平成２５
平成２５年度自衛官
２５年度自衛官などの
年度自衛官などの募集案内
などの募集案内

１ ●募集種目および
募集種目および試験期日
および試験期日など
試験期日など ※詳細はお問い合わせください。
募集種目
受付期間
試験期日
資格
防衛大学校 一般 9月5日～ 1次：11月9日、10日 高卒等（見込含）
歳未満の方（自
学生
(前期) 9月30日 2次：12月10日～14日 21衛官は23歳未満）
防衛医科大学校 9月5日～ 1次：11月2日、3日 高卒等（見込含）
医学科学生
9月30日 2次：12月18日～20日 21歳未満の方
防衛医科大学校 9月5日～ 1次：10月19日
高卒等（見込含）
看護学科学生
9月30日
2次：
11 月 30 日、12 月 1 日 21歳未満の方
（自衛官コース）
※自衛隊各駐屯地、各基地などにおいても案内を行っています。
◇受付・問合せ先
①自衛隊京都地方協力本部 TEL（075）211-3471
Ｅメール recruit1-kyoto@pco.mod.go.jp
ＵＲＬ http://www.mod.go.jp/pco/kyoto/
②亀岡募集案内所 TEL（0771）24-4170
③南丹市役所総務課 TEL（0771）68-0001
介護・
介護・福祉職を
福祉職を目指す
目指す方を募集します
募集します

介護・福祉事業所で５カ月間派遣職員として働きながら介護職員初任者研修（ヘ
ルパー２級相当）の資格取得などスキルアップし、直接雇用を目指します。現在、
府内の介護・福祉職場へ就職を希望する方を募集しています。まずはお問い合わせ
ください。
●対象 介護、福祉の仕事を希望し、関係資格を持たない求職中の方
（ただし「ヘルパー２級」、「介護職員初任者研修」修了者は可）
●定員 先着８０人 ●募集期限 ９月下旬
●派遣期間中の
派遣期間中の給与 資格無：時給1,000円、有資格(ヘルパー２級など)時給：1,100円
※詳細はお問合せください。
◇問合せ先 マンパワーグループ株式会社京都支店（京都府の委託先）TEL（075）241-2030
園部納税協会「
園部納税協会「無料税務相談」
無料税務相談」を開催しています
開催しています

相続・贈与など、税に関して気軽にご相談ください。
●日時 第１～４木曜日・午後１時３０分～４時３０分
※祝日は除きます。また、確定申告時および年末年始などはお休みします。
※相談時間は、１人３０分程度を予定しています。
●場所 ・第１週：亀岡商工会議所（ガレリアかめおか内）
・第２～４週：公益社団法人園部納税協会
●申込方法 相談は予約制ですので、前週の午前中までにお電話でご予約ください。
◇予約・問合せ先 公益社団法人園部納税協会 TEL（0771）62-0039
「ぽこぽこくらぶ」
ぽこぽこくらぶ」９月開催日のお
月開催日のお知
のお知らせ

親子が気軽につどい、相談できる「居場所」としてひろばを開設しています。
＜八木ひろば＞
●日時 毎週月・火・木・金曜日 午前１０時～午後３時（祝日は除く）
※昼食はご持参ください。（ランチタイム正午～午後１時）
※９月３日（火）はお休みします。
●場所 八木防災センター１階
※自家用車でお越しの場合は市役所八木支所に駐車してください。
＜八木託児付き講座「外カフェ」＞
●日時 ９月５日（木）午前１０時３０分～正午
●参加費 300円・先着７組 ●場所 八木防災センター１階
＜日吉ひろば＞
●日時 毎週月・水曜日 午前１０時～午後３時（祝日は除く）
※昼食はご持参ください。（ランチタイム正午～午後１時）
●場所 日吉興風交流センター保健相談所
＜日吉託児付き講座「外カフェ」＞
●日時 ９月２日（月）午前１０時３０分～正午
●参加費 300円・先着７組 ●場所 日吉興風交流センター保健相談所
＜美山ひろば＞
●日時 毎週木曜日 午前１０時～午後３時（祝日は除く）
※昼食はご持参ください。（ランチタイム正午～午後１時）
●場所 美山文化ホール和室
＜美山託児・ランチ付講座＞
もの作りを楽しみましょう。匠塾の方にお茶碗作りを指導いただきます。
●日時 ９月２６日（木）午前１０時３０分～午後１時
●参加費 2,000円・先着１０組 ●場所 美山文化ホール１階第１・２会議室
◇問合せ先 ＮＰＯ法人グローアップ TEL 080-3857-8119

子育てすこやか
子育てすこやかセンター
てすこやかセンター９
センター９月事業のお
月事業のお知
のお知らせ

●ふれあい広場
ふれあい広場（
広場（ゴスペルコーラスサークル「
スペルコーラスサークル「ル・スヴニー」
スヴニー」）
９月５日（木）午前１０時３０分～１１時３０分
●ママ講座
ママ講座（
講座（臨床心理士による
臨床心理士による「
による「良好な
良好な親子関係を
親子関係を築くために」
くために」）
９月１０日（火）午前１０時３０分～１１時３０分
●子育て
子育て広場０
広場０歳「ベビーマッサージ」
ベビーマッサージ」 ※バスタオルをご持参ください。
９月１２日（木）午前１０時３０分～１１時３０分
●子育て
子育て広場１
広場１～３歳「お話と歌を楽しもう」
しもう」
９月１８日（水）午前１０時３０分～１１時３０分
●お話会 ９月１９日（木）午前１０時３０分～１１時
●折り紙を楽しもう ９月２５日（水）午前１０時３０分～１１時
●親子リトミック
親子リトミック ９月２６日（木）午前１０時～１１時
※広場などの開始時間１５分前にはお集まりください。
◇問合せ先 南丹市子育てすこやかセンター TEL（0771）68-0082
託児を
託児を利用して
利用して身体
して身体ケア
身体ケアを
ケアを

毎月１９日は、「きょうと育児の日」です。この育児の日にちなんで、毎日忙しく
自分のことを後回しにしがちなママたちに、自分の身体をケアしてもらう時間を作
っていただくための託児を実施します。
●日時 ９月１９日（木）、１０月１９日（土）、１１月１９日（火）
いずれも午前１０時～午後３時までの間で２時間
●託児場所 るり渓温泉施設内特設託児スペース ●対象 就学前のお子さん
●費用 1,500円（きょうと子育て応援パスポート提示の場合は1,000円）
●申込方法 開催日の１週間前の木曜日までに電話でお申し込みください。
●後援 南丹市
◇申込・問合せ先 ＮＰＯ法人グローアップ TEL 080-3857-8119
フリー託児
フリー託児ルーム
託児ルームを
ルームを開設します
開設します

●日時 ９月２５日（水）午前１０時～午後４時（利用時間自由）
●場所 南丹市社会福祉協議会八木支所 ●利用料 １時間350円
●対象 生後６カ月から保育所・幼稚園に行く前のお子さん ●定員 １０人程度
●受付期間 ９月２日（月）～６日（金）の期間に電話でお申し込みください。申
込多数の場合は、調整および抽選をします。
●その他
その他 ・お昼をはさんで託児をご希望の方はお弁当、お茶をご準備ください。
・体調不良（風邪気味、発熱など）のお子さんはお預かりできません。
・送迎は保護者で行ってください。
◇申込・問合せ先 南丹市ファミリー・サポート・センター
（南丹市社会福祉協議会本所内） TEL（0771）72-3220
「健康長寿日本一フォーラム
健康長寿日本一フォーラムｉ
フォーラムｉ ｎ京都丹波」
京都丹波」を開催します
開催します

京都丹波地域の健康長寿を目指して、「みんなが笑顔の食とまち」をテーマに開催
します。「食と健康」に関するお得な話や、野菜料理の展示、地場野菜が当たるクイ
ズラリー、野菜の缶バッジ作り、テーブルマジックなど盛りだくさんです。
●日時 ９月２１日（土）
午前１０時～：展示・体験コーナー、午後１時３０分～：講演
●場所 スプリングスひよしウエルカムプラザ
●講演 「２１世紀を生き抜く食の知恵～予防が最強の生き方」
・講師：京都工場保健会診療所所長 武田 和夫氏
※講演のみ先着５０人とします。
●申込方法 電話、ＦＡＸ、郵送のいずれかで、住所、氏名、電話番号をご連絡の
上、お申し込みください。
●主催 きょうと健康長寿推進京都丹波地域府民会議
◇申込・問合せ先 きょうと健康長寿推進京都丹波地域府民会議事務局
（南丹保健所保健室内）TEL（0771）62-4753 FAX（0771）63-0609
〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木２１
そのべ地域版
第１分団総合防災訓練実施に
分団総合防災訓練実施に伴うサイレン吹鳴
サイレン吹鳴について
吹鳴について

南丹市消防団園部支団第１分団では、防災の日である９月１日に管内で総合防災
訓練を実施します。訓練に伴い下記のとおりサイレンを吹鳴しますので、実際の火
災とお間違えのないようご注意ください。
●日時 ９月１日（日）午前８時３０分～４０分 ●場所 城南町防災公園
●サイレン吹鳴
サイレン吹鳴 １分間 ― ５秒休止 ― １分間
●吹鳴範囲 宮町、上本町、本町、若松町、新町、小山東町、小山西町、栄町、美
園町、小桜町、城南町（第１分団管内）
◇問合せ先 総務課 TEL（0771）68-0002

