第１３２号（３の１）平成２３年７月８日発行

７月２４日
２４日 テレビは
テレビはデジタル放送
デジタル放送に
放送に完全移行します
完全移行します

今 回 のお知 らせ内 容
― ３の 1 枚目 （緑色） ―――――――――――――――――
【 表 】 ・８月の母子保健事業日程表
・７月２４日 テレビはデジタル放送に完全移行します
・歯周病予防健診のお知らせ
・
『振り込め詐欺』にご注意ください！
【裏】・
「女性の館」短期講座のご案内
・京都匠塾 夏休み こども ものづくりパック！開催
・オカリナ教室を開催します
・氷室の郷からのお知らせ
・なんたんテレビ番組表（７月１６日～３１日）
― ３の２枚目 （オレンジ色） ―――――――――――――――
【 表 】 ・夏の交通事故防止府民運動について
・
「アロマ体験」と「人形劇鑑賞」のお知らせ
・おもしろスポーツ体験巡回スポーツ教室のお知らせ
・
「２０１１年夏休み科学となかよし」のお知らせ
・薬物乱用ダメ。ゼッタイ。
・南丹市緑の基本計画（素案）に関する意見を募集します
・３Ｒ促進ポスターコンクール作品を募集します
・廃食用油の回収にご協力を
【 裏 】 ・２０１１南丹そのべ夏まつりを開催します
・まちなか再発見！『そのべ本陣・夏まつり』開催のご案内
・
「宮町華灯り」を開催します
・八木町の「夜市」開催のご案内
・美山かやぶき美術館コンサートのご案内
・道の駅京都新光悦村８周年感謝祭の参加者を募集します
・
「南丹☆学生の祭典２０１１」の出演者を募集します
・京都府立ゼミナールハウスからのお知らせ
・丹波自然運動公園からのお知らせ
― ３の３枚目 （青色） ―――――――――――――――――
―――――――――――――――――
【 表 】 ・食中毒予防・対策をしましょう
・
「要約筆記教室」の受講者を募集します
・子育てすこやかセンター７月事業のお知らせ
・夏休み農とふれあう体験デー（施設公開）のお知らせ
・自衛官募集相談員の委嘱について
・ホームヘルパー２級養成講座のご案内
・自衛隊説明会開催のご案内
・ひよし夏祭り２０１１を開催します
・＜そのべ地域版お知らせ＞ٛ

８月の母子保健事業日程表
●場所
場所 園部保健福祉センター
●日程
日程
事業名
８月１２日（金） 乳児後期健診
８月１６日（火） 離乳食教室
受付：午前９時３０分～１０時
８月１９日（金） 乳児前期健診
８月２３日（火） ２歳５カ月児健康相談

対象
平成２２年９月生
生後５カ月～１歳ごろの乳児
と保護者（申し込みが必要）
平成２３年４月生
平成２１年２月１日
～平成２１年３月９日生
８月２５日（木） １歳８カ月児健診
平成２１年１１月８日
～平成２１年１２月１０日生
８月２６日（金） ３歳５カ月児健診
平成２０年１月２２日
～平成２０年３月 1 日生
※対象の方には個別に案内・問診票を郵送します。

◇問合せ先 保健医療課 TEL（0771）68-0016

７月２４日に地上アナログ放送、ＢＳアナログ放送は終了し、デジタル放送に完全移
行します。デジタル放送への完全移行に伴い、テレビ画面右上に“アナログ”と表示さ
れているテレビは映らなくなりますので、お早めにデジタル化の対応をお願いします。
また、デジサポ京都ではさまざまな地デジに関する相談を受け付けています。８月２４
日までの間、本庁窓口に地デジ簡易相談コーナー（相談用電話）を設置していますので
活用ください。南丹市ケーブルテレビのデジタル放送で視聴できるチャンネルは下記の
とおりです。６月２４日から新たにテレビ大阪のデジタル放送の送信を開始しています。
チャンネル設定がまだの方は、機器の説明書をご覧いただき設定をお願いします。
●南丹市
南丹市ケーブルテレビ
南丹市ケーブルテレビの
ケーブルテレビの基本サービス
基本サービスで
サービスで視聴できる
視聴できるデジタル
できるデジタル放送一覧表
デジタル放送一覧表
アナログ
⇒
デジタル
1ch-ＮＨＫ総合
⇒ 1ch-ＮＨＫ総合
2ch-南丹市気象情報
⇒ 放送終了 ※１
3ch-ＫＢＳ京都
⇒ 5ch-ＫＢＳ京都
4ch-毎日放送
⇒ 4ch-毎日放送
5ch-京都新聞文字ニュース
⇒ 放送終了 ※１
6ch-朝日放送
⇒ 6ch-朝日放送
8ch-関西テレビ
⇒ 8ch-関西テレビ
9ch-なんたんテレビ
11ch-なんたんテレビ
⇒
（コミュニティ放送）
（コミュニティ放送）
10ch-読売テレビ
⇒ 10ch-読売テレビ
11ch-テレビ大阪
⇒ 7ch-テレビ大阪
12ch-ＮＨＫ教育
⇒ 2ch-ＮＨＫ教育
C17ch-ＮＨＫ衛星 ＢＳ１
⇒ 放送終了 ※２
C18ch-ＮＨＫ衛星 ＢＳ２
⇒ 放送終了 ※２
※１ アナログ放送の 2ch「南丹市気象情報」
、5ch「京都新聞ニュース」は７月２４
日（日）で終了です。デジタル化以降はデータ放送を活用した新たなサービスの
提供を検討しており、詳細が決定しましたらお知らせします。
※２ ＮＨＫ ＢＳデジタル放送をご覧いただくには、南丹市ケーブルテレビの付加
サービス「ＢＳプラン（ＴＶ１台につき月額 500 円～）
」に加入いただくか、自宅
にＢＳアンテナ工事およびＢＳ対応テレビなどの設置が必要となります。

◇問合せ先 南丹市情報センター TEL（0771）63-1777（土・日営業、月・祝休業）
地域振興課 TEL（0771）68-0019

歯周病予防健診のお
歯周病予防健診のお知
のお知らせ
平成２４年３月３１日現在で、４０歳、５０歳、６０歳、７０歳の方を対象に歯周病
予防健診を実施します。注意しているつもりでも、知らないうちに歯周病は進行してい
ますので、この機会に口の健康に目をむけ、歯周病予防健診を受診してください。対象
の方で個別通知が届いていない場合はお問い合わせください。
（個人負担金無料）
●実施
実施期間
実施期間 ７月～１２月
●受診方法
受診方法 実施医療機関で受診（実施医療機関以外での受診はできません）
●検診内容
検診内容 歯の健診（う歯、歯周ポケット測定ほか）
●実施医療機関
医療機関名
電話番号
医療機関名
電話番号
大町歯科医院
68-2217
秋田歯科医院
42-2345
八木
河野歯科医院
63-1322
嶋村歯科診療所
42-5897
高屋歯科医院
62-0144
鈴木歯科医院
74-3418
園部 村井歯科医院
日吉
63-0348
明治国際医療大学
72-1221
附属病院（歯科）
医）ムネカワ歯科
63-0819
元村歯科医院
63-1156
美山
荒木歯科医院
75-0271
山田歯科医院
62-0019
みやま岡田歯科医院
77-0010

◇問合せ先 保健医療課 TEL（0771）68-0016

『振り込め詐欺』
詐欺』にご注意
にご注意ください
注意ください！
ください！
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。
◇問合せ先 商工観光課 TEL（0771）68-0050

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「TEL４
４２－２３００」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。
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ＵＲＬ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｎａｎｔａｎ．ｋｙｏｔｏ．ｊｐ （南丹市）

「女性の
女性の館」短期講座のご
短期講座のご案内
のご案内

南丹市情報センター
南丹市情報センター なんたんテレビ
なんたんテレビ番組表
テレビ番組表 (７月１６日
１６日～３１日
３１日）
ＴＥＬ0771-63-1777 FAX 0771-63-1682 Ｍail: sictv@sic.cans.ne.jp 月曜・
月曜・祝日は
祝日は休館

●ちりめん
ちりめん細工
ちりめん細工（
細工（香の花） ちりめんを使ったかわいい飾り物です。
・日時 ８/６、９/３、１０/１ 午後１時３０分~３時３０分
・定員 ２０人 ・持ち物 裁縫道具 ・講師 布２の会
●エコクラフト
エコクラフト クラフトテープで手作り雑貨を作ります。
・日時 ８/１２、９/９、１０/１４ 午前１０時～正午
・定員 ２０人 ・持ち物 はさみ ・講師 中村祐予氏
●ミニ
ミニ几帳
ミニ几帳 平安の時代を連想させる布細工です。
・日時 ８/２０、９/１７、１０/１５ 午前１０時～正午
・定員 ２０人 ・持ち物 裁縫道具 ・講師 平田みどり氏
●ビーズ
ビーズ細工
ビーズ細工 ビーズを使ってオリジナル作品を楽しみましょう。
・日時 ８/１７、９/２１、１０/１９ 午後１時３０分～３時３０分
・定員 ２０人 ・持ち物 裁縫道具 ・講師 藤井祐子氏
●随時講座
随時講座 干支作り、ミニお雛様作り、お正月用フラワーアレンジメント
＜全講座共通事項＞
各講座とも２時間を１回とし、受講料は１回 500 円です。初回講座時に全回数分をお
支払いください。材料費は別途必要です。申し込みの締め切りは７月３０日（土）です。
申し込みをされた方には講座開催前に、はがきで日程などの詳細を連絡します。
※各講座の申し込み人数が１０人以下の場合は講座を中止する場合があります。都合に
より日程を変更する場合もあります。性別を問わずどなたでも受講できます。
◇申込・問合せ先 園部女性の館 TEL（0771）63-2986

京都匠塾 夏休み
夏休み こども ものづくりパック
ものづくりパック！
パック！開催
箱膳一式をつくる中で、ものづくりの楽しさや難しさを感じ、ものを大切にする気持
ちを伝えます。また、箱膳を使ってみんなでご飯を食べる楽しい食育の場にもなります！
●日程
日程 ①８月１日（月） ②８月４日（木） ③８月８日（月）
④８月１１日（木） ⑤８月２２日（月） ⑥８月２５日（木）
●時間
時間 ①～⑤：午前１０～正午、⑥：午前１０時～午後２時
●内容
内容 ごはん茶碗、コップ、箸、箱膳などを作り、最終日にはそれらすべてを使
って食事会をします。
●対象
対象 小学３年生～中学３年生 ●定員
定員 １８人（先着順） ●費用
費用 10,000 円
●場所
場所 町家工房「息吹」 ●後援
後援 南丹市
●申込
申込方法
申込方法 ＦＡＸ、Ｅメールまたは、はがきに学校名、体験される方全員の氏名、
学年、住所、電話番号を記入の上、お申し込みください。
●申込
申込締切
指導 ＮＰＯ法人京都匠塾・京都伝統工芸大学校生
申込締切 ７月２３日（土）必着 ●指導

◇申込・問合せ先 町家工房息吹 TEL（0771）68-1731 FAX（0771）68-1732
Ｅメール info@takumijuku.org
〒622-0013 南丹市園部町本町２８ 町家工房息吹

オカリナ教室
オカリナ教室を
教室を開催します
開催します
オカリナ作りから始める入門オカリナ教室を開催します。
●日程
日程 オカリナ作り：８月４日（木）
教室：９月２９日（木）～１２月１５日（木） 全８回
●時間
時間 午前１０時～１１時３０分
●場所
場所 京都府立口丹波勤労者福祉会館
●受講料
受講料 8,000 円 ※別途材料費 4,500 円が必要です。
（Ｃ管オカリナ持参でも可）
●申込方法
申込方法 ８月１日（月）までに直接来館していただくか、電話、ＦＡＸ、または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。
●主催
主催 京都府立口丹波勤労者福祉会館 ●共催
共催 ＮＰＯ法人八木町スポーツ協会
●後援
後援 南丹市教育委員会
◇申込・問合せ先 ＮＰＯ法人八木町スポーツ協会 口丹波勤労者福祉会館
TEL（0771）42-5484 FAX（0771）42-5684
Ｅメール fualx504@cans.zaq.ne.jp

氷室の
氷室の郷からのお知
からのお知らせ
＜料理講習会＞
「グループかりん」と「新鮮・やぎの朝採り市」の共催で、地元の夏野菜を使った料
理講習会を開催します。プロのシェフにお願いし、家庭でできる簡単なフランス料理を
指導していただきます。講習会終了後にレストランで食事会を行います。
●日時 ７月１６日（土）午前１１時～ ●場所 八木農村環境公園「氷室の郷」
●参加費 1,500 円 ●定員 １５人 ●持ち物 エプロン、三角巾
＜布ぞうり作り体験教室＞
履き心地が良く、健康にも良い「ぞうり」を布で作る教室を開催します。
●日時 ７月３０日（土）午前１０時～午後３時
●場所
場所 八木農村環境公園「氷室の郷」
●参加費
参加費 1,500 円（布ぞうり１足分と昼食代を含む） ●定員
定員 ３０人
●持
持ち物 古着（Ｔシャツなど３～４枚）
、はさみ
※どちらも定員になり次第締め切ります。
◇申込・問合せ先 八木農村環境公園「氷室の郷」 TEL（0771）43-1128（月休業）

南丹市くらしのあんない
南丹市くらしのあんない版
くらしのあんない版 南丹市役所からのお知らせ 初回 ７月２１日【木】 ６時
初回 ７月２８日【木】 ６時
ふくしの森
ふくしの森
ふれあいひろば
初回 ７月２８日【木】 ６時１５分
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

週刊ニュース
週刊ニュースもぎたて
ニュースもぎたて☆
もぎたて☆テレビ

初回 ７月１６日【土】 ２３日【土】 ３０日【土】７時

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

胡麻保育所 ３･４･５歳児 親子バス遠足
聖家族幼稚園 カレー作り・参観日
園部小学校 ５年 若狭合宿
富本小学校 ときめき広場
園部第二小学校 小山の音楽会

初回
初回
初回
初回
初回

７月１６日【土】
７月１９日【火】
７月２３日【土】
７月２６日【火】
７月３０日【土】

８時
８時
８時
８時
８時

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

ＪＡトピックス
提供）（毎日）6：30／11：30／18：30／21：30（変更あり）
ＪＡトピックス（ＪＡ京都
トピックス
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

★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。一週間のニュースもご覧いただけます。
http://www.cans.ne.jp/ なんたんネットワーク

第１３２号（３の２）平成２３年７月８日発行

夏の交通事故防止府民運動について
交通事故防止府民運動について
夏の交通事故防止府民運動を実施します。これを機会に家庭や学校、職場などで交通
安全について話し合い、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践をお願いします。
●運動
運動スローガン
運動スローガン 「古都の夏 お先にどうぞと 待つゆとり」
●実施機関
実施機関 ７月２１日（木）～８月２０日（土）
●重点項目
重点項目 ・子どもと高齢者の交通事故防止 ・自転車の安全な利用の促進
・飲酒運転の根絶

◇問合せ先 交通対策室 TEL（0771）68-0003

「アロマ体験
アロマ体験」
体験」と「人形劇鑑賞」
人形劇鑑賞」のお知
のお知らせ
南丹市在住のひとり親家庭と寡婦の皆さんの情報交換と交流の場として、
「アロマ
ハンドトリートメント体験」と「人形劇鑑賞」を開催します。
（無料）
●日
日時 ７月２３日（土）午後１時３０分～３時３０分
●場所
場所 日吉町生涯学習センターホール ●申込期限
申込期限 ７月１９日（火）
●対象者
対象者 南丹市在住のひとり親家庭の親子など（母子、父子、寡婦の方）
●内
内容 ①アロマハンドトリートメントの体験講習（講師：斎藤奈緒子氏）
②人形劇鑑賞（出演：人形劇団そらまめ）
●申込
申込方法
申込方法 母子寡婦福祉会会員の方は各支部長にお申し込みください。会員以外
の方は下記に電話で氏名、年齢、住所、電話番号をお伝えください。
●持
持ち物 アロマオイルを使用するので、汚れてもよい服装で参加してください。
フェイスタオルも１人２枚持参ください。その他の事項は後日お知らせします。
◇申込・問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017
各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022
日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041

南丹市緑の
南丹市緑の基本計画（素案）
素案）に関する意見
する意見を
意見を募集します
募集します
緑あるまちづくりを推進するため、都市緑地法第４条に基づき、都市の緑について、
将来のあるべき姿とそれを実現していくための施策を含めた総合的な計画である「南丹
市緑の基本計画」の策定を進めています。このたび、素案が完成したので「南丹市民の
意見提出手続（パブリックコメント手続）要綱」に基づき、市民の皆さんに閲覧をして
いただき、ご意見を募集します。
●計画
計画の
計画の名称 南丹市緑の基本計画（素案）
●素案
素案の
素案の閲覧場所 都市計画課、各支所地域総務課
※南丹市ホームページでも閲覧可能です。
（http://www.city.nantan.kyoto.jp/）
●閲覧時間
閲覧時間 午前８時３０分～午後５時（土・日・祝日を除く）
●募集期間
募集期間 ７月１１日（月） ～２５日（月）
●意見
意見を
意見を提出できる
提出できる方
できる方
・市内に住所を有する方
・市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
・市内に所在する事務所または事業所に勤務する方
・市内に所在する学校に在学する方 ・市税の納税義務を有する方
●提出方法
提出方法 閲覧場所に備え付けの意見募集様式（ホームページからもダウンロード可）
に記入の上、持参、郵送、ＦＡＸ、Ｅメールいずれかの方法で提出してください。電
話での意見はお受けできません。
●注意
注意 意見は日本語、用紙は指定様式に限ります。住所、氏名、連絡先（団体などの
場合は、名称、所在地、連絡先）を必ず記入してください。記入がない場合は受け付
けできません。
●その
その他
その他 意見の概要とそれに対する本市の考え方はホームページなどで一定期間公表
します。その場合、氏名、住所などは公表しません。なお、個別の回答は行いません。

◇問合せ先 都市計画課 TEL（0771）68-0052 FAX（0771）63-0654
〒622-8651 南丹市園部町小桜町４７番地
E メール tokei@city.nantan.kyoto.jp

おもしろスポーツ
おもしろスポーツ体験巡回
スポーツ体験巡回スポーツ
体験巡回スポーツ教室
スポーツ教室のお
教室のお知
のお知らせ
３Ｒ促進ポスターコンクール
促進ポスターコンクール作品
ポスターコンクール作品を
作品を募集します
募集します
市民の皆さんがスポーツに親しみ、楽しむことを目的に市内の各地域で開催します。
どの会場へも、またお一人での参加もできます。複数の会場へも参加いただけます。今
回は、第１弾として八木地域で行います。
（申込不要。無料）
●日時
日時 ７月１７日（日） 午後８時～１０時 ●場所
場所 八木中学校体育館
●内容
内容 フロッカー、囲碁ボール、体力検定（成人以上）
●持
持ち物 体育館シューズ ※運動のできる服装で参加ください
※第２弾は８月２０日（土）園部町で開催予定です。

◇問合せ先 南丹市体育指導委員会事務局（社会教育課） TEL（0771）68-0014

「２０１１年夏休
２０１１年夏休み
年夏休み科学となかよし
科学となかよし」
となかよし」のお知
のお知らせ
科学実験を通して、理科や身の回りの事象に興味を持つことを目的として、ろ過
や蒸留などの方法を用いて汚れた水を透明な水に変える実験をします。
●日時
日時 ８月６日（土）午前１０時～正午 ●場所
場所 八木公民館
●参加費
参加費 100 円 ●対象
対象 南丹市内在住の小学生以上の方（２０人前後）
●テーマ
テーマ 汚れた水をきれいな水に変える（水の大切さを学ぶ）
●講師
講師 八木孝夫氏（工学博士）
●主催
主催 夢のひこうせん ●共催
共催 南丹市図書館（支援：京都新聞社会福祉事業団）
◇申込・問合せ先 八木図書室 TEL（0771）68-0027

薬物乱用ダメ
薬物乱用ダメ。
ダメ。ゼッタイ。
ゼッタイ。
薬物乱用とは、社会のルールから外れた方法や目的で、薬物を使うことです。覚
せい剤などの違法薬物は、たとえ１回だけの使用でも乱用になり犯罪です。さらに、
乱用者自身の精神や身体上の問題のみにとどまらず、家庭内暴力などによる家庭の
崩壊、殺人、放火など悲惨な事件の原因にもなり、社会全体への問題へと発展しま
す。薬物乱用防止に必要なのは何より断る勇気です。誘われても、きっぱりと断る
「勇気」を身に付けることが重要です。一度使用するとやめられなくなります。薬
物乱用は「ダメ。ゼッタイ。
」なのです。
◇問合せ先 南丹保健所 TEL（0771）62-4754

３Ｒ（ごみの発生抑制：Ｒｅｄｕｃｅ、再使用：Ｒｅｕｓｅ、再生利用：Ｒｅｃ
ｙｃｌｅ）の取り組みを促進するため、啓発用のポスターを募集します。
●主催
主催 環境省、３Ｒ活動推進フォーラム
●作品規格
作品規格 ①サイズは４つ切画用紙またはＢ３版
②画材は問いません。立体性のある作品は対象外です。
●募集区分
募集区分 ・小学生低学年（１～３年）の部 ・小学生高学年（４～６年）の部
・中学生の部
●入賞
入賞 最優秀賞１点、優秀賞５点、佳作１５点（区分ごと）
●審査基準
審査基準 ３Ｒの理解を一層深めるため、絵画としての評価、３Ｒのキャッチコ
ピー、ポスターとしてのデザイン性、アピール度から総合的に審査します。
●提出先
提出先 環境課 ●提出期限
提出期限 ９月９日（金）
●その
その他
その他 応募用紙は環境課に備え付けています。作品の著作権、著作隣接権、商
標権、商品化権、意匠権、所有権は主催者に属し、作品は返却しません。入賞作
品は３Ｒ広報用に活用します。
◇問合せ先 環境課 TEL（0771）68-0015

廃食用油の
廃食用油の回収にご
回収にご協力
にご協力を
協力を
「南丹市の環境を守り育てる会」の協力を得て、焼却ごみの減量および河川の汚染防
止のため、家庭から排出される廃食用油（植物系のてんぷら油）の回収を行っています。
●場所
場所 本庁、各支所ならびに美山地区各振興会（のぼり旗を掲示しています）
●時間
時間 午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日を除く）
●対象
対象 家庭から出る液状の植物性油（サラダ油、なたね油、コーン油、ごま油、大豆
油、米油、べに花油、ひまわり油など）※賞味・消費期限切れの食用油も回収します。
●方法
方法 使用済みのてんぷら油は“てんかす”などを取り除き、ペットボトルなどに入
れて持参してください。油を回収用ポリタンクに移し、持参いただいた容器はお持ち
帰りください。
●対象外
対象外 動物系（ラードなど）
、石油系（エンジンオイルなど）
、固体の油（マー
ガリン、バターなど）
、事業所（飲食店、小売店、工場）からの油

◇問合せ先 環境課 TEL（0771）68-0015
各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022
日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041

◇◆◇アナログ放送は今年７月で終了！地デジ対応はお早めに！！◇◆◇
問合せ先 デジサポ京都：TEL 075-330-3030 ／ 地域振興課：TEL（0771）68-0019
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２０１１南丹
２０１１南丹そのべ
南丹そのべ夏
そのべ夏まつりを開催
まつりを開催します
開催します

道の駅京都新光悦村８
駅京都新光悦村８周年感謝祭の
周年感謝祭の参加者を
参加者を募集します
募集します

●日時
日時 ８月６日（土）午前１０時～午後８時（雨天決行）
時間
イベント内容
場所
午前１０時１５分 「小山太鼓」演奏
園部公民館駐車場
～
園部小学校鼓笛隊パレード 園部公民館～南丹市役所駐車場～
園部吹奏楽団
園部公民館 ※雨天時：園部公民館
午後１時３０分
園部消防署による起震車 園部公民館駐車場
～３時
体験コーナー
初期消火訓練コーナー
午後２時２０分
夏まつり映画大会
園部公民館大ホール
～４時
「マイマイ新子と千年の
魔法」
（無料）
午後４時～８時
「そのべ七夕まつり」
南丹市役所前
☆創作七夕飾りコンクール 園部宮町シンボルロード
（7/29（金）まで受け付け）
☆七夕夜店・ゲームコーナー
☆大ビンゴ大会
●後援
後援 南丹市、南丹市教育委員会ほか
●その
その他
その他 午前１０時～午後１０時の間、シンボルロードは車両通行止めとなりま
す。ご理解とご協力をよろしくお願いします。

道の駅京都新光悦村が８周年を迎えるにあたり、７月１７日（日）
、１８日（月・
祝）の２日間感謝祭を開催します。
＜親子クッキング教室＞
●日時
日時 ７月１７日（日）午前１０時～１１時３０分 ●定員
定員 親子５組
●内容
内容 地元の野菜と米粉を使った簡単料理 ●参加費
参加費 親子で500 円
（材料費含む）
＜カラオケ大会＞
●日時
日時 ７月１７日（日）午後２時３０分～ ●定員
定員 １０人 ●参加費
参加費 無料
●申込期限
申込期限 ７月１２日（火） ※応募者多数の場合は抽選を行い、結果を７月１３日
（水）に連絡します。詳しくは、ホームページ、電話でお問い合わせください。

◇問合せ先 そのべ夏まつり実行委員会 TEL（0771）62-0766

まちなか再発見
まちなか再発見！『
再発見！『そのべ
！『そのべ本陣
そのべ本陣・
本陣・夏まつり』
まつり』開催のご
開催のご案内
のご案内
時代の移り変わりと共に変わっていくそのべの商店街。その一角、園部町本町と
新町に、かつての山陰街道の面影を残す町並みが今も残っています。このたび、安
らぎと郷愁を覚えるこのかいわいで市民交流のイベントを開催します。
（来場無料）
●日時
日時 ７月１６日（土）午後３時～８時
●場所
場所 園部町本町「そのべ本陣地域（合羽家旅館、陽だまり周辺）
」
●内容
内容 ①子どものための人形劇と楽しいお話会（陽だまり）
：午後４時まで
②お茶席（合羽家） ・本陣屋台（かき氷、から揚げ、ヨーヨー釣など）
・朝顔市 ・木のマグネットづくり体験教室
③ガンバローニッポン！東北地酒の利き酒会、おばんざい料理、
夕涼みコンサート（陽だまり）
：午後５時～
●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 TEL（0771）62-0302

「宮町華灯り
宮町華灯り」を開催します
開催します
宮町区では、区の交流を深める目的で宮町華倶楽部を結成しました。今年は夏祭りを
企画し、区民手づくりの‘あんどん’を約１００基シンボルロードで点灯します。
●日時
日時 ７月１６日（土）午後６時３０分～９時 ●場所
場所 シンボルロード
●お
お願い 南丹市市民提案型まちづくり活動支援交付金を受け、区全体で元気なまちづ
くりを目指して活動している宮町華倶楽部は、１２月にペットボトルでのクリスマス
ツリー展示を予定しています。２リットルペットボトル（底の角ばった物のみ）がた
くさん必要になります。ご協力をお願いします。
（集積場所：宮町区自治会館）

◇問合せ先 宮町華倶楽部 TEL 090-3873-8256

八木町の
八木町の「夜市」
夜市」開催のご
開催のご案内
のご案内
焼きそば、かき氷、なんば、フランクフルト、ゲームコーナーなどたくさんあります。
●日時
日時 ７月１６日（土）午後６時～９時 ※雨天の場合１７日（日）になります。
●場所
場所 八木駅前、花のまち通り、本町通り
●その
その他
その他 午後５時～１０時まで国道４７７号線が車両通行止めになります。それに伴
い幹線道路も通り抜けできなくなります。ご理解とご協力をよろしくお願いします。

◇問合せ先 道の駅京都新光悦村 TEL（0771）68-1100
ホームページ http://www.cans.zaq.ne.jp/ekikouetsu/

「南丹☆
南丹☆学生の
学生の祭典２０１１
祭典２０１１」
２０１１」の出演者を
出演者を募集します
募集します
●行事名
行事名 南丹市制５周年記念南丹☆学生の祭典２０１１
●日時
日時 １０月３０日（日）午後１時３０分～ ●場所
場所 園部公民館大ホール
●主催
主催 マイサウンドプロデュース ●後援
後援 南丹市、南丹市教育委員会ほか
●応募資格
応募資格など
応募資格など ①個人、グループ（５人程度）、演目のジャンルは問いません。
②応募者は、次のいずれかに該当する方とします。
ア、南丹市内の大学、短期大学、専門学校、高等学校相当に在学する現役の学生
イ、南丹市内に在住する大学、短期大学、専門学校、高等学校相当に在学する現役
の学生
ウ、応募者の内、おおむね半数が「ア」または「イ」を満たすグループ
③参加料は無料ですが、応募および出演にかかる一切の費用は応募者の負担とします。
④発表は原則として１人１回とします。複数の参加はできません。
⑤営利や政治活動および宗教の布教などを目的とせず、学生自らが主体となって活動
を行っている個人もしくは団体とします。
●発表
発表の
発表の内容 参加部門は下記の４部門とします。
①音楽 ②舞踊 ③伝統芸能 ④その他（マジック、漫才、コント、朗読など）
●注意事項
注意事項 発表時間は、出入りを含んで１５分以内 ●定員
定員 １０団体（個人）程度
●応募方法
応募方法 申し込み用紙に必要事項を記入し、下記に郵送または宅配、Ｅメールでお
申し込みください。応募要領および応募用紙は、下記ホームページ、Ｅメールで入手で
きます。
●申込期限
申込期限 ９月１３日（火）必着

◇申込・問合せ先 園部町文化協会事務局（園部公民館内）
TEL（0771）63-5820 FAX（0771）63-5840
E メール nantan-fes2011@kyoto.zaq.jp
ホームページ
http://www.cans.zaq.ne.jp/fuajm406/nantan-fes.html
〒622-0014 南丹市園部町上本町南２-２２

京都府立ゼミナールハウス
京都府立ゼミナールハウスから
ゼミナールハウスからのお
からのお知
のお知らせ
＜夏期映画ゼミナール「愛と恋 さまざまなかたち」＞
●開催日
開催日
７月２９日（金）
『浪花の恋の物語』
（内田吐夢）
、
『赤い天使』
（増村保造）
『十代の妊娠』
（帯盛迪彦）
７月３０日（土）
『薄桜記』
（森一生）
、
『青春残酷物語』
（大島渚）
『サンダカン八番娼館 望郷』
（熊井啓）
『濹東綺譚』
（豊田四郎）
、
７月３１日（日）
『暁の脱走』
（谷口千吉）
、
『狂った果実』
（中平康）
●鑑賞料
鑑賞料 1 本につき 500 円（上映時刻はお問い合わせください）
●共催
共催 日本映像学会関西支部、
（財）京都ゼミナールハウス
＜ふるさとを描く（藤原玲子指導 水彩画教室作品展）＞
●開催
開催期間
場所 京都府立ゼミナールハウスロビー
開催期間 ７月３１日（日）まで ●場所
◇問合せ先 京都府立ゼミナールハウス TEL（0771）54-0216

◇問合せ先 南丹市商工会 TEL（0771）42-5380

丹波自然運動公園から
丹波自然運動公園からの
からのお知らせ
美山かやぶき
美山かやぶき美術館
かやぶき美術館コンサート
美術館コンサートのご
コンサートのご案内
のご案内
＜バンドネオン屋根裏コンサート＞
バンドネオンでありながらタンゴにこだわらず、ジャズミュージシャンと演奏を
続ける「大久保かおり」のソロ演奏。かやぶきの香り、ガラスと灯りの空間に心地
よい音が流れます。
●日時
日時 ７月２３日（土）午後６時 ●場所
場所 美山かやぶき美術館
●入場料
入場料 1,500 円
＜カリンバ コンサート＞
オルゴールのルーツとも言われる民族楽器「カリンバ」の名奏者「ロビン・ロイ
ド」の生演奏。カリンバの透明な音色をお楽しみください。
●日時
日時 ７月３１日（日）午後１時３０分～ ●場所
場所 美山かやぶき美術館

＜工作教室＞
●日時
日時 ８月６日（土）午後１時３０分～４時 ●場所
場所 丹波天文館
●内容
内容 おもしろ工作、太陽観望など ●対象者
対象者 小学生以上 ●定員
定員 ３０人
●参加料
参加料 300 円 ●申込期限
申込期限 ７月３１日（日）
＜京都丹波ロードレース大会＞
●日時
日時 １１月３日（木・祝） ●場所
場所 陸上競技場
●内容
内容 ハーフマラソン（3,000 円）
、１０ｋｍ（3,000 円）
：高校生以上
５ｋｍ（2,000 円、中学生 1,500 円）
：中学生以上
３ｋｍ（2,000 円、中学生以下 1,500 円）
：小学生以上
●申込
申込期限
期限
９月１５日（木）
申込
※ＦＡＸ、またはＥメールで、氏名、住所、電話番号を明記し、お申し込みください。
※大会当日のボランティアを募集しています。ご希望の方はご連絡ください。

◇申込・問合せ先 美山かやぶき美術館 TEL（0771）75-1777
◇申込・問合せ先 丹波自然運動公園 TEL（0771）82-0560 FAX（0771）82-0480
Ｅメール kouen@kyoto-tanbapark.or.jp
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食中毒予防・
食中毒予防・対策をしましょう
対策をしましょう

ホームヘルパー２
ホームヘルパー２級養成講座のご
級養成講座のご案内
のご案内

夏場は高温多湿になるため、食中毒が多発する時期です。食中毒予防対策をしっ
かり行い、食中毒を出さないよう一人一人が心掛けましょう。
＜食中毒から大切な家族を守る６つのポイント＞
①食品の買い物：新鮮なものを選ぶ。消費期限を確認して購入する。要冷蔵や冷凍
食品は購入後、早めに持ち帰る。
②食品の保存：冷蔵・冷凍保存が必要な食品は、持ち帰ったらすぐに冷蔵庫や冷凍
庫で保存する。冷蔵庫内はいつも清潔にし、食品の詰めすぎにも注意する。
③料理を始める前に：必ず手洗いをする。野菜なども念入りに洗う。きれいな調理
器具を使う。調理器具などを使った後は、すぐに洗剤でよく洗う。
④調理をするとき：まず手洗いを忘れず行う。加熱調理する食品は十分に加熱する。
⑤食事をするとき：食卓につく前に必ず手洗いをする。食品を室内に長く放置せず
速やかに食べる。
⑥食品が残ったとき：きれいな器具容器を使い、冷蔵庫などに保存し再加熱する。

母子家庭の母および寡婦の自立を支援し、就業に結びつける技能・資格を取得す
るためのホームヘルパー２級養成講座を京都府北部で実施します。
●期間
期間 ９月１０日（土）～平成２４年１月３１日（火）実習は平日です。
●場所
場所 ミストラル介護センター綾部
●対象者
対象者 京都府内（京都市以外）の母子家庭の母または寡婦で、ホームヘルパー
として就業しようとする方のうち、本講座の全日程に出席できる方
●費
費用 テキスト代 7,850 円 ※交通費は自己負担です。
●申込方法
申込方法 所定の受講申込書（子育て支援課、各支所健康福祉課に備え付け）お
よび、必要に応じて添付書類を同封の上、郵送でお申し込みください。
●添付書類
添付書類 世帯全員の住民票、または母子家庭の母または寡婦であることの証明書
●定員
定員 ２５人 ●申込
申込期限
申込期限 ７月２２日（金）必着
●その
その他
その他 土・日曜日のみ保育ルームあり（未就学児、生後６カ月以上）
◇申込・問合せ先 京都府母子寡婦福祉連合会事務局 TEL 075-223-1360

◇問合せ先 環境課 TEL（0771）68-0015

自衛隊説明会開催のご
自衛隊説明会開催のご案内
のご案内
「要約筆記教室」
要約筆記教室」の受講者を
受講者を募集します
募集します
要約筆記とは、耳が不自由な方のために、話の内容、会議の進行、講演の内容な
どを文字で表す筆記通訳のことです。この要約筆記を学び、技能を習得して、活動
していただける方を募集しています。
「耳の不自由な方の役に立ちたい」
「要約筆記
をやってみたい」など、興味をお持ちの方を対象とします。
●日時
日時 ８月１９日～１０月１４日の毎週金曜日（全８回）
午前１０時３０分～午後３時３０分（昼休憩４０分程度）
●場所
場所 美山保健福祉センター ●対象者
対象者 南丹市内在住または在勤の１６歳以上の方
●定員
定員 ４０人（修了された方は、京都府要約筆記奉仕員として登録できます）
●受講料
受講料 無料（ただし、一部教材費を実費徴収する場合があります）
●申込
申込期限
申込期限 ８月５日（金）までにお申し込みください。

防衛大学校・防衛医科大学校への進学または、就職を考えておられる方を対象に
各種自衛隊採用試験の内容について説明会を開催します。
日時
場所
７月１６日（土）
南丹市国際交流会館
午前１０時～１１時３０分
２階第３会議室
７月１６日（土）
丹波マーケス
午後１時～３時
コミュニティーホールＡ
７月１７日（日）
ガレリアかめおか
午後１時～３時
１階創作室
※両日とも、どなたでも参加いただけます。また、募集案内所では随時説明をさせ
ていただきます。

◇申込・問合せ先 社会福祉課 TEL（0771）68-0007
ふない聴覚言語障害センター TEL（0771）63-6448

夏祭り
２０１１を
ひよし
夏祭りTEL（0771）24-4170
２０１１を開催します
開催します
◇問合せ先 ひよし夏祭
亀岡募集案内所
ひよし夏祭
ひよし夏祭り
夏祭り２０１１を
２０１１を開催します
開催します

子育てすこやか
子育てすこやかセンター
月事業のお知
てすこやかセンター７
センター７月事業のお
のお知らせ
子育てすこやかセンターは、０歳から保育所・幼稚園に入所・入園するまでの子
どもとお母さん・お父さん・お家の人が集えるところです。
●子育
子育て
７月１２日（火）午前１０時～１１時３０分
子育て広場「水遊び」
広場
●ママ
ママ講座
ママ講座 「保健師による～子どもの予防接種について～」
７月１４日（木）午前１０時～１１時
●お
お話会 ７月１９日（火）午前１０時３０分～１１時
●親子
親子リトミック
親子リトミック ７月２１日（木）午前１０時～１１時
●折
折り紙を楽しもう ７月２６日（火）午前１０時３０分～１１時
◇問合せ先 子育てすこやかセンター TEL（0771）68-0082

夏休み
夏休み農とふれあう体験
とふれあう体験デー
体験デー（
デー（施設公開）
施設公開）のお知
のお知らせ

「ひよし夏祭り２０１１」を開催します。
●日時
日時 ７月１７日（日）午前１０時～午後８時３０分
●場所
場所 スプリングスひよし
●内容
内容
時間
イベント内容
午前１０時
ひよし朝市里の市まつり
日吉ダム施設見学会（ダムゲート室一般開放）
午前１０時
日吉ダム防災資料館臨時開館（ビジターセンター）
午後２時
おもしろスポーツ体験
午後３時
子供魚つかみ大会
午後５時
模擬店
午後８時点火
花火大会 ※荒天の場合中止となります。
◇問合せ先 日吉町観光協会 TEL（0771）72-0196

京都府農林センターでは、施設・試験ほ場の見学ツアーや研究成果、内容の紹介をし
ます。また、子どもを対象に農林業に関するクイズや体験をしながらのスタンプラリー、
「京野菜の歌」ライブ、簡単な実験コーナー、園芸教室、枝豆の収穫体験、スイカ・桂
ウリジュースの試食・試飲、野菜販売などを行います。
●日時
日時 ７月２７日（水）午前９時３０分～午後０時３０分
●場所
場所 京都府農林水産技術センター農林センター

◇問合せ先 農林センター TEL（0771）22-6494

自衛官募集相談員の
自衛官募集相談員の委嘱について
委嘱について
下記方が南丹市長と自衛隊京都地方協力本部長から自衛官募集相談員の委嘱を受けま
した。自衛官募集相談員は自衛官志願者に対し、自衛隊に関する情報提供や広報活動な
どを行います。
●自衛官募集相談員
自衛官募集相談員 平岩 智子（園部町） 田井 保（園部町）
尾上 秀仁（八木町） 松本 幸男（八木町） 塩貝 至（日吉町）
皆本 正一（美山町） 上林 博文（美山町）

◇問合せ先 亀岡募集案内所 TEL（0771）24-4170
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