
特別児童扶養手当現況届特別児童扶養手当現況届特別児童扶養手当現況届特別児童扶養手当現況届のののの提出提出提出提出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？？？？    

  

 特別児童扶養手当を受給されている方は、毎年１回所得状況届の提出が必要です。    

この届けによって、引き続き１年間手当を受けられる資格があるかどうかを審査し

ます。提出が遅れると、手当の受け取りが遅れますのでご注意ください。対象者の

方には８月上旬に文書を発送しました。提出がまだの方は８８８８月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（金金金金））））までに

現況届と添付書類を必ず提出してください。現況届を２年間続けて提出しないと、

手当を受ける資格がなくなりますのでご注意ください。 

●特別児童扶養手当受給特別児童扶養手当受給特別児童扶養手当受給特別児童扶養手当受給対象対象対象対象    在宅の２０歳未満で、身体または精神に重度・中度

の障がいのある児童を養育しておられる方 

 

◇提出・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 

「「「「２００９２００９２００９２００９なんたんなんたんなんたんなんたんヒューマンシネマヒューマンシネマヒューマンシネマヒューマンシネマ」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

「２００９なんたんヒューマンシネマ」は、市民の皆さんに名作映画の鑑賞を通じ

て、お互いを認め合うことや思いやり、人権の大切さなどについて話し合っていた

だく、きっかけづくりとして開催します。今回は、北国の動物園から生まれた奇跡

と感動の実話「旭山動物園～ペンギンが空を飛ぶ～」と、住井すゑ原作の、美しい

奈良の四季の風景の中で明治から大正時代を、人間の尊厳をかけて激しく生き抜い

た人々の生活を描いた「橋のない川」の２作品を上映します。 

ご家族、ご近所お誘い合わせてご来場ください。 

●日時日時日時日時 ９月１２日（土）旭山動物園 午後１時３０分開場（上映：午後２時～） 

            橋のない川 午後６時３０分開場（上映：午後７時～） 

●場所場所場所場所 園部公民館 大ホール ●入場料入場料入場料入場料 無料 

 

◇問合せ先 市民課 TEL（0771）68-0005 

児童手当児童手当児童手当児童手当のののの現況届現況届現況届現況届    未未未未提出提出提出提出のののの方方方方へへへへ    

    

児童手当は、小学校修了までの児童を養育されている方に支給します。児童手当

を受給されている方について、前年の所得状況や６月１日現在の養育状況など、引

き続き受給資格に該当するかを確認するため、現況届の提出をお願いしています。

６月中の期限でお知らせしていましたが、まだ提出がお済みでない方は早急に提出

してください。なお、現況届の提出がなければ、受給資格があっても、６月分以降

の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。 

●添付書類添付書類添付書類添付書類 

・国民年金以外の年金加入者の方は健康保険証のコピー（受給者本人のもの）、ま

たは年金加入証明（事業所の証明） 

・養育している児童と別居されている場合は、別居監護申立書と児童の属する 

世帯全員の住民票の写し 

・平成２１年１月１日現在、南丹市に住民登録がなかった方は、前住所地の平 

成２１年度課税証明書または児童手当用所得証明書（前住所地の市区町村で 

お取り寄せください） 

 

◇提出・問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山 （0771）68-0041 

児童扶養手当現況届児童扶養手当現況届児童扶養手当現況届児童扶養手当現況届のののの提出提出提出提出はおはおはおはお済済済済ですかですかですかですか？？？？    

 

児童扶養手当を受給されている方（全額支給停止となっている方も含む）は、毎

年１回受給者と児童の状況について届けをしていただくことになっています。この

届けによって引き続き１年間手当を受けられる資格があるかどうかを審査します。

提出が遅れると、手当の受け取りが遅れますのでご注意ください。対象者の方には

８月上旬に文書を発送しました。提出がまだの方は８８８８月月月月３３３３１１１１日日日日（（（（月月月月））））までに現況届

と添付書類を必ず提出してください。現況届を２年間続けて提出しないと、手当を

受ける資格がなくなりますのでご注意ください。 

●児童扶養手当受給対象児童扶養手当受給対象児童扶養手当受給対象児童扶養手当受給対象 市に居住している父のいない家庭の児童または父が国民

年金の１級障がい程度の重度障がいの状態にある家庭の

児童を、母または母に代わって養育している方 

 

◇提出・問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

           各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022  

           日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

９９９９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    

 

９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 

９月４日（金） 乳児後期健診 平成２０年１０月生 

９月１１日（金） 乳児前期健診 平成２１年５月生 

９月１４日（月） ２歳５カ月児健康相談 平成１９年３月生 

９月１８日（金） ３歳５カ月児健診 平成１８年３月生 

９月２４日（木） １歳８カ月児健診 

平成１９年１２月１日

～２５日生 

園部保健センター 

(こむぎ山健康学園) 

９月３０日（水） 離乳食教室 

生後４カ月～１歳ご

ろの乳児と保護者 

日吉保健センター 

（はーとぴあ） 

※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 母子保健係 TEL（0771）68-0016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第８６号（３の１）平成２１年８月１４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 】 ・児童手当の現況届 未提出の方へ 

・児童扶養手当現況届の提出はお済ですか？ 

・特別児童扶養手当現況届の提出はお済みですか？ 

・９月の母子保健事業日程表 

・「２００９なんたんヒューマンシネマ」を開催します 

【 裏 】 ・美山町女性の集い連絡会「人権講演会」を開催します 

・ふない聴覚言語障害センターからのお知らせ 

・「第９回能楽の夕べ～美山かやぶき薪能～」のご案内 

・美山かやぶき美術館からのお知らせ 

・南丹市国際交流協会ﾌｨｰﾙﾄﾞﾄﾘｯﾌﾟ in Nantan2009を開催します 

・なんたんテレビ番組表（８月１６日～３１日） 

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

【 表 】 ・Ｂ＆Ｇ「親と子のふれあいキャンプ」を開催します 

・第４回南丹市ボウリング交流大会を開催します 

・第１回南丹市民ゴルフ大会のご案内 

・「大堰川カヌー教室」の時間を変更します 

・「第２回南丹市水泳大会」を開催します 

・平成２１年度文化財保護に関する巡回相談のご案内 

・日吉町生涯学習センターこども映画会「ホートン」 

【 裏 】 ・平成２１年度第２回調理師試験準備講習会を開催します 

・平成２１年度第２回調理師試験およびふぐ処理師試験を実施します 

・「なんたん親子のすこやかな発達を考えるセミナー」参加者募集 

・あけぼの学園八木寮『夏まつり』を開催します 

・「リサイクルマーケット宝島」の出店者を募集します 

・ふれあいふくしまつり健康づくり大会 協賛企業･団体の募集 

・テニス教室を開催します 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

・京都サンガＦ.Ｃ.西京極ホームゲームご招待 

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

【 表 】 ・生産緑地地区の指定について地元説明会を開催します 

・職場でのトラブルの解決をお手伝いします 

・平成２１年度中小企業優良従業員表彰を実施します 

・未成年心身障害者年金、在宅重度身体障害者介護者激励金のお知らせ 

・園部公民館講座の受講生を募集します 

・普通救命講習会受講者を募集します 

【 裏 】 ・＜○○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） 



美山美山美山美山かやぶきかやぶきかやぶきかやぶき美美美美術館術館術館術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    

 

＜中野 亘 陶展のご案内＞ 

 日本古来のかやぶき民家のどっしりとした空間に、黒陶による造形と白い器が映

え、裏山からのやわらかい風が通り抜けます。 

●展示期間展示期間展示期間展示期間 ９月１３日（日）まで 午前１０時～午後４時３０分 

●入館料入館料入館料入館料 一般：５００円（併設の郷土資料館入館料含む）、小学生以下：無料 

●休館日休館日休館日休館日 毎週月曜日（祝日の場合は開館し、翌日休館） 

＜エクシビジョン・コンサート『森へ帰ろう』のご案内＞ 

土笛奏者でもある中野亘氏と竹笛・石笛奏者の山本公成氏のコラボによるコンサート 

●日時日時日時日時 ８月２２日（土）午後６時開演 ●場所場所場所場所 美山かやぶき美術館 

●入場料入場料入場料入場料 一般：１，５００円、小・中学生：５００円 

●演奏演奏演奏演奏 中野亘（土笛・カリンバ）、山本公成（ソプラノサックス・竹笛・石笛） 

 

◇予約・問合せ先：美山かやぶき美術館 TEL（0771）75-1777 

「「「「第第第第９９９９回能楽回能楽回能楽回能楽のののの夕夕夕夕べべべべ～～～～美山美山美山美山かやぶきかやぶきかやぶきかやぶき薪能薪能薪能薪能～」～」～」～」のごのごのごのご案内案内案内案内    

  

今年は、子どもたちが青木道喜先生の指導のもと、練習を積み重ねた能も発表します。 

●日時日時日時日時 ９月１２日（土）開場：午後５時３０分、子ども発表：午後６時、開演：午後７時 

●場所場所場所場所 美山かやぶき美術館 特設舞台（雨天の場合：美山文化ホール） 

●内容内容内容内容 能楽「鵜飼」 出演者 青木道喜、小林努 ほか 

        狂言「棒縛」 出演者 小笠原匡、泉慎也、山本豪一 ほか 

●チケットチケットチケットチケット料金料金料金料金 前売り券 一般：２，５００円、中高生：５００円 

        当日券 一般：３，０００円、中高生：５００円 

●チケットチケットチケットチケット販売場所販売場所販売場所販売場所 ローソンチケット（Ｌコード53966）、社会教育課、各社会教

育課地区担当、美山町各地域振興会、美山町観光協会 

※電話予約により、前売り券扱いで販売します。 

 

◇問合せ先 美山能楽の夕べ実行委員会（宮島振興会内）TEL（0771）75-5100（平日） 

       美山かやぶき美術館 TEL（0771）75-1777（土日） 

美山町女性美山町女性美山町女性美山町女性のののの集集集集いいいい連絡会連絡会連絡会連絡会「「「「人権講演会人権講演会人権講演会人権講演会」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

 さまざまな立場の女性が集まり、お互いの活動を認め合いながら、共有できる取

り組みの一環として「人権講演会」を開催します。８月は人権強調月間です。会員

に限らず、多数の方のご参加をお待ちしています。 

●日時日時日時日時 ８月３１日（月）午後８時～９時４５分 ●場所場所場所場所 美山文化ホール会議室 

●講演講演講演講演 演題「福祉から見た人権」 講師 社会福祉法人太陽の園常務理事 德川輝尚 氏 

※美山町女性の集い連絡会では、秋に美山の道路沿線に「人権の花・水仙」の植え

込みを行います。美山支所・各地域振興会窓口に「球根ポスト」を設置しますの

で球根を提供いただける方はご協力をお願いします。 

 

◇問合せ先 美山支所健康福祉課（美山町女性の集い連絡会事務局） TEL（0771）68-0041 

ふないふないふないふない聴覚言語障害聴覚言語障害聴覚言語障害聴覚言語障害センターセンターセンターセンター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    

 

＜要約筆記教室の受講者募集＞ 

要約筆記とは、聞こえが不自由な方々の耳がわりとして、講演の内容などを文字で表

す筆記通訳です。要約筆記に興味をお持ちの方は、ぜひご参加ください。 

●日時日時日時日時 ９月２５日～１２月４日の毎週金曜日（全１１回）午後１時～４時３０分 

●場所場所場所場所 南丹保健所 新館２階 ●対象者対象者対象者対象者 京都府内に在住、在勤の１８歳以上の方 

●受講料受講料受講料受講料 無料（ただし、練習ドリル５００円など一部教材費は必要です） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ９月１５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。 

＜手話教室・基礎講座」の受講者募集＞ 

手話教室・基礎講座の受講者を募集しています。自己紹介程度の手話ができる方

（手話教室・入門講座修了レベル）が対象です。詳細は、お知らせなんたん８５号

でご確認いただくか、下記申込・問合せ先にお問い合わせください。 

＜きこえと補聴器の相談会＞  

日程 時間 場所 相談内容 

８月２６日（水） 聴力測定、きこえの相談 

９月３０日（水） 聴力測定、きこえの相談 

１０月２８日（水） 補聴器相談 

１１月２５日（水） 

午後１時 

～３時 

ふない聴覚言語障害 

センター 

（園部公民館２階） 

補聴器相談 

●対象者対象者対象者対象者 難聴者・中途失聴者、その家族 

●相談料相談料相談料相談料 無料（ただし、補聴器修理費用・電池代などは実費負担が必要です） 

●内容内容内容内容 ・聴力測定…予備検査程度の簡単な聴力測定   

・きこえの相談…福祉機器、福祉制度などの相談 

・補聴器の相談…補聴器の調整・修理・電池交換、購入・試聴などの相談 

●そのそのそのその他他他他 事前申し込みは不要です。当日、直接会場までお越しください。先着順

です。身体障害者手帳・補聴器をお持ちの方は、持参してください。 

※言語聴覚士による相談をご希望の方は、下記までお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 ふない聴覚言語障害センター TEL（0771）63-6448 

南丹市国際交流協会南丹市国際交流協会南丹市国際交流協会南丹市国際交流協会ﾌｨｰﾙﾄﾌｨｰﾙﾄﾌｨｰﾙﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ゙゙゙ﾄﾘｯﾌﾄﾘｯﾌﾄﾘｯﾌﾄﾘｯﾌﾟ゚゚゚ in Nantan2009in Nantan2009in Nantan2009in Nantan2009をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

京都府内に在住の留学生といっしょにバーベキューやゲームなどを通して、外国

のことを学んだり、日本のことを伝えたり、楽しいひと時を過ごすフィールドトリ

ップ in Nantan2009を開催します。交流協会会員以外の一般の参加者も募集します。 

●日時日時日時日時 ９月１３日（日）午前１０時３０分受付 ●場所場所場所場所 府民の森ひよし 

●参加費参加費参加費参加費 会員：５００円、一般：８００円（中高生：５００円） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ８月３１日（月）までに下記申込・問合せ先に電話でお申し込みくだ

さい。参加者多数の場合、会場の都合でお断りする場合があります。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市国際交流協会 TEL（0771）63-1840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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８月１６日～８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 

スクールフェイス 

「知井保育所 親子遠足」 

｢みやま保育所 七夕会（祖父母参観）｣ 

「八木中央幼児学園 みんなあつまれ!にこにこひろば」 

    

８８８８月月月月１８１８１８１８日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１９日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

２０日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

くらしのあんない版 

～南丹市役所からのお知らせです～ 

 

８８８８月月月月２０２０２０２０日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２１日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

２２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 

    

８８８８月月月月２２２２２２２２日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２３日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２４日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２５日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★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ッネッネッネッ

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。 

スクールフェイス 

｢八木中央幼児学園 ５才児 おとまり保育｣ 

「聖家族幼稚園 みんなでつくろう！!カレーライス!」 

 

８８８８月月月月２２２２２２２２日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

２３日（日） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

２４日（月） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

２５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 

「園部保育所 ５才児 おとまり保育」 

「八木東幼児学園  ４・５才児 おとまり保育」 

    

８８８８月月月月２５２５２５２５日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２６日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

２７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～ 

    

８８８８月月月月２７２７２７２７日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２８日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２９日（土） 7時・9時・12時・15時・18時 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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） 

週刊ニュース もぎたて☆テレビ 

南丹市の一週間の出来事・おたよりほか    
    

８８８８月月月月２９２９２９２９日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

３０日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

３１日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

９月１日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

スクールフェイス 

｢園部幼稚園 年長児 宿泊保育｣ 

｢知井保育所 七夕会（祖父母参観）｣ 

    

８８８８月月月月２９２９２９２９日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

３０日（日） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

３１日（月） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

９月１日（火） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

第４５回衆議院議員総選挙 

～南丹市開票速報～ 

 

南丹市内の開票結果を速報でお送りします 

８８８８月月月月３０３０３０３０日日日日【【【【日日日日】】】】    

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

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 



平成平成平成平成２１２１２１２１年度文化財保護年度文化財保護年度文化財保護年度文化財保護にににに関関関関するするするする巡回相談巡回相談巡回相談巡回相談のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

未指定を含む社寺などの文化財の保存・修理などに関してさまざまな問題に対応

するために巡回相談事業を行います。当日は文化財保護に携わる機関が対応します。 

希望される場合は社会教育課までご連絡ください。 

●対象対象対象対象 文化財（未指定を含む）を所有する宗教法人および団体・個人 

●相談内容相談内容相談内容相談内容 物件の製作年代および保存・修理をする場合の留意点ならびに補助・

貸付対象としての適否などのほか、保護全般に関する相談など 

実施日 時間 場所 

９月２９日 

（火） 

午前１０時 

～午後４時 

京都テルサ 東館３階 Ｃ会議室   

京都市南区東九条下殿田町70 TEL（075）692-3400 

９月３０日 

（水） 

午後１時～４時 

みやづ歴史の館 ３階 「中央公民館」大会議室 

宮津市字鶴賀2164 TEL（0772）20-3390 

１０月１日 

（木） 

午後１時～４時 

福知山市民会館 ３階 ３１号室  

福知山市字内記100 TEL（0773）22-9551 

１０月６日 

（火） 

午後１時～４時 

木津川市中央交流会館 １階 研修室 

木津川市木津宮ノ内92 TEL（0774）72-8800 

※地域に関係なく、いずれの会場でも相談できます。 

 

◇問合せ先 社会教育課 文化財保護係 TEL（0771）68-0057 

      （財）京都文化財団（文化財保護基金室） TEL 075-213-3660 

第第第第１１１１回南丹市民回南丹市民回南丹市民回南丹市民ゴルフゴルフゴルフゴルフ大会大会大会大会のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

●日程日程日程日程 ８月２１日（金） ●場所場所場所場所 クラウンヒルズ京都ゴルフ倶楽部 

●料金料金料金料金 １０，０００円（セルフプレイフィ、昼・会食、賞品、参加費含む。ロッ

カーフィ、ゴルフ振興基金別途） 

●参加資格参加資格参加資格参加資格 南丹市内在住、在勤の社会人（１８歳以上） 

●競技方法競技方法競技方法競技方法 １８ホールズストロークプレイ、ダブルペリア 

●そのそのそのその他他他他 １０月１日（木）関西カントリークラブで開催の京都府市町村対抗ゴル

フ大会選手選考会を兼ねています。大会参加希望の方はその旨、申し込み時にお

伝えください。参加希望者の中からスクラッチ上位８人に出場権を与えます。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ８月１８日（火）までに電話で下記申込・問合せ先までお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 八木（0771）68-0026 

日吉（0771）68-0035 美山（0771）68-0044 

「「「「第第第第２２２２回南丹市水泳大会回南丹市水泳大会回南丹市水泳大会回南丹市水泳大会」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

夏期における市民の憩いの場として開設している八木海洋センター(プール)で、市民

が水泳競技を通じて競技力の向上と親睦・交流を図ることを目的に「第２回南丹市水泳

大会」を下記のとおり開催します。多くの皆さんの参加をお待ちしています。 

●日時日時日時日時 ９月５日（土）午前９時３０分受付、午前１０時開会 

●場所場所場所場所 八木海洋センター 屋内２５ｍプール【６レーン設定】 

●募集対象募集対象募集対象募集対象 南丹市内在住、在勤、在学の小学生以上の方 

●参加費参加費参加費参加費 １人１００円（大会当日受付でお支払いください） 

●競技種目競技種目競技種目競技種目（各種目男女別） 

実施競技種目 自由形 平泳ぎ 

小学４年生以下の部 ２５ｍ ２５ｍ 

小学５・６年生の部 ２５ｍ ２５ｍ 

ジュニア（中学・高校生）の部 ５０ｍ ５０ｍ 

成年（１８歳～４９歳）の部 ５０ｍ ５０ｍ 

シニア（５０歳以上）の部 ５０ｍ ５０ｍ 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 申込先に備え付けの申込用紙に必要事項を記入し、８月３０日（日）

までに提出してください。（ＦＡＸ可） 

●申込先申込先申込先申込先 園部海洋センター（体育館）、八木海洋センター（プール）、八木公民館、

日吉町生涯学習センター、社会教育課美山担当 

●そのそのそのその他他他他 １人２種目のエントリーも可能です。スイミングキャップは必ず着用してく

ださい。警報発令時や台風などで大会ができない場合は、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、南丹市体育協会八木支部 ●主管主管主管主管 八木海洋センター 

 

◇問合せ先 八木海洋センター事務局（八木公民館内） TEL（0771）68-0026 FAX（0771）42-5616 

第第第第４４４４回南丹市回南丹市回南丹市回南丹市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４回南丹市ボウリング交流大会を開催します。なお、この大会は第３２回

京都府民総合体育大会南丹市代表選考会を兼ねています。 

●日時日時日時日時 ９月１２日（土）午後８時開始（午後７時３０分受付） 

●場所場所場所場所 アルプラザボウル（亀岡市篠町野条） 

●競技方法競技方法競技方法競技方法 ①１人４ゲームトータルピンにて順位を決定する 

②性別、年齢によってハンディを与える 

●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） 

※府民総体の出場資格は、１８歳以上の社会人に限る。 

●参加料参加料参加料参加料 １人２，０００円（当日受付で徴収します。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 ９月４日（金）午後５時までに電話、ＦＡＸで、住所、氏名、年齢、

性別、電話番号を下記申込先へご連絡の上、お申し込みください。 

●そのそのそのその他他他他 優勝者にトロフィ（持ち回り）を授与。参加者全員に賞品あり。 

●主催主催主催主催 南丹市体育協会 ●主管主管主管主管 南丹市ボウリングクラブ ●後援後援後援後援 南丹市教育委員会 

 

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

日吉町生涯学習日吉町生涯学習日吉町生涯学習日吉町生涯学習センターセンターセンターセンターこどもこどもこどもこども映画会映画会映画会映画会「「「「ホートンホートンホートンホートン」」」」    

 

    こども映画会「ホートン ふしぎな世界のダレダーレ」を開催します。ご家族そ

ろってご覧ください。 

●日時日時日時日時 ９月１３日（日）午後２時～（開場：午後１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」ホール 

●定員定員定員定員 ２００人（全席自由席）●入場料入場料入場料入場料 無料 

●作品紹介作品紹介作品紹介作品紹介 「ホートン ふしぎな世界のダレダーレ」 

世界中で読み継がれてきたドクター・スースの名作絵本を、ＣＧアニメ映画化。

小さなホコリの上にある平和なダレダーレの国が、風に流されて空中に放り出さ

れてしまった。住人たちが助けを求める声を偶然耳にした心優しいゾウのホート

ンは、彼らを安全な場所へと連れて行くため旅に出る。 

 

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

Ｂ＆Ｇ「Ｂ＆Ｇ「Ｂ＆Ｇ「Ｂ＆Ｇ「親親親親とととと子子子子のふれあいのふれあいのふれあいのふれあいキャンプキャンプキャンプキャンプ」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

日常生活では体験できない自然体験プログラムを親と子が協力し、お互いが成長する

中で、“親と子のきずな”を一層深めることを目的に、「親と子のふれあいキャンプ」を

実施します。小野田自然塾代表 小野田寛郎 氏がキャンプ指導に参加予定です。 

●日時日時日時日時 ９月５日（土）午前１０時集合～６日（日）午後１時３０分解散 

●場所場所場所場所 美山自然文化村キャンプ場 ●定員定員定員定員 １０組２０人（先着順） 

●対象対象対象対象 親と子ども（中学生まで） 

●内容内容内容内容 アユつかみ、ウオークラリー、ナイトウオークなど 

●参加料参加料参加料参加料 １組３，０００円 ※当日現金でお支払いください。子ども２人以上の

参加は、１人につきプラス５００円。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ８月２６日（水）までに下記申込・問合せ先に電話、ＦＡＸで住所、

氏名、年齢、学校名、学年、性別、連絡先をご連絡の上、お申し込みください。 

●主催主催主催主催 南丹市教育委員会、園部海洋センター 

 

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

「「「「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」」」」のののの時間時間時間時間をををを変更変更変更変更しますしますしますします    

 

８月２９日（土）に開催の「大堰川カヌー教室」最終第４回目の開催時間を下記

のとおり変更します。夏休み最後の思い出にぜひご参加ください。 

●変更内容変更内容変更内容変更内容 （変更前）受付：午前９時、実習：午前１０時～正午 

（変更後）受付：午後１時、実習：午後２時～４時 

※その他詳細は、お知らせなんたん８４号をご確認いただくか、下記申込・問合せ

先にお問い合わせください。 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第８６号（３の２）平成２１年８月１４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） 



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    

 

＜園芸教室＞ 

●日時日時日時日時 ９月１０日（木）午後１時３０分～４時 ●場所場所場所場所 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 ●内容内容内容内容 秋まき草花、菊の仕上げなど 

●申込期限申込期限申込期限申込期限 ９月４日（金） 

＜グラウンド・ゴルフ大会＞ 

●日時日時日時日時 ９月１５日（火）午前９時～ ●場所場所場所場所 陸上競技場、補助競技場 

●定員定員定員定員 ２４０人 ●参加料参加料参加料参加料 １,５００円（弁当、茶付） 

●内容内容内容内容 個人戦６ラウンド ●申込期限申込期限申込期限申込期限 ９月８日（火） 

＜親と子の山村体験＞ 

●日時日時日時日時 ９月１９日（土）午後１時３０分～２０日（日）正午 ●場所場所場所場所 宿泊棟 

●定員定員定員定員 ５０人 ●参加料参加料参加料参加料 大人：５,０００円 、小学生：４,０００円（１泊３食付き） 

●対象者対象者対象者対象者 小学生と親 ●内容内容内容内容 稲刈り、天体観測など ●申込期限申込期限申込期限申込期限 ９月７日（月） 

※上記の教室などは下記申込・問合せ先まで電話、ＦＡＸでお申し込みください。 

＜写真コンクール＞ 

●テーマテーマテーマテーマ 「自然・スポーツ・遊びなど公園内で撮影されたもの」 

●応募期間応募期間応募期間応募期間 ９月１日（火）～３０日（水） 

●規格規格規格規格 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）、デジタルカメラでの撮影は、銀塩プリントで応募のこと。公園のＰＲに

使用する場合があるので、肖像権、著作権には注意してください。応募作品は、

原則返却しません。必要に応じ、ネガなどの提出をお願いします。 

●応募方法応募方法応募方法応募方法 作品名、住所、氏名、年齢、電話番号、撮影日を明記し、下記申込・

問合せ先にご応募ください。 

●表彰表彰表彰表彰 審査会を開き優秀作品を表彰 ●そのそのそのその他他他他 秋の公園まつりで展示 

 

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

平成平成平成平成２１２１２１２１年度第年度第年度第年度第２２２２回調理師試験準備講習会回調理師試験準備講習会回調理師試験準備講習会回調理師試験準備講習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    

 

●日時日時日時日時およびおよびおよびおよび科目科目科目科目 

１０月６日（火） １０月７日（水） 

受付 午前８時４５分～９時 受付 午前８時４５分～９時 

調理理論 午前９時～正午 公衆衛生学、衛生法規 午前９時～正午 

栄養学、食品学 午後１時～４時３０分 食品衛生学、食文化概論 午後１時～午後５時 

●場所場所場所場所 京都府立口丹波勤労者福祉会館 １階 第２会議室 

●受講料受講料受講料受講料 １５，０００円（テキスト、問題集を含む）※衛生協会員は１３，０００円 

●申込期間申込期間申込期間申込期間 ９月７日（月）～１１日（金） 

※詳細は、下記申込・問合せ先にお問い合わせください。 

 

◇申込・問合せ先 南丹食品衛生協会事務局（京都府南丹保健所内） TEL（0771）63-1519 

平成平成平成平成２１２１２１２１年度第年度第年度第年度第２２２２回調理師試験回調理師試験回調理師試験回調理師試験およびふぐおよびふぐおよびふぐおよびふぐ処理師試験処理師試験処理師試験処理師試験をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

 

＜平成２１年度第２回調理師試験＞ 

●日程日程日程日程 １０月２５日（日） ●場所場所場所場所 関西文理学院 ●受験手数料受験手数料受験手数料受験手数料 ６，１００円 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ９月７日（月）～１１日（金）までの間に受験願書を亀岡総合庁舎内の相談コ

ーナーまたは南丹保健所環境衛生室衛生・検査担当に提出してください。（郵送不可） 

＜平成２１年度ふぐ処理師試験＞ 

●日程日程日程日程 筆記１０月２５日（日）、実技１１月１日（日） ●場所場所場所場所 関西文理学院 

●受験手数料受験手数料受験手数料受験手数料 ６，５００円 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ９月１４日（月）～１８日（金）までの間に受験願書を亀岡総合庁舎内の相談

コーナーまたは南丹保健所環境衛生室衛生・検査担当に提出してください。（郵送不可） 

 

◇問合せ先 南丹保健所環境衛生室 TEL（0771）62-4754 

「「「「なんたんなんたんなんたんなんたん親子親子親子親子のすこやかなのすこやかなのすこやかなのすこやかな発達発達発達発達をををを考考考考えるえるえるえるセミナーセミナーセミナーセミナー」」」」参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

  
自閉症などの発達障がいについて理解を深め、地域ぐるみで子どもの発達を支え

る気運を高めることで、子も親も「すくすく、いきいき、のびのび」育ち合える地

域づくりを目指して、セミナーを開催します。 

●日時日時日時日時 ９月１４日（月）午前１０時３０分～午後０時３０分 

●場所場所場所場所 ガレリアかめおか 響ホール ●定員定員定員定員 ２５０人（先着順） 

●対象対象対象対象 子育て中の父母、祖父母、関係機関の方など関心のある方 

●内容内容内容内容 講演「ぼくには、ぼくのわけがある ～息子はイケイケ、パニッカー～」 

    講師 高阪正枝先生（「イケイケ、パニッカー －自閉症の子育てマンガ＆エッセイ」著者） 

●主催主催主催主催 京都府南丹保健所 ●共催共催共催共催 ＮＰＯ法人 発達障害を考える会 ぶどうの木 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ８月３１日（月）までに下記申込・問合せ先に電話でお申し込みくだ

さい。保育ルームあります（事前にお申し込みください） 

 

◇申込・問合せ先 京都府南丹保健所保健室 TEL（0771）62-4753 

京都京都京都京都サンガサンガサンガサンガＦＦＦＦ....ＣＣＣＣ....西京極西京極西京極西京極ホームゲームホームゲームホームゲームホームゲームごごごご招待招待招待招待    

 

●対象対象対象対象ゲームゲームゲームゲーム ９月２６日（土）午後６時キックオフ ＶＳ大宮アルディージャ 

●招待内容招待内容招待内容招待内容 ＳＢ自由席１００組２００人（多数の場合は抽選）  

●対象者対象者対象者対象者 南丹市内在住の方 ●申込締切日申込締切日申込締切日申込締切日 ９月４日（金）必着 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 往復はがきでお申し込みください。（はがき１枚で２人まで招待） 

      往信表面（送付先）〒610-0102 城陽市久世上大谷89-1 

               京都サンガＦ.Ｃ.「南丹市 ご招待」係 

      往信裏面 代表者の氏名（ふりがな）、住所、電話番号 

      返信表面 住所、氏名 

返信裏面 白紙のままお送りください 

※記入いただいた個人情報は厳重に管理し、第３者への提供はしません。 

※大人同伴の未就学児は、大人１人につき未就学児１人は入場券不要です。 

※申し込みは、１人１通でお願いします。 

●そのそのそのその他他他他 ①当選の発表は、入場券引換証の発送をもって代えさせていただきます。 

②招待席は車いす対応の席ではありません。 

③会場に駐車場はありません、公共交通機関をご利用ください。 

●後援後援後援後援 南丹市教育委員会 

 

◇申込・問合せ先 京都サンガＦ.Ｃ.営業企画部 TEL（0774）55-7603 

ふれあいふくしまつりふれあいふくしまつりふれあいふくしまつりふれあいふくしまつり健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり大会大会大会大会    協賛企業協賛企業協賛企業協賛企業････団体団体団体団体のののの募集募集募集募集    

 

１０月１７日（土）に氷室の郷（八木町氷所）において｢２００９南丹市やぎ･ふ

れあいふくしまつり健康づくり大会｣を開催します。本大会は、地域の障がい者施設

をはじめ、福祉施設、学校、ボランティアグループ、各種団体などの皆さんが、舞

台発表、手作り作品販売、模擬店などに参加されたり、｢健康づくり大会｣として体

力年齢測定、健康相談、南丹元気づくり体操の紹介などが行われたり、参加される

すべての人たちの｢ふれあいと交流｣を目的に実施しています。 

本大会の開催趣旨をご理解いただき、多くの企業や団体の皆さんにもご協力をお

願いします。協賛ならびに大会パンフレットなどへの広告掲載も受け付けています

ので、お申し出ください。 

 

◇問合せ先 2009南丹市やぎ・ふれあいふくしまつり健康づくり大会実行委員会 

（事務局：南丹市社会福祉協議会八木支所） TEL（0771）42-5480 

テニステニステニステニス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    

 

●日時日時日時日時 ９月８日から毎週火曜日（全８回）午後１時～４時  

●場所場所場所場所 京都府立口丹波勤労者福祉会館 体育館 ●内容内容内容内容 初心者、初級者対象の教室 

●対象対象対象対象 １８歳以上の初心者、初級者の府民 ●参加料参加料参加料参加料 ８，０００円（８回分）  

●申込方法申込方法申込方法申込方法 下記申込・問合せ先に電話、ＦＡＸ、郵送または直接来館してお申し

込みください。 

●後援後援後援後援 南丹市教育委員会 

 

◇申込・問合せ先 ＮＰＯ法人八木町スポーツ協会 口丹波勤労者福祉会館 

〒629-0134 南丹市八木町西田金井畠9 

TEL（0771）42-5484 FAX（0771）42-5684 

あけぼのあけぼのあけぼのあけぼの学園八木寮学園八木寮学園八木寮学園八木寮『『『『夏夏夏夏まつりまつりまつりまつり』』』』をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

夏の夜の思い出作りに、ぜひあけぼの学園の「夏まつり」に遊びに来てください。 

●日時日時日時日時 ８月２２日（土）午後５時～７時４５分 ●場所場所場所場所 あけぼの学園八木寮グラウンド 

●内容内容内容内容 京都・八木よさこい（よさこい踊り）、JAすみれ（大正琴の演奏）、ビンゴ大会、

ゲームコーナー（改造三輪車、ビー玉投げ、スマートボール、ヨーヨー釣り）、飲食コ

ーナー（カレーライス、フランクフルト、焼きそば、たこ焼き、かき氷、クレープ） 

  

◇問合せ先 あけぼの学園八木寮 TEL（0771）42-5381 

「「「「リサイクルマーケットリサイクルマーケットリサイクルマーケットリサイクルマーケット宝島宝島宝島宝島」」」」のののの出店者出店者出店者出店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 

 

ひよし水の杜フェスタ２００９の会場で開催する「リサイクルマーケット宝島」

（フリーマーケット）の出店者を募集します。 

●●●●日時日時日時日時 １０月２５日（日）午前１０時～午後３時 

●●●●場所場所場所場所    スプリングスパーク（ひよし水の杜フェスタ２００９会場内） 

●●●●募集募集募集募集ブースブースブースブース ３０ブース（１ブース４ｍ×３ｍ）※１グループにつき１ブース限定 

●●●●出店料出店料出店料出店料 ３，０００円（１ブース。当日集金） 

●●●●出店資格出店資格出店資格出店資格 ①素人で、家庭で眠っている物、手作り品を自ら搬入搬出販売できる方、

②代表・責任者が１８歳以上の個人またはグループ、③露天商、販売業者などのプロ

はお断りします。※詳細は「出店要領」をご覧ください。 

●●●●出店申込書出店申込書出店申込書出店申込書およおよおよおよびびびび出店要領出店要領出店要領出店要領のののの請求請求請求請求    はがきまたはＦＡＸに、郵便番号、住所、代

表者氏名、電話番号、ＦＡＸ番号を明記し、「リサイクルマーケット出店要領請求」

と記入の上、下記まで請求してください。電話での請求は受け付けません。    

●●●●申込期間申込期間申込期間申込期間  ９月１日（火）～３０日（水） 

・出店申込書を郵送または持参してください。（ＦＡＸ送付不可） 

・先着順とし、予定ブース数に達すれば期間内であっても受付を終了します。 

 

◇請求・申込・問合せ先 社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会日吉支所 

〒629-0301  南丹市日吉町保野田垣ノ内6-4 

TEL（0771）72-0947 FAX（0771）72-0732 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成平成平成平成２１２１２１２１年度中小企業優良従業員表彰年度中小企業優良従業員表彰年度中小企業優良従業員表彰年度中小企業優良従業員表彰をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

 

京都府では、毎年、中小企業の優良従業員に対する知事表彰を行っています。本

年の表彰申請の受付を次のとおり実施します。 

●受賞資格受賞資格受賞資格受賞資格のののの概要概要概要概要 中小企業の従業員で、次に揚げるすべての要件を備えている従

業員の方が被表彰者の対象です。 

①平成２１年８月３１日現在で、同一企業に満２５年以上勤務している方 

②専心その業務に励んでいる方 

③特に研究心がおう盛で、かつ、技術に優れ、他の模範となる方 

④特に勤務成績が優秀で他の模範となる方 

⑤刑罰（刑事事件で現在係争中のものを含む）を受けていない方 

⑥これまでに、永年勤続の知事表彰を受けていない方 

※会社役員、個人企業の共同経営者（事業主と親子、配偶者の関係など含む）は対象外です。 

※当表彰の中小企業は、次の表の区分によります。 

業種 資本金 従業員数 

小売業 5000万円以下 50人以下 

サービス業 5000万円以下 100人以下 

卸売業 1億円以下 100人以下 

工業、鉱業、運送業、建設業、その他 3億円以下 

ま

た 

は 

300人以下 

●表彰申請表彰申請表彰申請表彰申請従業員数従業員数従業員数従業員数 １企業５人以内 

●申請方法申請方法申請方法申請方法 ８月２１日（金）午後５時（必着）までに申請書を商工観光課へ提出。 

※詳しい表彰要領および申請書は商工観光課にありますので、必要な場合はご請求くだ

さい。市のホームページ（http://www.city.nantan.kyoto.jp/）からも取得できます。 

●表彰表彰表彰表彰のののの決定決定決定決定 中小企業関係表彰等審査委員会の審査などを経て知事が決定します。 

 

◇問合せ先 京都府ものづくり振興課 TEL 075-414-4851 

商工観光課 TEL（0771）68-0050 

職場職場職場職場でのでのでのでのトラブルトラブルトラブルトラブルのののの解決解決解決解決をおをおをおをお手伝手伝手伝手伝いしますいしますいしますいします    

 

専門の相談員が、解雇・雇止め、退職勧奨、労働条件切り下げ、いじめ・嫌がら

せ、その他さまざまな職場でのトラブルの解決のため、労働者、事業主のどちらか

らの相談についても無料で対応します。関係法令、判例などの情報提供などの援助

を行い、事案により、京都労働局長の助言・指導、紛争調整委員会によるあっせん

を受け付けています。 

＜総合労働相談コーナー＞ 

●園部総合労働相談コーナー（園部労働基準監督署内） TEL（0771）62-0567 

●京都駅前総合労働相談コーナー TEL 075-342-3553、ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-829-100 

●京都労働局総合労働相談コーナー TEL 075-241-3221 

 

◇問合せ先 商工観光課 TEL（0771）68-0050 

普通救命講習会受講者普通救命講習会受講者普通救命講習会受講者普通救命講習会受講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    

 

あなたも大切な命を救うため、勇気を出して普通救命講習会に参加してみませんか。 

日時 場所 定員 内容 

９月６日（日） 

午前９時～正午 

＜八木会場＞ 

南丹市消防団八木支団 

南分団詰所 

２０人 

９月１２日（土） 

午後１時３０分～４時３０分 

＜京丹波会場＞ 

京丹波町中央公民館 

２０人 

９月１３日（日） 

午前９時～正午 

＜園部会場＞ 

園部消防署 

２０人 

人工呼吸 

心臓マッサージ 

除細動（AED） 

止血法 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 各開催日の前日までに下記申込・問合せ先に電話でお申し込みください。

●参加費参加費参加費参加費 無料 ●そのそのそのその他他他他 定員になり次第締め切ります。 

 

◇問合せ先 （八木会場）園部消防署 八木出張所 TEL（0771）42-3119 

      （京丹波会場）園部消防署 丹波出張所 TEL（0771）82-0119 

（園部会場）園部消防署 救急係 TEL（0771）62-0119 

生産緑地地区生産緑地地区生産緑地地区生産緑地地区のののの指定指定指定指定にににについてついてついてついて地元説明会地元説明会地元説明会地元説明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    

 

●生産緑地地区生産緑地地区生産緑地地区生産緑地地区とはとはとはとは 市街化区域内（園部町市街地、八木町市街地）の「営農農地」に

おいて、保全する「農地」として指定することにより、都市の緑地機能等を確保する

ものです。平成１８年に４町が合併し、南丹市が誕生しましたが、この「生産緑地地

区の指定」は、市発足から５年以内に施行する必要があるため、現在、平成２２年度

をめどに都市計画制度のひとつである生産緑地地区指定手続きを進めています。生産

緑地地区内の農地は農地課税となります。生産緑地地区の指定に際しては、土地所有

者などが申請された後、指定要件に合致する農地が生産緑地として指定されます。 

●説明会説明会説明会説明会日時日時日時日時・・・・場所場所場所場所    

地域 日時 場所 

９月３日（木）午後８時～９時 園部北部コミュニティセンター 

９月１５日（火）午後８時～９時 園部南部コミュニティセンター 園部町域 

９月２８日（月）午後８時～９時 南丹市役所２号庁舎 ３階 大会議室 

９月８日（火）午後８時～９時 南広瀬公民館 

９月１６日（水）午後８時～９時 本郷地区コミュニティ会館 八木町域 

９月２９日（火）午後８時～９時 南丹市役所八木支所 ３階 文化ホール 

●対象指定地区対象指定地区対象指定地区対象指定地区 市街化区域内（園部町市街地、八木町市街地）の「営農農地」 

 

◇問合せ先 （生産緑地地区に関すること） 都市計画課 計画・指導係 TEL（0771）68-0052 

（農地に関すること） 農業委員会 TEL（0771）68-0067 

（税に関すること） 税務課 資産税係 TEL（0771）68-0004 

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    

 

＜すてきな話し方教室＞ 

心で伝える、心で聞く、人と人のつながりは「ことば」、人の心を豊かにするのも

「ことば」です。すてきな話し方を一緒に学びませんか。 

●日時日時日時日時 ９月４日、１８日、１０月２日、１６日（各金曜日）午前１０時～１１時３０分 

●場所場所場所場所 園部公民館 ３階 中研修室 ●受講料受講料受講料受講料    １，０００円（全４回） 

●対象者対象者対象者対象者 南丹市在住、在勤の成人 ●定員定員定員定員 １５人（先着順） 

●申込期間申込期間申込期間申込期間 ８月１８日（火）～３１日（月） 

＜社会人ハングル教室＞ 

ハングルに興味をもっておられる方、あいさつからのスタートです。異なる文化

や習慣をもった先生のもと、楽しくハングルの一歩を一緒に学びませんか。 

●日時日時日時日時 ９月１６日～１１月２５日（毎週水曜日）（9/23を除く）午後２時～３時３０分 

●場所場所場所場所 園部公民館 ３階 小研修室 ●受講料受講料受講料受講料 ２，０００円（全１０回） 

●対象者対象者対象者対象者 南丹市在住・在勤の成人 ●講師講師講師講師 徐 希寧（ソウ ヒヨン）氏 

●定員定員定員定員 １５人（先着順） ●申込期間申込期間申込期間申込期間 ９月１日（火）～１１日（金） 

＜教室申込方法＞  

申込期間内に、下記申込・問合せ先まで電話で住所、氏名、電話番号、郵便番号

をご連絡の上、お申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 園部公民館 TEL（0771）63-5820 

未成年心身障害者年金未成年心身障害者年金未成年心身障害者年金未成年心身障害者年金、、、、在宅重度身体障害者介護者激励金在宅重度身体障害者介護者激励金在宅重度身体障害者介護者激励金在宅重度身体障害者介護者激励金のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

＜未成年心身障害者年金（助成金額：年額２万円）＞  

未成年の心身障がい者および保護者の負担軽減を図るため、年金（助成金）を支給します。 

●支給対象者支給対象者支給対象者支給対象者 住民税非課税世帯で、次のすべてに当てはまる方 

①住居 平成２１年４月１日現在において市内に３年以上居住  

②年齢 平成２１年４月１日現在において２０歳未満 

③障がいの範囲 身体障害者手帳１～２級か療育手帳所持者または日常生活を著

しく制限されているか介護の必要がある方 

●申請方法申請方法申請方法申請方法 ９月４日（金）までに下記申請・問合せ先に申請してください。 

＜在宅重度身体障害者介護者激励金（助成金額：年額６万円）＞ 

 重度身体障がい者を在宅で介護されている方を対象に、激励金を支給します。 

●支給対象者支給対象者支給対象者支給対象者 住民税非課税世帯で、次の両方に当てはまる方 

①重度身体障がいにより寝たきりの状態が６カ月以上継続している２０歳以上 

６５歳未満の障がい者を介護している方。※民生委員による確認が必要 

②重度身体障がい者と介護者の双方が、基準日（平成２１年８月１日）に市内在住 

ただし、次のいずれかに当てはまる場合は、支給対象になりません。 

・基準日において、施設に入所している場合 

・基準日において、病院などに引き続き３カ月以上入院している場合 

・介護者または障がい者が、基準日の６カ月以内に市外から転入された場合 

●申請方法申請方法申請方法申請方法 下記申込・問合せ先に備え付けの申請用紙に、民生委員の証明を受け、

９月４日（金）までに下記申込・問合せ先に申請してください。 

 

◇申請・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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