
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１１１号（２の１）平成２２年８月２７日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０１０１０１０月月月月１１１１日日日日、、、、国勢調査国勢調査国勢調査国勢調査がががが全全全全国一斉国一斉国一斉国一斉にににに行行行行われますわれますわれますわれます    

 

国勢調査は、日本の人口や世帯の実態を明らかにするため、統計法に基づき５年

ごとに実施する、最も重要な統計調査で、日本に住んでいるすべての人と世帯が対

象となります。調査の結果は、児童福祉、高齢者の介護・医療、若者の雇用対策な

ど、私たちの暮らしのさまざまな分野で役立てられる大切なデータとなります。９

月下旬から、国勢調査員が皆さんのお宅に調査票と提出用封筒を配布します。記入

していただいた調査票は、封をして国勢調査員に渡していただくか、配布する専用

封筒で市役所に郵送してください。調査票に記入していただいた内容は、統計の目

的以外に使用することはありません。正確な結果を得るためには、皆さん一人一人

の回答が欠かせませんので、国勢調査へのご回答をよろしくお願いします。 

 

◇問合せ先 総務課（国勢調査担当） TEL（0771）68-0066 

量水器量水器量水器量水器のののの取取取取りりりり替替替替えについてえについてえについてえについて    

    
計量法に基づき８年ごとに量水器の取り替えを行っています。今年度も９月から２月

にかけて市内の該当使用者宅に南丹市量水器交換業務従事者証を持った水道工事業者が

お伺いし無償で取り替えをしますので、ご協力をお願いします。なお、量水器取り替え

後、出始めの水が濁ったり空気が出たりする場合は蛇口を開けてしばらく様子を見てく

ださい。ご不明な点は、下記問合せ先までお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 上水道課 TEL（0771）68-0053 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度南丹市戦没者追悼式年度南丹市戦没者追悼式年度南丹市戦没者追悼式年度南丹市戦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深く思いをいたし、心から追悼

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、南丹市戦没者追悼式を挙行します。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（３００人）に参列いただきますので、ご理解をお願

いします。なお、参列者の取りまとめ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１９日（火）午前１０時開式 ●場所場所場所場所 美山文化ホール 

 

◇問合せ先 社会福祉課 TEL（0771）68-0007 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

南丹市内事業所南丹市内事業所南丹市内事業所南丹市内事業所などなどなどなど対象対象対象対象のののの人権研修会人権研修会人権研修会人権研修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    

 

南丹市人権教育・啓発推進協議会組織連絡部会では、市内事業所などを対象とし

た人権に関する学習の機会を提供し、人権意識の高揚を図ることを目的に人権研修

会を開催しています。下記のとおり講演会を行いますのでご参加ください。 

●日時日時日時日時 ９月２２日（水）午後３時３０分～  

●場所場所場所場所 南丹市役所２号庁舎３階３０１会議室 

●講座内容講座内容講座内容講座内容 演題 「職場の人権意識とコミュニケーション」 

講師 中村佐織 氏（京都府立大学公共政策学部教授） 

●対象対象対象対象などなどなどなど 市内事業所などの人権担当者を対象としていますが、市内在住、在勤

の方であればどなたでもご参加ください（受講費無料） 

 

◇問合せ先 南丹市人権教育・啓発推進協議会事務局（社会教育課） TEL（0771）68-0057 

市営住宅市営住宅市営住宅市営住宅のののの入居者入居者入居者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公営公営公営公営住宅住宅住宅住宅 園部向河原団地    １ルーム   ３戸 

          園部向河原団地    ３ＤＫ    ３戸 

          園部向河原団地    ２ＤＫ    １戸 

          府営屋賀上団地    ４ＤＫ    ４戸 

          日吉貝尻団地     ３ＤＫ    １戸 

          日吉広小段団地    ４ＤＫ    １戸 

          美山鶴ケ岡団地    ３ＤＫ    １戸 

※住宅ごとに入居人数制限がありますので下記問合せ先にご確認ください。 

●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。 

※入居資格については、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 ８月３０日（月）～９月１０日（金）（土、日曜日は除く） 

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 入居資格を有する方の内から、「南丹市営住宅の設置及び

管理に関する条例」に基づき選考します。 

②選考決定日 １０月中旬（予定） 

●入居時期入居時期入居時期入居時期 １０月２７日～１１月５日（予定） 

 

◇問合せ先 住宅課 TEL（0771）68-0062 

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 】 ・平成２２年度南丹市戦没者追悼式のお知らせ 

・量水器の取り替えについて 

・１０月１日、国勢調査が全国一斉に行われます 

・南丹市内事業所など対象の人権研修会を開催します 

・市営住宅の入居者を募集します 

【 裏 】 ・第３１回亀岡消費者大学の受講者を募集します 

・平成22年度京都府中部文化芸術祭「あかりの祭典」作品募集 

・９月１１日は「警察相談の日」です 

・「高齢者・障害者の人権あんしん相談」電話相談所開設 

・平成２２年度自衛官等募集案内 

・地域ジョブパーク巡回相談を実施します 

・『振り込め詐欺』にご注意ください！ 

・なんたんテレビ番組表（９月１日～１５日） 

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

【 表 】 ・商店街活性化のための「食の逸品」研究会参加募集 

・多重債務無料法律相談のご案内 

・「身体障害者巡回更生相談」のお知らせ 

・９月の母子保健事業日程表 

・平成２２年度南丹市グループワーク事業のお知らせ 

・献血・骨髄ドナー登録にご協力ください 

・第５回南丹市ボウリング交流大会を開催します 

・なんたん元気づくり体操普及リーダー養成講座受講者募集 

【 裏 】 ・平成２２年度南丹市介護者交流事業を開催します 

・ホームヘルパー２級養成研修を開講します 

     ・南丹市国際交流協会からのお知らせ 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

・「歴史街道 西の鯖街道」の参加者を募集します 

・平成２３年度聖家族幼稚園入園説明会を開催します 

・＜○○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） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『『『『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 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度自衛官等募集案内年度自衛官等募集案内年度自衛官等募集案内年度自衛官等募集案内    

 

募集種目 受付期間 試験期日 資 格 

推薦 

９月６日～ 

９月９日 

９月２５、２６日 

高卒（見込含）２１歳未満の

者（推薦は高等学校長の推薦

などが別途必要です） 

防
衛
大
学
校
学
生
 

一般 

９月６日～ 

１０月１日 

１次：１１月６日、７日 

２次：１２月１４日～１８日 

高卒（見込含）２１歳未満の

者（自衛官は２３歳未満） 

防衛医科大

学校学生 

９月６日～ 

１０月１日 

１次：１０月３０、３１日 

２次：１２月８日～１０日 

高卒（見込含）２１歳未満の者 

看護学生 

９月６日～ 

１０月１日 

１次：１０月２３日 

２次：１１月２０、２１日 

高卒（見込含）２４歳未満の者 

※詳細は、下記受付・問合せ先に確認してください。 

 

◇受付・問合せ先 

自衛隊京都地方協力本部 京都市中京区御池通西洞院西入ル石橋町438-1 

TEL（075）211-3471 Ｅメール recruit1-kyoto＠pco.mod.go.jp 

ＵＲＬ http://www. mod.go.jp/pco/kyoto/ 

亀岡募集案内所 亀岡市古世町西内坪34-26 TEL（0771）24-4170 

南丹市役所 総務課 南丹市園部町小桜町47 TEL（0771）68-0002 

平成平成平成平成22222222年度京都府中部文化芸術祭年度京都府中部文化芸術祭年度京都府中部文化芸術祭年度京都府中部文化芸術祭「「「「あかりのあかりのあかりのあかりの祭典祭典祭典祭典」」」」作品募集作品募集作品募集作品募集    

 

手作りあかり（灯ろう、提灯、ステンドグラスなど）を募集し、展覧会を行いま

す。作品の中には、廃油で作ったリサイクルキャンドルを点灯します。秋の夜長に、

エコな光とあなたの作品で、ガレリアかめおかを彩りませんか？ 

●日時日時日時日時 １０月１０日（日）午後５時～９時、１１日（祝・月）午前９時～午後５時 

●場所場所場所場所 ガレリアかめおか 中庭など ●出展料出展料出展料出展料 無料（材料費は個人負担） 

●応募資格応募資格応募資格応募資格 自分で作品の搬入・搬出が出来る方。搬入：１０月１０日午後３時（出

展者が持ち込み）、搬出：１０月１１日午後５時（出展者が撤去） 

●応募方法応募方法応募方法応募方法 ９月１０日（金）までに出展申込書（社会教育課、園部公民館、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）を持参、ＦＡＸ、

Ｅメールで、下記申込・問合せ先に提出してください。出展申込書は亀岡市のホ

ームページからも入手できます。 

●賞賞賞賞・・・・審査審査審査審査 最優秀賞１点、優秀賞２点、特別賞１点を来場者の投票などで決定します。 

●そのそのそのその他他他他 作品の中にはキャンドルを灯しますので、キャンドルを囲うような形で

作品を制作してください。 

 

◇応募・問合せ先 京都府中部文化芸術祭実行委員会事務局（亀岡市市民協働課） 

         TEL（0771）25-5002 FAX（0771）22-6372 

         Ｅメール  syougai-gakusyu@city.kameoka.kyoto.jp 

第第第第３１３１３１３１回亀岡消費者大学回亀岡消費者大学回亀岡消費者大学回亀岡消費者大学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 ①１０月１日（金）午後１時３０分～３時３０分 

     「太陽光発電設備を購入する際の注意点」 

②１０月８日（金）午後１時３０分～４時 

     「くらしを守る ～行政・消防署・警察署からのお知らせ～」 

③１０月１５日（金）午前９時～午後４時 

     「施設見学会」見学先：（株）湖池屋京都工場、京都学園大学バイオ環境学部 

④１０月２２日（金）午後１時３０分～３時３０分 

     「クリーニングの基礎知識」 

⑤１０月２９日（金）午後１時３０分～３時３０分 

     「知って得するお金の知識 保険にローンに相続まで。家計の無駄を省きます！」 

●場所場所場所場所 亀岡市役所１階市民ホール ●定員定員定員定員 ６０人 ●受講料受講料受講料受講料 無料 

●対象対象対象対象 南丹市、亀岡市、京丹波町在住の方。 

※全講座通し、１講座ごとの聴講可。第３講のみの受講は不可。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ９月１日（水）～１５日（水）の間に、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 南丹広域振興局商工労働観光室 TEL（0771）23-4438 

         亀岡市市民課 TEL（0771）25-5005 

「「「「高齢者高齢者高齢者高齢者・・・・障害者障害者障害者障害者のののの人権人権人権人権あんしんあんしんあんしんあんしん相談相談相談相談」」」」電話相談所開設電話相談所開設電話相談所開設電話相談所開設    

 

 高齢者や身障者に対する身体的・心理的・性的虐待（ぎゃくたい）、経済的搾取（さく

しゅ）、いじめなどに対応できる電話相談を開設します。このような人権侵害が疑われる

事案を見たり聞いたり感じたら、遠慮なく情報をお寄せください。人権擁護委員が秘密

厳守で電話による相談に応じます。相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。 

●日時日時日時日時 ９月６日（月）～１２日（日） 

    平日は午前８時３０分～午後７時、土日は午前１０時～午後５時 

●相談電話番号相談電話番号相談電話番号相談電話番号 京都地方法務局人権擁護課 TEL 075-231-2001（直通電話） 

 

◇問合せ先 京都地方法務局人権擁護課 TEL 075-231-0131 

９９９９月月月月１１１１１１１１日日日日はははは「「「「警察相談警察相談警察相談警察相談のののの日日日日」」」」ですですですです    

 

 警察は、犯罪などによる被害の未然防止に関する相談、その他府民の安全につい

ての相談に応じています。緊急の事件、事故以外の相談は、１１０番ではなく警察

相談専用電話「＃９１１０」をご利用ください。 

 

◇問合せ先 南丹警察署広聴相談係 TEL（0771）62-0110 

地域地域地域地域ジョブパークジョブパークジョブパークジョブパーク巡回相談巡回相談巡回相談巡回相談をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

 

「自分に合った仕事がしたい」「ブランクがあるけれど、また仕事がしたい」「雇用保険

のこと教えて欲しい」など、就職するまでの生活に関する悩みや就職に関するあらゆる

疑問に京都ジョブパークの生活相談員やキャリアカウンセラーが親身にお答えします。 

●日時日時日時日時 ９月３０日（木）午前１０時～午後５時 ●場所場所場所場所 南丹広域振興局（亀岡市） 

※相談は無料です。事前に電話でお申し込みください。（障害者相談担当も派遣可能です） 

 

◇申込・問合せ先 京都ジョブパーク TEL 075-682-8915 

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９月１日～９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 

    

図書館図書館図書館図書館だよりだよりだよりだより ～９月新刊のご案内～    

９９９９月月月月２２２２日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

３日（金）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

４日（土）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

週週週週刊刊刊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    

    

９９９９月月月月４４４４日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

５日（日）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

６日（月）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

７日（火）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～    

園部町小山西町・小山東町子供会夏休みお楽しみ会 

水中水中水中水中パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス!!!!！！！！    

「「「「水水水水のののの道化師道化師道化師道化師    トゥリトネストゥリトネストゥリトネストゥリトネス☆☆☆☆ショーショーショーショー」」」」    

    

９９９９月月月月７７７７日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

８日（水）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

９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 

９９９９月月月月９９９９日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１０日 (金) 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１１日 (土）7時・9時・12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    

｢美山町５小学校合同 ５年シーワールド(海の体験学習）」 

「八木東幼児学園 ５歳児 お泊り保育｣    

９９９９月月月月９９９９日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

１０日 (金) 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

１１日 (土）7時半・9時半・12時半・ ― ・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

第第第第３３３３回南丹市議会回南丹市議会回南丹市議会回南丹市議会９９９９月定例会月定例会月定例会月定例会①①①①    

    

９９９９月月月月１１１１１１１１日日日日【【【【土土土土】】】】14141414時時時時    再放送13日（月）18時 

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

★ 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 

    

週週週週刊刊刊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    

９９９９月月月月１１１１１１１１日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１２日（日）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１３日（月）7時・9時・12時・15時・ ― ・ ―・22時 

１４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５歳児 うれしい楽しいお泊り保育」 

「八木東幼児学園 夕涼み会」 

９９９９月月月月１４１４１４１４日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１５日（水）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

１６日（木）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、  

京都新聞丹波版または、南丹市情報センターホームペー 

ジをご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１１１号（２の２）平成２２年８月２７日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「身体障害者巡回更生相談身体障害者巡回更生相談身体障害者巡回更生相談身体障害者巡回更生相談」」」」のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

京都府身体障害者更生相談所では、府内を巡回し、補装具相談・医療相談などを

実施しています。南丹地区での実施は下表のとおりです。 

日程 場所 来訪医師 

９月１０日（金）午後2時～3時30分 日吉はーとぴあ保健センター 整形外科 

１１月９日（火）午前10時～11時30分 亀岡市役所市民ホール 整形外科 

※平成２２年度の南丹市内での実施は、平成２３年２月３日（園部・耳鼻科）、３月

１１日（美山・整形外科）の予定です。 

●内容内容内容内容 補装具交付・修理に係る判定、医療相談（整形外科または耳鼻科） 

●持持持持ちちちち物物物物 身体障害者手帳、使用中の補装具、印鑑（支給申請が必要な場合に使用） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 参加を希望される方は、それぞれの巡回更生相談日の３日前（土、日、

祝日を除く）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 社会福祉課 TEL（0771）68-0007 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

なんたんなんたんなんたんなんたん元気元気元気元気づくりづくりづくりづくり体操普及体操普及体操普及体操普及リーダーリーダーリーダーリーダー養成講座受講者募集養成講座受講者募集養成講座受講者募集養成講座受講者募集    

 

●日時日時日時日時 ９月３０日（木）午後１時３０分～４時 

●場所場所場所場所 南丹広域振興局園部総合庁舎 新館ＡＢＣ会議室 ●定員定員定員定員 ３０人 

●対象対象対象対象 健康に関心があり「なんたん元気づくり体操」を近所に広げていただける方 

●内容内容内容内容 ①講義「健やかで心豊かな高齢期を生きる」 

講師 丹波笠次病院アドバイザー 大島行博氏 

②実技「あなたにでもできる体操指導」 

講師 大阪医療福祉専門学校 作業療法士学科副学科長 山口典孝氏 

●持持持持ちちちち物物物物 登録者証用写真（縦2.5cm×横2cm）、運動できる服装、お茶、タオル 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ９月２２日（水）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 南丹保健所保健室健康支援担当 TEL（0771）62-4753 

献血献血献血献血・・・・骨髄骨髄骨髄骨髄ドナードナードナードナー登録登録登録登録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    

 

人の生命を救える大切な献血。多くの方のご協力をお願いします。 

日程 場所 受付時間 

９月１６ 日（木） 南丹市八木公民館 午前９時３０分～１１時３０分 

９月１７日（金） 京都府園部総合庁舎 

午前１０時～１１時３０分 

午後０時３０分～３時３０分 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

９９９９月月月月のののの母子保健事業日程表母子保健事業日程表母子保健事業日程表母子保健事業日程表    

 

日程 事業名 対象（月齢など） 場所 

９月３日（金） 乳児後期健診 平成２１年１０月生 

９月１０日（金） 乳児前期健診 平成２２年５月生 

９月２４日（金） ３歳５カ月児健診 平成１９年３月生 

９月２８日（火） ２歳５カ月児健康相談 

平成20年3月6日 

～3月31日生 

９月３０日（木） １歳８カ月児健診 平成２０年１２月生 

園部保健福祉 

センター 

(こむぎ山健康学園) 

９月２９日（水） 離乳食教室 

生後４カ月～１歳半

ごろの乳児と保護者 

美山保健福祉 

センター 

※対象の方には個別に案内・問診票を郵送します。 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

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。 

●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（（（（９９９９・・・・１０１０１０１０月分月分月分月分））））    

日時 内容 地区名 場所 

９月３日(金) 室内ボウリング ほか 園部 こむぎ山健康学園（園部町） 

９月１４日(火) バトミントン・卓球 

八木 

日吉 

はーとぴあ体育館（日吉町） 

９月１６日(木) 

なんたん元気づくり体

操とレクリエーション 

美山 美山保健福祉センター 

９月１７日(金) 茶話会 園部 憩いの家（園部町） 

１０月８日(金) ウオーキング 園部 こむぎ山健康学園周辺 

１０月２０日(水) 秋の遠足 八木 八木町内 

１０月２１日(木) バラなど観賞 美山 府立植物園（京都市） 

１０月２２日(金) 茶話会 園部 憩いの家（園部町） 

１０月２５日(月) 森林浴ランチ 日吉 日吉ダム 

※内容を変更することがありますので、下記問合せ先に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 

第第第第５５５５回南丹市回南丹市回南丹市回南丹市ボウリングボウリングボウリングボウリング交流大会交流大会交流大会交流大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    

 

ボウリング競技の普及と技術の向上を図り、市民相互の親睦交流を深めることを

目的に第５回南丹市ボウリング交流大会を開催します。この大会は第３３回京都府

民総合体育大会南丹市代表選考会を兼ねています。 

●日時日時日時日時 ９月１８日（土）午後８時～（受付：７時３０分） ●場所場所場所場所 アルプラザボウル 

●競技方法競技方法競技方法競技方法 ①１人４ゲームトータルピンにて順位を決定する。 

②性別、年齢によってハンディを与える。 

●参加資格参加資格参加資格参加資格 １８歳以上の南丹市内在住、在勤者（高校生は不可） 

※府民総体の出場資格は、１８歳以上の社会人に限る。 

●参加料参加料参加料参加料 １人２，０００円（当日受付で徴収します。貸し靴代は別途必要） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ９月１３日（月）までに電話、ＦＡＸで住所、氏名、年齢、性別、連

絡先（電話番号）などを下記申込先に連絡の上、お申し込みください。 

●そのそのそのその他他他他 表彰は、優勝者にトロフィ（持ち回り）を授与します。また、成績によ

り賞品などを主催者で準備します。（参加賞あり） 

●主催主催主催主催 南丹市体育協会 ●主管主管主管主管 南丹市ボウリングクラブ ●後援後援後援後援 南丹市教育委員会 

 

◇大会に関する問合せ先 南丹市ボウリングクラブ事務局（池上） TEL 090-4303-1450 

◇大会参加の申込先 社会教育課 TEL（0771）68-0014 FAX（0771）63-2850 

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。まずはお問い合わせください。秘密厳守。相談無料。 

●日時日時日時日時 ９月１４日（火）、２８日（火）午後４時～７時（１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 開催日の前日までに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ご案内しています。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 

商店街活性化商店街活性化商店街活性化商店街活性化のためののためののためののための「「「「食食食食のののの逸品逸品逸品逸品」」」」研究会参加募集研究会参加募集研究会参加募集研究会参加募集    

 

●日時日時日時日時 第１回 １０月５日（火）午後１時２０分～３時１０分 

研修会オリエンテーション、地域ブランディング研修 

第２回 １１月２日（火）地域資源の発見、アイデア発想づくり。 

第３回 １１月３０日（火）逸品コンセプトの確立。逸品企画。試食会。 

第４回 １月１８日（火）試作品の品評会、ブラッシュアップ。 

第５回 ２月中旬の土・日・祝日 成果発表・市場テスト。 

※第２回目以降も午後１時２０分～午後３時１０分を予定しています。 

●場所場所場所場所 京都聖カタリナ高等学校 

●目的目的目的目的 市内の農林水産物の生産者と市内の商店街との協働により、地産地消に取

り組み、市の特色ある食の地域ブランドづくりを行うことによって、市の農林水

産物の消費拡大と商店街の活性化を目的としています。 

●内容内容内容内容 フードコーディネーターによる指導のもと農林水産生産者と商店街グルー

プが市の地域ブランドを目指す商品開発を行います。 

●講師講師講師講師 斉藤三映子氏（(有)エスアールフードプロデュース 代表） 

●参加対象参加対象参加対象参加対象とととと申込方法申込方法申込方法申込方法 すでに商品開発に取り組まれている団体で、商店街グループと

生産者、加工組合グループ、それぞれ２～３団体。１グループの参加人数は各回５人

程度。全５回の講座に参加できるグループでの申し込みになります。９月１日（水）

午前９時以降に下記申込・問合せ先に電話でお申し込みください。（先着順） 

●協力協力協力協力 京都聖カタリナ高等学校普通科フードカルチャーコース 

 

◇申込・問合せ先 商工観光課 TEL（0771）68-0050 

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    

 

＜グラウンド・ゴルフのつどい＞       

●日時日時日時日時 ９月３日（月例会）、１０日、１７日、２４日 午前９時～１１時４５分 

●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 ９月１４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） 

＜キノコ教室＞ 

●日時日時日時日時 ９月３０日（木）午後１時３０分～４時 ●場所場所場所場所 公園センター会議室 

●定員定員定員定員 ５０人 ●参加料参加料参加料参加料 ５００円 ●内容内容内容内容 毒キノコの見分け方など 

●申込期限申込期限申込期限申込期限 ９月２４日（金） 

＜薬草教室＞ 

●日時日時日時日時 １０月７日（木）午後１時３０分～８日（金）正午 ●定員定員定員定員 ５０人 

●場所場所場所場所 丹波自然運動公園一円 ●参加料参加料参加料参加料 ５,５００円（１泊３食、体験料含む） 

●内容内容内容内容 公園内の薬草の観察と効用、服用方法を学ぶ ●申込期限申込期限申込期限申込期限 ９月３０日（木） 

＜あっぱれたんぼ稲刈りイベント＞ 

●日時日時日時日時 １０月１０日（日）午前９時３０分～ ●場所場所場所場所 球技場隣接の田んぼ 

●参加料参加料参加料参加料 大人１，５００円、子ども５００円（おにぎり、あっぱれ汁など含む） 

●対象者対象者対象者対象者 小学生以上（小学生は保護者同伴） ●申込期限申込期限申込期限申込期限 ９月３０日（木） 

 

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

「「「「歴史街道歴史街道歴史街道歴史街道    西西西西のののの鯖鯖鯖鯖街道街道街道街道」」」」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    

 

美山の文化財について学び、芦生研究林の権蔵坂を歩きます。栃餅作り体験も。 

●日時日時日時日時 ９月１８日（土）～１９日（日） ●場所場所場所場所 美山町内 

●参加費参加費参加費参加費 １泊４食13,000円、日帰り3,800円／日（昼食付） 

●申込期限申込期限申込期限申込期限 ９月１３日（月）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 京都府立ゼミナールハウス TEL（0771）54-0216 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度南丹市介護者交流事業年度南丹市介護者交流事業年度南丹市介護者交流事業年度南丹市介護者交流事業をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

 在宅で介護されている方の心身のリフレッシュ、同じ悩みを持った介護者の交流会を

開催します。今回は、琴演奏者の演奏会やトークショー、昼食会や懇談会を行います。 

●日時日時日時日時 ９月２８日（火）午前１０時～午後３時 

●場所場所場所場所 ヴィラ多国山（八木町西田） 

●参加対象参加対象参加対象参加対象 在宅で介護をされている方 ●参加費参加費参加費参加費 ５００円 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ９月１７日（金）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 南丹市社会福祉協議会本所 TEL（0771）43-0551 

各支所 TEL 園部（0771）62-4125 八木（0771）42-5480 

日吉（0771）72-0947 美山（0771）75-0020 

ホームヘルパーホームヘルパーホームヘルパーホームヘルパー２２２２級養成研修級養成研修級養成研修級養成研修をををを開講開講開講開講しますしますしますします    

 

●日程日程日程日程 １０月３日（日）～１月３１日（月）※詳しい日程はお問い合わせください。 

●場所場所場所場所 日吉はーとぴあ農事研修室、八木デイサービスセンター、特別養護老人ホ

ーム、訪問介護事業所など 

●対象者対象者対象者対象者 南丹市在住・在勤者、南丹市域で訪問介護員として働く意欲のある方 

●受講料受講料受講料受講料 30,000円（テキスト代6,800円含む） ※健康診断料は別途自己負担。 

●定員定員定員定員 ２５人 ●募集期間募集期間募集期間募集期間 ９月２４日（金）まで（定員になり次第締切） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 南丹市社会福祉協議会本所・各支所へお申し込みください 

 

◇問合せ先 南丹市社会福祉協議会 本所 TEL（0771）72-3220 

南丹市国際交流協会南丹市国際交流協会南丹市国際交流協会南丹市国際交流協会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    

 

＜「ドイツ・カフェ」参加者募集＞ 

●日時日時日時日時 ９月４日、１１日、１８日、２５日（各土曜日）午後７時～８時３０分 

●場所場所場所場所 みとき屋（南丹市日吉町胡麻） 

●内容内容内容内容 初歩的なドイツ語やドイツの生活文化を学ぶ 講師：デトレフ・シャウベッカー氏 

●参加費参加費参加費参加費 全４回４，０００円（１回１，２００円）喫茶付き 

＜「社会人英会話教室（初級）」受講生募集＞ 

●日時日時日時日時 ９月２９日～１１月２４日（各水曜日）午後６時３０分～８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 

●内容内容内容内容 初歩的な英会話練習 ●参加費参加費参加費参加費 全８回７，２００円（１回１，０００円） 

※中級レベルは、木曜日に園部で開催していますので、下記問合せ先にお問い合わせください。 

＜共通事項：申込方法＞ 

８月３１日（火）から受付開始します。下記問合せ先に電話（火、水、木の正午

～午後４時）、ＦＡＸ、Ｅメールで氏名、住所、電話番号、連絡先（携帯など）を連

絡の上、お申し込みください。 

 

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

                Ｅメール nantania@cans.zaq.ne.jp 

平成平成平成平成２３２３２３２３年度聖家族幼稚園入園説明会年度聖家族幼稚園入園説明会年度聖家族幼稚園入園説明会年度聖家族幼稚園入園説明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 ９月６日（月）午前１０時～自由参観（各保育室）、１０時３０分～説明会 

●対象児対象児対象児対象児・・・・保護者保護者保護者保護者 本園は１年保育、２年保育、３年保育、満三歳児保育を行って

います。入園を検討中の方、興味のある方は気軽にお越しください。当日は園庭

開放もしています。 

●持持持持ちちちち物物物物 上靴（スリッパ） ●駐車場駐車場駐車場駐車場 幼稚園専用駐車場へお願いします。 

※園の詳細はホームページ（http://www.seikazoku.ed.jp/）で公開しています。 

 

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


