
８８８８月月月月からからからから福祉医療費助成制度福祉医療費助成制度福祉医療費助成制度福祉医療費助成制度がががが変変変変わりますわりますわりますわります    

 

 福祉医療費助成事業のうち、南丹市独自の障害者医療制度分の内容が８月診療分

から下記のとおり変更になりますのでお知らせします。 

 現在 変更後 

対象者 

・身体障害者手帳３級および４級 

・療育手帳Ｂ判定 

・保健福祉手帳１級～３級の手帳 

所持者で０歳～７４歳の方 

ただし、６５歳以上７５歳未満

の後期高齢の被保険者は除く 

変更なし 

所得 

限度額 

特別児童扶養手当等の支給に関

する法律に規定する額 
変更なし 

窓口 

負担金 
入院および通院ともに負担なし 

通院1日1医療機関につき３００円 

ただし、院外処方・入院の場合の窓口

負担は無し。 

※身体障害者手帳１・２級の方および療育手帳Ａ判定の方は、これまでどおり窓口負担

金はありません。 

※７月３１日までの診療分は、従来どおり通院についても自己負担金はありません。 

※お持ちの受給者証の次回更新時（平成２１年８月１日）から受給者証が変わります。 

 

◇問合せ先 国保医療課 TEL(0771)68-0011 

所得所得所得所得のののの申告申告申告申告はおはおはおはお済済済済みですかみですかみですかみですか？？？？    

 

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の算定や、福祉医療（老人医療・重度心

身障害児（者）医療・母子家庭医療・重度心身障害老人健康管理事業）の受給資格

判定などは、世帯の所得に基づき、算定、審査をしますので、所得がない場合も、

所得申告をしていただく必要があります。所得の申告がまだの方は、税務課、各支

所地域総務課（転入の方は１月１日現在の住所地市区町村）に印鑑などを持参して

いただき、お早めに申告を行ってください。所得の申告は毎年必要です。 

●所得申告所得申告所得申告所得申告がまだのがまだのがまだのがまだの方方方方でででで、、、、所得申告所得申告所得申告所得申告がががが必要必要必要必要なななな方方方方 

①前年中に給与・年金以外に何らかの収入があった方 

②前年中に全く収入がなかった方 

③非課税年金（遺族年金・障害年金など）だけを受給されている方 

※勤務先から給与支払報告書が市へ送付されている方や、非課税年金以外の年金（国民

年金など）を受給されている方でその他の所得がない場合は申告の必要はありません。 

所得の申告をされていないと、世帯の所得状況が正しく把握できないため、低所

得者世帯に対する国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減制度や、福祉医療

費受給者証の交付を受けることができませんのでご注意ください。福祉医療費受給

者証・国保限度額証・後期高齢者医療限度額証などの一斉更新は毎年８月に行い、

７月末に受給者証などを送付します。 

 

◇問合せ先 国保医療課 TEL(0771)68-0011 

「「「「ねんきんねんきんねんきんねんきん特別便特別便特別便特別便・・・・定期便定期便定期便定期便」」」」相談会相談会相談会相談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    

 

 年金受給者・加入者の皆さんを対象に、すでに送付している「ねんきん特別便」、

国民年金・厚生年金の現役加入者の皆さんに送付を開始した「ねんきん定期便」に

関する相談会を下記の日程表のとおり開催しますので、お知らせします。 

日時 場所 

７月２１日（火）午前９時～午後５時 南丹市役所１号庁舎３階防災会議室 

８月１７日（月）午前９時～午後５時 南丹市八木支所３階西会議室 

９月２４日（木）午前９時～午後５時 南丹市日吉支所３階第２会議室 

●持持持持ちちちち物物物物 お手元に届いた「ねんきん特別便」、「ねんきん定期便」、年金手帳など（基礎

年金番号が確認できるもの）、印鑑、本人確認ができるもの（免許証や保険証など）、

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、お待ちいただく場合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 075-315-1829（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 

食中毒食中毒食中毒食中毒からからからから大切大切大切大切なななな家族家族家族家族をををを守守守守ってってってって！！！！！！！！    

 

 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つのポイントを確実に実行しよう＞ 

①①①①食品食品食品食品のののの買買買買いいいい物物物物 新鮮なものを選ぶ、消費期限を確認して購入する 

②②②②食品食品食品食品のののの保存保存保存保存 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 

③③③③料理料理料理料理をををを始始始始めるめるめるめる前前前前にににに 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、調理器具を使った後は、すぐに洗剤と流水でよく洗う 

④④④④調理調理調理調理をするときをするときをするときをするとき 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 

⑤⑤⑤⑤食事食事食事食事をするときをするときをするときをするとき 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しない

で、速やかに食べる 

⑥⑥⑥⑥食品食品食品食品がががが残残残残ったときったときったときったとき きれいな器具容器を使い冷蔵庫などに保存、再加熱する 

 

◇問合せ先 環境課 TEL（0771）68-0015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第８３号（３の１）平成２１年６月２６日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  

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

【 表 】 ・「ねんきん特別便・定期便」相談会を開催します 

・所得の申告はお済みですか？ 

・８月から福祉医療費助成制度が変わります 

・食中毒から大切な家族を守って！！ 

【 裏 】 ・明るい選挙啓発ポスターおよび標語作品を募集します 

・京都府統計グラフコンクールの作品を募集します 

・平成２１年度自衛官などの募集案内 

・南丹市やぎの花火大会についてのお知らせ 

・なんたんテレビ番組表（７月１日～１５日） 

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

【 表 】 ・身体障害者・知的障害者相談員を紹介します 

・平成２１年度南丹市グループワーク事業のお知らせ 

・日本脳炎予防接種について 

・南丹市食生活改善推進員養成講座の開催について 

・献血・骨髄ドナー登録にご協力ください 

・歴史・健康ウオーキング参加者募集 

【 裏 】 ・『振り込め詐欺』にご注意ください！ 

・平成２１年度第１回「家族介護者教室」のご案内 

・平成２１年度くらしの資金貸付のご案内 

・南丹市国際交流協会事務所オープンのお知らせ 

・京都医療科学大学 ２００９夏季公開講座 

・「森のキャンプ・いかだ下り」参加者募集 

・「寄せ植え」教室を開催します 

・緑の指導員の巡視にご協力ください 

・酪農体験と牛乳工場見学会を開催します 

・薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」 

・神経・筋難病個別相談のご案内 

・「府民交流会」を開催～「明日の京都」を地域で考えます～    
・サマージャンボ（市町村振興）宝くじ発売 

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

【 表 】 ・夏の交通事故防止府民運動を実施します！ 

・二輪車の交通死亡事故が多発しています 

・７月は“社会を明るくする運動”強調月間です 

・平成２１年度南丹市人権教育講座を開催します 

・“オカリナでサマー・ファンタジー”コンサートのご案内 

・多重債務無料法律相談のご案内 

・市民と共に担うまちづくり手法検討委員会地域ワークショップを開催します 

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



明明明明るいるいるいるい選挙啓発選挙啓発選挙啓発選挙啓発ポスターポスターポスターポスターおよびおよびおよびおよび標語作品標語作品標語作品標語作品をををを募集募集募集募集しますしますしますします 

 

 啓発ポスターの部 啓発標語の部 

内容 

明るい選挙の推進を表すポスター 

【児童・生徒の部】・【一般の部】 

明るい選挙の推進を表す標

語（おおむね２０字以内） 

資格 

【児童・生徒の部】小・中・高校の児童、生徒 

【一般の部】府内に居住の方 

小・中・高校の児童、生徒

および府内に居住の方 

用紙 

など 

色彩は自由。画用紙の四ツ切または八ツ切か、そ

れに準ずる大きさ。ポスターで使用する啓発標語

は「明るい選挙」に限らず自由に考えてください。 

応募用紙を南丹市選挙管理

委員会事務局へご請求くだ

さい。 

注意 

事項 

作品裏面右下に学校名（ふりがな）、所在地、学年

および氏名（ふりがな）を記入してください。 

１人１点、自作・未発表のものに限ります。 

１人１点、自作・未発表の

ものに限ります。 

作品

提出 

９月１１日（金）までに、小・中・高校生の方は、学校を通じて南丹市選挙管理

委員会へ。一般の方は、直接南丹市選挙管理委員会へ提出してください。 

賞 各賞には賞状と賞品、応募者全員に記念品を贈呈 各賞に賞状と賞品を贈呈 

※詳細は下記応募・問合せ先までお問い合わせください。 

 

◇応募・問合せ先 南丹市選挙管理委員会事務局 TEL（0771）68-0002 FAX（0771）63-0653 

京都府統計京都府統計京都府統計京都府統計グラフコンクールグラフコンクールグラフコンクールグラフコンクールのののの作品作品作品作品をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

●募集募集募集募集対象対象対象対象 京都府内の学校に在学する人および府内に居住または勤務する人 

 応募資格 課題 用紙規格(厳守) 

第１部 小学校１・２年生 

第２部 小学校３・４年生 

児童が自分で観察・調査した結

果をグラフにしたもの 

第３部 小学校５・６年生 

第４部 中学生 

手
書
き
統
計
 

グ
ラ
フ
の
部
 

第５部 高校生以上・一般 

自由 

パソコン統計

グラフの部 

小学生以上・一般 

自由（小学校４年生以下の児童

は、自分で観察・調査したもの） 

仕上げ寸法 

72.8cm×51.5cm

（Ｂ２判） 

●応募方法応募方法応募方法応募方法    ※応募作品票は、総務課および各支所地域総務課にあります。 

（１）送付先 作品に応募作品票を添付して、下記まで送付してください。 

①京都府統計協会（〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入） 

②総務課または各支所地域総務課 

（２）締切日 ９月４日（金）までに京都府統計協会へ必着です。 

※総務課、各支所地域総務課へ送付の場合は、８月２８日（金）必着。 

●そのそのそのその他他他他 応募の注意、作品作成上の注意など詳細は、総務課および各支所地域総

務課に募集要項がありますので、ご確認ください。 

 

◇問合せ先 総務課 行政係 TEL（0771）68-0002 

各支所 地域総務課 TEL 八木（0771）68-0020 

日吉（0771）68-0030 美山（0771）68-0040 

南丹市南丹市南丹市南丹市やぎのやぎのやぎのやぎの花火大会花火大会花火大会花火大会についてのおについてのおについてのおについてのお知知知知らせらせらせらせ    

 

＜あなたも花火を上げませんか？＞ご先祖への供養、メッセージにいかがですか？ 

●費用費用費用費用 ５号芸術玉１発１７，５００円（観覧席招待券４人分付）※連発花火対応可能 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ７月３日（金）までに下記申込・問合せ先にご連絡ください。 

＜花火大会応援団（ボランティア）募集＞自分たちの町を住みよい奇麗な町にしよう 

●内容内容内容内容 花火大会翌日の清掃作業  

※詳細は下記申込・問合せ先にお問い合わせください。 

＜花火大会開催についてのお願い＞ 

①本年から環境美化協力金へのご協力をお願いします。 

②会場周辺の道路規制や駐車施設の関係上、公共の交通機関をご利用いただきます

ようお願いします。 

③個人で露天商などに土地などをお貸しになる場合のゴミ処理は、お貸しになった

各個人で責任をもって処理していただきますようお願いします。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市商工会 TEL（0771）42-5380 

平成平成平成平成２１２１２１２１年度自衛官年度自衛官年度自衛官年度自衛官などのなどのなどのなどの募集案内募集案内募集案内募集案内    

 

●募集種目募集種目募集種目募集種目およびおよびおよびおよび試験期日試験期日試験期日試験期日などなどなどなど 

募集種目 受付期間 試験期日 資格 

航空学生 

1次：9月23日 

2次：10月17日～22日 

3次：11月14日～12月

18日 

高卒（見込含）21歳未満の方 

一般曹候補生 

1次：9月19日 

2次：10月8日～15日 

女子 

8月1日～ 

9月11日 

 ※1 

9月27、28日 ２等陸・

海・空士 男子 随時 ※1 受付時に案内 ※2 

18歳以上27歳未満の方 

推薦 9月5日～9日 9月26、27日 高卒（見込含）21歳未満の方 

防衛大学

校学生 一般 

9月7日～ 

10月2日 

1次：11月7、8日 

2次：12月15～19日 

高卒（見込含）21歳未満の方

（自衛官は23歳未満） 

※１：平成２２年３月高等学校卒業予定者または中等教育学校卒業予定者の受付は、上

表にかかわらず、文部科学・厚生労働両省から示された期日以降に実施します。 

※２：平成２２年３月高等学校卒業予定者または中等教育学校卒業予定者のための採用

試験は、原則として平成２１年９月１６日以降に実施します。 

 

◇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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南丹市情報センター なんたんテレビ（自主放送) 番組表 （200９年７月１日～７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 

図書館だより～７月新刊のご案内～ 

７７７７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  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

週刊ニュース もぎたて☆テレビ 

７７７７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・ ― ・18時・20時・22時 

６日 （月） 7時・9時・12時・15時・ ― ・20時・22時 

７日 （火） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    スクールフェイス 

「川辺・摩気・西本梅小学校３校合同 ６年 修学旅行」 

７７７７月月月月４４４４日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

５日 （日） 7時半・9時半・12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・ ―  ・ 

20時半・22時半  

７日 （火） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

平成２１年 

第２回南丹市議会６月定例会③ 

    

７７７７月月月月５５５５日日日日【【【【日日日日】】】】１４１４１４１４時時時時   再放送６日（月）１８時 

スクールフェイス 

         「八木小学校 ６年 修学旅行」 

「殿田小学校 ６年 修学旅行」 

７７７７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 

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

月イチきょうと府 

７７７７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・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 スクールフェイス 

「園部小学校 ６年 修学旅行」 

７７７７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・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

週刊ニュース もぎたて☆テレビ 

７７７７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・18時・20時・22時 

１４日 （火） 7時・9時・12時・15時・18時 

               スクールフェイス 

「八木中央幼児学園 保育参観セーフティークラブ発会式」 

７７７７月月月月１１１１１１１１日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

               スクールフェイス 

「富本小学校 ５年 るり渓宿泊体験学習」 

「日吉連合小学校 自然教室」 

７７７７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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

テレビ週報（インフォメーション） 

（毎日）11：00／14：00／番組の後ろ（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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

｢調べよう！大雨と防災 私達の自由研究」

（京都府砂防・治水・防災協会） 

（毎日) 13：00／17：00 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

南丹市情報センター（土曜・日曜は営業／月曜・祝日は休館） 

TEL ０７７１－６３-１７７７ FAX ０７７１－６３－１６８２ 



平成平成平成平成２１２１２１２１年度南丹市年度南丹市年度南丹市年度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    

 

社会生活を営むなかで、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。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（（（（７７７７月月月月・・・・８８８８月分月分月分月分）））） 

日  時 内  容 場  所 

７月１０日(金) 茶話会 憩いの家（園部町） 

７月１５日(水) お菓子作り 八木保健センター 

７月２３日(木) 買い物体験 綾部市内 

７月２４日(金) 食事会 近隣地区レストラン 

７月２７日(月) ボーリング大会 アルプラザ亀岡 

８月 ７日(金) 茶話会 憩いの家（園部町） 

８月１９日(水) 「そよかぜ」体験 あじさい園（八木町） 

８月２４日(月） 納涼祭～冷たいお菓子を作ろう～ はーとぴあ（日吉町） 

８月２７日(木） ポーセレン（洋食器の絵付け） 美山保健センター 

８月２８日(金） 映画鑑賞 こむぎ山健康学園（園部町） 

※内容変更することがあります。参加希望の方は下記問合せ先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 

献献献献血血血血・・・・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    

 
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 

７月１３日(月) 南丹市役所美山支所 

７月１７日(金) 日吉保健センター（はーとぴあ） 

７月３１日(金) 園部公民館 

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（0771）68-0016 

南丹市食生活改善推進員南丹市食生活改善推進員南丹市食生活改善推進員南丹市食生活改善推進員養成講座養成講座養成講座養成講座のののの開催開催開催開催についてについてについてについて    

  

食生活改善推進員養成講座を下記のとおり開催します。食に興味のある方、ボラン

ティア活動に興味のある方、どなたでも受講できますので、奮ってご参加ください。 

●受講費受講費受講費受講費 無料（ただし、テキスト、食品成分表代を２，０００円程度、体験学習

に掛かる参加費が別途必要です） 

●受講資格受講資格受講資格受講資格 南丹市内在住の女性で、すべての講座に出席できる方。受講後、南丹

市食生活改善推進員協議会の活動に積極的に参加できる方 

●定員定員定員定員 ２５人程度。※応募多数の場合は調整させていただきます。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ７月２４日（金）までに健康課にお申し込ください。 

回 日時 内容 

１ 

８月１９日（水） 

午後１時３０分～３時３０分 

・開講式 

・講話「食生活改善推進員～食改さんとは～」 

２ 

９月１日（火） 

午前１０時～午後２時３０分 

・調理実習「調理のさしすせそ」 

・講話「食品表示の見方・食品衛生」 

３ 

９月２９日（火） 

午前１０時～午後３時 

・講話「食べ物の働きとバランスガイド」 

・医師講話「生活習慣病を予防するには」 

４ 

１０月１５日（木） 

午前１０時～午後３時３０分 

・講話・調理実習「子どもに人気のメニュー」 

・運動実技・講話「エクササイズガイド」 

５ 

１０月２７日（火） 

午前１０時～午後３時 

・調理実習「メタボ予防メニュー」 

・講話「あなたの身近な健康づくり」 

６ 

１１月１０日（火） 

午前１０時～午後３時 

・調理実習「高齢期もおいしく楽しく」 

・郷土食づくり体験 

７ 

１２月１日（火） 

午前１０時～午後３時 

・講話・実習「これであなたも献立名人～栄養

価計算、献立作成～」 

８ 

１２月２２日（火） 

午前１０時～午後３時 

・調理実習「誰に、どんな味を伝えたい」 

・講話「いざ！地域活動！」 

９ 

平成２２年１月１９日（火） 

午前１０時～午後２時 

・体験学習「井筒八ツ橋本舗新光悦の見学と手焼き体験」 

・グループワーク 

10 

平成２２年２月２日（火） 

午後１時３０分～３時３０分 

・閉講式 終了証書授与 

～これからの活動について～ 

●場所場所場所場所 第１、２、５、７、８、１０回：こむぎ山健康学園。第３回：八木保健セ

ンター。第４回：日吉保健センター。第６回：美山保健センター。第９回：

井筒八ツ橋本舗（新光悦） 
 

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

身体障害者身体障害者身体障害者身体障害者・・・・知的障害者相談員知的障害者相談員知的障害者相談員知的障害者相談員をををを紹介紹介紹介紹介しますしますしますします    

 

現在、南丹市では下記の方が身体障害者・知的障害者相談員として府からの委嘱

を受け、障がいに関する相談に応じています。各種申請などの指導、専門的なアド

バイス、市や関係機関との連携、身近な心配事相談など、奉仕的に活動しています。

秘密は厳守しますので、お困りの際は、気軽にご相談ください。 

居住地 身体障害者相談員 知的障害者相談員 

園部町 

足立 初美（あだち はつみ） 

内藤 廣義（ないとう ひろよし） 

山口  強（やまぐち つよし） 

森  満子（もり みつこ） 

八木町 

関岡  勉（せきおか つとむ） 

福嶋 愼一（ふくしま しんいち） 

井上 壽代（いのうえ ひさよ） 

日吉町 

木村 幸子（きむら さちこ） 

船越  昭（ふなこし あきら） 

澤田 房代（さわだ ふさよ） 

美山町 

上林  巽（かんばやし たつみ） 

田中 幹生（たなか みきお） 

戸本 節子（ともと せつこ） 

文字 光雄（もんじ みつお） 

※各相談員へ連絡を取りたい方は、下記問合せ先までご連絡ください。 

 

◇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 

日本脳炎予防接種日本脳炎予防接種日本脳炎予防接種日本脳炎予防接種についてについてについてについて    

 

従来の日本脳炎ワクチン（マウス脳による製法のワクチン：旧ワクチン）に加えて乾

燥細胞培養日本脳炎ワクチン（新ワクチン）が、予防接種実施規則の省令の改正により、

定期の予防接種に追加されました。しかし、新ワクチンの供給が十分でないこと、多く

の小児に対して使用された実績がないため安全性が充分に蓄積されていないことから、

引き続き国は積極的勧奨を差し控えるとしています。詳しくは厚生労働省のホームペー

ジ（http://www.mhlw.go.jp/qa/kenkou/nouen/index.html）をご確認ください。接種を

希望される方は、効果および副反応の説明を受けた上で、市内の協力医療機関で受ける

ことができます（旧ワクチンは同意書が必要）ので健康課にご相談ください。 

接種 定期予防接種対象者 標準的な接種間隔 

１期初回 ３歳～７歳６カ月未満 ６日から２８日間隔で２回 

１期追加 ３歳～７歳６カ月未満 １期初回終了後おおむね１年あけて１回 

２期 ９歳以上１３歳未満  

※２期の接種は、今後、有効性、安全性の知見を集積する必要があることから、現

段階において新ワクチンは、定期予防接種としては使用できません。２期として

使用が可能なワクチンは従来のマウス脳による製法ワクチンになります。 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

歴史歴史歴史歴史・・・・健康健康健康健康ウオーキングウオーキングウオーキングウオーキング参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

 

今回は、第２８回かわりゆく園部城下町をめぐり歩くコース。新しく生まれ変わる

商店街と、いにしえの園部の栄華を回想しながら、楽しくウオーキングしましょう。 

●日程日程日程日程 ７月２５日（土）（少雨決行） 

●コースコースコースコース 園部公園－JR園部駅西口－小出氏御廟所（戸倉山）－ カトリック教会－

妙光寺－園部陣屋－町屋工房息吹－上本町図子（角屋通りぬけ）－ビロード会社

－水天宮－南陽寺－あかずの孝行井戸－園部城跡－園部公園 （歩程約６ｋｍ） 

●集合場所集合場所集合場所集合場所・・・・時間時間時間時間 園部公園駐車場またはJR園部駅西口広場 午前８時１５分 

●解散場所解散場所解散場所解散場所・・・・時間時間時間時間 園部公園駐車場 午後０時３０分解散予定 

●対象対象対象対象 １人で６ｋｍ以上歩ける方。（付き添いが必要な方はご遠慮ください） 

●持持持持ちちちち物物物物などなどなどなど 保険証のコピー、水筒、タオル、帽子、手袋、雨天時は雨具 

●参加費用参加費用参加費用参加費用 ３００円（保険代その他） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ７月２３日（木）までに下記申込・問合せ先までご連絡ください。 

※申込の取り消し、欠席がある場合は必ず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８３号（３の２）平成２１年６月２６日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



     酪農体験酪農体験酪農体験酪農体験とととと牛乳工場見学会牛乳工場見学会牛乳工場見学会牛乳工場見学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  ８月８日（土）午前１０時３０分～午後３時１０分 
●場所場所場所場所  メグミルク京都工場池上製造所および谷牧場 
●内容内容内容内容 酪農体験（乳しぼり・ほ乳体験）、工場見学、管理栄養士による“役に立つ

牛乳・乳製品のお話”、牛乳パック紙工作体験 
●参加費参加費参加費参加費 無料（昼食はメグミルクで準備します） 
●募集人員募集人員募集人員募集人員・・・・対象対象対象対象 小学生のおられる家庭１０家族（１家族４人程度）合計４０人程度 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 南丹保健所、子育て支援課、各支所健康福祉課に備え付けの申込書に

必要事項を記入の上、７月１７日（金）までに下記申込・問合せ先に提出してく

ださい（ＦＡＸ可）。※申込者多数の場合は、抽選の上、参加者を決定します。 
 

◇申込・問合せ先 京都府南丹保健所 福祉室 TEL（0771）62-0361 FAX（0771）63-0609 

「「「「森森森森ののののキャンプキャンプキャンプキャンプ・・・・いかだいかだいかだいかだ下下下下りりりり」」」」参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

 

●日時日時日時日時 「森のキャンプ」７月１８日（土）午後１時～（19日午前10時30分解散）

「いかだ下り」８月８日（土）午前１０時～午後３時 

●集合場所集合場所集合場所集合場所 「森のキャンプ」府民の森ひよし 

「いかだ下り」スプリングスひよし（ステージ付近） 

●対象対象対象対象 小学生高学年（若干名の募集。定員になり次第締め切ります） 

●内容内容内容内容 「森のキャンプ」木こり体験、森の散策、いかだづくり、他 

「いかだ下り」安全講習、こぎかた練習、いかだ下り、他 

（天候によって、内容や日程を変更する場合があります） 

●持持持持ちちちち物物物物 お申し込みの際に詳しくご説明します。 

●参加費参加費参加費参加費 「森のキャンプ」５，５００円／１人、「いかだ下り」３，０００円／１

人（食費、安全管理費、保険料､材料費などを含む）当日集めます。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ＦＡＸ、電話で参加者氏名、年齢、住所、電話番号、緊急連絡先を下記申

込・問合せ先へご連絡ください。（開催日の１０日前まで受付） 

●主催主催主催主催 森林･環境ネットワーク ●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 森林･環境ネットワーク（広瀬：水・金9:00～12:00）TEL・FAX（0771）42-3708 

サマージャンボサマージャンボサマージャンボサマージャンボ（（（（市町村振興市町村振興市町村振興市町村振興））））宝宝宝宝くじくじくじくじ発売発売発売発売    

 

●当選金当選金当選金当選金 １等：２億円×３９本（前後賞 各5,000万円）、２等：１億円×３９本 

●発売期間発売期間発売期間発売期間 ７月１３日（月）～３１日（金） ●抽選日抽選日抽選日抽選日 ８月１１日（火） 

※この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。 

 

◇問合せ先 （財）京都府市町村振興協会 TEL（075）411-0200（代表） 

緑緑緑緑のののの指導員指導員指導員指導員のののの巡視巡視巡視巡視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    

 
 緑の指導員は、野生鳥獣の保護と京都府内の豊かな自然環境を適切に保全管理す

ることを目的に、森林区域を中心とした巡視を行う方です。南丹市では５人（美山

町２人、園部町・八木町・日吉町各１人）の方が京都府から委嘱され、各地域で巡

視を行います。緑の指導員が地域で巡視を行う際には、腕章および制帽を着用して

いますので、各地域での指導員の活動にご協力をお願いします。 
 
◇問合せ先 京都府南丹広域振興局 農林商工部農林整備室 TEL（0771）22-0426 

京都医療科学大学京都医療科学大学京都医療科学大学京都医療科学大学    ２００９２００９２００９２００９夏季公開講座夏季公開講座夏季公開講座夏季公開講座    

 

●日時日時日時日時 ７月２４日（金）午前１０時～正午 ●場場場場所所所所 京都医療科学大学 

●定員定員定員定員 １０人（先着順） ●参加費参加費参加費参加費 無料 

●対象対象対象対象 南丹市在住の小学５、６年生（保護者同伴可） 

●内容内容内容内容 ・自然界にある微弱な放射線を計測し、放射線とは何かを知ってもらう。 

・ＣＴ装置で果物などの断層写真を撮影し、ＣＴ画像の面白さを体験。 

※これらの体験における放射線の危険性（被曝）は全くありません。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ７月１４日（火）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 学校法人島津学園 京都医療科学大学 TEL（ 0771）63-0066 

薬物乱用薬物乱用薬物乱用薬物乱用はははは「「「「ダメダメダメダメ。。。。ゼッタイゼッタイゼッタイゼッタイ。」。」。」。」    

 

薬物、特に大麻やＭＤＭＡなどの錠剤型合成麻薬の乱用が２０歳代を中心とした若年

層で顕著となっています。錠剤型合成麻薬は、幻覚、幻聴が起こり、特に強い精神依存

性があり、形状が錠剤型であるため、抵抗感が少なく容易に手を出してしまう傾向があ

ります。また、大麻を乱用すると感覚が異常になり、「大麻精神病」といわれる幻覚、

幻聴、妄想、興奮状態などの精神異常が起こったり、行動がおかしくなり、普通の生活

ができなくなったりします。薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」です。 
 

◇問合せ先 京都府南丹保健所 環境衛生室 TEL（0771）62-4754 

神経神経神経神経・・・・筋難病個別相談筋難病個別相談筋難病個別相談筋難病個別相談のごのごのごのご案内案内案内案内    
  

病気や治療について心配ごとのある方は、この機会にご相談ください。 

●日時日時日時日時 ８月１０日（月）午後１時３０分～４時３０分 ●場所場所場所場所 京都府南丹保健所 

●対象対象対象対象 神経・筋難病で療養中の方（手足がふるえる、力が入りにくい、足がふら

つく、最初の一歩が出にくい、話しにくいなどの症状のある方など） 

●内容内容内容内容 専門医による個別相談 ●担当医担当医担当医担当医 公立南丹病院 神経内科 山口達之 医長 

●定員定員定員定員 ６人（予約制：申込状況によりお断りすることがあります） ●相談料相談料相談料相談料 無料 

 

◇申込・問合せ先 京都府南丹保健所 保健室 TEL（0771）62-2979 

「「「「府民交流会府民交流会府民交流会府民交流会」」」」をををを開催開催開催開催～「～「～「～「明日明日明日明日のののの京都京都京都京都」」」」をををを地域地域地域地域でででで考考考考ええええますますますます～～～～    

 

京都府では「新京都府総合計画」の次期計画として検討している「長期ビジョン」

の策定に向けて、幅広く提案、意見、要望などを募る「府民交流会」を開催します。 

●日時日時日時日時 ７月２５日（土）午後３時～ ●場所場所場所場所 ガレリアかめおか ●入場料入場料入場料入場料 無料 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 電話、ＦＡＸ、メール、郵便で氏名、性別、年齢、居住地（市区町村

名のみ）を下記申込・問合せ先にご連絡の上、お申し込みください。 

※府民交流会の参加には申し込みが必要です。 

※また同じ日にＮＰＯをはじめとする地域活動を総合的に支援する「京都府南丹パ

ートナーシップセンター」をオープンします。（開所式：午後２時～） 

 

◇申込・問合せ先 府民総合案内・相談センター TEL（075）411-5000 FAX（075）411-5001 

         Eメール 411-5000@pref.kyoto.lg.jp 

         〒602-8570 府民総合案内・相談センター（住所記載不要） 

南丹南丹南丹南丹市市市市国際交流協会事務所国際交流協会事務所国際交流協会事務所国際交流協会事務所オープンオープンオープンオープンのおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

国際交流や国際理解プログラムを通して世界に開かれたまちづくりを目指す南丹市国

際交流協会の事務所を南丹市国際交流会館内にオープンしました。入会申し込みや国際

交流に関するお問い合わせ、ご相談はお気軽に下記事務局にご連絡ください。 

●事務所開所日事務所開所日事務所開所日事務所開所日・・・・時間時間時間時間 火曜日、水曜日、木曜日 正午～午後４時 

 

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

      企画推進課 TEL（0771）68-0003 

 

Nantan International Association UpdateNantan International Association UpdateNantan International Association UpdateNantan International Association Update    
Nantan International Association contributes to the community through the 
programs for international exchange and understanding as well as supporting 
foreign residents in the community. We strive to help creating a society in which 
people with different ethnic backgrounds live together in peace. Please contact 
our office if you need any of our assistance. 
Contact Information: Nantan International Association  
2F Nantan City International Exchange Center 
Office hours・Tues, Wed & Thurs. (12:00～16:00) 
℡(0771)63-1840 Fax(0771)63-1841 

平成平成平成平成２１２１２１２１年度第年度第年度第年度第１１１１回回回回「「「「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    

 

介護に関心のある方は皆さんお誘い合わせの上ご参加ください。 

●内容内容内容内容 映画『老親ろうしん』の上映（主演：萬田久子、小林桂樹他） 

●そのそのそのその他他他他 参加費無料。事前申し込み不要。当日直接会場にお越しください。 

開催日時 場所 

①午前１０時～ 園部公民館 大ホール ７月２５日

（土） ②午後３時～ 日吉町生涯学習センター「遊youひよし」 ホール 
 

◇問合せ先 南丹市社会福祉協議会 TEL（0771）72-0950または72-3220 

平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度くらしのくらしのくらしのくらしの資金貸付資金貸付資金貸付資金貸付のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

病気、失業、災害などのため、生活に必要な緊急一時的な資金をお貸しします。 

●申込受付期間申込受付期間申込受付期間申込受付期間 ７月１５日（水）～３１日（金） 

●貸付限度額貸付限度額貸付限度額貸付限度額 １０万円以内 ●返済方法返済方法返済方法返済方法 毎月割賦償還（最長２０回） 

 

◇問合せ先 南丹市社会福祉協議会 TEL（0771）72-3220 

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

日吉（0771）72-0947 美山（0771）75-0020 

『『『『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 

「「「「寄寄寄寄せせせせ植植植植ええええ」」」」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    

    
 家庭で楽しめるガーデニングの第一歩として参加してみませんか。 

●日時日時日時日時 ７月１１日（土）午後１時～、午後２時～ ●場所場所場所場所 「道の駅」京都新光悦村 

●定員定員定員定員 各１０人（先着順。定員になり次第受付終了） 

●費用費用費用費用 ２，５００円（土、花、鉢代含む） ●講師講師講師講師 園部町「花」友の会会員 

 

◇申込・問合せ先 園部町「花」友の会事務局（農政課内）TEL（0771）68-0060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



““““オカリナオカリナオカリナオカリナででででサマーサマーサマーサマー・・・・ファンタジーファンタジーファンタジーファンタジー””””コンサートコンサートコンサートコンサートのごのごのごのご案内案内案内案内    

 

“オカリナでサマー・ファンタジー”コンサートを開催します。暑い夏を乗り切るため、

オカリナの音色で心を癒やしてください。皆さんのお越しをお待ちしています。  

●日時日時日時日時 ７月１２日（日）午後１時開場・午後１時３０分開演 

●場所場所場所場所 日吉町生涯学習センター「遊youひよし」ホール 

●演奏者演奏者演奏者演奏者 らべんだーず・オカリナ・アンサンブル ●入場料入場料入場料入場料 無料（申込不要） 

●演奏予定曲演奏予定曲演奏予定曲演奏予定曲 星に願いを・さとうきび畑・涙そうそう・アルハンブラの思い出 他 
 

◇問合せ先 日吉町生涯学習センター「遊youひよし」 TEL（0771）72-3300 

市民市民市民市民とととと共共共共にににに担担担担うまちづくりうまちづくりうまちづくりうまちづくり手法検討委員会手法検討委員会手法検討委員会手法検討委員会地域地域地域地域ワークショップワークショップワークショップワークショップをををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

市民と共に担うまちづくりの手法を検討するにあたって、広く市民から意見をお聞き

し、市民全体の総意としての提言としてまとめるとともに、委員会の活動や協議の内容

を広く知っていただき、市民のまちづくりの主体としての意識の高揚を促すことを目的

として開催します。どなたでもご参加いただけます。ぜひお越しください。 

日時 場所 

午前９時３０分～ 南丹市役所２号庁舎３階３０１会議室 

７月５日（日） 

午後２時～ 美山文化ホール１階会議室 

●内容内容内容内容 １．委員長による経過等説明 ２．提言素案説明 

    ３．各テーマに分かれてワークショップを実施 

      テーマ 市民と共に担うまちづくりの手法について 

          市民が担うべきこと、行政が担うべきこと 

 

◇問合せ先 企画推進課 TEL（0771）68-0003 

夏夏夏夏のののの交交交交通事故防止府民運動通事故防止府民運動通事故防止府民運動通事故防止府民運動をををを実施実施実施実施しますしますしますします！！！！    

 

７月２１日から８月２０日までの期間、高齢者の交通事故防止対策を最重点に、

夏の交通事故防止府民運動を実施します。夏は、レジャーなどによる交通量の増加、

子どもの野外活動の活発化などに伴い、交通事故の多発が懸念されます。一人一人

が交通安全意識を高め、交通のルールとマナーを再確認し、交通事故防止に努めま

しょう。また、シートベルトは全席での着用が義務付けとなっていますので、正し

い着用を心掛けてください。 

 

◇問合せ先 企画推進課 交通対策係 TEL（0771）68-0003 

７７７７月月月月はははは““““社会社会社会社会をををを明明明明るくするるくするるくするるくする運動運動運動運動””””強調月間強調月間強調月間強調月間ですですですです    

 

“社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人た

ちの更生に理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を

築こうとする法務省主唱の全国的な運動です。運動は、年間を通じて展開されています

が、７月は特に強調月間として、各地域においてさまざまな啓発活動が実施されます。 

●スローガンスローガンスローガンスローガン 『防ごう犯罪と非行 助けよう立ち直り』 

 

◇問合せ先 市民課 人権政策係 TEL（0771）68-0005 FAX（0771）63-0653 

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 ７月１４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（下記の問合せ先にお申し込みください） 

 

◇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 

平成平成平成平成２１２１２１２１年度南丹市人権教育講座年度南丹市人権教育講座年度南丹市人権教育講座年度南丹市人権教育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    

 

【第１回】●日時日時日時日時 ７月２２日（水）午後７時３０分～９時 

●講師講師講師講師 友永健三 氏（社団法人部落解放・人権研究所理事） 

●演題演題演題演題 「部落差別の現状と課題」 ●場所場所場所場所 園部公民館大ホール 

【第２回】●日時日時日時日時 ９月１７日（木）午後７時３０分～９時 

    ●講師講師講師講師 丹羽雅雄 氏（弁護士） 

    ●演題演題演題演題 未定（在日外国人差別の現状） ●場所場所場所場所 園部公民館大ホール 

【第３回】●日時日時日時日時 １０月１６日（金）午後７時３０分～９時 

    ●講師講師講師講師 田中典彦 氏（佛教大学文学部 教授） 

    ●演題演題演題演題 未定（人権問題の現状） ●場所場所場所場所 日吉町生涯学習センターホール 

●対象対象対象対象 南丹市在住・在勤・在学の方など  ●主催主催主催主催 南丹市教育委員会 

●そのそのそのその他他他他 園部公民館は、駐車台数に限りがありますので、南丹市役所の駐車場を

ご利用願います。申し込みは不要です。 

 

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

二輪車二輪車二輪車二輪車のののの交通死亡事故交通死亡事故交通死亡事故交通死亡事故がががが多発多発多発多発していますしていますしていますしています    

 

 南丹警察署管内では、３月から交通死亡事故が連続して発生し、６人の方が亡く

なられ、その内、二輪車乗車中の事故で亡くなられた方が４人おられます。夏から

秋にかけてますます二輪車に乗られる方が多くなります。一人一人が交通ルールを

守り、思いやりのある安全運転をお願いします。 

 

◇問合せ先 南丹警察署 交通課 TEL（0771）62-0110 
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