
市営住宅入居者市営住宅入居者市営住宅入居者市営住宅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住宅住宅住宅住宅 

 ○園部向河原団地（公営住宅）  １ルーム  ２戸 

 ○園部向河原団地（公営住宅）  ３ＤＫ   １戸 

 ○園部向河原団地（特公賃住宅） ３ＬＤＫ  ５戸 

 ○園部向河原団地（特公賃住宅） １ＤＫ   ５戸 

 ○府営屋賀上団地（公営住宅）  ４ＤＫ   ３戸 

 ○日吉広小段団地（公営住宅）  ４ＤＫ   １戸 

 ○日吉大迫団地（特公賃住宅）  ３ＤＫ   １戸 

 ○美山鶴ケ岡団地（公営住宅）  ３ＤＫ    １戸 

 ○美山和泉団地（公営住宅）   ３ＤＫ    １戸 

※住宅ごとに入居人数が決まっていますので、下記問合せ先までお問い合わせください。 

●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。 

●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あります。 

●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 ７月１３日（月）～２４日（金）※土、日、祝日を除く。 

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 入居資格を有する者の内から、「南丹市営住宅の設置及び管理に関

する条例」、「南丹市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条

例」などに基づき選考します。 

（２）選考決定日 ９月上旬（予定） 

●入居時期入居時期入居時期入居時期 ９月下旬（予定） 

 

◇問合せ先 住宅課 TEL（0771）68-0062 

１０１０１０１０月月月月からからからから出産育児一時金出産育児一時金出産育児一時金出産育児一時金のののの額額額額がががが変変変変わりますわりますわりますわります    

 

南丹市国民健康保険の出産育児一時金の支給について、１０月１日から下記のと

おり変更します。 

①平成２１年１０月から平成２３年３月末までの出産は、出産育児一時金の金額が、

現行の３８万円から４２万円になります。（ただし、産科医療補償制度に加入して

いる医療機関で分娩された場合） 

②平成２１年１０月から、出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよ

う、南丹市国民健康保険から直接医療機関などに出産育児一時金を支払う「直接

支払い制度」が始まります。なお、出産費用が出産育児一時金の支払い額（原則

４２万円）の範囲内であった場合は、その差額分の支給申請を南丹市国民健康保

険に行っていただきます。（出産費用が出産育児一時金の額を超えた場合は、その

超えた分については被保険者が直接、医療機関などにお支払いください） 

 

◇問合せ先 国保医療課 国保年金係 TEL（0771）68-0011 

平成平成平成平成２１２１２１２１年度市有土地売払年度市有土地売払年度市有土地売払年度市有土地売払いいいい（（（（一般競争入札一般競争入札一般競争入札一般競争入札））））についてについてについてについて    

 

南丹市では、このたび一般競争入札により下記の市有地を売払いします。一般競

争入札による市有地の売払いとは、複数の参加者が価格を競い合い、南丹市があら

かじめ決めた価格（予定価格）以上で最も高い価格をつけた方に購入していただく

方法です。この入札に参加するには、事前に申請が必要です。入札に参加を希望さ

れる方は、監理課、各支所地域総務課で配布している「平成２１年度 南丹市市有土

地売払い（第１回）一般競争入札のご案内」をよくお読みになった上で、お申し込

みください。なお、上記案内は南丹市のホームページでもご覧いただけます。

(http://www.city.nantan.kyoto.jp/nyusatsu_keiyaku.html) 

＜売払い物件一覧＞ 

物件番号 種別 物件の所在 地目 面積（㎡） 予定価格（円） 

１ 土地 園部町上本町南2番63 宅地 185.74 11,160,000 

２ 土地 園部町横田七号106番 宅地 311.37 12,770,000 

３ 土地 園部町宮町西45番5 宅地 137.12 7,510,000 

※各物件の詳細は、「平成２１年度 南丹市市有土地売払い（第１回）一般競争入札

のご案内」の物件調書をご覧ください。 

●申請受付期間申請受付期間申請受付期間申請受付期間 ７月２４日（金）まで。午前９時～午後５時 ※土、日、祝日を除く 

●申請受付場所申請受付場所申請受付場所申請受付場所 南丹市役所１号庁舎 ２階 監理課 

●入札日入札日入札日入札日およびおよびおよびおよび入札場所入札場所入札場所入札場所 ８月７日（金） 南丹市役所２号庁舎 ３階 ３０１会議室 

 

◇問合せ先 監理課 TEL（0771）68-0086 

『『『『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 
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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「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 】 ・平成２１年度市有土地売払い（一般競争入札）について 

・市営住宅入居者を募集します 

・１０月から出産育児一時金の額が変わります 

・『振り込め詐欺』にご注意ください！ 

【 裏 】 ・映像文化の足跡～光学玩具から映画まで～ 

・夏休み！おもしろ理科実験・物づくり教室 

・遊youひよし「ビデオ上映会」を開催します 

・園部公民館講座の受講生を募集します 

・「大堰川カヌー教室」を開催します 

・なんたんテレビ番組表（７月１６日～３１日） 

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

【 表 】 ・８月の母子保健事業日程表 

・健康プール教室の参加者を募集します 

・電源立地地域対策交付金による工事を実施します 

・平成２１年度南丹市戦没者追悼式のお知らせ 

・衛星デジタル放送の視聴方法（CATV加入者の方へ）    

・衛星デジタル放送 新規加入キャンペーン! 

【 裏 】 ・地域活動団体の交流拠点がオープン！ 

・「きょうと子育て応援パスポート事業」のお知らせ 

・平成２１年度京都府農林水産技術センター「施設公開」のご案内 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

・８月は「電気使用安全月間」です 

・氷室の郷から夏休み体験教室のお知らせ 

・メグミルクの工場へ見学に来ませんか！ 

・まちなか再発見！『そのべ本陣・夏まつり』開催の案内 

・ニュースポーツを楽しむ日を開催します 

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

【 表 】 ・南丹市都市計画審議会市民公募委員の選考結果について 

・京都中部広域消防組合消防職員を募集します 

・平成２１年度入国警備官採用試験のご案内 

・「おやっ？」と思ったら『食品表示１１０番』 

・八木町の「夜市（よいち）」を開催します 

・南丹市商工会園部支部からのお知らせ 

・＜そのべ地域版お知らせ＞� 

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



園部公民館講座園部公民館講座園部公民館講座園部公民館講座のののの受講生受講生受講生受講生をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

＜オカリナ教室＞  

大人も子どもも素敵なオカリナの音色を、自分で奏でてみませんか。 

●日時日時日時日時 ７月２３日、３０日、８月６日、２０日、２７日（各木曜日） 

子どもの部：午前１０時～１１時、大人の部：午前１１時～正午 

●場所場所場所場所 園部公民館 ３階 小研修室 ●定員定員定員定員 各１５人（先着順） 

●受講料受講料受講料受講料 ２，０００円（５回分）※オカリナ購入代金は含みません（別途必要） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ７月１７日（金）までに下記申込・問合せ先までご連絡ください。 

●対象者対象者対象者対象者 南丹市在住・在勤の成人、南丹市在住の子ども(小学４年生以上)  

●そのそのそのその他他他他 オカリナをお持ちの方はご持参ください。オカリナのない方は、一括購

入しますので、受講申し込み時に注文してください。 

＜夏休み３世代交流＞  

コミュニケーションを深めながら楽しい２日間を過ごしましょう。どちらか１日

の参加もできます。 

●日時日時日時日時 ８月５日（水）、７日（金）午前９時３０分～午後２時 

●場所場所場所場所 園部公民館 ２階 中研修室 ●講師講師講師講師 南丹市社会福祉協議会園部支部 

●対象者対象者対象者対象者 南丹市在住の方２人１組（親子、祖父母と孫） ●定員定員定員定員 ２０組（先着順） 

●内容内容内容内容 体操、クッキング、試食会、福祉体験 ●受講料受講料受講料受講料 無料（クッキング材料費別） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ７月２１日（火）～３１日（金）の間に下記申込・問合せ先までご連

絡ください。 

 

◇申込・問合せ先 園部公民館 TEL（0771）63-5820 

「「「「大堰川大堰川大堰川大堰川カヌーカヌーカヌーカヌー教室教室教室教室」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

青少年の健全育成や市民交流を図ることを目的に「大堰川カヌー教室」を開催します。 

●日時日時日時日時 ７月２０日（月・祝)、３０日（木）、８月２０日（木）、２９日（土） 

    午前９時：受付、９時３０分：オリエンテーション、１０時～正午：実習 

●場所場所場所場所 八木カヌーハウス（八木町西田井尻70-47） 

●実習場所実習場所実習場所実習場所 第１回、第２回：カヌーハウス周辺、第３回：大堰橋周辺 

第４回：夢かなえ橋周辺 ※荒天の際は中止 

●募集対象募集対象募集対象募集対象 南丹市内在住、在勤、在学されている小学５年生以上の方 

      （小学５年生以上であれば、大人や親子での参加も可） 

●募集定員募集定員募集定員募集定員 各回１５人（先着順） ●内容内容内容内容 カヌーの実技（初心者･初級者対象） 

●参加費参加費参加費参加費 １人１回５００円（教室開催日に受付でお支払いください） 

●指導指導指導指導 Ｂ＆Ｇ海洋性レクリエーション指導員（資格者） 

●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、教室開催日の５日前までに下記申込・問合

せ先にお申し込みください。（申込書は八木公民館にあります。火～金曜

日の午前９時～午後５時の間であれば電話での申し込みも可能です） 

●そのそのそのその他他他他 雨天や増水などでカヌーができない場合は、主催者判断で中止とします。 

●主催主催主催主催 南丹市教育委員会、南丹市八木海洋センター 

 

◇申込・問合せ先 南丹市八木海洋センター事務局（八木公民館内） TEL（0771）68-0026 

映像文化映像文化映像文化映像文化のののの足跡足跡足跡足跡～～～～光学玩具光学玩具光学玩具光学玩具からからからから映画映画映画映画までまでまでまで～～～～    

 

文化博物館の夏の展示会では、動く映像の発明から明治・大正・昭和時代の映画

の歴史にスポットをあて振り返るとともに、南丹市内にあった園部映劇・八木映劇

の二つの映画館についても紹介します。 

●開催期間開催期間開催期間開催期間 ７月１８日（土）～９月１３日（日） 

●開館時間開館時間開館時間開館時間 午前９時～午後５時（入館は午後４時３０分まで） 

●場所場所場所場所 南丹市立文化博物館 

●入館料入館料入館料入館料 大人３００円、学生２００円、小人１００円（２０人以上の団体は２割引） 

     ※南丹市に居住する小中学生は入場無料 

●休館日休館日休館日休館日 毎週月曜日（７月２０日は開館）、７月２１日（火） 

●臨臨臨臨時休館日時休館日時休館日時休館日 ７月７日（火）～１７日（金）、９月１５日（火）～１８日（金） 

 

◇問合せ先 南丹市立文化博物館 TEL（0771）68-0081 

夏休夏休夏休夏休みみみみ！！！！おもしろおもしろおもしろおもしろ理科実験理科実験理科実験理科実験・・・・物物物物づくりづくりづくりづくり教室教室教室教室    

 

 科学の不思議と面白さに触れ、ペットボトルで顕微鏡など作ってみませんか。 

●日時日時日時日時 ８月８日（土）午後１時３０分～３時３０分 

●場所場所場所場所 日吉町生涯学習センター「遊ｙｏｕひよし」美術工作室 

●講師講師講師講師 十倉 健 氏 ●材料代材料代材料代材料代 １，０００円程度 

●持持持持ちちちち物物物物 空ペットボトル２本（炭酸飲料用）、ハサミ、のり 

●対象者対象者対象者対象者 市内の小学生および中学生 

●定員定員定員定員 ２０人（先着順）※定員になり次第、締め切ります。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ７月２３日（木）までに、日吉町生涯学習センター「遊ｙｏｕひよし」

会館事務室へ電話またはお越しいただくか、氏名、学年、住所、電話

番号を明記の上、ＦＡＸでお申し込みください。 

●そのそのそのその他他他他 申込人数が少数の場合は、教室を開催しない場合があります。 

 

◇申込・問合せ先 日吉町生涯学習センター「遊ｙｏｕひよし」 

TEL（0771）72-3300 FAX（0771）72-3311 

遊遊遊遊youyouyouyouひよしひよしひよしひよし「「「「ビデオビデオビデオビデオ上映会上映会上映会上映会」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

「私の頭の中の消しゴム」のビデオ上映会を開催します。入場無料。事前申し込み不要です。 

●日時日時日時日時 ７月１９日（日）午後１時３０分～（午後１時開場） 

●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 

●作品紹介作品紹介作品紹介作品紹介 「私の頭の中の消しゴム」（上映時間１１７分） 

『彼女がすべての記憶をなくしていきます。名前も、歳も、そして愛して

いた僕さえも』次第に記憶を失う“若年性アルツハイマー”に侵された

女性と、そんな彼女を献身的な愛で支える夫の姿をつづる感動作です。 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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１６日～７月３１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 

 

南丹市くらしのあんない版 

７７７７月月月月１６１６１６１６日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１７日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

１８日（土） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

スクールフェイス 

「八木小学校 ５年 野外学習」 

 

７７７７月月月月１６１６１６１６日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

１７日（金） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

20時半・22時半  

１８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１８１８１８１８日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１９日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２０日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２１日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

スクールフェイス 

「園部第二小学校 ５年  若狭合宿」 

「川辺･摩気･西本梅小学校 ３校合同 ５年 若狭合宿」 

    

７７７７月月月月２１２１２１２１日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２２日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

２３日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

 

ふくしの森 

～福祉施設の活動紹介や行事のご案内です～ 

７７７７月月月月２３２３２３２３日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２４日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

２５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 ５年  若狭合宿」 

    

７７７７月月月月２３２３２３２３日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

２４日（金） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

２５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２５２５２５２５日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２６日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

２７日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２８日（火） 7時・9時・12時・15時 ・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

スクールフェイス 

「西本梅小学校 るりいろキラキラ発表会」 

｢園部幼稚園 七夕音楽会｣ 

    

７７７７月月月月２８２８２８２８日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２９日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

３０日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

 

商店街を舞台にまちおこし  

～音･酒･肴･蔵･癒･買･創～ 

歌聴風月酒蔵LIVE 

 
７７７７月月月月３０３０３０３０日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

３１日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

８月１日（土） 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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

河川水難事故防止啓発ビデオ 

｢川遊びのルールを学ぼう！」 

（毎日) 13：00／17：00   

（京都府河川課） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

★南丹市情報センターのホームページ 「なんたんなんたんなんたんなんたんネネネネッッッッ

トワークトワークトワークトワーク」」」」    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 

 

★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「まちかどガイド」または、南丹市情報セ

ンターのホームページをご覧ください。 



平成平成平成平成２１２１２１２１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、戦没者追悼式

を挙行します。なお、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（４５０人）にご参列いただきます。ご遺族の皆さんにはご理解いただきますよう

お願いします。参列者のとりまとめについては、各町遺族会でお世話になります。 

●日日日日時時時時 １０月１５日（木）午前１０時開式 ●場所場所場所場所 スプリングスひよし体育館 

 

◇問合せ先  社会福祉課 福祉総務係 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 

健康健康健康健康プールプールプールプール教室教室教室教室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    

 

生活習慣病を予防し、皆さんに健康な生活を送っていただくため、「健康プール教室」

を開催します。温水プールでの水中運動で、楽しみながら運動習慣を身につけましょう。 

●実施期間実施期間実施期間実施期間 ９月上旬～１２月上旬 全１２回  

曜日 コース ※経験・未経験はプール教室経験の有無 時間 人数 

火曜日 夜間じっくりコース（経験者・４０歳～おおむね６４歳の方） 

午後７時～ 

７時５５分 

木曜日 

ぼちぼちコース（未経験者・４０歳～おおむね６４歳の方） 

（経験不問・おおむね６５歳～７４歳の方） 

金曜日 じっくりコース（経験者・４０歳～おおむね６４歳の方） 

午後２時～ 

２時５５分 

各コース 

若干名 

※１回／週を予定しています。教室途中でのコース変更はできません。具体的な内

容・日程・時間・持ち物などは、参加者に直接お知らせします。お申し込み多数

の場合は、初めての方を優先的に抽選させていただきます。結果は、郵送でお知

らせします。できる限り毎回参加いただける方がお申し込みください。 

●場所場所場所場所 スプリングスひよし プール 他 ●内容内容内容内容 水中ウオーキング・アクアビクス 

●参加料参加料参加料参加料 プール利用料 ５００円／１回（その都度お支払いください） 

※通常料金は、６００円です。「ＳＳクラブ会員証」をお持ちの方は、利用できます。 

●指導者指導者指導者指導者 スプリングスひよしインストラクター  

●対象対象対象対象 南丹市内在住で、４０歳～おおむね７４歳までの方 

※ただし、疾患などにより水中運動を止められている方を除きます。 

※現在、高血圧や心臓病、糖尿病など何らかの疾患で治療を受けている方は、必ず

主治医にご相談いただき許可を得てください。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ８月１０日（月）までに氏名、年齢、住所、電話番号、第１希望曜日、

第２希望曜日、治療・管理中の疾患の有無、医師の指示を電話で下記

申込・問合せ先にご連絡の上、お申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

８８８８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    

 

８月の母子保健事業は下記のとおりです。 

日程 事業名 対象（月齢など） 場所 

８月７日(金) 乳児後期健診 平成２０年９月生 

８月１０日(月) ２歳５カ月児健康相談 平成19年1月23日～2月生 

８月２１日(金) 乳児前期健診 平成２１年４月生 

８月２５日(火) 離乳食教室 

生後４カ月～１歳ごろの乳児

と保護者 

８月２６日(水) ３歳５カ月児健診 平成１８年２月生 

８月２７日(木) １歳８カ月児健診 平成１９年１１月生 

８月３１日(月) 母親教室 妊婦 

園部保健センター 

(こむぎ山健康学園) 

※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 

電源立地地域対策交付金電源立地地域対策交付金電源立地地域対策交付金電源立地地域対策交付金によるによるによるによる工事工事工事工事をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

 

南丹市は、世木ダム、大野ダムにそれぞれ発電所（新庄発電所・大野発電所）を抱え、

周辺地域に電力を供給していることから、『電源立地地域対策交付金』を国から受けてい

ます。市では、この交付金を活用して次の道路整備工事を実施します。工事期間中、沿

線住民の皆さんには、ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

工事名 工事内容 工事場所 工期 交通規制等 

市道朝日ヶ丘線 

道路改良工事 

ブロック積 

擁壁工など 

八木町神吉 

（国道477号線連絡個所） 

7月下旬 

～10月末 

作業時間帯、工事個

所は車両通行止め 

市道駒野線 

舗装改良工事 

舗装修繕 

(打換) 

日吉町胡麻 

（府道京都日吉美山線連絡個所） 

7月中旬 

～8月末  

作業時間帯、片側

交互通行 

市道原佐々江線 

舗装改良工事 

舗装修繕 

(打換) 

美山町原・板橋 

（市道原板橋線連絡個所） 

7月中旬 

～8月末  

作業時間帯、工事個

所は車両通行止め 

※工事の詳細は、施工現場に工事看板を掲出します。      

※現場の施工は、表記工期内において速やかに完了するよう努力します。 

 

◇問合せ先 道路河川課 TEL（0771）68-0051 

衛星衛星衛星衛星デジタルデジタルデジタルデジタル放送放送放送放送のののの視聴方法視聴方法視聴方法視聴方法（（（（CATVCATVCATVCATV加入者加入者加入者加入者のののの方方方方へへへへ））））    

 

南丹市ケーブルテレビ（CATV）では、衛星デジタル放送のサービスを行っていますが、

パラボラアンテナを設置してもご覧になれます。なお、ケーブルテレビ基本サービスの

ＮＨＫの衛星アナログ放送は、２０１１年の地上アナログ放送と同時に終了します。引

き続き衛星放送をデジタルでご覧になる場合は、次の表を参考にしてください。 

項目 ケーブルテレビ パラボラアンテナ 

未対応 

対応テレビに買い換えるか、BS･CS ﾃﾞ

ｼﾞﾀﾙﾁｭｰﾅｰが必要です。※衛星放送を

ご覧になるテレビの台数分必要です。 

テ
レ
ビ
 

衛
星
デ
ジ
タ
ル
 

対応 

※② 

ＳＴＢ（※①）が必要です。 

※衛星放送をご覧になるテレ

ビの台数分必要です。 

そのままでご覧になれます。 

アンテナ 不要です。 衛星デジタル放送に対応したものが必要です。 

屋内配線設備 

地上デジタル放送をご覧の場

合は、そのままで衛星放送が

ご覧になれます。 

地上デジタル放送をご覧の場合でも、

分配器、混合器、ブースターなどを使

用されている場合は、衛星放送電波を

遮断するタイプの機器がありますの

で、電気店などにご相談ください。 

ＢＳ １０チャンネル １０チャンネル 受信 

ﾁｬﾝﾈﾙ ＣＳ ３６チャンネル 個別契約が必要です。 

初期 

ＳＴＢの設置費用が必要で

す。※詳しくは南丹市情報センタ

ーのチラシなどをご覧ください。 

アンテナ、チューナーなどの機器が必

要です。※機器の価格は、電気店など

でご確認ください。 費用 

※③ 

毎月 

・ＣＡＴＶ基本利用料 

・ＳＴＢ1台目 3,400円 

2台目以降1,700円×台数 

・ＣＡＴＶ基本利用料のみ 

・ＣＳ放送の視聴は各社の設定料金が

必要です。 

※① CATVで、衛星デジタル放送を視聴するために必要な機器です。テレビ１台につき

STB１台が必要ですが、地上デジタル、衛星デジタルに対応していますので、デジ

タル未対応のテレビでもデジタル放送がご覧いただけます。（画質はアナログ） 

※② デジタル対応ロゴマーク  の付いているテレビです。 

※③ ＢＳ放送をご覧になる場合は、ＮＨＫ受信料が別途必要です。 

 

◇問合せ先 情報推進課 情報化推進係 TEL（0771）68-0019 

（ＣＡＴＶ関係）南丹市情報センター TEL（0771）63-1777（休館日：毎週月曜・祝日） 

（ＢＳデジタル放送関係）ＢＳデジタル放送お問合せセンター TEL 0570-01-2011 

（ＮＨＫ受信契約、受信料関係）ＮＨＫ京都放送局 TEL 075-823-1521 

衛星衛星衛星衛星デジタルデジタルデジタルデジタル放送放送放送放送    新規加入新規加入新規加入新規加入キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン!!!!    

 

南丹市ケーブルテレビ（CATV）が提供する衛星デジタル放送サービスの、ＳＴＢ（セ

ットトップボックス）の新機種導入を記念してキャンペーンを行います。 

＜新機種ＳＴＢ登場！記念キャンペーン（９月３０日まで）＞ 

月額利用料にプラス1,600円でＤＶＤ＆ハードディスク（大容量500ＧＢ）搭載のＳＴ

Ｂにアップグレードできます。新規加入の方は、登録・基本設置費用を通常価格 20,000

円のところ3,000円でご加入いただけます（ただし２年間の継続契約が必要）。詳しくは、

６月２６日（金）に各戸配布したチラシまたはホームページをご覧ください。   

 

◇申込・問合せ先 南丹市情報センター TEL（0771）63-1777（休館日：毎週月曜・祝日） 

                 URL http://www.cans.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第８４号（３の２）平成２１年７月１０日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●日時 １０１０１０１０月２８２８２８２８日（水）～１１１１１１１１月１１１１日（日） ●会場 京都新光悦村、京都伝統工芸大学校、南丹市立文化博物館 
                      今年今年今年今年のののの秋秋秋秋はもりだくさんはもりだくさんはもりだくさんはもりだくさん    全国全国全国全国にににに発信発信発信発信    南丹市南丹市南丹市南丹市ものづくりのものづくりのものづくりのものづくりの力力力力    「「「「南丹南丹南丹南丹ものづくりのものづくりのものづくりのものづくりの祭典祭典祭典祭典」」」」    

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



まちなかまちなかまちなかまちなか再発見再発見再発見再発見！『！『！『！『そのべそのべそのべそのべ本陣本陣本陣本陣・・・・夏夏夏夏まつりまつりまつりまつり』』』』開催開催開催開催のののの案内案内案内案内    

 

時代の移り変わりの中で日々変わっていくそのべの商店街の一角、園部町本町と新町

の周辺に今もかつての山陰街道の面影を残す町並みが残っています。このたび、安らぎ

と郷愁を覚える町家で子どもからお年寄りまで楽しんでいただける市民の交流イベ

ントを開催します。皆さんのご来場を心よりお待ちしています。（来場無料） 

●日時日時日時日時 ７月１８日（土）正午～午後８時３０分 

●場所場所場所場所 そのべ本陣（園部町本町 元小林酒店）周辺 

●内容内容内容内容 流しそうめん（正午）、ザリガニ釣り（正午～）、手品（午後３時～）、クワガタ

相撲（午後４時～）、リサイクルＴシャツづくり（正午～午後７時、※無地のＴ

シャツをご持参ください）、歴史・町並み座談会（午後１時～３時）、合羽家茶

屋（正午～５時）、合羽家寄席（午後６時開場、食事をされる方のみ入場いただ

けます。食券の販売など詳しくは下記問合せ先までお問い合わせください） 

●後援後援後援後援 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（竹中） TEL（0771）62-0302 

メグミルクメグミルクメグミルクメグミルクのののの工場工場工場工場へへへへ見学見学見学見学にににに来来来来ませんかませんかませんかませんか！！！！    

 

 メグミルク各工場で体験つきの見学会を企画しています。夏休みの自由研究とし

て参加しませんか？ぜひご家族ご一緒にお越しください。（費用無料） 

＜紙スキ体験＞ 

●日時日時日時日時 ７月２３、３０日、８月６、２０日（各木曜日）午後１時３０分～３時３０分 

●場所場所場所場所 京都工場池上製造所（八木町池上古里1-1） ●定員定員定員定員 先着４０人 

＜紙パック工作体験＞ 

●日時日時日時日時 ７月２７日、８月１０、１７、２４日（各月曜日） 

午後１時３０分～３時３０分 

●場所場所場所場所 京都工場（八木町美里紫野1） ●定員定員定員定員 先着４０人 

＜通常の工場見学＞  

●内容内容内容内容 工場の概要説明、ビデオ上映、見学コースを案内。 

●そのそのそのその他他他他 牛乳の試飲とオリジナルグッスのおみやげもあります。 

●案内時間案内時間案内時間案内時間 京都工場池上製造所 午前１０時～、午後１時３０分～（約１時間３０分） 

京都工場 午前１０時３０分～、午後１時３０分～（約１時間３０分） 

※土、日、祝日を除く。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 見学希望日の３日前までに各工場へ電話で予約ください。電話受付時

間は、月～金曜日の午前９時から午後５時までです。 

 

◇申込・問合せ先 京都工場池上製造所（紙スキ体験） TEL（0771）42-6871 

          京都工場（紙パック工作体験） TEL（0771）43-2150 

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    

 

＜天文教室①、②＞ 

●日時日時日時日時 ①７月２２日（水）午前１１時～ ②８月８日（土）午後７時～９時 

●場所場所場所場所 丹波天文館 ●定員定員定員定員 各６０人 ●対象者対象者対象者対象者 小学生以上の方  

●参加料参加料参加料参加料 ①無料、②２００円 ●内容内容内容内容 ①皆既日食観望（雨天中止）、②月・木星観望 

●申込期限申込期限申込期限申込期限 ①７月１７日（金）②７月３１日（金） 

＜工作教室＞ 

●日時日時日時日時 ８月８日（土）午後１時３０分～４時 ●場所場所場所場所 丹波天文館 ●定員定員定員定員 ３０人 

●対象対象対象対象 小学生以上の方 ●参加料参加料参加料参加料 ３００円 ●内容内容内容内容 鳥の木工芸  

●申込期限申込期限申込期限申込期限 ７月３１日（金） 

＜パターゴルフ大会＞ 

●日時日時日時日時 ８月２日（日）午前９時～ ●場所場所場所場所 パターゴルフ場 ●定員定員定員定員 ５０人 

●対象対象対象対象 小学生以上の方 ●参加料参加料参加料参加料 大人５００円、小中学生３００円 

●内容内容内容内容 １８ホールにより実施 ●申込期間申込期間申込期間申込期間 ７月１４日（火）～２７日（月） 

＜上記３件共通事項＞ 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 はがき、ＦＡＸ、メールで、住所、氏名、電話番号を明記の上、申込

期限までに下記申込・問合せ先にお申し込みください。 

＜公園プール開園＞ 

●開園期間開園期間開園期間開園期間 ７月１５日（水）～８月３１日（月）午前９時～午後５時 

●使用料使用料使用料使用料 一般７００円、高校生５００円、小中学生３００円、幼児（４才以上）１００円 

●そのそのそのその他他他他 「きょうと子育て応援パスポート」対象施設 

＜京都丹波ロードレース大会＞ 

●日時日時日時日時 １１月３日（火・祝） ●場所場所場所場所 陸上競技場スタート・ゴール 

●参加費参加費参加費参加費 ハーフマラソン・１０㎞（3,000円）、５㎞（2,000円、中学生1,500円）、 

３㎞（2,000円、中学生以下1,500円） 

●申込期限申込期限申込期限申込期限 ９月２５日（金） ●そのそのそのその他他他他 大会当日のボランティアを募集しています。 

●ﾛｰﾄﾛｰﾄﾛｰﾄﾛｰﾄﾞ゙゙゙ﾚｰｽﾚｰｽﾚｰｽﾚｰｽ問合問合問合問合せせせせ先先先先 大会事務局（TEL 090-3351-3254）または丹波自然運動公園 

 

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

〒622-0232 京丹波町曽根  E-mail:kouen@kyoto-tanbapark.or.jp 

平成平成平成平成２１２１２１２１年度京都府農林水産技術年度京都府農林水産技術年度京都府農林水産技術年度京都府農林水産技術センターセンターセンターセンター「「「「施設公開施設公開施設公開施設公開」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内 
 

 広く府民の方々に、施設・試験ほ場の見学ツアーや研究成果の紹介を通して、農

林センターの取り組んでいる研究内容をわかりやすく紹介します。 

●日時日時日時日時 ７月２９日（水）午前９時３０分～午後０時３０分 

●場所場所場所場所 農林水産技術センター 農林センター（亀岡市余部町和久成9） 

●内容内容内容内容 ①施設・ほ場見学ツアー、②研究成果の紹介、③一般向けの園芸教室、④

主要な研究ほ場の説明、⑤「農・林とあそぶ」子どものスタンプラリー、⑥実験

コーナー、⑦収穫体験、試食、⑧販売、花苗などプレゼント 

 

◇問合せ先 京都府農林水産技術センター TEL（0771）22-0424 

ニュースポーツニュースポーツニュースポーツニュースポーツをををを楽楽楽楽しむしむしむしむ日日日日をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

気軽にできるニュースポーツを楽しみましょう。 

●日時日時日時日時 ７月２５日～平成２２年３月２７日 毎月第４土曜日 午後１時～４時 

●場所場所場所場所 園部Ｂ＆Ｇ海洋センター 体育館 

●種目種目種目種目 ファミリーバドミントン、ショートテニス、ラージボール卓球 

●対象者対象者対象者対象者 小学生から大人まで（お１人でも参加いただけます） 

●参加料参加料参加料参加料 １人１００円（当日受付にて徴収します） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 事前申込の必要はありません。直接会場へお越しください。 

●持持持持ちちちち物物物物 室内シューズ、汗ふきタオル、水筒（運動のできる服装でお越しください） 

●主催主催主催主催 そのべ総合型地域スポーツクラブ 

●後援後援後援後援 南丹市、南丹市教育委員会、南丹市体育協会園部支部、南丹市スポーツ少年団 

 

◇問合せ先 そのべ総合型地域スポーツクラブ事務局（関） TEL 090-3351-3254 

地域活動団体地域活動団体地域活動団体地域活動団体のののの交流拠点交流拠点交流拠点交流拠点ががががオープンオープンオープンオープン！！！！    

 

京都府では、ＮＰＯをはじめとする地域活動団体の相互交流や情報交換の促進、

自発的な活動を支援する「京都府南丹パートナーシップセンター」を開設します。 

●オープンオープンオープンオープン ７月２５日（土）午後２時 ●場所場所場所場所 ガレリアかめおか ３階 

●利用時間利用時間利用時間利用時間 午前９時～午後４時（休所日：木曜日、祝日、年末年始） 

●利用方法利用方法利用方法利用方法 センターで開催する事業は、どなたでも参加できます。加えて応援団、

登録団体になるとさまざまなサービスを受けることができます。詳しくは下記問

合せ先までお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 京都府南丹広域振興局 企画振興室 TEL（0771）24-8430 

「「「「きょうときょうときょうときょうと子育子育子育子育てててて応援応援応援応援パスポートパスポートパスポートパスポート事業事業事業事業」」」」のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

 きょうと子育て応援パスポート事業とは、子育て中の家庭にパスポートを発行し、

協賛店舗などでさまざまなサービスを提供することを通して、社会全体で子育てを

応援する取り組みです。パスポートは、市民課、子育て支援課、各支所健康福祉課

窓口でも受け取ることができます。現在の協賛店舗一覧は京都府ホームページ

http://www.pref.kyoto.jp/kosodateouen/ に掲載しています。 

＜南丹市内での新規協賛店舗＞ 

●店舗名称店舗名称店舗名称店舗名称 株式会社井筒八ツ橋本舗 新光悦 TEL（0771）68-2800 

●サービスサービスサービスサービスのののの内容内容内容内容 工場見学と「八ツ橋手焼き体験」通常８００円をきょうと子育て応

援パスポート提示により５００円。詳細は直接店舗までお問い合わせください。 

※新規協賛店舗も募集中です。下記までお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 京都府南丹保健所 福祉室 児童・障害担当 TEL（0771）62-0361 

８８８８月月月月はははは「「「「電気使用安全月間電気使用安全月間電気使用安全月間電気使用安全月間」」」」ですですですです    

 

 経済産業省では電気事故が多く発生する毎年８月を「電気使用安全月間」と定め、電気

事故を防ぐための全国的な運動を展開しています。皆さんも電気安全を心掛けましょう。 

 

◇問合せ先 （財）関西電気保安協会京都支部 TEL 075-541-5375 

氷室氷室氷室氷室のののの郷郷郷郷からからからから夏休夏休夏休夏休みみみみ体験教室体験教室体験教室体験教室のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

＜菓子パン・食パン作り体験＞  

自分で作った焼きたてのパンの美味しさを、味わってください！ 

●日時日時日時日時 ７月２６日（日）午前９時～午後２時 

●場所場所場所場所 八木農村環境公園「氷室の郷」体験室 ●対象対象対象対象 小学生以上の子どもと親 

●内容内容内容内容 粉をこねる→１次発酵→成型→２次発酵→トッピング→焼く 

●参加費参加費参加費参加費 １家族２，０００円（菓子パン５個、食パン１斤持ち帰り） 

●持持持持ちちちち物物物物 三角巾、エプロン ●定員定員定員定員 １０家族（定員になり次第締め切ります） 

※昼食希望の方は、レストラン「氷室」の日替わり定食を申し込み時にご予約ください。 

＜藍染体験＞  

毎年好評の藍染教室。今はやりのストールを絞り染めしませんか！ 

●日時日時日時日時 ８月１日（土）午前１０時～正午、午後１時～３時     

●場所場所場所場所 八木農村環境公園「氷室の郷」草木工房 ●定員定員定員定員 ２０人（午前、午後各１０人） 

●体験料体験料体験料体験料 ①ストールを染める場合：２，５００円（材料費・体験料込み） 

②Ｔシャツなど（素材は綿・麻・レーヨン）を持参して染める場合：体

験料１，０００円＋染める材料（１００ｇあたり５００円） 

●持持持持ちちちち物物物物 汚れてもよい服装、エプロン、長靴、ゴム手袋、糸、針、ハサミ、輪ゴム 

●申込期限申込期限申込期限申込期限 ７月２６日（日）（ただし 定員になり次第締め切ります） 

 

◇申込・問合せ先 南丹市八木農村環境公園『氷室の郷』 TEL（0771）43-1128  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成平成平成平成２１２１２１２１年度入国警備官採用試験年度入国警備官採用試験年度入国警備官採用試験年度入国警備官採用試験のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

●受験資格受験資格受験資格受験資格 昭和６１年４月２日～平成４年４月１日生まれの方 

●受付期間受付期間受付期間受付期間 （郵送または持参）７月２１日（火）～８月４日（火） 

（インターネット）７月２１日（火）午前９時～２８日（火）午後５時 

●試験日試験日試験日試験日 第１次試験９月２７日（日） ●試験地試験地試験地試験地 東京都、大阪市など 

※詳しくは、法務省ホームページ（http://www.moj.go.jp）に掲載しています。 

 

◇問合せ先 法務省入国管理局総務課人事係 TEL 03-3580-4111 

大阪入国管理局 TEL 06-4703-2100 

「「「「おやっおやっおやっおやっ？」？」？」？」とととと思思思思ったらったらったらったら『『『『食品表示食品表示食品表示食品表示１１０１１０１１０１１０番番番番』』』』    

 

 食品を購入するときに目にする食品表示。この表示に間違いがあれば問題です。近畿

農政局では、皆さんからの情報を受け付け、適正な食品表示に向けた取り組みを行って

います。不審な表示を目にした場合や、食品表示で疑問がある場合は、『食品表示１１０

番』（TEL ０７５－４１４－９０２６ 近畿農政局 表示規格課）にお電話ください。 

 また、食品表示について広く知っていただくために、皆さんが開催される各種会

合、勉強会などに担当職員を派遣しています。お気軽にお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 農林水産省 近畿農政局 地域第三課 TEL（0771）62-3371 

京都中部広域消防組合消防職員京都中部広域消防組合消防職員京都中部広域消防組合消防職員京都中部広域消防組合消防職員をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

 京都中部広域消防組合では、平成２１年度職員採用試験を行います。 

●採用予定採用予定採用予定採用予定 若干名（消防職員 初級・上級） 

●受験資格受験資格受験資格受験資格 初級 昭和６３年４月２日から平成４年４月１日までに生まれた方 

（学歴不問、高等学校卒業程度の学力が必要） 

      上級 昭和５８年４月２日から昭和６３年４月１日までに生まれた方 

（学歴不問、大学卒業程度の学力が必要） 

※その他身体的条件などの受験資格を定めています。詳しくは、ホームページに掲

載しています。（http://www.kyoto-chubu119.jp/） 

●受付期間受付期間受付期間受付期間 ７月１３日（月）～８月１２日（水）午前９時～午後５時（土、日、

祝日を除く）※郵送は、８月１２日の消印有効 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 上記期間に下記申込・問合せ先に持参もしくは郵送でお申し込みください。 

※受験申込書は、各消防署、出張所、市役所総務課、各支所地域総務課にあります。 

●第第第第１１１１次試験次試験次試験次試験 ①日時 ９月２０日（日）午前９時～午後５時（受付：午前８時１５分） 

       ②試験会場 京都中部広域消防組合消防本部３階大会議室など 

  

◇申込・問合せ先 京都中部広域消防組合消防本部総務課 TEL（0771）22-9580 

         〒621-0851 亀岡市荒塚町1丁目9-1 

八木町八木町八木町八木町のののの「「「「夜市夜市夜市夜市（（（（よいちよいちよいちよいち）」）」）」）」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

八木町夏の風物！模擬店などを楽しみに、夕涼みにご家族・お友達とお越しください。 

●日時日時日時日時 ７月１８日（土）午後６時～（雨天順延：１９日（日）） 

●場所場所場所場所 八木駅前、花のまち通り、本町通り 

●模擬店模擬店模擬店模擬店 焼きそば、かき氷、やきとり、金魚すくいなど 

※国道４７７号線が歩行者天国になります。（国道９号線交差点から本町四ツ角まで）こ

れに伴い幹線道路も通り抜けできません。ご不便をお掛けしますがご了承ください。 

 

◇問合せ先 南丹市商工会 TEL（0771）42-5380 

南丹市都市計画審議会市民公募委員南丹市都市計画審議会市民公募委員南丹市都市計画審議会市民公募委員南丹市都市計画審議会市民公募委員のののの選考結果選考結果選考結果選考結果についてについてについてについて    

  

南丹市都市計画審議会市民公募委員について、応募者の小論文などにより選考を行っ

た結果、次の方々を委員に決定しました。応募者の皆さんから熱心なレポートをいただ

いたことにお礼を申し上げます。皆さんの都市計画、まちづくりに対する強い思いを今

後の審議会運営に反映し、より良い市政を推進していきます。 （五十音順・敬称略） 

氏名 住所・性別 氏名 住所・性別 

野中 健一 園部町・男性 用澤  修 八木町・男性 

八木 正和 八木町・男性 横畑 脩平 園部町・男性 

 

◇問合せ先 都市計画課 計画・指導係 TEL（0771）68-0052 

南丹市商工会園部支部南丹市商工会園部支部南丹市商工会園部支部南丹市商工会園部支部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 

 

＜２００９南丹そのべ夏まつり＞ 

「南丹そのべ夏まつり」を下記のとおり開催します。「そのべ七夕まつり」も同時

開催。いろいろな企画を用意しましたので、ご家族おそろいでお越しください。 

●開催日時開催日時開催日時開催日時 ８月１日（土）午前１０時～午後８時 

時間 イベント 場所 

午前10時～ 園部小学校鼓笛隊パレード 上本町～南丹市役所駐車場～園部公民館 

午後1時30分～ 爆笑ものまねそっくりショー 園部公民館 

午後2時～ ソーラーカー乗車体験 南丹市役所駐車場 

午後2時30分～ アニメ映画「カンフーパンダ」 園部公民館 

午後4時～ 「そのべ七夕まつり」 園部宮町シンボルロード 

午後7時40分～ フィナーレ花火 ？サプライズ？  

午後7時50分～ 仕掛花火 ナイヤガラ 南丹市役所駐車場 

※「そのべ七夕まつり」では、金魚すくい、たこ焼き、から揚げ、宝探しゲームなどの

七夕夜店市やゲームコーナー。また、ステージでは当日浴衣・甚平で来られた方限定

ゆかたＤＥうちわ大抽選会、ビンゴ大会など楽しい内容満載です。お楽しみください。 

＜創作七夕飾りコンクール参加作品を募集します＞ 

いろいろなアイデアを凝らした作品を募集します。市民の皆さんの自信作をお寄せく

ださい。展示の部とコンクールの部に分け、展示の部は、審査対象外とします。展示の

部かコンクールの部か必ずご記入ください。 

●応募規定応募規定応募規定応募規定 年齢、個人、団体は問いません。材料は紙、布、糸（化学繊維を除く）

以外は厳禁。コンクール用は、５ｍ以内のもの。 

●応募方法応募方法応募方法応募方法 申込用紙に記入の上、７月２４日（金）までに下記申込・問合せ先に

お申し込みください。（申込用紙は、下記申込・問合せ先にあります） 

●審査審査審査審査 ８月１日（土）午後３時 

●表彰表彰表彰表彰 ８月１日（土）午後４時２０分 七夕まつり会場ステージ 

 

◇申込・問合せ先 南丹市商工会園部支部 TEL（0771）62-0766 
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