エンジョイ
エンジョイ・
ジョイ・ゲーム（
ゲーム（ソフトバレーボール交流大会
ソフトバレーボール交流大会）
交流大会）を開催します
開催します

八木支所版お
八木支所版お知らせ
●日時
日時 ２月１４日（日）午前８時４５分～午後５時
●場所
場所 クアスポくちたん（府立口丹波勤労者福祉会館）
●内容
内容 ①混合の部（競技中２人以上女子）と②女子の部のブロック別交流大会
●参加料
参加料 ２，０００円 ●申込期間
申込期間 １月５日（火）から。定員になり次第締切。
●申込方法
申込方法 下記申込・問合せ先に来館していただくか、電話、ＦＡＸ、Ｅメール
で氏名、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 ＮＰＯ法人八木町スポーツ協会 TEL（0771）42-5484 FAX（0771）42-5684
Ｅメール fualx504@cans.zaq.ne.jp

「お花教室」
花教室」参加者募集のお
参加者募集のお知
のお知らせ
八木スポーツ・フォア・オールでは、お花教室を毎月第３水曜日に開催しています。
初めての方にも優しく、楽しい教室です。来年も教室への参加をお待ちしています。
●１
１月～３月の予定 １月２０日（水）午前１０時～新春のスイトピーアレンジ
２月１７日（水）午前１０時～おひな様アレンジ
３月１７日（水）午前１０時～フルーツのアレンジ
●申込方法
申込方法 各回 1 週間前までに電話で下記申込・問合せ先にお申し込みください。
●受講料
受講料 １回２，５００円 ●その
その他
その他 花バサミをお持ちの方は、ご持参ください。

◇申込・問合せ先 八木スポーツ・フォア・オール TEL・FAX（0771）42-5366

死生学の
死生学の第一人者 アルフォンス・
アルフォンス・デーケン先生
デーケン先生の
先生の講演会
デーケン先生は与えられた命を大切に生き、よき死と出会うために、全国各地で
流ちょうな日本語による講演活動を続けられています。笑顔とユーモアあふれる講
演会で先生と共に考えてみませんか。
●日時
日時 １月２３日（土）午後１時３０分～４時３０分
●場所
場所 ガレリアかめおか ２階 大広間
●演題
演題 「よく生き、よく笑い、よき死と出会う（予定）
」
●講師
講師 上智大学名誉教授 アルフォンス・デーケン先生
●定員
定員 約３００人（予約制、定員になり次第締切） ●費用
費用 無料
●申込方法
申込方法 １月１９日（火）までに、住所、氏名、電話番号を電話、ＦＡＸで下
記申込・問合せ先に連絡の上、お申し込みください。
●主催
主催 公立南丹病院 ●協賛
協賛 京都府南丹保健所、京都府看護協会口丹波地区

年末警戒の
年末警戒の実施について
実施について
南丹市消防団八木支団では、市民の皆様に安心して年末をお過ごしいただき、すば
らしい新年を迎えられるよう、年末警戒を実施します。市民の皆様も火の取扱いには
十分ご注意いただきますようお願いします。
●日
時 １２月２８日（月）及び２９日（火）午後８時から翌２時まで
●警戒範囲 南丹市八木町全域
◇問合せ先 南丹市消防団八木支団（事務局：八木支所地域総務課）
ＴＥＬ ４２－２３００

平成２２
平成２２年八木支団出初式
２２年八木支団出初式（
年八木支団出初式（一斉放水）
一斉放水）の実施について
実施について
南丹市消防団八木支団では、南丹市消防団出初式（１月１０日スプリングスひよし
で開催）終了後、大堰橋下流の河川敷において八木支団の出初式（一斉放水）を実施
します。勇壮な放水を是非ご覧下さい。またこの日は、腕用ポンプと呼ばれる明治か
ら昭和の初めにかけて活躍した人力の消防ポンプによる放水も披露します。
●日
時 平成２２年１月１０日（日）午前１１時４５分頃から
（悪天候の場合は中止します）
●場
所 大堰橋下流 大堰川右岸側河川敷
◇問合せ先 南丹市消防団八木支団（事務局：八木支所地域総務課）
ＴＥＬ ４２－２３００

障害者の
障害者の自立を
自立を助ける会第
ける会第５３
会第５３回定例会
５３回定例会のお
回定例会のお知
のお知らせ
南丹市八木町で障害のある人達と支援する人達が手を取り合い一緒になって、
「障
害者が自立して生活ができる環境をつくろう」をスローガンに立ち上がった会です。
障害者の自立に向けてグループホームやケアホーム作りに頑張っています。
定例会を毎月第４土曜日に開いています。是非、お気軽にご参加下さい。
●日 時
平成２２年１月２３日（土）午前１０時～正午
●場 所
あじさい園喫茶室
◇問合せ先 障害者の自立を助ける会 代表 井上 寿代 ＴＥＬ 42－5085

やぎ手
やぎ手づくり市開催
づくり市開催のお
市開催のお知
のお知らせ
◇申込・問合せ先 南丹保健所保健室 TEL（0771）62-2979 FAX（0771）63-0609

無料労働相談のご
無料労働相談のご案内
のご案内
京都府では、解雇・賃金・労働条件などについての相談を、労使双方から無料で
受け付けています。お気軽にご相談ください。
●日時
日時 月～土曜日 午前９時～午後１時、午後２時～５時
（祝日、１２月２９日～１月３日除く）
●場所
場所 京都中小企業労働相談所（京都市南区新町通九条下る 京都テルサ東館２階）
TEL ０７５－６６１－３２５３ FAX ０７５－６９２－３４５２
●相談電話
相談電話 フリーダイヤル ０１２０－７８６－６０４(なやむろーし（労使）に）
●特別労働相談
特別労働相談（
特別労働相談（弁護士による
弁護士による労働相談
による労働相談）
労働相談） 毎月第３木曜日、午後１時～４時 ※要予約
●非正規労働
非正規労働ほっと
非正規労働ほっとライン
ほっとライン（
ライン（社会保険労務士による
社会保険労務士による労働相談
による労働相談）
労働相談）
毎週土曜日 午前９時～午後１時、午後２時～５時

気持ちを込めた温かい手づくりの品々を用意しました。
ぜひ、当日、お気軽にお越し下さい。お待ちしております。
●場 所：あじさい園（八木地域活動支援センターそよかぜ）
●日 時：平成２２年１月２３日（土） 午後 1 時～午後 4 時

◇問合せ先 障害者の自立を助ける会 代表 井上寿代 ＴＥＬ 42－5085

ぶっちゃけサロン
ぶっちゃけサロンからの
サロンからのお
からのお知らせ
思春期のお子さんをお持ちの方で、子育てについてお悩みのある方もない方も「ぶ
っちゃけておしゃべりを楽しんで、すっきりしましょう」という会です。秘密はし
っかり守ります。参加は無料ですので、お気軽に一度のぞいてみてください。ご参
加お待ちしております。
●日 時
平成２２年１月１４日（木）午前１０時～正午
●場 所
南丹市役所八木支所 ３階和室（菖蒲）

◇問合せ先 京都府労政課 TEL 075-414-5088
◇問合せ先 南丹市社会福祉協議会八木支所 ＴＥＬ ４２－５４８０

第２８回
２８回赤十字救急法救急員養成講習会のご
赤十字救急法救急員養成講習会のご案内
のご案内
不用犬・
不用犬・ねこの引
ねこの引き取りについて
●日時
日時 １月２９日（金）～３１日（日）２９日：午前１０時～午後９時、
３０日：午前９時～午後９時、３１日：午前９時～午後４時
●場所
場所 京都府立ゼミナールハウス ●定員
定員 ４０人
●講師
講師 日本赤十字社京都府支部所属 赤十字救急法指導員
●取得
取得できる
取得できる資格
できる資格 赤十字救急法基礎講習修了者、赤十字救急法救急員
●参加資格
参加資格 １５歳以上で全日程参加できる方。実技を行える健康な方
※基礎講習のみ、救急法講習のみの受講も可能。ご希望の方はお問い合わせください。
●参加費
参加費 ①宿泊参加〔２泊３日・７食付（無料送迎バス）
〕
一般：１８，０００円、学生：１７，０００円
②日帰り参加（５食付）一般・学生：１０，０００円
※いずれも日本赤十字社の教本・教材３，０００円を含む。
●講習内容 一次救命処置（心肺蘇生法・ＡＥＤの使用法・気道異物除去）
、ケガや
病気に対する処置（止血法・包帯法・固定法）
、傷病者の搬送法など、一般の方が
行える手当て全般を実技中心に行います。
●申込方法
申込方法 下記申込・問合せ先に電話またはホームページからお申し込みください。
◇申込・問合せ先 京都府立ゼミナールハウス TEL（0771）54-0216
ＵＲＬ http://kyosemi.or.jp

飼えなくなった犬やねこを放してしまうと、のら犬・のらねこになりますので、
次の日時に南丹市役所八木支所まで持ち込んで下さい。
●１月の引き取り日・・１８日（月）
午前１０
午前１０時
１０時１０分
１０分～１０時
１０時２５分
２５分まで
この時間帯に京都府保健所が来られます
●引き取り場所・・・・南丹市役所八木支所 北玄関横
＊犬または猫 ２，０００円／１頭（匹）
＊生後９０日以内の子犬または子猫は、１０頭（匹）までが２，０００円です。
犬の放し飼い禁止
・放し飼いは、他人の迷惑になり野犬になりやすいので、必ずつないで飼いまし
ょう。
・
「ふん」の後始末は、飼い主が責任を持ちましょう。

アルミ缶
アルミ缶の回収はあじさい
回収はあじさい園
はあじさい園へ
あじさい園では、アルミ缶とスチール缶の回収をしています。 缶は、そのまま
でも、潰してあっても結構です。お電話いただければ、自宅までお伺い致します。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◇問合せ先 障害者多機能支援事業所 あじさい園 ＴＥＬ ４２－５５７６

