
「ねんきん特別便」相談会を開催します 
 
 昨年から年金受給者・加入者を対象に送付しています「ねんきん特別便」について

社会保険事務所による「ねんきん特別便」相談会を下記の日程表のとおり開催します。 
開催予定日 場    所 時間 

１０月６日（月） 南丹市八木支所 ３階会議室 午前９時～午後５時

１０月１４日（火） 南丹市役所 ２号庁舎 ３階会議室 午前９時～午後５時

１０月２０日（月） 南丹市日吉支所 ３階第２・３会議室 午前９時～午後５時

１０月２７日（月） 美山文化ホール １階第１・２会議室 午前９時～午後５時

●持ち物 ・「ねんきん特別便」、年金手帳など（基礎年金番号が確認できるもの） 

・印鑑、本人確認ができる物（免許証や保険証など） 

 ・ご本人以外の代理人が相談される場合は「委任状」と代理人ご自身の

本人確認ができるもの 

※社会保険労務士１人で対応するため、待ち時間を要する場合などがありますので

ご了承ください。 
 
◇問合せ先 京都西社会保険事務所 TEL（075）315-1881(代表) 

国保医療課 TEL（0771）68-0011 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

  日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

ＮＨＫ放送受信料の免除基準が変わります 

 
 これまで、身体障害者手帳･療育手帳をお持ちの方の世帯の一部を対象に、ＮＨＫ

放送受信料の免除が適用されてきました。１０月からは、対象となる障がいの範囲

が拡大されるなど、制度が変更されます。下記の表をご確認いただき、新しい基準

で該当になる方と、今まで半額免除だった方で全額免除に該当する方は、社会福祉

課または各支所健康福祉課で申請を行ってください。（半額免除申請済みの方で、新

しい基準で全額免除に該当しない方は、半額免除が継続されますので、新基準での

申請は必要ありません） 

●対象となる世帯の基準 

対象 

全額免除 

⇒下記の障がいの手帳をお持

ちの方を含む世帯で、全員が市

民税非課税世帯の場合 

半額免除 

⇒障がいのある方が世帯主の場合 

身体障がい者
身体障害者手帳（１～６級）を

お持ちの方を含む世帯 

◆視覚・聴覚障がいで身体障害者

手帳をお持ちの方（等級不問）

が世帯主の世帯 

◆身体障害者手帳１・２級（障が

い部位不問）の手帳をお持ちの

方が世帯主の世帯 

知的障がい者
療育手帳（Ａ・Ｂ）をお持ちの

方を含む世帯 

療育手帳Ａの手帳をお持ちの方が

世帯主の世帯 

精神障がい者
精神障害者保健福祉手帳（１～

３級）をお持ちの方を含む世帯

精神障害者保健福祉手帳１級の手

帳をお持ちの方が世帯主の世帯 

●免除の適用開始日 １０月１日（水）以降 

●申請に必要なもの 各種障害者手帳、印鑑、証明手数料３００円 

 

◇問合せ先 ＮＨＫ視聴者コールセンターナビダイヤル TEL 0570-077-077 

受付時間 午前９時～午後９時（土・日・祝日は午後８時まで） 

◇申込み先 社会福祉課 障害者福祉係 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 

「身体障害者巡回更生相談」を実施します 
 

京都府身体障害者更生相談所では、相談所に来所が困難な身体障がいのある方の

ために、府内を巡回し、補装具・施設利用・その他の相談会を実施しています。 

日  程 時  間 場   所 来訪医師 

１０月７日 

（火） 
午後１時～３時 亀岡市役所市民ホール 耳鼻咽喉科 

１０月１４日 

（火） 
午前１０時～１１時３０分 南丹市園部公民館 整形外科 

１１月６日 

（木） 
午前１０時～１１時３０分

京丹波町瑞穂保健福祉

センター 
耳鼻咽喉科 

１１月１１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２１年 

１月１３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２１年 

２月５日（木) 
午前１０時～１１時３０分 南丹市園部公民館 耳鼻咽喉科 

●内 容 補装具交付・修理に係る判定、医療相談（整形外科・耳鼻咽喉科） 

●持ち物 身体障害者手帳、使用中の補装具、印鑑（申請などが必要な場合に使用） 

●申込方法 参加を希望される方は、それぞれの相談会の３日前（土・日・祝日を

除く）の午後５時までに下記へお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 社会福祉課 障害者福祉係 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 
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 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「TEL４２－２３００」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。 

今今回回ののおお知知ららせせ内内容容  
― ３の1枚目 （緑色） ――――――――――――――――― 
【 表 】 ・「ねんきん特別便」相談会を開催します 

・ＮＨＫ放送受信料の免除基準が変わります 

・「身体障害者巡回更生相談」を実施します 

【 裏 】 ・八木公民館講座「おとなの社会見学」受講者募集 

・八木公民館講座「人権ビデオ鑑賞会」受講者募集 

・八木町スポーツ協会講演会を開催します 

・１０人１１脚大会を開催します 

・南丹市商工会からのお知らせ 

・なんたんテレビ番組表（１０月１日～１５日） 

― ３の２枚目 （オレンジ色） ――――――――――――――― 
【 表 】 ・「市民と共に担うまちづくり手法検討委員会」傍聴のご案内 

・人権教育講座第４講を開催します 

・平成２０年度赤い羽根共同募金運動ご協力のお願い 

・量水器の取換えを行います 

・バス園部八木線に乗ってお出かけを！ 

・平成２０年度南丹市総合防災訓練を実施します 

・火入れ許可について 

・ひな人形を探しています 

【 裏 】 ・市内公共施設にＡＥＤを設置しています 

・「第９回美山かやぶきの里ワンデーマーチ」開催案内 

・歴史・健康ウォーキング参加者募集 

・鯖寿司講習会を開催します 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

― ３の３枚目 （青色） ――――――――――――――――― 
【 表 】 ・インフルエンザ予防接種のお知らせ 

・休廃止マンガン鉱山労働従事者じん肺健診を実施します 

・平成２０年度南丹市グループワーク事業を実施します 

・麻しん・風しん（ＭＲ）混合ワクチンの接種について 

・平成２０年度京都府中部文化芸術祭出場者参加募集 

・南丹市民ビーチボール大会を開催します 

【 裏 】 ・川柳と絵画作品の募集 

・「外国人雇用状況の届出」は全ての事業主の義務です 

・平成２０年度砂利採取業務主任者試験を実施します 

・「全国労働衛生週間」（１０月１日～７日）のご案内 

・多重債務無料法律相談のご案内 

・氷室の郷からのお知らせ 

 ・京都医療科学大学「公開講座」、「学園祭」開催のご案内 

・「女性の館」開館１５周年記念イベント開催のご案内 

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



１０人１１脚大会を開催します 
 

●日時 １１月３日（月・祝）午後１時～ ●場所 丹波自然運動公園陸上競技場 

●種別 ①５人６脚、②１０人１１脚、③１５人１６脚（直線３０ｍのタイム計測） 

●参加資格 南丹市、京丹波町在住の小学３、４、５年生 

●参加申込 １０月１５日（水）までに、代表者の氏名、電話番号、ＦＡＸ番号、

E-mail アドレス、参加種別を明記の上、下記申込先へＦＡＸまたは

E-mailでお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 （社）船井青年会議所事務局 

          TEL（0771）62－2911 FAX（0771）63-0277 

          E-mail office@funai-jc.com 

八木町スポーツ協会講演会を開催します 
 

●日時 １０月２６日（日）午後２時～ 実技指導見学（体育館２足制） 

午後３時～ 講演会（入場整理券必要。定員１２０人） 

●場所 京都府立口丹波勤労者福祉会館（八木町西田金井畠9） 

●講師 佐伯 美香選手（北京オリンピック出場：ビーチバレーボール） 

●入場整理券配布 １０月１日（水）から京都府立口丹波勤労者福祉会館、スポー

ツフォアオール、八木公民館で配布します。 
 

◇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 

八木公民館講座「おとなの社会見学」受講者募集 

 
「おとなの社会見学（なんたん再発見）」第３回は、自然体験および宿泊施設の「美

山町自然文化村」と、文化庁の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている「美

山町北かやぶきの里」の見学を行います。多くの皆さんの受講をお待ちしています。

●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 講 料 ３００円（民族資料館入館料） 

＜今回(第３回講座)募集＞ 

●日時 １０月９日（木）午前１０時～(午前９時集合)  ●場所 南丹市八木公民館

●その他 見学後、現地で昼食をとります（自己負担となります） 

     八木公民館には午後２時ごろ帰ってくる予定です 

     参加募集人数は１５人(先着順) 

●申込方法 受講を希望される方は、１０月３日（金）までに、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（0771）68-0026 FAX（0771）42-5616

八木公民館講座「人権ビデオ鑑賞会」受講者募集 
 

南丹市では「南丹市人権教育･啓発推進計画」に基づき人権感覚の豊かな社会を構

築するために人権に関する視聴覚教材（ビデオ）を計画的に購入し、地域・学校・

事業所などにおける人権教育・啓発にご活用いただいているところですが、研修な

どにおける視聴覚教材のさらなる有効活用をいただくことを目的に、八木公民館で

は９月から毎月第２土曜日に「人権ビデオ鑑賞会」を開催しています。 

第２回は、ダウン症の少女と、彼女をいたわり励ます弟と家族の心温まる物語を通

して「ともに生きる」という問題について考える『ぼくのお姉さん』のビデオを鑑賞し

ます。地域や職場などで人権教育・啓発の委員をされている方だけでなく、どなたで

もビデオ鑑賞にご参加いただけます。この講座を通じて、一人一人が輝く社会づくり

のきっかけとしていただければ幸いです。多くの市民のご参加をお待ちしています。 

●受講対象 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 

●参加方法 事前登録や予約は行いませんので、当日直接会場にお越しください。

受講は無料です。 

＜今回(第２回)講座＞ 

●日 時 １０月１１日（土） 午前１０時～  ●会 場 南丹市八木公民館 

●ビデオ 『ぼくのお姉さん』（上映時間 約４６分） 

 

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

南丹市商工会からのお知らせ 

 
昨年まで八木町大堰橋下流で開催していました「にこにこ祭」は、開催しないこ

ととなりましたのでお知らせします。なお、日吉町のフリーマーケットや三輪車レ

ースなどのイベント「こいこい祭り」を今年も開催します。ご家族やお友達と楽し

い一日を過ごしにご来場ください。 
●日時 １０月５日（日） 午前９時３０分～午後３時 （雨天決行） 
●場所 南丹市日吉町「府民の森ひよし」 
※フリーマーケット、三輪車レースの参加申込受付は終了しました。 
 
◇問合せ先 南丹市商工会 TEL (0771)42-5380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図書館だより 

１０月の新刊のご案内です。 

１０月２日【木】20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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

スクールフェイス 

「第75回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 

  京都府コンクールに川辺小学校出場」 

１０月２日【木】20時半・22時半 

３日（金） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

４日（土） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

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 

１０月４日【土】20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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

「園部小学校 運動会」 

１０月４日【土】20時半・22時半 

５日（日） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

６日（月） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

７日（火） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

「富本小学校 秋季大運動会」 

「川辺小学校 運動会」 

１０月７日【火】20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です。 

 

１０月９日【木】20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・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 「園部第二小学校 第10回運動会」 

１０月９日【木】20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・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

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 

１０月１１日【土】20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・18時・20時・22時

１４日（火）  7時・9時・12時・15時・18時 

 

「聖家族幼稚園 なかよしうんどうかい」 

 

１０月１１日【土】20時半・22時半 

１２日（日） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

１３日（月） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

１４日 (火)  7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

「新庄小学校 運動会」 

「平成20年度西本梅小学校 大運動会」 

 

１０月１４日【火】20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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

★ 放送内容は、一部変更になる場合がありますので、

南丹市情報センターホームページ、京都新聞丹波版

「まちかどガイド」または、なんたんテレビ回覧板

をご覧ください。 

★ 南丹市情報センターのホームページで、週ごとのニ

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 

南丹市情報センター なんたんテレビ(自主放送)番組表 （2008年１０月１日～１０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 



ひな人形を探しています 
 

女児の健やかな成長を願うお守りとして、大切にされてきたものの一つにひな人形が

あります。今では数少なくなった地方独特のひな祭りの形態には、当時の歴史と文化の

面影が多く残っています。文化博物館では、ひな人形をテーマとした展示会を計画して

います。古いひな人形をお持ちの方がありましたら、当館までご連絡をお願いします。 

 

◇問合せ先 南丹市立文化博物館 TEL（0771）68-0081 FAX（0771）63-2983 

火入れ許可について 
 
 あぜ焼きや造林のための地ごしらえなどの目的で「火入れ」をされる際には、森林

法の規定により事前に許可が必要です。許可の申請は、火入れを行う１０日前までに、

下記へお願いします。火入れを行う際は、消火設備を準備し、火災の発生には十分注

意し、燃えカスなどは付近の方に迷惑が掛からないよう、後始末を行ってください。 

 

◇申請・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）68-0023  

           日吉（0771）68-0033 美山（0771）68-0042 

バス園部八木線に乗ってお出かけを！ 
 
平成１９年１０月１日から園部八木線の試験運行を行ってきた結果、利用者数の

少なかった朝１便と最終便を減便して、下記により試験運行を１年間再延長します。 

なお、試験運行期間中の乗客数により、試験運行終了後も運行を継続するかを決

定することになっていますので、皆さんの積極的なご利用をお願いします。 

停留所名 発車時刻 停留所名 発車時刻 

園部駅西口 8：05 13：22 南丹病院 11：04 15：08 

吉 富 8：10 13：27 国道八木 11：04 15：08 

美 里 8：12 13：29 八木大堰橋 11：07 15：11 

新庄橋 8：14 13：31 勤労者福祉会館前 11：08 15：12 

室 橋 8：16 13：33 ふないの里口 11：09 15：13 

諸 畑 8：18 13：35 北廣瀬 11：10 15：14 

日 置 8：20 13：37 池 上 11：11 15：15 

氷室の郷 8：22 13：39 野 条 11：12 15：16 

野 条 8：24 13：41 氷室の郷 11：14 15：18 

池 上 8：25 13：42 日 置 11：16 15：20 

北廣瀬 8：26 13：43 諸 畑 11：18 15：22 

ふないの里口 8：27 13：44 室 橋 11：20 15：24 

勤労者福祉会館前 8：28 13：45 新庄橋 11：22 15：26 

八木大堰橋 8：29 13：46 美 里 11：24 15：28 

国道八木 8：31 13：48 吉 富 11：26 15：30 

南丹病院 8：31 13：48 園部駅西口 11：31 15：35 

※平日のみ運行（土休日運休）  ※１０月１日から上記ダイヤで運行します。 
 

◇問合せ先 企画推進課 交通対策係 TEL（0771）68-0003 FAX（0771）63-0653 

「市民と共に担うまちづくり手法検討委員会」傍聴のご案内 
 

南丹市の地域特性に合った協働のまちづくりを考えるため、「南丹市市民と共に担

うまちづくり手法検討委員会」が発足しました。本委員会では、話し合いの道筋を

たくさんの市民の皆さんに知っていただくとともに、委員以外の市民の皆さんから

協働によるまちづくりへの積極的な意見や提案をお受けし、委員会の協議を一層活

性化していきたいと考え、毎回の委員会を公開で行うこととし、傍聴参加を広く呼

びかけることとしています。つきましては、第２回委員会を下記のとおり開催しま

すので、お誘い合わせの上、多数傍聴にお越しいただきますようご案内します。 

＜第２回南丹市市民と共に担うまちづくり手法検討委員会＞ 

●日時 １０月１１日（土） 午前１０時～正午 

●場所 南丹市役所 ２号棟３階 ３０１会議室 

●内容 前半…講演「協働のまちづくりとは」 

講師 同志社大学 新川 達郎 教授 

    後半…ワークショップ「テーマ：南丹市のええとこ、あかんとこ」 

※傍聴の申し込みは不要です。南丹市在住または在勤・在学者の方、どなたでもご

参加いただけます。 

※ただし、傍聴希望者多数の場合は、主催者の判断で人数を制限させていただく場

合があります。 

※傍聴者は、委員長の求めがない限り、委員会における発言はできません。 

 

協働によるまちづくりに関するご意見やご提案は、書面により氏名・住所・連絡先

電話番号を必ず明記の上、郵送・ＦＡＸ・Ｅ-mail・持参のいずれかでお寄せください。

あて先 〒622-8651 南丹市園部町小桜町47 南丹市企画管理部企画推進課企画係

    FAX（0771）63-0653  Ｅ-mail  kikaku-s@city.nantan.kyoto.jp 

 

◇問合せ先 企画推進課 企画係 TEL（0771）68-0003 FAX（0771）63-0653 

量水器の取換えを行います 

 

上水道課では、計量法に基づき８年ごとに量水器の取り換えを行っています。 

本年も１０月から１２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

者証を持った管工事業協会の業者がお伺いし、無償で取り換えをしますので、ご協

力をお願いします。 

なお、量水器取り換え後、出始めの水が濁ったり空気が出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、下記までお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 上水道課 庶務係 TEL（0771）68-0053 FAX（0771）42-5616 

平成２０年度赤い羽根共同募金運動ご協力のお願い 
  

 今年も１０月１日から１２月３１日まで全国一斉に赤い羽根共同募金運動が実施

されます。南丹市においても、「地域の福祉、みんなで参加」のスローガンのもと、

「幸せ」と「豊かさ」をわかちあえる福祉の充実のために、一層のご協力をお願い

します。 

●募金の使途 子育て支援事業、ボランティア活動支援事業、一人親家庭支援事業、

福祉団体活動支援、災害等準備金など 

 

◇問合せ先 南丹市社会福祉協議会 TEL（0771）72-3220 

社会福祉課 福祉総務係 TEL（0771)68-0007 

平成２０年度南丹市総合防災訓練を実施します 
 
 平成２０年度南丹市総合防災訓練を下記のとおり実施します。 

●日時 １１月１６日（日） 午前９時～（雨天決行） 

●場所 南丹市園部公園スポーツ広場  ●主催 南丹市 

●訓練内容 ①災害現地対策本部設置・運用訓練、②避難所、救護所およびボラン

ティアセンター開設・運用訓練、③炊き出し訓練、④被害状況調査訓練、⑤避難

訓練、⑥倒壊家屋、車両等救出訓練、⑦初期消火訓練、⑧救援物資輸送・応急給

水訓練、⑧一斉放水訓練、⑨特殊車両および防災物品等展示訓練 
●参加機関 南丹市、南丹市消防団、園部町小桜町区・城南町区・栄町区・横田区、

南丹広域振興局、南丹保健所、京都府南丹警察署、京都中部広域消防組合園部消

防署、国民健康保険南丹病院組合、京都市消防局、独立行政法人 水資源機構日吉

ダム管理所、京都地方気象台、南丹市社会福祉協議会、南丹市管工事業協会、財

団法人 京都府エルピーガス協会南丹船井支部、南丹船井自衛消防隊連絡協議会、

南丹船井危険物安全協会、近畿コカコーラボトリング 株式会社 
 
◇問合せ先 総務課 消防防災係 TEL（0771）68-0002 

人権教育講座第４講を開催します 
 

平成２０年度南丹市人権教育講座最終となる第４講を下記のとおり開催しますの

でお気軽に受講いただくようお知らせします。 

●日時 １０月１０日（金）午後７時３０分～９時 

●場所 南丹市日吉町生涯学習センター ホール 

●講師 内田 龍史さん（社団法人 部落解放・人権研究所） 

●演題 「人権・部落問題意識調査からわかること」 

●対象 南丹市在住・在勤・在学の方など  ●主催 南丹市教育委員会 

 

◇問合せ先 社会教育課 社会教育係 TEL（0771）68-0057 FAX（0771）63-2850 
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鯖（さば）寿司講習会を開催します 
 
 園部町つつじの会では、鯖寿司講習会を開催します。皆さん多数ご参加ください。 

●日時 １０月８日（水） ①午後１時～、②午後２時３０分～ 

●定員 各１０人（先着順で受付） ●費用 １，５００円（材料費・講習費用を含む） 

●会場 道の駅京都新光悦村会議室 

 

◇申込・問合せ先 園部町つつじの会 TEL（0771）63-5035 

市内公共施設にＡＥＤを設置しています 

 
自動体外式除細動器（ＡＥＤ）とは、突然の心停止（心臓突然死）から命を救う

ための装置です。けいれんを起こした心臓に電気ショックを与え、心臓の働きを戻

します。操作は音声などのガイダンスにより指示があり、電気ショックが必要かど

うかもＡＥＤが判断します。高度な専門知識を必要とせず、安心して簡単に操作す

ることができる一般の方に使用が認められた装置です。南丹市では、公共施設利用

者の万一の事態に備えて、市内公共施設にＡＥＤの設置を進めています。現在の設

置状況（平成２０年９月１日現在）は下記のとおりですので、お知らせします。 
配置場所 施設所在地 

南丹市役所本庁 園部町小桜町47番地 
南丹市立園部保育所 園部町木崎町下ヲサ46番地 
南丹市立城南保育所 園部町城南町中井50番地 
南丹市立園部幼稚園 園部町小桜町44番地 
南丹市立園部小学校 園部町小桜町26番地2 
南丹市立園部第二小学校 園部町小山東町平成台2号78番地 外 
南丹市立川辺小学校 園部町船岡長畑52番地3 
南丹市立摩気小学校 園部町宍人市場111番地 
南丹市立西本梅小学校 園部町南八田中山17番地 
南丹市立園部中学校 園部町横田3号51番地 
南丹市園部海洋センター 園部町小桜町南丹市園部公園内 
南丹市園部公民館 園部町上本町南2番地22 
南丹市国際交流会館 園部町小桜町62番地1 
南丹市園部スポーツセンター 園部町木崎町下ヲサ49番地 
道の駅(京都新光悦村) 園部町曽我谷縄手15番地3 外 

園
部
町
内 

南丹市園部南部コミュニティセンター 園部町城南町クゴ3番地 
南丹市役所八木支所 八木町八木東久保29番地1 
南丹市立八木中央幼児学園 八木町西田河原條42番地 
南丹市立八木東幼児学園 八木町北屋賀焼石8番地3 
南丹市立八木小学校 八木町八木東所15番地 
南丹市立富本小学校 八木町青戸馬垣内13番地1 
南丹市立新庄小学校 八木町船枝才ノ上48番地 
南丹市立吉富小学校 八木町鳥羽鳥栄本11番地 
南丹市立神吉小学校 八木町神吉西河原15番地 
南丹市立八木中学校 八木町八木野條1番地 
南丹市八木バイオエコロジーセンター 八木町諸畑千田1番地 
南丹市八木公民館 八木町八木東久保23番地 

八
木
町
内 

南丹市八木農村環境公園「氷室の郷」 八木町氷所赤見21番地１ 
南丹市役所日吉支所 日吉町保野田市野3番地1 
南丹市立日吉中央保育所 日吉町保野田垣ノ内11番地・12番地1合地

南丹市立興風保育所 日吉町田原渕谷口26番地2 
南丹市立胡麻保育所 日吉町胡麻中野辺谷73番地 
南丹市立殿田小学校 日吉町殿田大貝25番地 外 
南丹市立胡麻郷小学校 日吉町胡麻中野辺谷3番地3 外 
南丹市立殿田中学校 日吉町殿田大貝30番地 外 
スプリングスひよし 日吉町中宮ノ向8番地 
南丹市日吉山の家 日吉町生畑ツノ元下16番地 外 
南丹市日吉町生涯学習センター 日吉町保野田長通24番地 
日吉駅交流センター 日吉町保野田市野1番地4 

日
吉
町
内 

南丹市日吉胡麻コミュニティセンター 日吉町胡麻的場1番地2 
南丹市役所美山支所 美山町島島台51番地 
南丹市立みやま保育所 美山町島島台53番地 
南丹市立知井保育所 美山町中勘定7番地 
南丹市立知井小学校 美山町中穴原8番地 
南丹市立平屋小学校 美山町安掛上ノ山17番地 
南丹市立宮島小学校 美山町島島台52番地 
南丹市立鶴ヶ岡小学校 美山町鶴ヶ岡宮ノ前23番地2 
南丹市立大野小学校 美山町三埜南畑28番地 
南丹市立美山中学校 美山町静原桧野10番地1 
南丹市美山芦生山の家 美山町芦生須後13番地 
南丹市美山町自然文化村 美山町中下向56番地 外 
南丹市美山江和長期滞在施設 美山町江和下黒田1番地 外 
宮島振興会 美山町島往古瀬29番地 
大野振興会 美山町大野広畑1番地2 
平屋振興会 美山町安掛下23番地 
知井振興会 美山町中上前83番地 
鶴ケ岡振興会 美山町鶴ケ岡新釈迦堂前１ 

美

山

町

内 

南丹市美山北加工・販売施設 美山町北揚石28番地1 
※ 南丹市立園部中学校、南丹市立八木中学校、南丹市立殿田中学校のＡＥＤにつ

いては、平成１８年に園部ライオンズクラブから、ご寄付いただきました。 

  南丹市立美山中学校のＡＥＤについては、平成１８年に北桑田ライオンズクラ

ブから、ご寄付いただきました。 

 

◇問合せ先 財政課 管財係 TEL（0771）68-0018 FAX（0771）63-0653 

丹波自然運動公園からのお知らせ 
 
＜パターゴルフ大会＞ 

●日時 １０月１９日（日） 午前９時～１１時  ●場所 パターゴルフ場 
●定員 ５０人  ●参加料 大人５００円、小中学生３００円 
●内容 １８ホールにより実施  ●申込期間 １０月１日（水）～１４日（火） 
＜テニス大会＞ 

●日時 １０月２９日（水） 午前９時～午後４時  ●場所 テニスコート 
●定員 男女別ダブルス 各３２組  ●参加料 １チーム１,０００円 
●内容 予選リーグ戦の後、決勝トーナメント ●申込期間 １０月９日～２３日 
 
※上記期間内にはがきまたはＦＡＸで、住所、氏名、大会名、電話番号、ＦＡＸ番

号を記入の上、お申し込みください。 
 
＜１０月のグラウンド・ゴルフのつどい＞ 

●日時 ３日（月例）、１０日、１７日、２４日、３１日（毎週金曜日）午前９時～正午 
●場所 球技場  ●対象者 どなたでも  ●参加料 ２００円（当日受付） 
●内容 グラウンド・ゴルフ、マレットゴルフなどを楽しむ 
＜１０月のスポーツデー＞ 

●日時 １０月１４日（火）  ●場所 体育館 
●内容 午前９時～１１時３０分   卓球を楽しもう（３００円） 

    午後１時３０分～３時３０分 障害者スポーツのつどい（無料） 

    午後６時～９時       スポーツの夕べ（３００円） 

＜施設の早期受付＞ 

平成２１年度夏期期間における運動施設の早期受付を行いますので、希望される

方は１１月２５日（火）までに丹波自然運動公園までお問い合わせくだい。 

   

◇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 

歴史・健康ウォーキング参加者募集 
 
八木の歴史にふれながら、秋の爽やかな風を背にうけて、のどかな田園風景を散策

しませんか。氷室の郷で開催されているおまつりをめざしてウォーキングしましょう。 

●日 程 １０月１８日（土）（少雨決行） 

●コース 八木駅＝花のまち＝大ケヤキ（京都府自然２００選）＝夢かなえ橋＝久留守

神社（休憩）＝氷室の郷「ふれあいふくしまつり健康づくり大会」会場 

 （歩行距離４ｋｍ） 

●集合場所・時間 八木駅前 午前９時集合 

●解散場所・時間 氷室の郷 午前１１時３０分ごろ 

●対 象 一人で４ｋｍ以上歩ける方。（当日体調の悪い方、歩くのに付き添いが必

要な方はご遠慮ください） 

※注意 参加者は自己の責任で、健康・自己管理をしてください。 

●持ち物 保険証のコピー・水筒・汗拭きタオル・帽子・手袋・雨天時は雨具 

●参加費用 ２００円（保険代他）＋１００円（まつり参加協力金） 

●申し込み １０月１５日（水）までに下記の申込先までご連絡ください。 

 ※申込の取り消し、欠席される場合は必ずNantan健歩会まで連絡してください。 

 

◇申込・問合せ先 Nantan健歩会 木村 TEL（0771）62-3370 

健康課 TEL（0771）68-0016 

「第９回美山かやぶきの里ワンデーマーチ」開催案内 
  

日本の原風景ともいうべき田舎ならではのかやぶきと田園と豊かな自然の町をテ

ーマにワンデーマーチを開催します。多くの皆さんのご参加をお待ちしています。 

●日時 １１月３日（月・文化の日） 午前９時 受付開始 

●会場 南丹市立宮島小学校グラウンド  ●定員 ８００人 

●内容 １２ｋｍコース（遊歩道百選選定「かやぶきと虹の湖」コース） 

    １８ｋｍコース（美しい日本の歩きたくなる道５００選選定 

「北かやぶきの里」コース） 

●募集締切 １０月１５日（水）※定員に満たない場合は当日受付有 

●参加費 大人１，０００円（当日１，５００円） 中学生以下無料 

●申込方法 社会教育課（市役所３号庁舎、八木公民館、日吉町生涯学習センター、

市役所美山支所）にある参加申込書に必要事項を記入の上、郵便振替

または現金書留で実行委員会までお申し込みください。 

 

◇問合せ先 社会教育課美山担当 TEL（0771）68-0044 

      （主催：美山かやぶきの里ワンデーマーチ実行委員会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



平成２０年度京都府中部文化芸術祭出場者参加募集 
 
亀岡市、南丹市、京丹波町の地域を対象にアマチュアを中心とした各種の創造的

な文化芸能フェスティバルを開催することで、文化活動の活性化と地域社会の豊か

な発展を目指すことを目的に京都府中部文化祭を開催します。 

＜よさこい踊りフェスティバル＞ 

●日時 １１月１５日（土） 午後1時～４時３０分 

●場所 南丹市美山文化ホール（美山町島島台51番地） 

●出演時間 １グループにつき２０分以内（準備、撤去含む） 

●定員 ８組程度（出演決定については、応募内容と地域のバランスを考慮し、主

催者で調整のうえ応募者に連絡します） 

●応募受付 ９月２９日（月）～１０月３日（金） 
 
＜心で奏でるミュージックフェスティバル＞ 

●日時 平成２１年２月１１日（水・祝） 午後１時３０分～５時 

●場所 ガレリアかめおか コンべンションホール 

●対象 プロ・アマチュアを問わず積極的かつ継続的に音楽活動行う音楽サークル 

●内容 管弦楽・吹奏楽・声楽・洋楽・ピアノなどで、原則として電子・電気音響

機器を使用しないこと。 

●出演時間 １グループにつき１５分間程度（準備、撤去含む） 

●定員 ９組程度（出演決定については、応募内容と地域のバランスを考慮し、主

催者で調整のうえ応募者に連絡します） 

●応募受付 １０月１４日（火）～１１月７日（金） 
 
＜共通事項＞ 

●参加料 無料  ●入場料 無料  ●主催 京都府中部文化芸術祭実行委員会 

●応募用紙 応募用紙は社会教育課、各支所（社会教育担当）の窓口にあります。 

●募集方法 応募用紙に必要事項を記入の上、京都府中部文化芸術祭実行委員会（社

会教育課内）まで郵送・ＦＡＸまたはご持参ください。 

 

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

休廃止マンガン鉱山労働従事者じん肺健診を実施します 

 
すでに休廃止されたマンガン鉱山にかつて従事していた方を対象として、下記の

とおり休廃止マンガン鉱山労働従事者じん肺健康診断を実施します。 
●日時 １１月２７日（木） 午後１時３０分～３時３０分 
●場所 南丹市日吉興風交流センター 
●対象者 休廃止マンガン鉱山労働従事者で現在じん肺管理を受けておられない方 
●負担金 １，０００円（当日、受付でいただきます）※生活保護世帯の方は無料

●実施機関 （財）京都工場保健会  ●申込期限 １０月２８日（火） 
 

◇申込・問合せ先 健康課 健康増進係 TEL（0771）68－0016 FAX（0771）68-1166

インフルエンザ予防接種のお知らせ 
 

高齢者を対象として、インフルエンザの予防接種を公費（一部個人負担）で実施

します。希望される方は、期間内に実施医療機関にて接種を受けてください。 

●対象者 南丹市に住民登録などがあり、以下の①・②のどちらかに当てはまる方 

 ①６５歳以上の接種希望者（接種日に６５歳以上の方） 

 ②６０歳以上６５歳未満で、「心臓・じん臓・呼吸器の機能」または「ヒト免疫不

全ウイルスによる免疫の機能」に日常生活に支障をきたす程度の障がいを有す

る方で、接種を希望される方（障害者手帳または医師の診断書が必要です） 
●申込方法 １０月１日（水）～１２月２２日（月）に南丹市内の実施協力医療機

関（下表参照）へ直接お申込みください。 

 ※申し込みは各医療機関の診察時間内にお願いします。 

※特別な事情（市外の医院にて病気の管理中であるなど）により下表の実施協力

医療機関以外での接種を希望される対象者は、公費での接種を受けられない医

療機関がありますので、事前に健康課までお問い合わせください。 

●実施期間 １０月１４日（火）～１２月２７日（土） 

（診療日は医療機関によって異なりますので、必ず医療機関にお問い合わせください） 

●個人負担金 １，０００円 

※１人につき年度内１回の接種に対して、自己負担金１，０００円で実施します。 

※生活保護世帯の方は払い戻しがありますので、健康課もしくは各支所健康福祉

課に領収書を添えて申請してください。 

●実施医療機関（順不同） 

園部町 

石川耳鼻咽喉科医院／川西診療所／げんの耳鼻咽喉科／園部丹

医会病院／高屋こども診療所／冨井内科医院／仁丹医院／広野

医院／南八田診療所／吉田小児科内科医院 

八木町 坂井内科医院／山田医院／きむら診療所／公立南丹病院 

日吉町 
吉田医院／胡麻佐野診療所／藤岡五ヶ荘診療所／藤岡五ヶ荘第

二診療所／明治国際医療大学附属病院 

美山町 美山診療所／美山林健センター診療所／大萱医院美山町分院 

                                   

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

平成２０年度南丹市グループワーク事業を実施します 
 

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、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。南丹市グ

ループワークを下記のとおり計画しています。皆さんの参加をお待ちしています。 

●南丹市グループワーク計画表（１０月・１１月分） 

日  時 内  容 場  所 

１０月 ８日（水） 茶話会 こむぎ山健康学園 

１０月２２日（水） 日帰り旅行 大 阪 

１０月２７日（月） ちょこっとピクニック 府民の森ひよし 

１０月２９日（水） 紅葉狩り 亀岡市周辺 

１０月３０日（木） 森林浴 美山町内の山 

１１月１２日（水） 茶話会 こむぎ山健康学園 

１１月２５日（火） 交流会 美山町自然文化村 

※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 

南丹市民ビーチボール大会を開催します 
 

ビーチボールは、子どもから大人までどなたでも簡単にできるニュースポーツで

す。教育委員会では生涯スポーツの普及と振興ならびに市民相互の親睦を目的に交

流大会を開催します。ぜひ、ご参加ください。 

●日  時 １０月２６日（日）午前１０時～正午 

●会  場 南丹市園部B＆G海洋センター体育館 

●参加資格 小学生以上の南丹市内在住、在勤者などで構成されたチームまたは個人 

●競技規定 （１）種別は①男女混合②女子の部③ファミリーの部とする。 

      （２）各部門とも４人以上のチーム編成とすること。 

（４人未満のお申し込みもできます） 

（３）ファミリーの部は、コート内に常時２人以上の小学生が入り試

合を行うこと。 

●参 加 料 無料  ●申込方法 電話またはＦＡＸでお申し込みください。 

●申込期限 １０月２２日（水）午後５時 

（主催 南丹市教育委員会／主管 南丹市体育指導委員会） 

 

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

麻しん・風しん（ＭＲ）混合ワクチンの接種について 
 

麻しんは感染力が強く、かかると脳炎などの重い合併症を引き起こす率が高い重

い病気ですが、予防接種で防ぐことができます。定期の予防接種は生後１２カ月～

２４カ月の間に１期を、就学前１年間（年長児）で２期の定期接種を受けます。ま

た今年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

中学１年生と高校３年生相当の方にも定期接種を実施しています。近年の流行を受

け、厚生労働省から接種勧奨の通知がされ、学校の入学、実習時に接種を必須とす

る学校もでてきています。定期接種対象の方でまだ接種できていない方は、必ず接

種しましょう。（インフルエンザの予防接種時期は医療機関の混雑が予想されます。

早めの接種をお勧めします）定期の期間が過ぎると、自費となります。自費の場合

は、医療機関によって多少異なりますが、１０，０００円前後必要です。 
 

◇問合せ先 健康課 母子保健係 TEL（0771）68-0016 
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川柳と絵画作品の募集 
～ スプリングスひよし 日吉ダム１０周年記念事業 ～ 

 

スプリングスひよし開業と日吉ダム運用開始１０周年を記念して、川柳と絵画を

募集します。多くの方の応募をお待ちしています。 

ひよし温泉と周辺の自然、入浴マナー、温泉に親しむ人  々
テ ー マ 

日吉ダムと天若湖の自然、四季、重要性、水没地域の想い出など 

部    門 川柳の部 絵画の部 

対 象 者 制限なし 小・中学生 

規    格 なし 四つ切画用紙 

応募方法 

南丹市日吉支所、スプリングスひよし、日吉ダ

ム管理所（ビジターセンター・インフォギャラ

リー）の各窓口に置いてある応募用紙に住所・

氏名・電話番号を記入して、応募箱へ投函する

か、下記まで郵送してください。なお、官製は

がきでの応募も受け付けします。 

作品の裏面右下に住

所・氏名（ふりがな）・

電話番号・学校名（所

在地）・学年を記入し

て、下記まで郵送する

か持参してください。

特記事項 
応募作品は、応募者が創作した未投稿かつ未発表のものとします。 

（お一人何点でも応募いただけます） 

●募集期間  １０月１日（水）～１１月２８日（金）（当日消印有効） 

●表彰  部門ごとに、最優秀賞１作品、優秀賞２作品、特別賞２作品、入選５作品

を決定し、入賞者には賞状および記念品を贈呈します。また、表彰後、応

募者全員に参加賞を贈呈します。（参加賞はお一人につき一点とします） 

●その他  ・著作権は応募者に帰属します。ただし、応募者は、南丹市、スプリン

グスひよし（日吉ふるさと株式会社）、独立行政法人水資源機構日吉ダ

ム管理所、日吉町観光協会が無償で作品を刊行物、ホームページ、広

告などに記載して利用することを承諾するものとします。 

          ・応募作品は、原則として返却しません。ただし、絵画部門については、

返却を希望された場合、送料など応募者のご負担で返却します。 

 

◇応募・問合せ先 「１０周年記念事業係」 

・日吉支所 地域総務課  TEL（0771）68-0030 

                   〒629-0398  南丹市日吉町保野田市野３番地１ 

                ・スプリングスひよし  TEL（0771）72-1526 

                   〒629-0335  南丹市日吉町中宮ノ向８番地 

「外国人雇用状況の届出」は全ての事業主の義務です 
 

全ての事業主の方に、外国人（特別永住者を除く）の雇入れと離職の際に、その

都度、当該外国人の氏名、在留資格などを確認し、ハローワークへの届出が義務付

けられています。新規雇入れの場合のほか、平成１９年９月３０日以前から継続雇

用している外国人についても、平成２０年１０月１日までに同様の届出を行ってくだ

さい。届出を怠ると、３０万円以下の罰金が課される場合があります。ご不明な点

などは、京都労働局またはハローワークに、お気軽にお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 京都労働局 職業対策課 TEL（075）241-3269 

氷室の郷からのお知らせ 
 
＜氷室の郷特製 巻き寿司・さば寿司作り講習会＞ 

氷室の郷では、お祭りに向けての巻き寿司・さば寿司の作り方の講習会を開催します。 

●日時 １０月４日（土） 午後１時３０分～３時３０分 

●場所 南丹市八木農村環境公園「氷室の郷」体験室 

●講習費 ２，５００円（さばの時価により追加金あり） 

●持ち物 エプロン・三角巾  ●定員 １５人（定員になり次第締切） 

●内容 巻き寿司（２本）・さば寿司（１本）持ち帰り 
 
＜花壇作り、ボランティア募集！！＞ 

「氷室の郷」に、マイ花壇をつくってみませんか！！ 

●参加資格 個人・グループを問いません。  ●募集期間 随時 

●花壇面積 ２平方メートル（２ｍ×１ｍ）  ●募集企画 ２０区画 

 ・花の種は、氷室の郷で準備しますが、個人などで持ち込みいただいても結構で

す。（種代金などは、お支払いできません） 
・参加者は、花の種まきから花壇の除草など通常の管理が可能な方に限ります。 
・一定時期に花壇作りコンクールを実施し、優秀な花壇には、表彰を行います。 

 
◇申込・問合せ先 南丹市八木農村環境公園「氷室の郷」（月曜定休日） 

TEL（0771）43-1128  FAX（0771）43-2109 

京都医療科学大学「公開講座」、「学園祭」開催のご案内 
 
＜公開講座＞１０月１８日（土） ●参加費 無料 ※定員なし。申し込み不要。 

講演１ 午後１時３０分～「医用画像って面白い～放射線で体の中はどう写る？～」  

            講師：京都医療科学大学  向井 孝夫 教授 

講演２ 午後２時１０分～「メタボリックシンドローム ～ あなたは大丈夫!? ～」  

            講師：京都医療科学大学  大野 和子 教授 

※ 当日は、最新医療機器を自由に見学していただけます。 
 
＜学園祭『秋桜祭』＞１０月１８日（土）午前１０時～午後５時 

『園部舞組 爽龍隊』による“よさこい”、ゲームコーナー、ストラックアウトなど、

模擬店（焼き鳥やフランクフルト）など、ゲートボ－ル大会 

●主催 学園祭実行委員会（学生会） 

 

◇問合せ先 学校法人島津学園 京都医療科学大学 公開講座係 TEL（0771）63-0066 

「全国労働衛生週間」（１０月１日～７日）のご案内 

  
事業場における労働衛生意識の高揚を図り、自主的な労働衛生管理活動の一層の

促進を図ることを目的に毎年実施しています。この機会にぜひ、労働環境や健康に

ついて見つめ直してください。（提唱者 厚生労働省・中央労働災害防止協会） 

●スローガン 「あなたが主役 明るい職場と健康づくり」 

 

◇問合せ先 京都府商工労働観光部労政課 TEL（075）414-5085 

多重債務無料法律相談のご案内 

 

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 １０月２１日（火） 午後４時～７時（一人４５分以内） 

●場所 南丹市園部公民館（園部町上本町南2－22） 

●予約 １０月２０日（月）まで（下記の問合せ先に申し込んでください） 

 

◇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 

平成２０年度砂利採取業務主任者試験を実施します 

 
砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）第１５条第 1 項の規定により、砂利採取

業務主任者試験を実施します。 
●日時 １１月１４日（金） 午前１０時～正午（１２０分） 
●場所 京都府職員福利厚生センター ３階大会議室  ●試験方法 筆記試験 
●試験科目 （１）砂利の採取に関する法令 

（２）砂利の採取に関する技術的な事項（基礎的な土木および河川工

学に関する事項を含む） 
●受験手続 京都府指定の受験願書に写真および手数料７,６００円（京都府収入証

紙）をはり付け提出すること。 
●受付期間 ９月２９日（月）～１０月１０日（金）午前９時から午後５時まで（土・

日曜日を除く）※郵送の場合は、１０月１０日（金）までの消印有効 
 

◇受験願書請求先・問合せ先 

      京都府商工労働観光部企業立地推進課  TEL(075)414-4848・4881 

      京都府南丹広域振興局農林商工部商工労働観光室  TEL（0771）23-4438

「女性の館」開館１５周年記念イベント開催のご案内 
 
 女性の館が開館して１５年という節目の年を迎えました。男女共同参画を構築す

るための実践の場としての館のＰＲ、女性たちが温めてきた作品の紹介などを行う

記念イベントを開催します。皆さんご来場をお待ちしています。（参加料無料） 
●日時 １０月１９日（日）午後１時３０分～４時 
●場所 南丹市国際交流会館 コスモホール 
●内容 ①講演 テーマ －男女共同参画に向けて－「共に助け合って生きる」 
        講師 森本 佳代 氏（キャリアアドバイザー） 
    ②さをり織り・着物リフォームファッションショー「コレクション秋・織と布」 
 
◇問合せ先 南丹市園部女性の館 TEL（0771）63-2986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


