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５５５５月連休中月連休中月連休中月連休中のののの社会教育施設社会教育施設社会教育施設社会教育施設・・・・社会体育施設社会体育施設社会体育施設社会体育施設のののの休業日休業日休業日休業日    

 

５月の連休に伴う社会教育施設・社会体育施設の休業日は下記のとおりです。 

施設名 休業日 

公民館（園部・八木）、日吉町生涯学習センター、

美山文化ホール、各図書館（室）、文化博物館、

園部町以外の市内小中学校体育施設 

５月３日（月・祝） 

    ～５日（水・祝） 

園部町内の学校体育施設および社会体育施設 ５月３日（月・祝）～６日（木） 

※上記以外の社会教育･社会体育施設は、通常の休業日以外は開設しています。 

 

◇問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 

南丹市達人南丹市達人南丹市達人南丹市達人バンクバンクバンクバンクのののの登録登録登録登録およびおよびおよびおよび活用活用活用活用についてについてについてについて    

 

このたび、南丹市では専門的な知識技能やすぐれた経験などを有している人材を発掘

し、その情報を活用できる仕組みをつくることにより、人と人または人と地域を結び、

生涯学習やさまざまなまちづくり活動の機会を広げ、豊かな地域社会をつくるため南丹

市達人バンクを設置しました。伝統文化や自然科学などさまざまな分野でご活躍の達人

に登録いただき、市民の皆さんにその情報を提供し、生涯学習や地域のまちづくり活動

にお役立ていただくものです。市民の皆さんの積極的な登録、活用をお待ちしています。 

●達人達人達人達人とはとはとはとは 達人とは、優れた知識、経験または技能を有し、それらを地域社会に

積極的に役立てようとする意欲のある方で、南丹市内に在住、在勤、在学の個人

または南丹市内で活動している団体とします。ただし、政治活動または宗教活動

などを目的とする場合は、登録できません。 

●達人達人達人達人バンクバンクバンクバンクにににに登録登録登録登録くださいくださいくださいください 達人バンクへの登録は、所定の登録申請用紙に必要

事項を記入いただき、企画推進課または各支所地域総務課に提出してください。

自薦他薦を問いませんが、他薦の場合はご本人の同意を得てください。なお、受

付期間などは設けていませんので、随時お申し込みください。なお、連絡先につ

いては、希望により公開しないことができます。申込用紙は企画推進課および各

支所地域総務課に備え付けています。 

●達人達人達人達人バンクバンクバンクバンク登録情報登録情報登録情報登録情報 達人バンクへの登録状況や内容は企画推進課および各支所

地域総務課に設置の冊子および南丹市ホームページからご確認いただけます。 

●達人達人達人達人バンクバンクバンクバンクをををを活用活用活用活用くださいくださいくださいください 達人バンクの利用は、南丹市内在住、在勤、在学の個人

または南丹市内で活動している団体とします。ただし、政治活動または宗教活動など

を目的とする場合は利用できません。利用される場合は、利用申込書を利用の１４日

前までに企画推進課または各支所地域総務課までご提出ください。後日連絡します。 

 

◇問合せ先 企画推進課 TEL（0771）68-0003 

子子子子どもどもどもども体験活動体験活動体験活動体験活動ボランティアボランティアボランティアボランティア募集募集募集募集！！！！ 

 

南丹市教育委員会では、南丹市内在住の子どもたちを対象に、さまざまな自然体

験や農業体験活動を実施しています。この活動にボランティア（支援者）として参

加し、子どもたちとともに活動してくださる方を募集します。 

●活動内容活動内容活動内容活動内容 自然体験（ハイキング、キャンプなど） 

      農業体験（田植え、稲刈り、野菜の栽培など） 

●応募資格応募資格応募資格応募資格 子どもが好きでボランティア活動に関心のある方。※高校生以上 

●申込方法申込方法申込方法申込方法  ５月６日（木）までに氏名、性別、生年月日、住所、電話番号（携

帯可）を下記申込・問合せ先に電話、ＦＡＸで連絡の上、お申し込みください。 

●留意事項留意事項留意事項留意事項 活動の詳細は、その都度連絡します。都合のつく場合だけ参加してく

ださい。ボランティア保険の加入料は教育委員会で負担します。食費や材料費な

どの実費を負担していただく場合があります。 

 

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

南丹市八木南丹市八木南丹市八木南丹市八木Ｂ＆ＧＢ＆ＧＢ＆ＧＢ＆Ｇプールプールプールプールのののの監視員監視員監視員監視員をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

●勤務場所勤務場所勤務場所勤務場所 南丹市八木Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 

●勤務期間勤務期間勤務期間勤務期間 ①長期：６月中旬～９月上旬(高校生不可) ②短期：７月中旬～９月上旬 

※毎週木曜日休館。そのほか臨時に休館する場合があります。 

●作業内容作業内容作業内容作業内容 プール内での監視ほか ●賃金賃金賃金賃金 １時間当たり７３０円 

●募集条件募集条件募集条件募集条件 南丹市内在住の高校生以上で水泳ができる健康な方 

      （ただし、高校生については短期募集のみとし八木町在住者に限る） 

●募集人員募集人員募集人員募集人員 ①長期：４人程度 ②短期：８人程度（ローテーションにより、常時

２～４人程度が勤務できるよう調整しますので毎日は勤務できません） 

●勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間 午前９時～午後９時までの間の１日４～８時間 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 申込用紙に必要事項を記入し、５月２１日（金）午後５時までに八木

公民館へ提出してください。申込用紙は社会教育課ならびに八木公民館、園部Ｂ

＆Ｇ海洋センター、日吉町生涯学習センター、社会教育課美山担当（美山支所内）

に備え付けてあります。（郵送の場合５月２１日（金）必着） 

●そのそのそのその他他他他 長期申込者の打ち合わせ会を５月２７日（木）午後２時から八木公民館

で行いますので、申し込みされた方は必ず出席してください。短期申込者の打ち

合わせ会は後日お知らせします。雇用決定者は、普通救命講習会を受講していた

だきます。※園部・日吉のプール監視員は、後日募集します。 
 

◇問合せ先 社会教育課八木担当 TEL（0771）68-0026 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度有害鳥獣捕獲期間有害鳥獣捕獲期間有害鳥獣捕獲期間有害鳥獣捕獲期間についてについてについてについて    

 

 毎年シカやイノシシをはじめとする有害鳥獣による農林作物などへの被害が後を絶ち

ません。南丹市では、その被害を最小限に食い止めるため、南丹市猟友会に捕獲班を編

成していただき、有害鳥獣の捕獲を下記のとおり実施します。山林作業などで山に入ら

れる場合は目立つ服装をするなど、事故防止にご協力いただきますとともに、捕獲に対

するご理解ご協力をよろしくお願いします。なお、捕獲は土・日曜日を中心に計画的に

実施しますが、より効果的に捕獲を実施するために、被害が発生した場合は、被害場所

や状況を農林整備課または各支所産業建設課までご連絡ください。 

方法 捕獲期間 

銃器 

４月１０日～５月９日、５月２２日～６月２０日、７月３日～８月

８日、８月２１日～９月１９日、９月２７日～１０月３１日、平成

２３年２月２６日～３月２１日 

わな・柵・おり 
４月１０日～７月１１日、７月２４日～９月１９日、９月２７日～

１０月３１日、平成２３年２月２６日～３月２１日 
 

◇問合せ先 農林整備課 TEL（0771）68-0012 

各支所 産業建設課 TEL 八木（0771）68-0024 

        日吉（0771）68-0034 美山（0771）68-0043 

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  

――――    ２の1111 枚目枚目枚目枚目    （緑色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・５月連休中の社会教育施設・社会体育施設の休業日 

     ・南丹市八木Ｂ＆Ｇプールの監視員を募集します 

・子ども体験活動ボランティア募集！ 

・南丹市達人バンクの登録および活用について 

・平成２２年度有害鳥獣捕獲期間について 

【 裏 】 ・美山かやぶき美術館『春まつり』のご案内 

・「田島征彦講演会～絵本で伝えたいこと」のご案内 

・フラワーアレンジメント講座の受講生を募集します 

・シニア・パソコン講座の受講生を募集します 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

・なんたんテレビ番組表（５月１日～１５日） 

―――― ２の２２２２枚目枚目枚目枚目 （オレンジ色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・２０１０美山サイクルロードを開催します 

・コイヘルペスウイルス（ＫＨＶ）病のまん延防止のお願い 

・子どものライターの使用にご注意！ 

・多重債務無料法律相談のご案内 

・平成２２年度南丹市グループワーク事業のお知らせ 

・「きょうと子育て応援パスポート」のお知らせ 

【 裏 】 ・５月は「赤十字運動月間」です 

・まちなか再発見！『そのべ本陣・春まつり』開催のご案内 

・ゼミナールハウスからのお知らせ 

     ・府民の森ひよし「新緑祭」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） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「田島征彦講演会田島征彦講演会田島征彦講演会田島征彦講演会～～～～絵本絵本絵本絵本でででで伝伝伝伝えたいことえたいことえたいことえたいこと」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

  

絵本「じごくのそうべえ」など数々の作品を生み出された作家、田島征彦氏の講

演会を開催。絵本にこめられた思いや、絵本原画が布に染められていく工程など、

スライドを使って公演。ぜひご来場ください。講演会終了後サイン会も実施します。 

●日時日時日時日時 ５月２日（日）午後１時３０分～ ●場所場所場所場所 美山文化ホール 

●入場料入場料入場料入場料 無料〔先着３００人（要予約）〕 

※サイン会は絵本を購入の方のみ。講演会参加者の方は 美術館入館料を割引します。 

●主催主催主催主催 ＮＰＯ法人美山ほっとステーション、美山かやぶき美術館 

●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 美山かやぶき美術館 TEL（0771）75-1777 

         美山町宮島振興会 TEL（0771）75-5100 

フラワーアレンジメントフラワーアレンジメントフラワーアレンジメントフラワーアレンジメント講座講座講座講座のののの受講生受講生受講生受講生をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

 フラワーアレンジメント講座（母の日のアレンジ）を開催します。母の日のプレ

ゼント、頑張っている自分のためにお楽しみください。ご参加お待ちしています。 

●日時日時日時日時・・・・場所場所場所場所 ５月８日（土）午前１０時～１１時３０分 美山文化ホール１階会議室 

５月８日（土）午後１時３０分～３時 女性の館 

●参加費参加費参加費参加費 ２，５００円 ●講師講師講師講師 森谷万知子 氏 ●定員定員定員定員 ２０人  

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ５月１日（土）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 女性の館 TEL（0771）63-2986 

シニアシニアシニアシニア・・・・パソコンパソコンパソコンパソコン講座講座講座講座のののの受講生受講生受講生受講生をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

中高年のパソコン未経験者を対象に同年代の講師がゆっくり教えます。 

●日時日時日時日時 ５月２２日、６月２６日、７月２４日（第４土曜日）※１回で完了。 

●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館 ２階 情報研修室 ●受講料受講料受講料受講料 ５００円（受講時に徴収） 

●受講資格受講資格受講資格受講資格 南丹市内在住のおおむね６０歳以上のパソコン未経験者 

●受講者数受講者数受講者数受講者数 １講座１０人 ※先着順。受講者には受講証を送付します。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 必着官製はがきに「シニア・パソコン講座受講希望」と記載し、住所、氏

名、年齢、連絡先、希望受講日を明記の上、５月１１日（火）必着で下記申込・問合

せ先に郵送してください。 

●共催共催共催共催 南丹市情報センター、さくらＰＣクラブ 

 

◇問合せ先 さくらＰＣクラブ（出野） TEL 090-1449-3918 

◇申込先 南丹市情報センター TEL（0771）63-1777 〒622-0004 南丹市園部町小桜町62-1 

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    

 

＜ちびっこまつり＞ 

●日時日時日時日時 ５月５日（水・祝）午前１０時～午後３時 ●場所場所場所場所 こどもの広場など 

●催催催催しししし物物物物 金魚のつかみどり、乗り物コーナー、ウオークラリー、スポーツコーナー、

ものづくりコーナー、フライングディスク、特設売店、朝市、フリーマーケットなど 

＜グラウンド・ゴルフのつどい＞ 

●日時日時日時日時 ５月７日（月例会）、１４日、２１日、２８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（当日受付） 

＜スポーツを楽しもう＞ 

●日時日時日時日時 ５月１１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（３００円）、午後１時３０分～障害者スポーツ

のつどい（無料）、午後６時～スポーツの夕べ（３００円） 

＜薬草教室＞ 

●日時日時日時日時 ５月２９日（土）午前１０時３０分～午後３時３０分 

●場所場所場所場所 公園センター３階会議室など ●参加料参加料参加料参加料 ２，５００円（昼食代含む） 

●定員定員定員定員 ５０人 ●内容内容内容内容 薬草を採取し、効用、服用方法などを学習する。 

●申込期間申込期間申込期間申込期間 ５月６日（木）～２４日（月） 

＜グラウンド・ゴルフ大会＞ 

●日時日時日時日時 ６月１５日（火）午前９時～ ●場所場所場所場所 陸上競技場、補助競技場 

●定員定員定員定員 ２８０人 ●参加料参加料参加料参加料 １，５００円（弁当、茶付き） 

●内容内容内容内容 ６ラウンドによる個人戦 ●申込期間申込期間申込期間申込期間 ５月１日（土）～６月８日（火） 

＜天文教室＞ 

●日時日時日時日時 ５月２２日（土）午後７時～９時 ●場所場所場所場所 丹波天文館 ●定員定員定員定員 ６０人 

●対象者対象者対象者対象者 小学生以上の方（小中学生は保護者同伴） ●参加料 ２００円 

●内容内容内容内容 月、土星などの観望 ●申込期間申込期間申込期間申込期間 ５月１日（土）～１７日（月） 

 

◇申込・問合せ先 丹波自然運動公園 TEL（0771）82-0560 

美山美山美山美山かやぶきかやぶきかやぶきかやぶき美術館美術館美術館美術館『『『『春春春春まつりまつりまつりまつり』』』』のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

 美術館内では４月２７日から日本を代表する絵本作家田島征彦氏の「型絵染の世

界展」を開催。日本古来の茅葺民家で、春の１日をゆったりとお過ごしください。 

●日時日時日時日時 ５月２日（日）～３日（月・祝）午前１０時～午後４時 

●場所場所場所場所 美山かやぶき美術館とその周辺 ●内容内容内容内容 模擬店、各種体験 

●入館料入館料入館料入館料 美山かやぶき美術館・郷土資料館 両館ともで５００円 

＜体験コーナー：ステンドグラスアクセサリー作り＞ 

 色とりどりのガラスをチョイスして世界に１つだけのアクセサリーに仕上げます。 

●日時日時日時日時 ５月３日（月・祝）１回目：午前１１時～、２回目：午後２時～ 

●材料費材料費材料費材料費・・・・指導料指導料指導料指導料 大人：1,500円（入館料含む）、小人（小学生以下）1,000円 

※材料費はガラス１ピースの金額です。チェーン・皮ひもなどは別途料金が必要。 

●指導指導指導指導 ギャラリー甚弥 青山優子 氏 

＜美術館春まつり番外編コーナー：京友禅・型染め体験＞ 

●日時日時日時日時 ５月４日（火・祝）午前１０時～午後３時  

●体験料体験料体験料体験料 １，０００円（入館料含む） ●指導指導指導指導 福嶋紙芸・手作り工房「奏」 
 

◇問合せ先 美山かやぶき美術館 TEL（0771）75-1777 

南丹市情報センター なんたんテレビ（自主放送) 番組表 （２０１０年５月１日～５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 

 

週刊週刊週刊週刊ニュースニュースニュースニュース    もぎたてもぎたてもぎたてもぎたて☆☆☆☆テレビテレビテレビテレビ    

    

５５５５月月月月１１１１日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２日（日）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

３日（月）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

４日（火）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

スクールフェイススクールフェイススクールフェイススクールフェイス    

「八木中央幼児学園保護者による 読み聞かせ 

ボランティア【にじのしゃぼんだま】発表」    

    

５５５５月月月月４４４４日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

５日（水）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

６日（木）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

図書館図書館図書館図書館だよりだよりだよりだより ～５月新刊のご案内～ 

    

５５５５月月月月６６６６日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

７日（金）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

８日（土）7時・9時・12時・15時・18時 

 

週刊週刊週刊週刊ニュニュニュニュースースースース    もぎたてもぎたてもぎたてもぎたて☆☆☆☆テレビテレビテレビテレビ    

    

５５５５月月月月８８８８日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

９日（日）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

１０日(月）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１１日(火）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

スクールフェイススクールフェイススクールフェイススクールフェイス    

「摩気小学校 高山登山」 

    

５５５５月月月月１１１１１１１１日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１２日(水）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１３日(木）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

月月月月イチイチイチイチきょうときょうときょうときょうと府府府府    

京都府の主要な施策や話題をお送りする情報番組 

    

５５５５月月月月１３１３１３１３日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１４日（金）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１５日 (土) 7時・9時・12時・15時・18時 

 

 

週刊週刊週刊週刊ニュニュニュニュースースースース    もぎたてもぎたてもぎたてもぎたて☆☆☆☆テレビテレビテレビテレビ    

    

５５５５月月月月１５１５１５１５日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１６日（日）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

１７日（月）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１８日（火）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

テレビテレビテレビテレビ週報週報週報週報    

（毎日）11：00／14：00／番組の後ろ（変更あり） 

ＪＡＪＡＪＡＪＡトピックストピックストピックストピックス（ＪＡ京都 提供） 

（毎日）6：00／11：30／19：30／21：30（変更あり） 

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

★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ホームページ なんたんネッ

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１０３号（２の２）平成２２年４月２３日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「きょうときょうときょうときょうと子育子育子育子育てててて応援応援応援応援パスポートパスポートパスポートパスポート」」」」のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

「きょうと子育て応援パスポート事業」とは、子育て家庭にパスポートを発行し、

協賛店がさまざまなサービスを提供することを通して、子育て家庭を社会全体で応

援する取り組みです。ステッカーが掲示された協賛店でパスポートを提示すると、

各店独自のサービスを受けることができます。このたび「きょうと子育て応援パス

ポート」のデザインが新しくなり、利用範囲も拡大されることになりました。 

●利用案内利用案内利用案内利用案内  

パスポートが利用できるのは、京都府内在住の次の子育て家庭です。 

・１８歳未満のお子さんがおられる家庭（１８歳に達した年度末まで有効） 

・妊娠中の方がおられる家庭 

●新新新新しいしいしいしいパスポートパスポートパスポートパスポートのののの入手方法入手方法入手方法入手方法 

・携帯電話版「きょうと子育て応援パスポート」が誕生しました。下記のサイトにアク

セスし、画面にパスポート画像を表示すれば協賛店で利用できます。 

・カード型のパスポートは市役所（子育て支援課、各支所健康福祉課ほか）、京都府園部

総合庁舎（総合案内・相談コーナー）および京都府南丹保健所で配布しています。 

・なお、これまでのパスポートは、京都府内の協賛店に限り、引き続き利用可能です。 

●関西圏関西圏関西圏関西圏２２２２府府府府７７７７県県県県でででで利用拡大利用拡大利用拡大利用拡大  

京都府内のほか、三重、滋賀、大阪、兵庫、奈良、和歌山、徳島、鳥取の２府７

県の協賛店でサービスを利用できるようになります。（他府県での利用には新しい

パスポートが必要です） 

●協賛店協賛店協賛店協賛店のののの検索検索検索検索などなどなどなど 

・京都府ホームページ http://www.pref.kyoto.jp/kosodateouen 

・ケーターイサイトhttp://www.pref.kyoto.jp/i/kosodateouen/ 

・亀岡市、南丹市、京丹波町内の協賛店舗一覧は、京都府南丹保健所ホームページ

にも掲載しています。また新規協賛店舗も募集中です！下記問合せ先までお問い

合わせください。 

 

◇問合せ先 南丹保健所福祉室 TEL（0771）62－0361 

子子子子どものどものどものどものライターライターライターライターのののの使用使用使用使用にごにごにごにご注意注意注意注意！！！！    

 

 消費者庁において子どもの火遊びによる火災の実態調査が行われました。子ども

の火遊びによる火災のうち、その発火源がライターであるものが半数以上にのぼり、

かつ５歳未満の死傷者発生率が高くなっています。特に幼い子どもがいる家庭では

次のことにご注意ください。 

○ 子どもの手の届くところにライターを置かない。 

○ 子どもにライターを触らせない。 

○ 子どもがライターで火遊びをしているのを見かけたら、すぐに注意してやめさ

せる。理解できる年齢になったら、子どもに火の怖さを教える。 

 

◇問合せ先 商工観光課 TEL（0771）68-0050 

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。借金問題は必ず解

決できます。まずはお問合せください。秘密厳守。相談無料。 

●日程日程日程日程 ５月１１日（火）、２５日（火）●時間時間時間時間 午後４時～７時（一人４５分以内） 

●場所場所場所場所 園部公民館 ●予約予約予約予約 開催日の前日まで（下記問合せ先にお申し込みください） 

※上記以外の無料相談会場も案内しています。まずはご相談ください。 

 

◇問合せ先 南丹広域振興局商工労働観光室 TEL（0771）23-4438 

商工観光課 TEL（0771）68-0050 各支所産業建設課 

コイヘルペスウイルスコイヘルペスウイルスコイヘルペスウイルスコイヘルペスウイルス（ＫＨＶ（ＫＨＶ（ＫＨＶ（ＫＨＶ））））病病病病のまんのまんのまんのまん延防止延防止延防止延防止のおのおのおのお願願願願いいいい    

 

漁業法第６７条第１項および第１３０条第４項の規定により、３月３０日に京都

府内水面漁場管理委員会より次のとおり指示が出ています。ＫＨＶのまん延防止の

ため市民の皆さんのご協力をお願いします。 

●指示指示指示指示のののの内容内容内容内容 

①コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、府内の公共用水面およびこれと連

接一体を成す水面において、コイを持ち出し他の水域に放流してはならない。 

②コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、府内の公共用水面およびこれと連

接一体を成す水面において捕獲されたコイを再放流する場合を除き、次のことを遵守

すること。 

ア 府内の公共用水面およびこれと連接一体を成す水面にコイを放流する場合は、コイヘ

ルペスウイルス病のＰＣＲ検査によりそのコイ群が陰性であることを確認すること。 

イ 生死を問わず、公共用水面およびこれと連接一体を成す水面にコイを投棄し

てはならない。 

●指示指示指示指示のののの期間期間期間期間 平成２３年３月３１日まで 

※コイヘルペスウイルス病とはマゴイとニシキゴイに発生する病気です。発病する

と行動が緩慢になったり餌を食べなくなりますが、目立った外部症状は少なく、

エラの退色やびらん（ただれ）などが見られます。幼魚から成魚までに発生し、

死亡率が高い病気です。現在、コイヘルペスウイルス病に対する有効な治療法は

ありません。また、感染したコイから水を介する接触により別のコイに感染しま

すが、コイ以外の魚や人には感染しません。 

 

◇問合せ先 商工観光課 TEL（0771）68-0050 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度南丹市南丹市南丹市南丹市グループワークグループワークグループワークグループワーク事業事業事業事業のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

社会生活を営む中で、あらゆる人間関係でコミュニケーションがとれない、自分

をうまく表現できないなど、グループワークでは、そんな日ごろの悩みや精神的な

不安をグループ活動を通じて共有し、人とのつながりを強め、人とかかわるための

自信を回復していきます。皆さんのご参加をお待ちしています。 

●南丹市南丹市南丹市南丹市グループワークグループワークグループワークグループワーク計画表計画表計画表計画表（（（（５５５５・・・・６６６６月分月分月分月分））））    

日時 内容 地区名 場所 

５月１２日(水) グラウンドゴルフ 八木 八木運動公園 

５月１４日(金) スポーツ 園部 グランド（Ｂ＆Ｇ体育館） 

５月２０日(木) いちご狩り 美山 中川農園（能勢町） 

５月２４日(月) 氷室の郷・体験 日吉 氷室の郷（八木町） 

５月２８日(金) 茶話会 園部 憩いの家（園部町） 

６月１１日(金) 食事会 園部 葱や亀太郎（園部町） 

６月１６日(水) 調理実習 八木・日吉 はーとぴあ（日吉町） 

６月１７日(木) 観音寺と買い物体験 美山 福知山市内 

６月２５日(金） 茶話会 園部 憩いの家（園部町） 

※内容を変更することがありますので、参加希望の方は下記までお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

        日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

２０１０２０１０２０１０２０１０美山美山美山美山サイクルロードサイクルロードサイクルロードサイクルロードをををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

ゆめ半島千葉国体（千葉県）の自転車ロードレースの京都府予選会を兼ねた２０１０

美山サイクルロードを開催します。各種大会で活躍している北桑田高校生や地元小・中

学生もエントリーしています。沿道で大きなご声援をお願いします。 

●日時日時日時日時 ５月３０日（日）午前７時３０分～午後１時 

●場所場所場所場所 美山文化ホール前スタート・ゴール 

●交通規制交通規制交通規制交通規制 午前８時３０分～午後１時３０分まで、会場周辺道路において通行止・駐

車禁止・横断禁止などの交通規制を行います。競技中の一般車両の通行は、競技の順

方向（美山文化ホール→宮脇→下平屋→九鬼ヶ坂→静原→文化ホール）のみの一方通

行となります。詳しくは現場警察官および交通整理員の指示に従ってください。 

※当日美山方面にお越しいただく場合は、交通規制によりご迷惑を掛ける場合があ

りますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。 

●そのそのそのその他他他他 大会当日は市営バスの運行時間などが一部変更になります。詳しくは下

記問合せ先までお問い合わせください。 

＜ボランティアスタッフ募集中＞ 

 大会の運営にご協力いただけるボランティアスタッフを募集しています。 

●申込資格申込資格申込資格申込資格 高校生以上 ●内容内容内容内容、大会本部での業務 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ５月１４日（金）までに電話、ＦＡＸで住所、氏名、連絡先を下記問

合せ先までご連絡ください。 

●そのそのそのその他他他他 スタッフには記念品、当日の昼食を用意します。 

＜スターター募集中＞ 

 レースの号砲を鳴らすスターターを募集します。小学生以上で興味のある方、ご

参加をお待ちしています。 

●申込資格申込資格申込資格申込資格 小学生以上（小・中学生の方は保護者の同伴が必要です） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ５月１４日（金）までに電話、ＦＡＸで住所、氏名、連絡先を下記問

合せ先までご連絡ください。 

 

◇問合せ先 美山支所地域総務課 TEL（0771）68-0040 FAX（0771）75-0801 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府民府民府民府民のののの森森森森ひよしひよしひよしひよし「「「「新緑祭新緑祭新緑祭新緑祭」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

府民の森ひよしでは、１０周年記念イベント「新緑祭」を開催します。新緑散策

ツアーをはじめ楽しいイベントが盛りだくさんです。ぜひお越しください。 

●日時日時日時日時・・・・内容内容内容内容  

・５月２日（日）午前１０時～ 

交通安全教室と乗馬体験 

乗馬体験は３歳以上小学４年生まで（先着５０人） 

  ・５月３日（月・祝）、４日（火・祝）午前９時３０分～ 

新緑散策ツアー：モノレールに乗って森の中へさあ出発！小学生以上 

（先着４０人） 

  ・５月４日（火・祝）①午前１０時～、②午後１時～ 

ツリークライミング木登りに挑戦！（事前予約が必要）５歳以上小学生まで 

（先着２０人、保護者同伴） 

  ・５月４日（火・祝）午前１０時～ 

    カブト虫幼虫探し 

・５月５日（水・祝）午前１０時～ 

探鳥会・竹細工体験 

その他楽しいイベントが盛りだくさん！ 

※雨天の場合は、中止するイベントがありますので、ご了承ください。 
 

◇問合せ先  府民の森ひよし  TEL（0771）72-1339 

ゼミナールハウスゼミナールハウスゼミナールハウスゼミナールハウス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    

 

＜歴史街道 西の鯖街道＞ 

●日時日時日時日時 ５月１５日（土）～１６日（日） ●場所場所場所場所 福井県名田庄、南丹市美山町 

●内容内容内容内容 名田庄と美山町とを結ぶ街道を歩きます。名田庄の史跡などを訪ねその歴

史や文化に触れて学びます。 

●参加費参加費参加費参加費 １３，０００円（１泊４食） ●申込締切申込締切申込締切申込締切 ５月１２日（水） 

＜ゴルフ始めの一歩＞ 

コースデビューを前に一度経験しておきたい方、気軽にご参加ください。道具は

全てお貸しします。動きやすい服装・手ぶらでどうぞ。 

●日時日時日時日時 ５月２０日（木）午後０時３０分～ ●場所場所場所場所 クラウンヒルズ京都ゴルフ俱楽部 

●内容内容内容内容 基礎およびルール講習、打ちっ放し練習、コース体験（２ホール程度） 

●参加費参加費参加費参加費 ５，５００円（昼食、ドリンク、講師代、保険、ゴルフ場使用料含む）

●申込締切申込締切申込締切申込締切 ５月１３日（木） 

 

◇申込・問合せ先 京都府立ゼミナールハウス TEL（0771）54-0216 

５５５５月月月月はははは「「「「赤十字運動月間赤十字運動月間赤十字運動月間赤十字運動月間」」」」ですですですです    

 

 日本赤十字社は、世界各地での救援活動はもとより国内での災害援助活動、医療事業、

血液事業、社会福祉事業などの人道的な諸活動を展開している国際的な民間の救護団体

です。このような赤十字の活動は、赤十字の精神と活動に賛同される社員の皆さんによ

る社費（会費）や一般の方からの寄付金によって支えられています。今年度も、５月１

日～３１日を「日本赤十字社員増強運動月間」とし、活動資金にご協力くださる社員増

強運動を展開しますので、皆さんからのご支援、ご協力をよろしくお願いします。 

 

◇問合せ先 南丹市社会福祉協議会 TEL（0771）72-3220 

      社会福祉課 TEL（0771）68-0007 

まちなかまちなかまちなかまちなか再発見再発見再発見再発見！『！『！『！『そのべそのべそのべそのべ本陣本陣本陣本陣・・・・春春春春まつりまつりまつりまつり』』』』開催開催開催開催のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

安らぎと郷愁を覚える旧山陰街道の町並みかいわいで市民交流のイベントを開催

します。皆さんのご来場を心よりお待ちしています。（来場無料） 

●日時日時日時日時 ５月１日（土）午前１０時～午後５時 

●場所場所場所場所 そのべ本陣（元小林酒店）周辺（園部町本町） 

●催事催事催事催事 ◎伊勢大神楽  ◎「語りの里～街道、いまむかし」（合羽家） 

   ◎本陣のみの市（手づくり市多数）、本陣軒先市（特価品、無農薬野菜など） 

   ◎食の市（カレー、うどん、ちまきおこわ、おはぎ、栗ポン） 

   ◎お茶席（三亀楼）  ◎極楽ピエロ（正午～午後１時） 

   ◎ストーンペインティング（無料） 

   ◎第３回クワガタ相撲本陣場所（力士は当方で準備します。先着２０人） 

●後援後援後援後援 南丹市、南丹市教育委員会、南丹市商工会 

 

◇問合せ先 まちなかを再発見する会（竹中） TEL（0771）62-0302 


