
献血献血献血献血・・・・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。 

日時 場所 

９月１６日（水） 午前９時３０分～１１時３０分 八木公民館 

９月１７日（木） 午前１０時～１１時３０分 

午後０時３０分～３時３０分 
京都府園部総合庁舎 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

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。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（（（（９９９９月月月月・・・・１０１０１０１０月分月分月分月分））））    

日程 内容 地区名 場所 

９月１１日(金) 茶話会 園部 憩いの家（園部町） 

９月１６日(水) 遠足 八木 京都駅周辺 

９月２４日(木) ボウリング 美山 アルプラザ亀岡 

９月２５日(金) ウオーキング 園部 日吉ダム・府民の森周辺 

９月２８日(月) 文化祭作品作り 日吉 山野草の森（京丹波町） 

１０月９日(金) 茶話会 園部 憩いの家（園部町） 

１０月２１日(水) バドミントン 八木 園部スポーツセンター 

１０月２２日(木） 森林浴 美山 五波谷（美山町） 

１０月２７日(火） 秋の遠足 園部・日吉 源氏物語ミュージアム（宇治市） 

※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 

人権教育講座第人権教育講座第人権教育講座第人権教育講座第２２２２講講講講をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

平成２１年度南丹市人権教育講座第２講を下記のとおり開催します。お気軽に受

講いただきますようお知らせします。 

●日時日時日時日時 ９月１７日（木）午後７時３０分～９時 ●場所場所場所場所 園部公民館 大ホール 

●演題演題演題演題 「多民族・多文化の共生社会の創造 －在日外国人の法的地位と人権－」 

●講師講師講師講師 弁護士 丹羽雅雄 氏  

●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 会場（園部公民館）は、駐車台数に制限がありますので、南丹市役所の

駐車場をご利用ください。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 

南丹市臨時職員南丹市臨時職員南丹市臨時職員南丹市臨時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    

 

●職種職種職種職種 一般事務（パソコン操作のできる方）３人 ●賃金賃金賃金賃金 日額５，７６０円 

●勤務場所勤務場所勤務場所勤務場所 南丹市役所本庁（農業委員会事務局） 

●勤務日勤務日勤務日勤務日 毎週月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 

●提出書類提出書類提出書類提出書類 （１）臨時職員登録申込書（人事秘書課に備え付け） 

（２）履歴書（市販、横書きのもの、写真貼付） 

●任用期間任用期間任用期間任用期間 平成２１年９月上旬～平成２２年２月２８日 

●申込期間申込期間申込期間申込期間 ８月３１日（月）から（定員になり次第締め切ります） 

●申込申込申込申込方法方法方法方法 上記提出書類を人事秘書課に持参してください。（郵送不可） 

※１０月以降に任用する臨時職員の登録も受け付けていますので、お問い合せください。 

 

◇問合せ先 人事秘書課 人事係 TEL（0771）68-0008 

地域力再生地域力再生地域力再生地域力再生プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト支援事業交付金支援事業交付金支援事業交付金支援事業交付金についてについてについてについて    

 

 京都府では、地域に暮らす人々が、協働して暮らしやすい魅力的な地域にするた

め、自分たちで考えて行動する「地域力再生活動」に対して、交付金の支給を行っ

ています。平成２１年度第２回目の募集が下記のとおり行われますのでお知らせし

ます。事業の詳しい内容などは、下記問合せ先までお問い合わせください。 

●名称名称名称名称 京都府地域力再生プロジェクト支援事業交付金  

●対象団体対象団体対象団体対象団体 地域住民が主体的に参画し、地域力再生に取り組む団体（営利を主と

する団体や特定の政治、思想、暴力団などにかかわる団体は対象外） 

●対象事業対象事業対象事業対象事業 環境保全活動、子育て支援活動、共助型福祉活動、防災・防犯活動、地域

美化活動、地域産業おこし、地域商業の活性化、農村・都市交流活動、地

域スポーツ振興、地域文化活動、地域行催事、その他特に認める活動  

※要件として「地域性」「公共性」「自立性・持続性」「熱意・主体性」「新たな取組

や拡充（新たな工夫を含む）、再興」を有していること。 

●交付率交付率交付率交付率などなどなどなど 〔交付（補助）率〕 交付対象事業費の原則３分の１以内 

       〔交付限度額〕   ソフト事業…２００万円以内 

                 ハード事業…２００万円以内 

※上記額と合わせて、（財）京都府市町村振興協会から、別途３分の１以内に相当す

る額が交付されます。 

●募集期間募集期間募集期間募集期間 ９月１日（火）～３０日（水） 

●事前相談窓口事前相談窓口事前相談窓口事前相談窓口 京都府総務部自治振興課（TEL：075-414-4452） 

        京都府南丹広域振興局企画総務部企画振興室（TEL：0771-24-8430） 

●そのそのそのその他他他他 詳細および申請書類は、京都府のホームページからダウンロードできます。

（http://www.pref.kyoto.jp/chiikiryoku/） 

 

◇問合せ先 企画推進課 TEL（0771）68-0003 

『『『『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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第８７号（２の１）平成２１年８月２８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  

――――    ２の1111 枚目枚目枚目枚目    （緑色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・地域力再生プロジェクト支援事業交付金について 

・『振り込め詐欺』にご注意ください！ 

・南丹市臨時職員を募集します 

・献血・骨髄ドナー登録にご協力ください 

・平成２１年度南丹市グループワーク事業のお知らせ 

・人権教育講座第２講を開催します 

【 裏 】 ・「南丹市介護者交流事業」のご案内 

・神経・筋難病個別相談のご案内 

・「高齢者･障害者の人権あんしん相談」電話相談所を開設します 

・届いていますか「きょうと府民だより」（京都府広報紙） 

・９月１１日は「警察相談の日」です 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

・なんたんテレビ番組表（９月１日～１５日） 

―――― ２の２２２２枚目枚目枚目枚目 （オレンジ色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・長谷川義史絵本ライブを開催します 

・郷土資料館秋季企画展「胡麻日吉神社の馬かけ神事」 

・ハートフルタウン内林の宅地分譲のご案内 

・多重債務無料法律相談のご案内 

・南丹浄化センター施設を公開します 

・地上デジタル放送受信用簡易チューナーの支援について 

・「要約筆記教室」の受講者を募集します 

・高齢者のための「植木剪定講習会」を開催します 

・なんたんテレビのキャラクターを募集します!! 

【 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） 



「「「「南丹市介護者交流事業南丹市介護者交流事業南丹市介護者交流事業南丹市介護者交流事業」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

在宅で高齢者を介護されている方の心身のリフレッシュを目的に、介護者の交流

会を実施します。介護されている方同士で楽しく会食をしながら、癒やしのひとと

きを過ごしませんか？皆さんお誘い合わせの上、ご参加ください。 

●日時日時日時日時 １０月３日（土）午前１１時～午後２時３０分 ●参加費参加費参加費参加費 ５００円 

●場所場所場所場所 美山文化ホール 大ホール ●対象者対象者対象者対象者 在宅で高齢者を介護されている方 

●内容内容内容内容 ①交流会（懇談と会食） 

②コンサート（「カスティージョ・デ・アンデス」による南米民族音楽演奏） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ９月１８日（金）までに、下記申込・問合せ先まで電話でお申し込み

ください。会場までの送迎を希望される方は申込時にご相談ください。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市社会福祉協議会 本所 TEL（0771）72－0950 

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

         日吉 TEL（0771）72-0947 美山 TEL（0771）75-0020 

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    

 

＜薬草教室＞ 

●日時日時日時日時 １０月５日（月）～６日（火） ●場所場所場所場所 丹波自然運動公園一円 

●定員定員定員定員 ５０人 ●参加料参加料参加料参加料 ５，５００円（１泊３食、体験料含む） 

●内容内容内容内容 公園内に自生する薬草の観察と効用、服用方法を学ぶ 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ９月２８日（月）までにはがき、ＦＡＸでお申し込みください。 

＜あっぱれたんぼ稲刈りイベント＞ 

 現在米と古代米（赤米、黒米など）で「カエル」と「太陽」を描いた「あっぱれたん

ぼ」の稲刈りイベント（手刈り）を行いますので、多数ご参加ください。参加料無料。 

●日時日時日時日時 １０月１０日（土）午前９時３０分～ ●場所場所場所場所 球技場隣接の田んぼ 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ９月３０日（水）までに、はがき、ＦＡＸ、Ｅメールで、住所、氏名、

年齢、電話番号を記入の上、お申し込みください。 

＜グラウンド・ゴルフのつどい＞ 

●日時日時日時日時 ９月４日（月例会）、１１日、１８日、２５日（各金曜日）午前９時～正午 

●場所場所場所場所 球技場 ●参加料参加料参加料参加料    ２００円（当日徴収） ●そのそのそのその他他他他 当日受付 

＜スポーツを楽しもう＞ 

●日時日時日時日時 ９月８日（火）午前９時～ 卓球を楽しもう（３００円）     

           午後１時３０分～ 障害者スポーツのつどい（無料） 

           午後６時～ スポーツの夕べ（３００円） 

●場所場所場所場所 体育館 ●そのそのそのその他他他他 申し込み不要 

 

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

                  Ｅメール kouen@kyoto-tanbapark.or.jp 

９９９９月月月月１１１１１１１１日日日日はははは「「「「警察相談警察相談警察相談警察相談のののの日日日日」」」」ですですですです    

 

 警察は、犯罪などによる被害の未然防止に関する相談、その他府民の安全につい

ての相談に応じています。緊急の事件、事故以外の相談は、１１０番ではなく警察

相談専用電話「＃９１１０」をご利用ください。 

 

◇問合せ先 南丹警察署広聴相談係 TEL（0771）62-0110 

届届届届いていていていていいいいますかますかますかますか「「「「きょうときょうときょうときょうと府民府民府民府民だよりだよりだよりだより」（」（」（」（京都府広報紙京都府広報紙京都府広報紙京都府広報紙））））    

 

京都府が発行している「きょうと府民だより」は、毎月１日に新聞折り込み（京

都、朝日、読売、毎日、産経、日経の各新聞）により、皆さんのご家庭にお届けし

ています。新聞を購読されていないなどの理由で届いていない場合、ご連絡いただ

ければ無料でお送りします。また、府内在住の視覚障がいのある方を対象に点字版、

文字拡大版、テープ版、デイジー版（ＣＤ）も発行しています。ご希望の方は下記

問合せ先までご連絡ください。 

 

◇問合せ先 京都府広報課 TEL（075）414-4074 

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 場所 

１０月１６日（金）午前１０時～午後４時 京丹波町和知高齢者コミュニティセンター 

１１月６日（金）午前１０時～午後４時 京丹波町瑞穂保健福祉センター 

●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 ・筋肉がやせる・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 

●担当医担当医担当医担当医 （独）国立病院機構宇多野病院 神経内科 須藤慎治 医長 

●定員定員定員定員 ７人（予約制：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 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ９月３０日（水）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 京都府南丹保健所 保健室 TEL（0771）62-2979 

「「「「高齢者高齢者高齢者高齢者････障害者障害者障害者障害者のののの人権人権人権人権あんしんあんしんあんしんあんしん相談相談相談相談」」」」電話相談所電話相談所電話相談所電話相談所をををを開設開設開設開設しますしますしますします    

 

京都地方法務局および京都府人権擁護委員会連合会では、高齢者や障がい者に対

する身体的・心理的・性的虐待、経済的搾取（さくしゅ）、いじめ・いやがらせなど

に対応できる電話相談を開設します。このような人権侵害が疑われる事案を見たり

聞いたり感じたりしたら、遠慮なく情報をお寄せください。人権擁護委員が秘密厳

守で電話による相談に応じます。相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。 

●日時日時日時日時 ９月６日（日）～１２日（土） 

    （平日）午前８時３０分～午後７時、（土日）午前１０時～午後５時 

●場所場所場所場所 京都地方法務局人権擁護課内 TEL 075-231-2001（指定時間内直通電話） 

 

◇問合せ先 京都地方法務局人権擁護課 TEL 075-231-0131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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９月１日～９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 

 

スクールフェイス 

「園部小学校 そのべ夏まつり 鼓笛パレード」 

「すこやか学園 お楽しみ会」 

    

９９９９月月月月１１１１日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

３日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

図書館だより  

～９月新刊のご案内～ 

    

９９９９月月月月３３３３日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

４日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

５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 

    

９９９９月月月月５５５５日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

６日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

７日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

８日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

 

スクールフェイス 

「聖家族幼稚園 年長児 お楽しみ会」 

「八木東幼児学園 夕涼み会」 

    

９９９９月月月月８８８８日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

９日（水)  7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１０日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

月イチきょうと府 

京都府の主要な施策や話題をお送りする情報番組 

    

９９９９月月月月１０１０１０１０日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１１日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１２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 

    

９９９９月月月月１２１２１２１２日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１３日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１４日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１５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 お楽しみ会」 

「日吉保育所 ５才児 おとまり保育」 

    

９９９９月月月月１５１５１５１５日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１６日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１７日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

テレビ週報 

（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 

****************************************************** 

★ 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（なんたんネットワー

ク）をご覧ください。 

 



ハートフルタウンハートフルタウンハートフルタウンハートフルタウン内林内林内林内林のののの宅地分譲宅地分譲宅地分譲宅地分譲のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

都市計画区域内の道路や公園・河川など公共施設を整備し、健全で良好な市街地

を整備する土地区画整理事業を推進しています。現在、ハートフルタウン内林では

安心してお住まいいただける良好な住宅地を分譲しています。マイホームをお考え

で良好な宅地をお探しの方は下記までお問い合わせください。 

●分譲地分譲地分譲地分譲地 南丹市園部町内林町地内 ●申込要件申込要件申込要件申込要件 特になし ●後援後援後援後援  南丹市 

●仮申込方法仮申込方法仮申込方法仮申込方法  下記申込・問合せ先に備え付けの仮申込用紙に必要事項を記入の上、

お申し込みください。仮申し込みは３カ月間有効で無料です。契約時に分譲価額

の１割を入金いただきます。 

 

◇申込・問合せ先  内林町土地区画整理組合（都市計画課 区画整理係内）  

TEL（0771）68-0052 

長谷川義史絵本長谷川義史絵本長谷川義史絵本長谷川義史絵本ライブライブライブライブをををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

「おじいちゃんのごくらくごくらく」や「ぼくがラーメンたべてるとき」などの作

品でおなじみの絵本作家・長谷川義史氏による絵本ライブを開催します。 

●日時日時日時日時 ９月５日（土）午後１時３０分～３時 ●場所場所場所場所 美山文化ホール 

●参加費参加費参加費参加費 無料 ●定員定員定員定員 １５０人（入場整理券を最寄りの図書館で配布しています） 

●参加資格参加資格参加資格参加資格 原則、南丹市在住、在勤、在学の方  

●主催主催主催主催 南丹市立図書館、南丹市図書館教育推進連絡会 

 

◇問合せ先 中央図書館 TEL（0771）68-0080 

郷土資料館秋季企画展郷土資料館秋季企画展郷土資料館秋季企画展郷土資料館秋季企画展「「「「胡麻日吉神社胡麻日吉神社胡麻日吉神社胡麻日吉神社のののの馬馬馬馬かけかけかけかけ神事神事神事神事」」」」    

 

日吉町胡麻の日吉神社では１０月１８日（日）に、南丹市指定無形民俗文化財「胡

麻日吉神社の馬かけ」が行われます。郷土資料館では前夜から始まる宮篭り（みや

こごり）から日吉神社前の馬かけまでの神事の様子や、江戸時代に神事で使用され

た馬具や甲冑（かっちゅう）、地域に残るさまざまな資料を紹介します。 

●開催期間開催期間開催期間開催期間 ９月５日（土）～１０月１２日（月・祝） ●場所場所場所場所 日吉町郷土資料館 

●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） 

●入館料入館料入館料入館料 大人：２００円、高校・大学生：１５０円、小中学生：１００円 

（２０人以上の団体は２割引） ※南丹市在住の小中学生は入館無料 

●休館日休館日休館日休館日 毎週火曜・水曜日（９月２２日、２３日は開館)、９月２４日（木）、２５日（金） 

●臨時休館日臨時休館日臨時休館日臨時休館日 ９月３日（木）、４日（金）、１０月１５日（木）、１６日（金） 

 

◇問合せ先 日吉町郷土資料館 TEL（0771）72-1130 

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。 

●日時日時日時日時 ９月８日（火）、２９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 開催日の前日までに下記申込・問合せ先にお申し込みください。 

 

◇問合せ先 商工観光課 TEL（0771）68-0050 各支所産業建設課 

南丹広域振興局商工労働観光室 TEL（0771）23-4438 

なんたんなんたんなんたんなんたんテレビテレビテレビテレビののののキャラクターキャラクターキャラクターキャラクターをををを募集募集募集募集しますしますしますします!!!!!!!!    

 

南丹市情報センター《なんたんテレビ》の皆さんに愛されるキャラクターを募集

します。入賞作品を基にキャラクター化し、なんたんテレビの番組内での使用やグ

ッズ化など、さまざまな展開を予定しています。 

●応募資格応募資格応募資格応募資格 南丹市在住、在勤、在学の個人または団体など。（国籍、年齢など不問） 

●応募方法応募方法応募方法応募方法 南丹市情報センター、市役所本庁・各支所、図書館などに備え付けの

応募用紙に必要事項を記入の上、９月３０日（水）までに情報センターに郵送、

または持参してください。（画像データをＣＤ-Ｒなどのメディアでの提出可能） 

※作品は未発表のものに限り、１人につき何点でも応募できますが、１つの作品に

つき１枚の応募用紙が必要です。なお、作品の返却はしません。 

※応募作品に関する一切の権利は、南丹市情報センターに帰属します。 

●表彰表彰表彰表彰 優秀賞１人、佳作３人（賞状と副賞授与） 

※入賞者の発表は１０月下旬を予定。入賞された方に連絡します。なお審査過程に

おける問い合わせには応じられません。 

 

◇応募・問合せ先 南丹市情報センター TEL（0771）63-1777 

南丹浄化南丹浄化南丹浄化南丹浄化センターセンターセンターセンター施設施設施設施設をををを公開公開公開公開しますしますしますします    

 

第４９回下水道の日にちなみ、京都府の主催で南丹浄化センターを公開します。下水

道の仕組みを学習していただく良い機会です。ご家族おそろいでご来場ください。 

●日時日時日時日時 ９月１２日（土）午前９時３０分～午後３時３０分 ●場所場所場所場所 南丹浄化センター 

●内容内容内容内容 微生物観察コーナー、水洗化相談コーナー、お楽しみコーナー（金魚すくい）など 

●そのそのそのその他他他他 希望者にエコ・京レンガ（４個）進呈 

 

◇問合せ先 南丹浄化センター TEL（0771）42-5922 

     下水道課 TEL（0771）68-005 

地上地上地上地上デジタルデジタルデジタルデジタル放送受信用簡易放送受信用簡易放送受信用簡易放送受信用簡易チューナーチューナーチューナーチューナーのののの支援支援支援支援についてについてについてについて    

 

総務省では、平成２３年７月２４日の地上デジタル放送への移行に向けて、ＮＨ

Ｋの受信料の全額免除を受けておられる世帯に対して、現在お持ちのアナログテレ

ビに取り付ける「簡易チューナー」の無償給付を行います。また、アンテナ改修な

どが必要な場合には、無償で改修も行います。 

●対象対象対象対象となるとなるとなるとなる世帯世帯世帯世帯 ＮＨＫの受信料の全額免除を受けておられる世帯 

①身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方を含む世帯

で、世帯全員が市町村民税非課税の世帯 

②生活保護受給世帯 

③社会福祉事業施設入所者 

●注意点注意点注意点注意点 

①支援申し込みには、ＮＨＫと受信契約を結び、全額免除の適用を受けることが必要です。 

②支援は現物給付です。ご自身で購入されたチューナーやアンテナなどは、支援の対象とな

りません。 

③すでに地上デジタル放送を視聴されている世帯は支援の対象となりません。  

●そのそのそのその他他他他 支援開始時期は平成２１年秋を予定していますが、申込先・受付時期な

どが未定のため、決定後にあらためてお知らせします。   

 

◇問合せ先 （支援制度全体）総務省地デジコールセンター TEL 0570-070-101 

（ＮＨＫとの受信契約）ＮＨＫ視聴者コールセンター TEL 0570-077-077 

「「「「要約筆記教室要約筆記教室要約筆記教室要約筆記教室」」」」のののの受講者受講者受講者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    

 

●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 ●受講料受講料受講料受講料 無料（練習ドリルなど一部教材費は必要） 

●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。 

※詳細は、お知らせなんたん８６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。 

 

◇申込・問合せ先 ふない聴覚言語障害センター TEL（0771）63-6448 

高齢高齢高齢高齢者者者者のためののためののためののための「「「「植木植木植木植木剪定剪定剪定剪定

せんてい

講習会講習会講習会講習会」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

                
就職・就業を希望する高齢者の方に、知識・技術を身に付けていただきます。 

●日時日時日時日時 １０月７日（水）、８日（木）、１４日（水）、１５日（木）、１６日（金） 

    午後１時～５時（全５回、合計２０時間） 

●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館など ●受講料受講料受講料受講料 無料（ただし、交通費は自己負担） 

●対象対象対象対象 南丹市在住のおおむね６０～７０歳で全日出席できる方  

●定員定員定員定員 ３０人（先着順） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ９月１８日（金）までに下記申込・問合せ先の窓口まで印鑑をご持参

の上、お越しください。申請書は窓口に備え付けています。 

 

◇申込・問合せ先 （財）南丹市福祉シルバー人材センター 本所 TEL（0771）63-5320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第８７号（２の２）平成２１年８月２８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） 


