を生かした郷土料理を学び、相互に交流を深める機会としてぜひご参加ください。 

●日時日時日時日時 第１回：１０月２８日（水）、第２回：１１月１０日（火）午後１時３０分～４時 

●場所場所場所場所 日吉町生涯学習センター「遊youひよし」調理実習室 

●内容内容内容内容  郷土料理教室（第１回：栗おこわ、第２回：巻き寿司） 

●指導者指導者指導者指導者 農事組合法人大向営農組合加工部のみなさん 

●受講料受講料受講料受講料などなどなどなど 受講料：５００円（全２回分）、材料費：１回１，０００円 

●服装服装服装服装  調理ができる服装 ●持持持持ちちちち物物物物 エプロン、三角巾、タッパー（持ち帰り用） 

●対象者対象者対象者対象者 南丹市内在住、在勤、在学の方を優先。（先着１２人） 

●申込期限申込期限申込期限申込期限 １０月１６日（金） 

＜日吉町生涯学習センター寄せ植え教室の受講生を募集します＞ 

●日時日時日時日時 第１回：１１月８日（日）、第２回：１２月１３日（日）午後１時３０分～３時３０分 

●場所場所場所場所 日吉町生涯学習センター「遊youひよし」正面通路 

●内容内容内容内容  寄せ植え教室（第１回：秋向け寄せ植え、第２回：迎春用寄せ植え） 

●受講料受講料受講料受講料などなどなどなど 受講料：５００円（全２回分）、材料代：１回３，０００円（花苗、

土、鉢代などの実費） 

●指導者指導者指導者指導者 湯浅種苗園 湯浅勝敏 氏 ●服装服装服装服装  屋外で作業ができる服装 

●持持持持ちちちち物物物物 手ふき用タオル、移植ごて、ゴム手袋、鉢（お持ちの方のみ） 

●対象者対象者対象者対象者 南丹市内在住、在勤、在学の方を優先。（先着３０人） 

●申込期限申込期限申込期限申込期限 １０月６日（火） 

＜共通事項：申込方法＞  

各申込期限までに下記申込・問合せ先に来館、電話、ＦＡＸで氏名、住所、電話

番号、年齢（ｽﾄﾚｯﾁ教室のみ）をご連絡の上、お申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 日吉町生涯学習センター「遊youひよし」 

 TEL（0771）72-3300 FAX（0771）72-3311 

全国労働衛生週間全国労働衛生週間全国労働衛生週間全国労働衛生週間のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

 １０月１日（木）～７日（水）の間、事業場における労働衛生意識の高揚を図り、

自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることを目的に、全国労働衛生週間を

実施します。この機会にぜひ、労働環境や健康について見つめ直してください。 

●スローガンスローガンスローガンスローガン 「トップが決意 みんながつくる 心の健康・明るい職場」 

 

◇問合せ先 京都府商工労働観光部労政課 TEL 075-414-5085 

オータムジャンボオータムジャンボオータムジャンボオータムジャンボ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 ９月２８日（月）～１０月１６日（金） ●抽選日抽選日抽選日抽選日 １０月２３日（金） 

●当選金当選金当選金当選金 １等：1億5,000万円×13本（前後賞2,500万円）、２等：1,000万円×130本 

※この宝くじの収益金は市町村の明るいまちづくりや環境対策、高齢化対策など地

域住民の福祉向上のために使われます。 

 

◇問合せ先 財団法人京都府市町村振興協会 TEL 075-411-0200 

～～～～こだわりのこだわりのこだわりのこだわりの逸品大集合逸品大集合逸品大集合逸品大集合～～～～““““Made in KODAWARIMade in KODAWARIMade in KODAWARIMade in KODAWARI””””南丹創作展南丹創作展南丹創作展南丹創作展2009200920092009    

 

南丹地域（亀岡市・南丹市・京丹波町）の活性化を目的として、当地域内の手作

り品や個性ある新商品など“こだわりのものづくり”を行っている事業者が一堂に

会する展示即売会です。京都府南丹広域振興局と連携し、南丹ビジネス・コラボレ

ーションの成果発表会も同時開催します。 

●日時日時日時日時 １０月２４日（土）午前１０時～午後５時 ●入場料入場料入場料入場料 無料 

●場所場所場所場所 ガレリアかめおか １Ｆ コンベンションビューロ  

 

◇問合せ先 南丹地域商工会・商工会議所広域連携協議会・南丹地域ビジネスサポートセンター 

TEL（0771）24-3736 

平成平成平成平成２１２１２１２１年度南丹年度南丹年度南丹年度南丹・・・・京丹波林業振興展京丹波林業振興展京丹波林業振興展京丹波林業振興展をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

盛りだくさんのイベントを用意しています。ご家族おそろいでお越しください。 

＜府内産材もくもくコンクール作品展示＞ 

 ●日時日時日時日時 １０月３日（土）～４日（日）午前８時～午後３時 

 ●場所場所場所場所 道の駅「丹波マーケス」ふれあいホール（京丹波町須知） 

＜丸太素材優良品の審査会＞ 

 ●日時日時日時日時 １０月１９日（月）午後１時～ ●場所場所場所場所 （株）八木木材市場 

＜丸太素材優良品の表彰と記念市＞ 

 ●日時日時日時日時 １０月２０日（火）午前９時～ ●場所場所場所場所 （株）八木木材市場 

＜ひよし水の杜フェスタ（併催）＞ 

 ●日時日時日時日時 １０月２５日（日）午前１０時～ ●場所場所場所場所 ひよしスプリングスパーク 

 ●内容内容内容内容 府内産材もくもくコンクール表彰式、木工教室など 

＜共通事項＞ ●主催主催主催主催 南丹・京丹波林業振興展実行委員会 ●後援後援後援後援 南丹市 

 

◇問合せ先 「南丹・京丹波林業振興展実行委員会」事務局（株）八木木材市場 TEL（0771）42-2225 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度聖家族幼稚園聖家族幼稚園聖家族幼稚園聖家族幼稚園のののの園児園児園児園児をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

●募集人員募集人員募集人員募集人員 満３歳児（平成１９年４月２日以降生まれで、満３歳の誕生日以降随時入園可） 

３年保育 ３０人（平成18年4月2日～平成19年4月1日生） 

      ２年保育 １０人（平成17年4月2日～平成18年4月1日生） 

      １年保育 若干名（転園、その他ご希望に応じて） 

●出願期間出願期間出願期間出願期間（（（（満満満満３３３３歳児歳児歳児歳児をををを除除除除くくくく）））） １０月３０日（金）まで 午前１０時～午後４時 

●出願手続出願手続出願手続出願手続 本園所定の願書に記入し提出してください。※案内・願書は園にあります。 

●教育費助成金教育費助成金教育費助成金教育費助成金 ・京都府と南丹市から補助金があります。（南丹市の補助金は園児

に小学１年～３年生までの兄姉がいる場合、補助金が増えます） 

        ・兄弟姉妹同時在園の場合は、下のお子さんの保育料が半額にな

る減免制度があります。 

●未就園事業未就園事業未就園事業未就園事業 毎月１回の園庭開放日や天使の集い（親子自由通園し、同年齢のお子さ

んとの触れ合い）、毎週火曜日には、つぼみくらぶ（親子保育）などをしています。 

 

◇問合せ先 聖カタリナ学園 聖家族幼稚園 TEL（0771）62-1674 

スポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・フォアフォアフォアフォア・・・・オールオールオールオール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    

 

＜第２回スポーツ・フォア・オール杯グラウンド・ゴルフ大会の参加者を募集します＞ 

●日時日時日時日時 １１月５日（木）（小雨決行）受付：午後０時３０分～、競技開始：午後１時 

●場所場所場所場所 大堰川緑地公園 ●参加料参加料参加料参加料 ３００円（当日徴収） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １０月２０日（火）までに下記申込・問合せ先に電話、ＦＡＸ、直接

来館してお申し込みください。 

●後援後援後援後援 南丹市、南丹市教育委員会、南丹市体育協会、京都新聞社（申請中） 

＜お花教室の参加者を募集します＞ 

お花教室を下記のとおり開催します。皆さんの参加をお待ちしています。 

日程 時間 場所 内容 

１０月２１日（水） ハロウィンのアレンジ 

１１月２５日（水） クリスマスのアレンジ 

１２月２３日（水） 

午前１０時～ 

スポーツ・フォア・

オール 

お正月用のアレンジ 

●受講料受講料受講料受講料 １回２，５００円（ただし、お正月用のアレンジは３，５００円）            

●そのそのそのその他他他他 花バサミをお持ちの方は、ご持参ください。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 開催日の１週間前までに下記申込・問合せ先に電話でお申し込みください。 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



生産緑地地区指定生産緑地地区指定生産緑地地区指定生産緑地地区指定のののの個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会およびおよびおよびおよび申請受付申請受付申請受付申請受付についてについてについてについて    

 

地区 日時 場所 

１０月８日（木）午後６時～９時 

１０月１９日（月）午後６時～９時 

南丹市役所２号庁舎 ２階 都市計画課 

園部 

１０月２５日（日）午前９時～午後５時 南丹市役所２号庁舎 １階 １０１会議室 

１０月１３日（火）午前９時～午後５時 

１０月１５日（木）午後６時～９時 

１０月１８日（日）午前９時～午後５時 

１０月２６日（月）午後６時～９時 

八木 

１０月３０日（金）午前９時～午後５時 

南丹市役所八木支所 １階 市民ルーム  

※都市計画課での平日昼間の相談は随時行います。 

※居住地に関わらず、上記のどの相談会に来られても結構です。 

●対象指定地区対象指定地区対象指定地区対象指定地区 市街化区域内（園部町市街地、八木町市街地）の「営農農地」 

●生産緑地地区生産緑地地区生産緑地地区生産緑地地区とはとはとはとは 市街化区域内（園部町市街地、八木町市街地）の「営農農地」に

おいて、保全する「農地」として指定することにより、都市の緑地機能などを確保す

るものです。平成１８年に４町が合併し、南丹市が誕生しましたが、「生産緑地地区の

指定」は、市発足から５年以内に施行する必要があり、現在、平成２２年度をめどに

都市計画制度の一つである生産緑地地区指定手続きを進めています。生産緑地地区内

の農地は、農地として管理することが義務づけられ農地以外の利用ができません。生

産緑地地区内の農地は農地課税となります。生産緑地地区指定後３０年を経過したと

き、または、主たる農業従事者の死亡などにより、農業に従事することが不可能な状

態になり、農業などの継続ができなくなったときは、市長に対し買取りの申出ができ

ます。よって、生産緑地地区の廃止は、土地所有者の都合で行うことはできません。

生産緑地地区の指定に際しては、土地所有者などが申請された後、指定要件に合致す

る農地が生産緑地として指定されます。所有している農地を生産緑地にしない場合は、

これまでどおり宅地への転用や農地としても利用でき、特に手続きなども不要です。 

＜生産緑地地区指定申請＞ 

●申請受付期間申請受付期間申請受付期間申請受付期間 １０月１日（木）～１１月３０日（月） 

●申請受付時間申請受付時間申請受付時間申請受付時間 午前９時～午後５時（正午～午後１時を除く）※土、日、祝日を除く 

●申請受付場所申請受付場所申請受付場所申請受付場所 南丹市役所２号庁舎 ２階 都市計画課 

※八木支所では個別相談会の日を含め、申請の受け付けは行いません。 

※申請書類などは、都市計画課に備え付けるとともに、南丹市ホームページ「各種

申請書ダウンロード」に掲載しています。 

 

◇問合せ先 （生産緑地地区に関すること） 都市計画課 計画・指導係 TEL（0771）68-0052 

（農地に関すること） 農業委員会 TEL（0771）68-0067 

（税に関すること） 税務課 資産税係 TEL（0771）68-0004 

ビーチボールビーチボールビーチボールビーチボールをををを楽楽楽楽しもうしもうしもうしもう！！！！    

 

生涯スポーツの普及と振興を目的にビーチボール教室や市民交流大会を開催します。

ビーチボールは、１チーム４人の２つのチームがバドミントンコートでネット越しにビ

ーチボールをボレーで打ち合い、１セット９点を早く得点することを競う競技です。小

学生からシニアまで年齢を問わずに誰でも簡単にできるニュースポーツです。ぜひ、ス

ポーツの秋に気持ちのよい汗を流し、ビーチボールをお楽しみください。 

＜ビーチボール教室＞ 

日時 １０月２日（金）午後８時～１０時 

第1回 

場所 園部第二小学校体育館、八木小学校体育館、日吉ユースホール、宮島小学校体育館 

日時 １０月１６日（金）午後８時～１０時 

第２回 

場所 園部海洋センター、八木中学校体育館、殿田小学校体育館、美山中学校体育館 

●対象対象対象対象 小学生以上（経験不問、未経験者・初心者歓迎） ●参加料参加料参加料参加料 無料 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 事前申し込み不要。当日、会場へお越しください。 

●そのそのそのその他他他他 体育館シューズをご持参ください。水分補給は各自で行ってください。

＜第２回南丹市民ビーチボール交流大会＞ 

●日時日時日時日時 １０月２５日（日）午前９時～正午 ●場所場所場所場所 園部海洋センター 

●参加資格参加資格参加資格参加資格 小学生以上 ●参加料参加料参加料参加料 無料 

●チームチームチームチーム編成編成編成編成 ４人以上６人以下で編成してください。性別、年齢の構成は問いません。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 社会教育課、八木公民館、日吉町生涯学習センター、市役所美山支所に備

え付けの申込用紙に必要事項を記入の上、１０月２２日（木）午後５時までにお申し

込みください。社会教育課のみ電話、ＦＡＸでの申し込みも受け付けます。 

●そのそのそのその他他他他 組み合わせは、参加状況により主催者が行います。体育館シューズをご

持参ください。水分補給は各自で行ってください。 

●主催主催主催主催 南丹市教育委員会 ●主管主管主管主管 南丹市体育指導委員会 

 

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

平成平成平成平成２２２２２２２２年度児童福祉週間年度児童福祉週間年度児童福祉週間年度児童福祉週間のののの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    

 

毎年５月５日の「こどもの日」から１週間を「児童福祉週間」と定めて、児童福

祉の理念の普及・啓発のための各行事を行っています。平成２２年度の児童福祉週

間に向けて、その象徴となる標語を募集します。詳細は、（財）こども未来財団のホ

ームページhttp://www.kodomomiraizaidan.or.jp/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。 

●募集期限募集期限募集期限募集期限 １０月１５日（木）まで 

●募集内容募集内容募集内容募集内容 元気で頑張る子どもたちを応援する標語や未来に向けての子どもたち

からのメッセージとなる標語 

●主催主催主催主催 厚生労働省、（社福）全国社会福祉協議会、（財）こども未来財団 

 

◇問合せ先 （財）こども未来財団調査研究部 TEL 03-6402-4825 

子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

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。秘密厳守。相談無料。 

●日時日時日時日時 １０月１３日（火）、２７日（火）午後４時～７時 ●場所場所場所場所 園部公民館  

●予約予約予約予約 開催日前日までに下記申込・問合せ先に電話でお申し込みください 

 

◇問合せ先 商工観光課 TEL（0771）68-0050 各支所産業建設課 

南丹広域振興局商工労働観光室 TEL（0771）23-4438 

氷室氷室氷室氷室のののの郷特製郷特製郷特製郷特製「「「「巻巻巻巻きききき寿司寿司寿司寿司・・・・さばさばさばさば寿司作寿司作寿司作寿司作りりりり講習会講習会講習会講習会」」」」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 １０月１０日（土）午後１時３０分～３時３０分 

●場所場所場所場所 八木農村環境公園「氷室の郷」体験室  

●講習費講習費講習費講習費 ２，５００円（鯖の時価により追加金あり） 

●持持持持ちちちち物物物物 エプロン・三角巾 ●内容 巻き寿司（２本）、鯖寿司（１本）持ち帰り 

●定員定員定員定員 １５人（定員になり次第締め切り）  

●申込方法申込方法申込方法申込方法 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 八木農村環境公園「氷室の郷」 TEL（0771）43-1128 

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「「「「人権人権人権人権ビデオビデオビデオビデオ鑑賞会鑑賞会鑑賞会鑑賞会」」」」のののの受講者受講者受講者受講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    

 

●日時日時日時日時 １０月１０日（土）午前１０時～ ●場所場所場所場所 八木公民館 

●受講対象受講対象受講対象受講対象 南丹市内在住、在勤、在学の２０歳以上の方 ●受講料受講料受講料受講料 無料 

●作品作品作品作品 『私からはじまる人権 －子どもに伝える 柴原浩嗣・宮前千雅子－ 』（上映時間 約２７分） 

●参加方法参加方法参加方法参加方法 事前登録や予約は行いません。当日直接会場にお越しください。 

 

◇問合せ先 八木公民館 TEL（0771）68-0026 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第８９号（３の３）平成２１年９月２５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


