
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第５７号（３の１）平成２０年５月２３日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今今回回ののおお知知ららせせ内内容容  

――――    ３の1111 枚目枚目枚目枚目    （緑色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・「南丹市地域健康づくり支援事業」の実施団体募集 

・振り込め詐欺にご注意ください！  

・平成２０年度 狩猟免許試験・講習会のお知らせ 

・平成２０年度南丹地域就農特別講座を開催します 

【 裏 】 ・園部公民館「健康講座」受講生募集 

・『第一回南丹市民映像コンクール』出品作品の募集 

・八木公民館講座『おとなの社会見学』受講者募集 

・“和太鼓と灯かり”のスペシャルセッション 

・９ちゃんねる番組表（６月１日～１５日） 

―――― ３の２２２２枚目枚目枚目枚目 （オレンジ色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・献血と骨髄ドナー登録にご協力ください 

・麻しん・風しん（ＭＲ）混合ワクチン接種のご案内 

・平成２０年度高等学校奨学金（第２次申請）の受付 

・チャイルドシート購入助成金を６月から廃止します 

・「生きいき筋トレ教室」を開催します 

・家族介護者教室のご案内 

・「伝統文化こども教室（将棋）」参加者募集 

【 裏 】 ・女性の館「創作お地蔵さま（布細工）講座」のご案内 

・平成２０年度「女性の館」講座のご案内 

・美山町自然文化村『ばらがいっぱいあるんやＤＡＹ』 

・口丹波勤労者福祉会館からのお知らせ 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

・マリーンピア「チャレンジ漁業体験」のご案内 

―――― ３の３３３３枚目枚目枚目枚目 （青色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・平成２１年南丹市成人式開催のお知らせ 

・世界人権宣言６０周年「育てよう 一人一人の 人権意識」 

・第３回南丹市民ボウリング交流大会を開催します 

・第１６回南丹市八木陸上競技大会の開催 

・「広報なんたん４・５月号」掲載内容のお詫びと訂正� 

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！！！！    

 

社会保険庁や行政機関の職員を名乗る者から、医療費や年金の還付金が出るなど

という電話をして、ＡＴＭ機（現金自動預け払い機）まで誘い出し、言葉巧みに機

械を操作させお金をだまし取る悪質な手口の振り込め詐欺とみられる相談が府内で

相次いでいます。 

不審な電話があった場合は、絶対に相手の指示に従わないよう、ご注意ください。 

 

◇消費生活相談窓口 南丹広域振興局商工労働観光室 TEL（0771）２３－４４３８ 

商工観光課 TEL ６８－００５０ 

各支所 産業建設課 TEL 八木 ６８－００２４ 

日吉 ６８－００３４ 美山 ６８－００４３ 

平成平成平成平成２０２０２０２０年度南丹地域就農特別講座年度南丹地域就農特別講座年度南丹地域就農特別講座年度南丹地域就農特別講座をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

    

 近年、集落の営農組織による水稲の栽培・作業受託が増えています。将来的にも

組織の生産活動を継続するために、次代を担う構成員を養成していく必要があります。 

 そのため、水稲を栽培する営農組織の後継者などを対象に、水稲用農業機械保守

点検、安全使用の技術習得を目的とした講座を開催します。 

●●●●募集対象募集対象募集対象募集対象 南丹市に在住し、６５歳以下で水稲を栽培する営農組織の栽培管理者

の後継者（候補者）などで水稲用農業機械保守点検、安全使用の技術

習得を目的とする方。 

●●●●定定定定        員員員員 ２０人  ●●●●受講料受講料受講料受講料 無料 

●●●●講座内容講座内容講座内容講座内容 第１回：６月２８日（土）午後１時３０分～４時 

      内容：水稲用農業機械保守管理Ⅰ 

・田植え機、草刈り機、動力噴霧器の保守点検管理 

          ・農業機械の安全な使用方法Ⅰ（春作業中心） 

      第２回：８月２３日（土）午後１時３０分～４時 

       内容：水稲用農業機械保守管理Ⅱ 

          ・トラクター、コンバインの保守点検管理 

          ・農業機械の安全な使用方法Ⅱ（秋作業中心） 

●●●●会会会会        場場場場 京都府園部総合庁舎（園部町小山東町藤ノ木21）または現地 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 申込書に必要事項を記入の上、６月６日（金）までに南丹農業改良普

及センターへ送付（ＦＡＸ可）してください。申込書は南丹農業改良

普及センター、南丹市農政課、各支所産業建設課にあります。 

 

◇申込・問合せ先 京都府南丹農業改良普及センター（担当 西畑、荒田） 

         〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21 

         TEL（0771）６２－０６６５ FAX（0771）６２－３９２４ 

 

平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度    狩猟免許試験狩猟免許試験狩猟免許試験狩猟免許試験・・・・講習会講習会講習会講習会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

現在南丹市では、狩猟期間などを除き、ほぼ年間を通して有害鳥獣捕獲を実施し

ていますが、残念ながらシカをはじめとする有害鳥獣による被害が後を絶ちません。 

そのため、より効率的に捕獲を実施するため、有害鳥獣捕獲を目的に新たに狩猟

免許を取得された方に対して、その取得にかかった経費の一部を補助する制度を設

けています。本年度の狩猟免許の試験日と講習会の日程をお知らせします。 

試験日試験日試験日試験日    日程 会場 受付期間 ※土、日除く 

第１回 ７月１２日（土） 京都社会福祉会館 ６月１９日（木）～７月 ３日（木） 

第２回 ８月２４日（日） 綾部市市民センター ７月３１日（木）～８月１４日（木） 

講習会講習会講習会講習会    ６月２９日（日） 

京都アスニー（京都市

生涯学習センター） 
６月２日（月）～２０日（金） 

 

◇問合せ先 

【狩猟免許試験】京都府南丹広域振興局 農林整備室 森林管理担当 

TEL（0771）２２－０４２６ 

【講  習  会】京都府猟友会 TEL（075）８２１－５２２５ および各銃砲火薬店 

【市補助金制度】農林整備課 TEL ６８－００１２ 

各支所 産業建設課 TEL 八木 ６８－００２４ 

日吉 ６８－００３４ 美山 ６８－００４３ 

「「「「南丹市地域健康南丹市地域健康南丹市地域健康南丹市地域健康づくりづくりづくりづくり支援事業支援事業支援事業支援事業」」」」のののの実施団体募集実施団体募集実施団体募集実施団体募集    

 

南丹市国民健康保険では、「地域の中で健康で自分らしい生活習慣を見つけ出し、

生涯にわたって健康で、充実した暮らしが送れる地域づくり」を目指すため、地域

の組織を中心にした取り組みを支援する「南丹市地域健康づくり支援事業」を実施

します。この事業は、お申し込みいただいた地区や団体などが、主体的に健康づく

りに取り組んでいただくものです。つきましては、平成２０年度の支援事業に参画

される地域組織を募集しますので、下記の要領でご応募ください。 

●●●●対象組織対象組織対象組織対象組織 おおむね３０～６５歳の南丹市民の方で、３０～４０人程度の地区や

地域組織（団体やサークル） 

●●●●実施期間実施期間実施期間実施期間 平成２０年８月～平成２１年２月  ●●●●参参参参加費加費加費加費 無料 

●●●●内内内内        容容容容 南丹市が、地域で「健康づくり事業」を実施するための支援、相談、

講師派遣などを行います。 

(事業例)「６ヵ月間で３㎏ダイエット教室」（週に１回の運動不足解消

の日と、月に１回の栄養改善料理講習会） 

「ヘルシー野菜で美肌教室」（地元野菜をたくさん摂取する方法

の講習会と循環を良くするための運動指導の日の組み合わせ） 

※主に、企画運営などに関する相談や、運動習慣をつけたり、食生活の改

善などに取り組んだりするための講師派遣などの支援が受けられます。 

※個人での申し込みは受付できませんのでご注意願います。 

      ※申し込み多数の場合は面談により決定させていただきます。 

●●●●応募方法応募方法応募方法応募方法 ６月１０日（火）までに、国保医療課、各支所健康福祉課に備え付け

の申込用紙に必要事項を記入の上、下記へお申し込みください。なお、

応募時に、組織などで検討された「健康づくり事業」を提案願います。 

 

◇申込・問合せ先 国保医療課 TEL ６８－００１１ 

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。 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

““““和太鼓和太鼓和太鼓和太鼓とととと灯灯灯灯かりかりかりかり””””ののののスペシャルセッションスペシャルセッションスペシャルセッションスペシャルセッション    

 

美山かやぶき美術館の日本古来のかやぶき民家に、和太鼓の壮大でありながらも

柔らかくて心地よい演奏が広がります。吹きガラスの灯かり（あかり）が和太鼓の

響きで揺らぎ、初夏の夜を幻想的に演出します。今回の企画は「手打ちそばと旬野

菜の天ぷら」のお食事つきコンサートとなっています。 

●●●●日日日日        時時時時 ６月７日（土）午後５時開場  ●●●●場所場所場所場所 美山かやぶき美術館 

●●●●内内内内        容容容容 午後５時３０分～ 手打ちそば実演 かやぶきの里「きたむら」中野邦治氏 

      午後６時～    お食事「手打ちそばと美山産旬の野菜天ぷら」 

      午後７時～    和太鼓コンサート 和太鼓奏者 佐藤健作氏 

   午後８時３０分～ 抽選会 ※賞品：笠井秀郎氏の吹きガラス作品（５人） 

      午後９時     閉演 

●●●●参参参参    加加加加    費費費費 大人 ３，３００円、ペア券 ６，０００円 

小学生以下 １，０００円（食事なしの場合は無料） 

●●●●募集人数募集人数募集人数募集人数 ４０人限定 ※ご予約はお電話で受け付けます。 

●●●●奏者紹介奏者紹介奏者紹介奏者紹介    佐藤健作氏は、１０歳から和太鼓を始め、1995年プロデビュー。1998

年サッカーの「ＦＩＦＡワールドカップ フランス大会」閉会式で演奏

し、2000年には「ＯＴＡＩＫＯ響 大太鼓コンテスト」で優勝。福祉関係

者の主催するコンサートにも意欲的に取り組み、2004年「聴覚障害者

支援コンサート」の様子がニュースにも取り上げられ、大きな反響を呼ぶ

など、今最も注目される和太鼓奏者として全国的に紹介されています。 

 

◇予約・問合せ先 美山かやぶき美術館 TEL（0771）７５－１７７７ 

八木公民館講座八木公民館講座八木公民館講座八木公民館講座『『『『おとなのおとなのおとなのおとなの社会見学社会見学社会見学社会見学』』』』受講者募集受講者募集受講者募集受講者募集    

    

南丹市が誕生して３年目、私たちは南丹市の事をどれだけ知っているのでしょうか？ 

八木公民館では、市内各地にある施設や地域資源を見学することにより、南丹市

を再発見し、郷土愛と市民交流を高めることを目的に、公民館講座「おとなの社会

見学（なんたん再発見）」を５回開講します。第１回は、本年４月から全市で開局し

たＣＡＴＶの拠点施設である「南丹市情報センター」と隣接する「南丹市立文化博

物館」を見学します。多くの皆さんの受講をお待ちしています。 

●●●●実施日時実施日時実施日時実施日時 ６月１２日（木）午前１０時から（午前９時３０分集合） 

●●●●見学場所見学場所見学場所見学場所 南丹市情報センター、南丹市立文化博物館 

●●●●集合場所集合場所集合場所集合場所 南丹市八木公民館（直接会場へ行かれる方は申し込み時にお伝えください） 

●●●●受講資格受講資格受講資格受講資格 南丹市民および市内に勤務・通学されている２０歳以上の方 

●●●●受受受受    講講講講    料料料料 ３００円（文化博物館の入場料となります。講座の際に徴収します） 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 南丹市八木公民館に直接お申し込みください（電話・ＦＡＸ可）。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市八木公民館 TEL ６８－００２６ 

                  FAX（0771）４２－５６１６ 

『『『『第一回南丹市民映像第一回南丹市民映像第一回南丹市民映像第一回南丹市民映像コンクールコンクールコンクールコンクール』』』』出品作品出品作品出品作品出品作品のののの募集募集募集募集    

 

●●●●募集内容募集内容募集内容募集内容 テーマは｢私の好きな南丹市｣。南丹市内の風物を取り上げたものなら、

内容・ジャンルは問いません。平成１９年１月１日以降に完成したビ

デオ作品で、作品の長さは１５分以内とします。 

●●●●応募資格応募資格応募資格応募資格 南丹市内に在住・在勤・在学する個人・団体など 

●●●●提出方法提出方法提出方法提出方法 ６月２０日（金）までに、応募用紙（情報センター、情報推進課・各支所、

市ホームページで入手可）に必要事項を記入の上、審査用ＶＨＳテープま

たは家庭用miniＤＶ、ＤＶＤと共に提出してください。何点でも応募でき

ますが、１点ずつ応募用紙を記入し、独立したテープなどで応募してくだ

さい。応募テープなどは返却しません。入選作品は、南丹市および南丹市

情報センターが広報や放送などの目的で使用、複製できるものとします。 

●●●●審審審審        査査査査 審査会で各賞（副賞あり）を決定し、審査結果は応募者全員に通知し

ます。入選作品は、７月１２日（土）開催の「南丹市地域情報通信ネ

ットワーク施設完成・ＣＡＴＶ全市デジタル化開局記念式典」の席上

で表彰・試写会を行い、情報センター自主制作番組の中で紹介します。 

●●●●主主主主        催催催催 (財)南丹市園部国際学園都市センター／後援 南丹市 

    

◇申込・問合せ先 南丹市情報センター「映像コンクール募集係」 

TEL（0771）６３－１７７７ FAX（0771）６３－１６８２ ※土日は営業、月曜休館 

Eメール sictv＠sic.cans.ne.jp 〒622-0004 南丹市園部町小桜町62番地1 

スクールフェイス 

「新庄･吉富･神吉連合小学校修学旅行」 

「聖家族幼稚園 聖母のつどい」 

    

６６６６月月月月３３３３日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

４日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

５日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

図書館だより 

６月の新刊を八木図書室からお送りします。 

    

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

６日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

７日（土） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

９ちゃん もぎたて☆テレビ 

一週間の出来事、特集、おたよりほか 

    

６６６６月月月月７７７７日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

８日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

９日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１０日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

 

スクールフェイス 

「八木小学校修学旅行」 

    

６６６６月月月月１０１０１０１０日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１１日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１２日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

月イチきょうと府 

 ジェフ・バーグランドとあだち理絵子が、京都府の 

 主要な施策や話題を紹介する情報番組。解説者とし 

 て山田知事も登場！また、ブランド京野菜を使った 

 おすすめレシピの紹介や、ブランド京野菜詰め合わ 

せプレゼントなど、楽しさいっぱいの内容です！ 

    

６６６６月月月月１２１２１２１２日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１３日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１４日（土） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９ちゃん もぎたて☆テレビ 

一週間の出来事、特集、おたよりほか 

    

６６６６月月月月１４１４１４１４日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１５日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１６日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

  １７日（火）  7時・9時・12時・15時・18時 

 

テレビ週報 

（毎日）14：00、その他に毎時0分と30分（変更あり） 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

ＪＡトピックス（ＪＡ京都 提供） 

（毎日）6：00／11：30／19：30／21：30 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

ＦＡＸ放送 

学校・市役所など各施設からのお知らせ 

（毎日） 6：15～7：00 ／ 14：30～15：00 

19：45～20：00 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○ 放送内容は、一部変更になる場合がありますので、

京都新聞丹波版「まちかどガイド」または、９チ

ャンネルのテレビ回覧板をご覧ください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９９９９ちゃんもぎたてちゃんもぎたてちゃんもぎたてちゃんもぎたて☆☆☆☆テレビテレビテレビテレビのののの新新新新コーナーコーナーコーナーコーナー、『、『、『、『我我我我がががが家家家家ののののペペペペ

ットットットット』』』』にににに出演出演出演出演してくれるしてくれるしてくれるしてくれる、、、、かわいいかわいいかわいいかわいいペットペットペットペット募集中募集中募集中募集中！！！！！！！！    

ごごごご出演希望出演希望出演希望出演希望のののの方方方方((((ペットペットペットペット））））はははは、、、、南丹市情報南丹市情報南丹市情報南丹市情報センターセンターセンターセンターまでまでまでまで

ごごごご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。おまおまおまおまちしていますちしていますちしていますちしています！！！！！！！！    ∩∩∩∩∩∩∩∩        

                                                                            ミミミミёёёёミミミミ    

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

南丹市情報センターは、毎週月曜日と祝日（祝日が月曜

日のときは、火曜日は振り替え休日）がお休みです。 

土曜日、日曜日は営業しております。 

南丹市情報センター ９ちゃんねる番組表 （2008 年６月１日～６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 

園部公民館園部公民館園部公民館園部公民館「「「「健康講座健康講座健康講座健康講座」」」」受講生募集受講生募集受講生募集受講生募集    

 

日常生活の繰り返しの動作の中で発生する癖、習慣を見直し、正しい身体の使い方や

予防知識を身につけて、快適な生活を送れるようにすることを目的に、基本的な健康体

操（正しい姿勢、太極拳の基本を取り入れた筋肉ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ｽﾄﾚｯﾁ）などを行います。 

 開講日 ※毎回木曜日 時間 場所 

６月 ５日、１２日、１９日、２６日 

７月 ３日、２４日、３１日 

８月 ７日、２１日、２８日 

９月 ４日、１１日、１８日、２５日 

１０月 ２日、９日、１６日、２３日 

１１月 ２０日、２７日 

午後１時３０分

～３時 

南丹市 

園部公民館 

３階 練習室 

●●●●対対対対    象象象象    者者者者 市内在住・在勤の成人の方  ●●●●受講料受講料受講料受講料 ３，０００円 

●●●●定定定定        員員員員 ２０人（定員に達し次第受付を締め切らせていただきます） 

●●●●講講講講        師師師師 ふない整体院 院長 西田 耕造 氏、助手 青木 亮子 氏 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ５月２６日（月）～６月３日（火）に「〒・住所・氏名・電話番号」を

下記へご連絡ください。受講者に開講日までに案内はがきを送付します。 

 

◇申込・問合せ先 社会教育課 TEL ６８－０００５７ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第５７号（３の２）平成２０年５月２３日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「生生生生きいききいききいききいき筋筋筋筋トレトレトレトレ教室教室教室教室」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

病気やけが、老化などにより心身の機能が低下している方に対し、心身の機能の維持

回復に必要な訓練を行い、閉じこもりの防止、日常生活の自立を助け、介護予防につな

げることを目的に「生きいき筋トレ教室」を行います。※送迎の必要な方には送迎あり。 

●●●●開開開開    催催催催    日日日日 各地区週１回程度 ※いずれも午後に開催 ●●●●場所場所場所場所 各保健センター 

園部：金曜日 八木：月曜日 日吉：水曜日 美山：金曜日 

●●●●参加対象参加対象参加対象参加対象 ４０～６４歳の南丹市民の方で、疾病、外傷その他の原因による身体

または精神機能の障がいまたは低下に対する訓練を行う必要のある方 

※医療におけるリハビリテーションをされている方は対象となりません。 

●●●●内内内内        容容容容 運動療法、理学療法、レクリエーション、調理実習など 

●●●●費費費費        用用用用 無料（ただし、調理・手芸などの内容により一部負担あり） 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 申請書・医師の診断書を添えて、健康課または支所健康福祉課へ提出

してください。（必要書類は、健康課・各支所窓口にあります） 

 

◇問合せ先 健康課 TEL ６８－００１６ 

献血献血献血献血とととと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    

 

赤十字血液センターの採血車による献血と骨髄ドナー登録会を実施します。 

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 

６月１３日（金） 南丹市八木公民館 
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 健康増進係 TEL ６８－００１６ 

チャイルドシートチャイルドシートチャイルドシートチャイルドシート購入助成金購入助成金購入助成金購入助成金をををを６６６６月月月月からからからから廃止廃止廃止廃止しますしますしますします    

     

チャイルドシート購入助成金を６月から廃止します。ただし、経過措置として下

記対象者には、平成２０年６月末日までに購入された製品に対して助成します。 

●●●●対対対対    象象象象    者者者者 平成２０年５月３１日までに生まれた６歳未満のお子さんを養育し、

過去に助成を受けていない方 

●●●●支支支支    給給給給    額額額額 上限１０，０００円 

●●●●必要書類必要書類必要書類必要書類 ・領収書（レシート不可）  ・印鑑  ・チャイルドシート等 

・預金通帳（申請者名義でゆうちょ銀行以外の普通口座） 

●●●●申請方法申請方法申請方法申請方法 購入から６ヵ月以内に下記のいずれかに申請してください。 

 

◇申請・問合せ先 子育て支援課 子育て支援係 TEL ６８－００１７ 

各支所 健康福祉課 TEL 八木 ６８－００２２ 

日吉 ６８－００３２ 美山 ６８－００４１ 

麻麻麻麻しんしんしんしん・・・・風風風風しんしんしんしん（ＭＲ）（ＭＲ）（ＭＲ）（ＭＲ）混合混合混合混合ワクチンワクチンワクチンワクチン接種接種接種接種のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

麻しんは、国民の健康保持のため予防するべき重要な病気であるとして、国は「麻

しん排除計画」を策定しました。麻しんを確実に予防するためには２回の予防接種

が必要であるため、平成１８年４月に予防接種に関する制度が改正され、２回目の

接種として就学前１年間（年長児）での定期接種を実施しています。またそれに加

えて平成２０年４月から向こう５年間に限り、これまで１回しか定期接種の機会が

なかった方にも定期接種を実施することになりました。（対象者は下記のとおり） 

麻しんから身を守るため対象者は早めに（できるだけ６月までに）予防接種を受

けましょう。 

●●●●定期定期定期定期のののの予防接種予防接種予防接種予防接種についてについてについてについて    

 対象者 接種方法 

第１期 

生後１２～２４ヵ月に至る

までの間にある者 

麻しん風しん混合ワクチンを１回接種 

第２期 年長児（就学前１年間） 麻しん風しん混合ワクチンを１回接種 

 

●●●●平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年４４４４月月月月からからからから新新新新しくしくしくしく麻麻麻麻しんしんしんしん風風風風しんしんしんしん混合接種混合接種混合接種混合接種のののの定期接種定期接種定期接種定期接種となったとなったとなったとなった対象対象対象対象    

中学１年生相当 

南丹市立中学にて学校で６月から集団接種を行い

ます。当市立中学以外に通学しておられるお子さん

についてはすでに個別接種をご案内しています。 

 平成２０年度対象者 平成７年４月２日～同８年４月１日生 

 平成２１年度対象者 平成８年４月２日～同９年４月１日生 

 平成２２年度対象者 平成９年４月２日～同１０年４月１日生 

 平成２３年度対象者 平成１０年４月２日～同１１年４月１日生 

第３期 

 平成２４年度対象者 平成１１年４月２日～同１２年４月１日生 

高校３年生相当 対象者にはすでに個別接種の案内を送付しています。 

 平成２０年度対象者 平成２年４月２日～同３年４月１日生 

 平成２１年度対象者 平成３年４月２日～同４年４月１日生 

 平成２２年度対象者 平成４年４月２日～同５年４月１日生 

 平成２３年度対象者 平成５年４月２日～同６年４月１日生 

第４期 

 平成２４年度対象者 平成６年４月２日～同７年４月１日生 

予防接種は麻しん風しん混合ワクチンが原則となっています。どちらかの病気に

かかったことがある場合はお問い合わせください。第２、３、４期はいずれも年度

内のみ公費負担の対象ですが、それ以降は自費負担となります。 

 

◇問合せ先 健康課 母子保健係 TEL ６８－００１６ 

「「「「伝伝伝伝統文化統文化統文化統文化こどもこどもこどもこども教室教室教室教室（（（（将棋将棋将棋将棋）」）」）」）」参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

 

 「伝統文化こども教室（将棋）」の参加者を募集します。教室は園部教室と美山教

室の２ヵ所で実施します。将棋に興味のある小・中学生の皆さんのご参加をお待ち

しています。初心者大歓迎、将棋の基礎、定跡、詰め将棋、プロ棋士による指導将

棋、将棋大会などを予定しています。（受講料は無料です） 

●●●●園部教室園部教室園部教室園部教室 ・開催日時 ６月～１１月の第２・４日曜日、午後１時３０分～３時 

・開催場所 南丹市園部公民館 

●●●●美山教室美山教室美山教室美山教室 ・開催日時 ６月～１１月の第１・３水曜日、午後６時～７時３０分 

      ・開催場所 宮島振興会（２階会議室） 

※全１２回を予定していますので、特別な事情が無い限り出席をお願いします。 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ①参加教室（園部または美山）②住所 ③氏名 ④年齢 ⑤学校名 ⑥学年

⑦電話番号 ⑧将棋の経験などを記入し、６月３日（火）までにＦＡＸ

で下記へお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市将棋同好会（受付：高坂）TEL/FAX（0771）６２－２０００ 

家族介護者教室家族介護者教室家族介護者教室家族介護者教室のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

平成２０年度第１回目の家族介護者教室を開催します。介護に対する不安や悩み

を少しでも解消していただけるように、講師をお招きしてお話しいただく予定です。

高齢者を介護されているご家族や介護に関心のある方はぜひお気軽にご参加ください。 
●●●●講講講講        演演演演 『認知症のことを知りたい』（仮題） ●●●●参加費参加費参加費参加費 無料 

●●●●講講講講        師師師師 （福）未生会 グループホームちくりんえん園長 片山 直紀 氏 

開催日時 場  所 

７月 ３日（木）午後１時３０分～４時 南丹市美山文化ホール １階会議室 

７月１５日（火）午後１時３０分～４時 南丹市園部公民館 ３階大研修室 

※送迎をご希望の方はご相談ください。 

 

◇問合せ先 南丹市社会福祉協議会 TEL（0771）７２－３２２０ 

平成平成平成平成２０２０２０２０年度高等学校奨学金年度高等学校奨学金年度高等学校奨学金年度高等学校奨学金（（（（第第第第２２２２次申請次申請次申請次申請））））のののの受付受付受付受付    

 

平成２０年度高等学校奨学金の第２次申請を下記により受け付けます。 

●●●●申請対象申請対象申請対象申請対象 南丹市内に居住する市町村民税非課税世帯の子で、以下の世帯に属する者 

      １．母子世帯 ２．父子世帯 ３．児童世帯 ４．障がい者世帯 

５．長期療養者世帯 

●●●●必要書類必要書類必要書類必要書類 高等学校奨学金等支給申請書、同意書、在学証明書 

      平成２０年度市町村民税非課税証明書（平成１９年中の所得に係る証明） 

●●●●受付期限受付期限受付期限受付期限 ６月２日（月）～２５日（水） 

●●●●申請受付申請受付申請受付申請受付 支給申請書は、京都府南丹保健所または南丹市役所社会福祉課および

各支所の健康福祉課で受け付けます。支給申請書などの書類は、市役

所社会福祉課および各支所の健康福祉課にあります。 

 

◇問合せ先 社会福祉課 TEL ６８－０００７ 

各支所 健康福祉課 TEL 八木 ６８－００２２ 

        日吉 ６８－００３２ 美山 ６８－００４１ 

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    
    

＜さつき・山野草展＞…さつき・山野草愛好家の方々による展示、即売 

●●●●日日日日        時時時時 ６月６日（金）～８日（日）午前９時～午後５時 

●●●●場場場場        所所所所    公園センター無料休憩所 

＜園芸教室＞…菊の定植など 

●●●●日日日日        時時時時 ７月３日（木）午後１時３０分～４時 

●●●●場場場場        所所所所    公園センター 会議室  ●●●●定員定員定員定員    ３０人  ●●●●参加料参加料参加料参加料 ５００円 

●申申申申しししし込込込込みみみみ    ６月２８日（土）までに、はがきまたはＦＡＸでお申し込みください。 

＜グラウンド・ゴルフのつどい＞ 

●●●●日日日日        時時時時 ６月６日（月例会）～２７日の毎週金曜日、午前９時～１２時 

●●●●場場場場        所所所所 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＞ 

●●●●日日日日        時時時時 ６月１０日（火）※毎月第２火曜日、当日受付  ●●●●場場場場所所所所    体育館 

午前９時～ 卓球を楽しもう（参加料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（参加料３００円） 

＜自然運動公園を写そう＞…秋の公園まつりに展示する写真を募集します。 

●●●●題題題題        材材材材    自然、スポーツ、遊びなど、公園内で撮影されたもの 

●●●●規規規規        格格格格    カラープリント四つ切りサイズ（ワイド可）、単写真、未発表の作品（１

人３点まで）デジタルカメラの場合は、銀塩プリントで応募のこと。 

●●●●そそそそ    のののの    他他他他 公園のＰＲに使用する場合がありますので、肖像権、著作権には十分注意

し、人物が特定できる写真は本人の承諾を得てご応募ください。（必要に

応じネガなどの提出をお願いします）応募作品は原則返却しません。 

●●●●応募方法応募方法応募方法応募方法    ９月１日（月）～３０日（火）に、「作品名、住所、氏名、年齢、電話

番号、撮影日」を記入の上、下記へご応募ください。 

 

◇申込・問合せ先 京都府立丹波自然運動公園（〒622-0232 船井郡京丹波町曽根） 

TEL（0771）８２－０５６０ FAX（0771）８２－０４８０ 

口丹波勤労者福祉会館口丹波勤労者福祉会館口丹波勤労者福祉会館口丹波勤労者福祉会館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    

    

＜口丹波勤労者福祉会館の愛称を大募集！！＞ 

もっと身近に、より親しく感じていただけるような愛称を募集します。６月３０日

（月）までに、会館窓口の応募用紙で直接、または電話、ＦＡＸでご応募ください。 

＜初心者対象 卓球教室＞ 

●●●●日日日日        時時時時 ６月６日（金）、２０日（金）、７月４日（金）、１１日（金） 

午後１時３０分～４時３０分 ※最終日は簡単な交流大会を行います。 

●●●●場場場場        所所所所 京都府立口丹波勤労者福祉会館 体育館 ●●●●参加料参加料参加料参加料    ２，０００円(４回分) 

●●●●対対対対        象象象象 卓球初心者  ●●●●講師講師講師講師 南丹市卓球協会会員 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 電話、ＦＡＸまたは直接来館の上、お申し込みください。 

 

◇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 

美山町自然文化村美山町自然文化村美山町自然文化村美山町自然文化村『『『『ばらがいっぱいあるんやばらがいっぱいあるんやばらがいっぱいあるんやばらがいっぱいあるんやＤＡＹＤＡＹＤＡＹＤＡＹ』』』』    

 

美山町自然文化村河鹿荘の敷地内にあるバラ園が今年も見ごろの季節になりまし

た！約１５０種、６００本のバラが見事に咲き誇り、優雅な香りが漂う園内を自由

にご見学いただけます。バラの魅力をあらためて感じていただけることでしょう！ 

また、バラの苗・ミニバラの販売のほか、期間限定のイベントも行っています。

※開花時期は前後する場合があります。見ごろは事前にお問い合わせください。 

●●●●期期期期        間間間間 ５月２８日（水）～６月２２日（日）※６月９日（月）はバラ園のみ開園 

      ・バラで彩られたデザート付きのミニコース料理（３，６００円、要予約） 

・バラ風呂（入浴料：５００円 入浴時間：午前１１時～午後８時） 

      ・バラの化粧水作り体験（１,３００円、所要時間約２０分、要予約） 

 

◇問合せ先 （財）美山町自然文化村（美山町中） TEL（0771）７７－００１４ 

マリーンピアマリーンピアマリーンピアマリーンピア「「「「チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ漁業体験漁業体験漁業体験漁業体験」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

京都府立青少年海洋センターでは、定置網体験をとおして、海や漁業について学

ぶとともに、家族の心のふれあいを深める「チャレンジ漁業体験」を開催します。 

●●●●開催期日開催期日開催期日開催期日 パート１：６月１４日（土）～１５日（日）（１泊２日） 

      パート２：６月２１日（土）～２２日（日）（１泊２日） 

●●●●会会会会        場場場場 京都府立青少年海洋センター（マリーンピア） 

●●●●内内内内        容容容容 宮津市大島海上で定置網体験（とれとれ魚の朝食付）※荒天中止 

●●●●対対対対        象象象象 ２人以上のグループ(１８歳以下保護者同伴) ●●●●定員定員定員定員 各１５人(先着順) 

●●●●参加費用参加費用参加費用参加費用 小学生6,100円、中学生6,300円、高校生7,600円、一般8,700円   

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ６月３日(火)～７日(土)、パート２は１１日(水)までの午前９時～午後５

時に、下記へ電話でお申し込みください。後日、参加申込書を送付します。 

 
◇申込・問合せ先 京都府立青少年海洋センター(ﾏﾘｰﾝﾋﾟｱ) TEL（0772）２２－０５０１ 

女性女性女性女性のののの館館館館「「「「創作創作創作創作おおおお地蔵地蔵地蔵地蔵さまさまさまさま（（（（布細工布細工布細工布細工））））講座講座講座講座」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

 初心者の方でも簡単にできるかわいいお地蔵さまを作ります。たくさんのご参加

をお待ちしています。 

●●●●開催日時開催日時開催日時開催日時 ６月１４日（土）午後１時３０分～３時３０分 

●●●●定定定定        員員員員 ２０人  ●●●●講師講師講師講師 布²(ふふ)の会  ●●●●持持持持ちちちち物物物物 裁縫道具 

●●●●参参参参    加加加加    費費費費 １，０００円  ●●●●申込締切申込締切申込締切申込締切 ６月１２日（木） 

 

◇申込・問合せ先 南丹市園部女性の館 TEL（0771）６３－２９８６ 

平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度「「「「女性女性女性女性のののの館館館館」」」」講座講座講座講座のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

＜長期講座＞ ※開催日は、指定の曜日と異なる場合があります。 

●さをり織り 一織一織好きな配色で織り上げ、個性的なベスト、ショールに仕上げ

ます。 

・・・・開催日時開催日時開催日時開催日時 第２土曜日（7/12・8/9・9/13・10/11・11/8・12/13） 

午前１０時～午後３時３０分 ※全１２回（１日に午前・午後の２回） 

・・・・定定定定        員員員員 １０人 ・・・・持持持持ちちちち物物物物 はさみ、裁縫道具 

・・・・講講講講        師師師師 そのべ手織り「綾」松本悦子氏ほか 

●フラワーアレンジメント 生花、ドライフラワー、アート類を使って、四季折々の

ヨーロピアンアレンジで暮らしに花と潤いを与えます。 

・・・・開催日時開催日時開催日時開催日時 第１土曜日（7/5・8/2・9/6・10/4・11/1・12/6）※全６回 

 美山会場（美山文化ホール）：午前１０時～正午 ※２会場で実施 

園部会場（女性の館）：午後１時３０分～３時３０分 

・・・・定定定定        員員員員 ２０人 ・・・・持持持持ちちちち物物物物 生け花用はさみ ・・・・講師講師講師講師 森谷万知子氏(亀岡市在住） 

●パッチワーク 初めての方も基本から学べて楽しめるかわいい作品作りです。 

・・・・開催日時開催日時開催日時開催日時 第４火曜日(7/29・8/26・9/30・10/28・11/25・12/9) ※全６回 

午後１時３０分～３時３０分 

・・・・定定定定        員員員員 ２０人 ・・・・持持持持ちちちち物物物物 裁縫道具 ・・・・講師講師講師講師 井上みよし氏 

●きものリフォーム たんすに眠っている着物や古布を利用してベストやブラウスに

仕上げます。 

・・・・開催日時開催日時開催日時開催日時 第４金曜日（7/25・8/22・9/26・10/24・11/28・12/26） 

午前１０時～午後３時３０分 ※全１２回（１日に午前・午後の２回） 

・・・・定定定定        員員員員 ２０人 ・・・・持持持持ちちちち物物物物 筆記用具、裁縫道具 ・・・・講師講師講師講師 疋田里美氏 

●エコクラフト エコクラフトで手作り雑貨を作ります。 

・・・・開催日時開催日時開催日時開催日時 第１金曜日（7/4・8/1・9/5・10/3・11/7・12/5）※全６回 

午前１０時～正午 ・・・・定員定員定員定員 ２０人 ・・・・持持持持ちちちち物物物物 裁縫道具 

・・・・講講講講        師師師師 ママの手づくりショップｗｅｌｃｏｍｅ 代表 中村祐予氏ほか 

●着付け これから着物を楽しみたい方、またお出かけ用に、着付けのコツを習います。 

・・・・開催日時開催日時開催日時開催日時 第２火曜日（7/8・8/12・9/9・10/28・11/11・12/9）※全６回 

午後１時３０分～３時３０分 ・・・・定員定員定員定員 ２０人 ・・・・講師講師講師講師 徳山貞子氏 

●絵手紙 日ごろ目に付く素材を中心に優しいタッチで描きます。初心者大歓迎。 

・・・・開催日時開催日時開催日時開催日時 第３火曜日（7/15・8/19・9/9・10/21・11/18・12/24）※全６回 

午前１０時～正午 ・・・・定員定員定員定員 ２０人 ・・・・講師講師講師講師 井上みよし氏 

●書 道 初めての方、再度始めようとされる方を中心にやさしい書道を進めます。 

・・・・開催日時開催日時開催日時開催日時 第４水曜日（7/23・8/27・9/24・10/22・11/26・12/24）※全６回 

午後１時３０分～３時３０分 ・・・・定員定員定員定員 ２０人 ・・・・講師講師講師講師 黒木雅子氏 

●いけ花 嵯峨御流のいけ花です。四季の花を楽しんでください。 

・・・・開催日時開催日時開催日時開催日時 第３木曜日（7/17・8/21・9/25・10/16・11/20・12/18）※全６回 

午後１時３０分～３時３０分 ・・・・定員定員定員定員 ２０人 ・・・・講師講師講師講師 浅井淑子氏 

＜短期講座＞ 

●手編み ひと針ひと針出来上がりが楽しみなベストなどを編み上げます。 

・・・・開催日時開催日時開催日時開催日時 第２火曜日（7/8、8/12、9/9）※全３回 

午後１時３０分～３時３０分 ・・・・定員定員定員定員 ２０人 

・・・・講講講講        師師師師 小林善子氏 ・・・・持持持持ちちちち物物物物 はさみ、かぎ針６号（お持ちの方のみ） 

●かげろうタッチの水彩画 ほんわかと柔らかい、優しい絵画です。初心者の方も参

加しやすいアートです。 

・・・・開催日時開催日時開催日時開催日時 第２木曜日（7/10、8/14、9/11）※全３回 

午後１時３０分～３時３０分 ・・・・定員定員定員定員 ２０人 

・・・・講講講講        師師師師 長井久容氏（京都市在住） 

●吊（つ）り草（布細工） 初心者向けのかわいい小物をつり下げます。 

・・・・開催日時開催日時開催日時開催日時 第３水曜日（7/16、8/20、9/17）※全３回 

午後１時３０分～３時３０分 ・・・・定員定員定員定員    ２０人 ・・・・講師講師講師講師 女性の館 

●その他の随時講座 

お正月用干支（えと）作り、お正月用フラワーアレンジメント、ひな人形作り、

子どもグラスアート 

＜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  

回数分お支払いください。ただし材料費は別途必要です。 

・申し込みの締め切りは６月２０日（金）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ご連絡させ

ていただきます。(注)ただし、各講座の申し込み人数が１０人以下の場合は、講

座を中止することがあります。また都合により日程を変更する場合があります。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市園部女性の館 TEL（0771）６３－２９８６ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第５７号（３の３）平成２０年５月２３日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成２１２１２１２１年南丹市成人式開催年南丹市成人式開催年南丹市成人式開催年南丹市成人式開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

●●●●日日日日        時時時時 平成２１年１月１１日（日）午後１時３０分～ 

●●●●会会会会        場場場場 南丹市園部公民館 大ホール 

●●●●対対対対    象象象象    者者者者 南丹市在住および出身の新成人（昭和６３年４月２日～平成元年４月１日生） 

●●●●主主主主        催催催催 南丹市・南丹市教育委員会 

 

◇問合せ先 社会教育課 TEL ６８－００５７ 

第第第第３３３３回南丹市民回南丹市民回南丹市民回南丹市民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３回南丹市民ボウリング交流大会を開催します。お気軽にご参加ください。 

●●●●日日日日        時時時時 ６月２７日（金）午後８時開始（午後７時３０分受付） 

●●●●会会会会        場場場場 アルプラザボウル（亀岡市篠町野条 TEL 0771-24-3386） 

●●●●競技方法競技方法競技方法競技方法 １人３ゲームトータルピンで順位を決定、性別・年齢によってハンディ有 

●●●●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） 

●●●●参参参参    加加加加    料料料料 １人１，６００円（当日受付にて徴収します。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 ６月２０日（金）午後５時までに電話またはＦＡＸにより、「住所、氏

名、年齢、性別、連絡先（電話番号）」を下記へご連絡ください。 

●●●●表表表表    彰彰彰彰    等等等等 優勝者にトロフィ(持ち回り)を授与、成績により賞品あり、参加賞あり 

※会場への道中ならびに競技中の負傷について、主催者は一切の責任を負いません。 

●●●●主主主主        催催催催 南丹市ボウリングクラブ／後援 南丹市教育委員会・南丹市体育協会 

 

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

申 込 先 社会教育課 TEL ６８－００５７ FAX ６３－２８５０ 

第第第第１６１６１６１６回南丹市八木陸上競技大会回南丹市八木陸上競技大会回南丹市八木陸上競技大会回南丹市八木陸上競技大会のののの開催開催開催開催    

    

陸上競技を通じて競技力の向上と参加児童・生徒および市民の交流･親睦を目的に「第

１６回南丹市八木陸上競技大会」を開催します。多くの方の参加をお待ちしています。 

●●●●日日日日        時時時時 ６月７日（土）午前９時受付 午前９時３０分開会 

●●●●競技種目競技種目競技種目競技種目 ※男女別に実施  ●●●●会場会場会場会場 南丹市八木運動公園グラウンド 

部門 

種目 

小学生低学年の部

（３年生以下） 

小学生高学年の部

（４年生以上） 

中学高校生

の部 

一般の部 

５０ｍ ○ ○ ○ ○ 

１００ｍ ○ ○ ○ ○ 

８００ｍ ×  ○ × × 

１５００ｍ ×  × ○ ○ 

走幅跳 ×  ○ ○ ○ 

４００ｍリレー ×  ○ ○ × 

●●●●参加資格参加資格参加資格参加資格 南丹市民および市内に勤務・通学されている小学生以上の方 

●●●●参参参参    加加加加    料料料料 高校生以上２００円、中学生以下１００円（当日受付で支払ってください） 

●●●●表表表表    彰彰彰彰    等等等等 各部門優勝者にメダルおよび賞状を授与、参加者全員に後日記録証を交付 

●●●●参加申込参加申込参加申込参加申込 八木公民館、府立口丹波勤労者福祉会館、八木スポーツフォアオール

のいずれかに備え付けの申込用紙に必要事項を記載の上、６月１日

（日）午後５時までにお申し込みください。 

●●●●そそそそ    のののの    他他他他 雨天などで競技ができない場合は主催者判断で中止とします。 

●●●●主主主主        催催催催 ＮＰＯ法人八木町スポーツ協会（南丹市体育協会八木支部） 

主管：八木町陸上競技協会  後援：南丹市教育委員会 

 

◇問合せ先 南丹市八木公民館 TEL ６８－００２６ FAX（0771）４２－５６１６ 

世界人権宣言世界人権宣言世界人権宣言世界人権宣言６０６０６０６０周年周年周年周年「「「「育育育育てようてようてようてよう    一人一人一人一人一人一人一人一人のののの    人権意識人権意識人権意識人権意識」」」」    

――――思思思思いやりのいやりのいやりのいやりの心心心心・・・・かけがえのないかけがえのないかけがえのないかけがえのない命命命命をををを大切大切大切大切にににに――――    

●●●●人権人権人権人権とはとはとはとは…………日本国憲法ですべての国民に保障された、人間が人間らしく生きる権

利であり、すべての人が生まれながらにして持っている権利です。 
共に相手を思いやり大切に守りながら、共に幸せに暮らせる社会を築くために、

人権擁護委員は活動しています。 

●●●●人権擁護委員人権擁護委員人権擁護委員人権擁護委員はははは、、、、みんなのみんなのみんなのみんなの街街街街のののの相談役相談役相談役相談役ですですですです    

人権は難しいものではありません。皆さんが毎日の生活を営んでいく上で、「困っ

たな。嫌だな。心配だな」と感じたり、「法律のことは難しくて分からないがちょっ

と知りたいな」、「自分や人の人権が侵害されているのでは？」と思った時に、気軽

に相談できます。もちろん相談は無料で、手続きも要りません。いつでも相談所へ

お越しください。電話による相談も受けています。人権擁護委員には、厳格な守秘

義務が課せられていますので、あなたの秘密が漏れることはありません。 
●●●●６６６６月月月月１１１１日日日日はははは人権擁護委員人権擁護委員人権擁護委員人権擁護委員のののの日日日日ですですですです

人権擁護委員制度ができて今年で６０年。世界人権宣言からも６０年になります。

人権擁護委員が国民の人権を守り、皆さんの相談に応じる存在として市町村に配置

されていることや、人権の大切さを知ってもらうために、昭和５７年から法が施行

された６月１日を「人権擁護委員の日」と定め、広報活動や相談活動を行っています。 

●●●●ごごごご存存存存じですかじですかじですかじですか？？？？あなたのあなたのあなたのあなたの町町町町のののの人権擁護委員人権擁護委員人権擁護委員人権擁護委員    

 南丹市には市長が推薦し、法務大臣が委嘱した次の１７人の人権擁護委員がいます。 
住所 氏名 電話番号 住所 氏名 電話番号 

本 町 樋口  均 ６２－００１４ 南広瀬 瀬愛子 ４２－２５５０ 

美園町 中嶋 久子 ６２－４０３６ 神 吉 小槻忠行 ４４－０３３６ 

竹 井 西垣加代子 ６２－１２４８ 室 橋 中川優子 ４２－３２８０ 

高 屋 片山  勲 ６２－２３３１ 八 木 秋田 晃 ４２－２０２０ 

南八田 奥村 幹夫 ６５－０６２８ 

八 
木 

西 田 小西 勉 ４２－３７７８ 

園 
部 

木崎町 矢野 咲美 ６２－０８５４ 中 長野光孝 ７７－０５５８ 

田 原 藤井日出夫 ７３－０１３３ 鶴ヶ岡 南條敏子 ７６－０７４７ 

胡 麻 藤岡 和栄 ７４－０００２ 

美 
山 

大 野 藤原良恭 ７５－０５２５ 

日 
吉 

木 住 湯浅 輝和 ７２－０２９７     

●●●●６６６６月月月月１１１１日日日日（（（（日日日日））））特設相談所特設相談所特設相談所特設相談所をををを開設開設開設開設しますしますしますします    

１７人の人権擁護委員が各所でお待ちしています。気軽にお越しください。 

相談時間：午後１時～４時 ※事前予約は不要です。 

・園部地区：園部公民館 ・日吉地区：日吉町生涯学習センター「遊youひよし」 

・八木地区：八木公民館 ・美山地区：美山支所会議室 

●●●●「「「「何何何何でもでもでもでも電話相談電話相談電話相談電話相談」」」」をををを開設開設開設開設しますしますしますします    

相談強化週間として、困り事・悩み事・心配事「何でも電話相談」を開設します。

一人で悩まず、お気軽に相談ください。 
ナビダイヤル：TEL ０５７０－０８９－７８３ 

開設日時：６月１日（日）、 ７日（土）午前１０時～午後５時 
６月２日（月）～６日（金）午前８時３０分～午後７時 

●●●●人権人権人権人権（（（（しんぱいごとしんぱいごとしんぱいごとしんぱいごと））））相談相談相談相談はははは次次次次のののの場所場所場所場所でででで定期的定期的定期的定期的にににに開設開設開設開設していますしていますしていますしています    

開設場所 開設日 時間 

・京都地方法務局園部支局    毎週月～金曜日 午前１０時～午後４時    

・園部公民館    毎月第１火曜日 午後1時～４時    

・八木公民館    毎月第２火曜日 午後1時～４時    

・社会福祉協議会日吉支所    偶数月第３火曜日 午後1時～４時    

・胡麻基幹集落センター    奇数月第３火曜日 午後1時～４時    

・美山基幹集落センター    毎月第４火曜日 午後1時～４時    

・南丹広域振興局園部庁舎    偶数月第１木曜日 午後1時～４時    

・南丹広域振興局亀岡庁舎    奇数月第１木曜日 午後1時～４時    

・人権擁護委員各自宅および電話    随時    

◇問合せ先 市民課 人権政策係 TEL ６８－０００５ 

「「「「広報広報広報広報なんたんなんたんなんたんなんたん４４４４・・・・５５５５月号月号月号月号」」」」掲載内容掲載内容掲載内容掲載内容のおのおのおのお詫詫詫詫びとびとびとびと訂正訂正訂正訂正    

 

５月９日発行の「広報なんたん４・５月号」の掲載内容について、下記のとおり

誤りがありました。お詫びし、訂正させていただきます。 

ページ 訂正個所 （誤）  （正） 

７ 中央写真キャプション 芦生（あしゅう） ⇒ 芦生（あしう） 

自主財源 ⇒ 依存財源 

依存財源 ⇒ 自主財源 ９ 一般会計 円グラフ（歳入） 

国庫支出金 ⇒ 国庫・府支出金 

１３ 小・中学校耐震補強設計委託 殿田小学校 ⇒ 殿田中学校 

１４ 企業支援事業（工場誘致事業奨励金） 3億0,800万円 ⇒ 3億0,080万円 

１５ 南丹地区農用地総合整備事業負担金 2億1,693万円 ⇒ 重複により削除 

ﾊｰﾌ女子40歳未満 

堀口真由美 

1時間36分48秒 

⇒ 

ﾊｰﾌ女子40歳未満 

外峯陽子 

1時間35分26秒 

２６ 日吉ダムマラソン大会の記録 

未記載 ⇒ 

ﾊｰﾌ女子40歳代 

堀口真由美 

1時間36分48秒 

◇問合せ先 情報推進課 広報広聴係 TEL ６８－００１９ FAX ６３－０６５３ 

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


