
南丹南丹南丹南丹ものづくりものづくりものづくりものづくりのののの祭典祭典祭典祭典にいらっしゃいませにいらっしゃいませにいらっしゃいませにいらっしゃいませ！！！！    

 
今年の秋は南丹市が面白い！来て、見て、食べて、学んで、遊ぶ！南丹市の「ものづくり力」を総集する楽しいイベントが盛りだくさん。ご家族そろって、いらっしゃいませ！ 

【京都新光悦村 会場】                            【京都伝統工芸大学校 会場】      ※都合により予定を変更する場合があります。 

10月31日 午前10時～ 「「「「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」」」」オープニングセレモニーオープニングセレモニーオープニングセレモニーオープニングセレモニー     10月28日（水） 第第第第26262626 回伝統的工芸品月間国民会議全国大会記念式典回伝統的工芸品月間国民会議全国大会記念式典回伝統的工芸品月間国民会議全国大会記念式典回伝統的工芸品月間国民会議全国大会記念式典    

（土）  工芸職人作品展示工芸職人作品展示工芸職人作品展示工芸職人作品展示・・・・即売会即売会即売会即売会     TASKTASKTASKTASK 祭祭祭祭・・・・全国高校生全国高校生全国高校生全国高校生クリエイティブクラフトクリエイティブクラフトクリエイティブクラフトクリエイティブクラフト展展展展    

  南丹味南丹味南丹味南丹味わいわいわいわいスクエアスクエアスクエアスクエア（軽食・飲料・菓子などの販売）  （学生作品展示・体験と、高校生から公募した作品展を同時開催） 

  南丹掘南丹掘南丹掘南丹掘りりりり出出出出しものしものしものしものマーケットマーケットマーケットマーケット     京都新京都新京都新京都新ものづくりものづくりものづくりものづくり創造創造創造創造フェアフェアフェアフェア    

  南丹文化体験百貨店南丹文化体験百貨店南丹文化体験百貨店南丹文化体験百貨店（地域に伝わる伝統体験コーナー）  

10月28日（水）～ 

11月1日（日） 

（伝統と先端の融合による新しい作品の展示・コンペティション） 

  京京京京のののの伝統工芸伝統工芸伝統工芸伝統工芸こどもこどもこどもこども教室教室教室教室2009200920092009 展展展展     10月31日（土）・11月1日（日） 南南南南丹食丹食丹食丹食のののの祭典祭典祭典祭典（地元産品の販売・コンテストなど） 

  （こども教室で子どもたちが作った茶道具が並びます）  午前10時～（両日とも） ※11/1（日）にコンテストの結果発表・表彰 

 南丹南丹南丹南丹なつかしのなつかしのなつかしのなつかしの紙芝居紙芝居紙芝居紙芝居コーナーコーナーコーナーコーナー（随時）     【南丹市国際交流会館 会場】 

 

 

（紙芝居師らっきょむさんの紙芝居が会場内を巡回）  10月31日（土） 南丹南丹南丹南丹ビートフェスティバルビートフェスティバルビートフェスティバルビートフェスティバル    

 11時30分～ 京都新光悦村村開京都新光悦村村開京都新光悦村村開京都新光悦村村開きききき式典式典式典式典     午前9時30分～ 

 

（市内の子どもたちやグループによる太鼓演奏） 

 午後1時～ 南丹市文化祭総合開会式南丹市文化祭総合開会式南丹市文化祭総合開会式南丹市文化祭総合開会式     【南丹市立文化博物館 会場】 

  南丹南丹南丹南丹なつかしのなつかしのなつかしのなつかしの縁日縁日縁日縁日コーナーコーナーコーナーコーナー（ヨーヨーつりなど）  源氏物語千年紀特別展示源氏物語千年紀特別展示源氏物語千年紀特別展示源氏物語千年紀特別展示「「「「匠匠匠匠のののの美美美美とととと技技技技」」」」    

 2時～ 京都府中部文化芸術祭京都府中部文化芸術祭京都府中部文化芸術祭京都府中部文化芸術祭「「「「よさこいよさこいよさこいよさこいフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル」」」」     
10月17日（土）～11月15日（日） 

（源氏物語千年紀にちなんだ工芸品などの展示） 

 夕方  みんなでみんなでみんなでみんなで灯灯灯灯すすすす南丹灯南丹灯南丹灯南丹灯りのりのりのりの祭典祭典祭典祭典     南丹船井中学校美術工芸展南丹船井中学校美術工芸展南丹船井中学校美術工芸展南丹船井中学校美術工芸展    

  （子どもたちによる手づくり灯りが大集合）  
10月31日（土）・11月1日（日） 

（南丹市・京丹波町の中学生の優秀な絵画・工芸作品の展示） 

  秋秋秋秋のののの夜夜夜夜ながながながなが、、、、星星星星空空空空とととと灯灯灯灯りのりのりのりの朗読会朗読会朗読会朗読会     １０月３１日、１１月１日は、会場間を連絡する循環バス（無料）の走行を予定しています。 

  （子どもたちの灯りに囲まれた幻想的な朗読会）  詳しい内容は、１０月第４金曜日に各戸配布するパンフレットをご覧ください。 

  

◇問合せ先 南丹ものづくりの祭典実行委員会（企画推進課内） TEL（0771）68-0003   

「「「「秋秋秋秋のののの夜夜夜夜ながながながなが、、、、星空星空星空星空とととと灯灯灯灯りのりのりのりの朗読会朗読会朗読会朗読会」」」」のののの朗読原稿朗読原稿朗読原稿朗読原稿をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

 この秋に開催する南丹ものづくりの祭典の催しの一つとして、フリーアナウンサー星

野祐美子さんによる朗読会を開催します。普段は口に出して言えない「ありがとう」、「ご

めんね」の気持ちを込めた手紙形式の原稿を募集します。 

●募集原稿募集原稿募集原稿募集原稿 

・あなたの大切な人に伝えたい「ありがとう」または「ごめんね」の気持ちを込め

た手紙形式の文章としてください。 

・文章の長短は問いませんが便せん２枚に収まるぐらいが目安です。 

・用紙はどのようなものでもかまいません。（原稿用紙、便せんなど） 

・手紙の朗読に際して、作者名を「匿名」とすることもできます。 

・応募いただいた原稿はお返しできませんのでご了承ください。 

●応募方法応募方法応募方法応募方法 １０月２３日（金）までに住所、氏名、年齢（○歳代、学年でも結構

です）、性別、連絡先電話番号、匿名希望の有無をお書き添えの上、郵送、Ｅメー

ルで下記応募・問合せ先までご応募ください。 

※Ｅメールで応募の場合は、件名を「星空と灯りの朗読会作文」と記入してください。 

●朗読会朗読会朗読会朗読会 １０月３１日（土）夕方、南丹ものづくりの祭典京都新光悦村会場 

 

◇応募・問合せ先 南丹ものづくりの祭典「朗読会」係（企画推進課内） TEL（0771）68-0003 

         〒622-8651南丹市園部町小桜町47  

Ｅメール kikaku-s@city.nantan.kyoto.jp 

インターネットインターネットインターネットインターネット公売公売公売公売（（（（不動産不動産不動産不動産））））のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

ヤフー（株）のインターネット公売システムを利用し、不動産の公売を実施します。 

売却区分番号 名称 見積価額 公売保証金 

南丹－１ 南丹市日吉町胡麻猫鼻11-26 宅地 1,700,000円 170,000円 

南丹－２ 南丹市日吉町胡麻猫鼻11-48 宅地 1,600,000円 160,000円 

南丹－３ 南丹市日吉町胡麻猫鼻11-64 宅地 1,700,000円 170,000円 

南丹－４ 南丹市日吉町胡麻猫鼻11-69 宅地 1,700,000円 170,000円 

南丹－５ 南丹市日吉町胡麻猫鼻11-89 宅地 1,700,000円 170,000円 

※公売中止となる場合がありますので、事前に下記問合せ先にお問い合わせください。 

●公売参加申込期間公売参加申込期間公売参加申込期間公売参加申込期間 １０月９日（金）午後１時～２０日（火）午後５時 

●入札期間入札期間入札期間入札期間 １０月２６日（月）午後１時～１１月２日（月）午後１時 

※詳しくは、下記ホームページでご確認ください。 

南丹市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（http://www.city.nantan.kyoto.jp/information/koubai.html）

YAHOO！ｵｰｸｼｮﾝﾎｰﾑﾍﾟｰｼ （゙http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/kyo_nantan_city2） 

 

◇問合せ先 税務課 TEL（0771）68-0009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第９０号（３の１）平成２１年１０月９日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 】 ・インターネット公売（不動産）のお知らせ 

・「秋の夜なが、星空と灯りの朗読会」の朗読原稿を募集します 

・南丹ものづくりの祭典にいらっしゃいませ！ 

【 裏 】 ・歴史・健康ウオーキングの参加者を募集します 

・第３５回北桑田高校美山分校文化祭を開催します 

・平成２１年度南丹市介護者教室を開催します 

・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（１０月１５日～３１日） 

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

【 表 】 ・不妊治療助成金申請について 

・特定不妊治療費助成申請について 

・１１月の母子保健事業日程表 

・『振り込め詐欺』にご注意ください！ 

・子育て応援特別手当（平成２１年度版）について 

・南丹市地域健康づくり支援事業の実施団体を募集します 

・人権教育講座第３講を開催します 

【 裏 】 ・「女性の館」文化祭と随時講座のご案内 

・まちなか再発見！「そのべ本陣・秋まつり」を開催します 

・知っていますか？建退共制度 

・「地域ジョブパーク」巡回相談のご案内 

・京都府最低賃金を１２円引き上げます 

・氷室の郷からのお知らせ 

・「栗拾いとピザ作り体験」「かやぶき寄席」のご案内 

・明治国際医療大学 第３２回「たには祭」を開催します 

・健康生きがいづくりアドバイザー養成講座の受講生を募集します 

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

【 表 】 ・ひよし水の杜フェスタ２００９を開催します 

・日吉町文化祭を開催します 

・日吉町文化交流協会映画会「６０歳のラブレター」 

・日吉町生涯学習センターパソコン教室の受講生を募集します 

・「子ども読書の街づくり」ポスター標語を募集します 

・第１０回美山かやぶきの里ワンデーマーチ記念大会を開催します 

 

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



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    

 

晩秋、肌に少しひんやりとした風を感じる季節、大文字山登山道で汗を流してみませ

んか。大文字山火床から澄みきった秋の空の下、この季節限定の素晴らしい京都市内展

望を満喫しながら楽しくウオーキングしましょう。どなたでもお気軽にご参加ください。 

●日程日程日程日程 １０月２４日(土) （雨天中止） 

●コースコースコースコース 地下鉄蹴上駅―日向大神宮―七福思案処―大文字山山頂（466m）―大文

字山火床（330m）―弘法大師堂―銀閣寺―銀閣寺道バス停（歩程６．３ｋｍ） 

●集合場所集合場所集合場所集合場所・・・・時間時間時間時間 園部駅改札口前：午前８時１０分、二条駅西側：午前９時２０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 銀閣寺：午後３時（京都駅または円町駅行きは市バスあり） 

●対象対象対象対象 １人で７ｋｍ以上歩ける方（歩くのに付き添いが必要な方はご遠慮ください） 

●注意注意注意注意 ・参加者は自己の責任で、健康管理をしてください。 

・前日夜のＮＨＫの天気予報で、行先（京都南部）の午前、午後いずれか 

 の降水確率が５０％以上の時は中止とします。 

●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、弁当、水筒、汗ふきタオル、帽子、手袋。当日は歩きやす

い服装と履き慣れた靴でお越しください。ストックをお持ちの方はご持参ください。 

●参加費用参加費用参加費用参加費用    ３００円（保険代ほか）、（交通費などは各自ご負担いただきます。ま

た、健保会会員は参加費用の３００円（保険代ほか）を免除します） 

●参加参加参加参加・・・・入会入会入会入会のののの申込方法申込方法申込方法申込方法 １０月２２日(木)までに下記申込・問合せ先にご連絡ください。 

※申し込みの取り消し、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 

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    

 

＜テニス大会＞ 

●日時日時日時日時 １１月４日（水）午前９時～午後４時 ●場所場所場所場所 テニスコート 

●定員定員定員定員 男女別ダブルス各３２組 ●参加料参加料参加料参加料 １チーム：１,０００円 

●内容内容内容内容 予選リーグ、決勝トーナメント ●申込期間申込期間申込期間申込期間 １０月１４日（水）～２８日（水） 

＜第３期女性スポーツ教室・テニス教室＞ 

●日時日時日時日時 １１月１１日～１２月１６日の各水曜日 

女性スポーツ：午前９時４５分～１１時３０分、テニス：午後１時３０分～３時３０分 

●場所場所場所場所 体育館、テニスコート ●定員定員定員定員 女性スポーツ：３０人 テニス：５０人 

●対象者対象者対象者対象者 女性スポーツ：１８歳以上の女性、テニス：１８歳以上の方 

●参加料参加料参加料参加料 女性スポーツ：３,０００円、テニス：４,０００円 

     （保育ルームあり。託児１人：２,４００円） 

●内容内容内容内容 女性スポーツ（健康体操、軽スポーツ）、テニス（初心者、初級者） 

●申込期間申込期間申込期間申込期間 １０月１８日（日）～３１日（土） 

＜共通事項：申込方法＞ 申込期間内にはがき、ＦＡＸで住所、氏名、年齢、電話

番号を下記申込・問合せ先にご連絡の上、お申し込みください。 

＜丹波公園まつり＞ 

●日時日時日時日時 １０月２４日（土）～１１月８日（日） ●場所場所場所場所 中央広場、陸上競技場など 

●内容内容内容内容 菊花展（南丹市などの菊愛好家による作品展示、菊の五重の塔展示）、１１

月３日：口丹波ふるさと特産展うまいもの市、京都丹波ロードレース大会など 

 

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

         〒622-0232 船井郡京丹波町曽根崩下代110－7 

平成平成平成平成２１２１２１２１年度南丹市介護者教室年度南丹市介護者教室年度南丹市介護者教室年度南丹市介護者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    

 
 男性介護者による高齢者などが食べやすい食事を一緒に作りませんか。調理後は、

食事をしながらお互いの思いを語り合います。都合の良い会場にご参加ください。 

日時 場所 講師 

１１月５日（木）午前１０時～午後４時 美山基幹集落センター やよい会 

１１月１０日（火）午前１０時～午後４時 園部公民館 あじさいの会 

１１月２０日（金）午前１０時～午後４時 日吉はーとぴあ 有志 

１１月２７日（金）午前１０時～午後４時 八木公民館 くるみの会 

●対象対象対象対象 男性介護者 ●持持持持ちちちち物物物物 エプロン 
●申込方法申込方法申込方法申込方法 各開催日の１週間前までに下記申込・問合せ先に電話でお申し込みください。 
 
◇申込・問合せ先 南丹市社会福祉協議会 本所 TEL（0771）72-0950 

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

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

第第第第３５３５３５３５回北桑田回北桑田回北桑田回北桑田高高高高校美山分校文化祭校美山分校文化祭校美山分校文化祭校美山分校文化祭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 １１月７日（土）午前９時５分～午後２時３０分、８日（日）午前１１時～午後２時３０分 

●場所場所場所場所 北桑田高校美山分校体育館 

●内容内容内容内容 ＜７日（ステージ発表・展示）＞ 合唱（Someday、月光花、虹 ほか）、演

劇（学園もの）、バンド演奏、育友会（合唱）、教職員劇（シンデレラ）、家政科ファッ

ションショー、物作り（ゲイラカイト）、ビデオ劇上映、陸上部全国大会ビデオ上映 

        ＜８日（模擬店・バザー・展示）＞ 農業科模擬店（キビもち、分校スペ

シャルスパゲティー、ピザパン）、農業科野菜販売（キャベツ、白菜、大根、椎茸、

その他）、家政科模擬店（パウンドケーキ、クッキー、スイートポテト、栗おこわ）、

育友会模擬店（雑煮、飲み物、フリーマーケット）、たにしの会模擬店（ポップコ

ーン）、生徒会ステージ企画（福引き、ダンス、バンド、その他） 
※マイバッグをご持参されてのお買い物には特典を用意しています。 
 

◇問合せ先 北桑田高校美山分校 TEL（0771）75-1129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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１０月１５日～１０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 

～南丹市役所からのお知らせです～ 

    

１０１０１０１０月月月月１５１５１５１５日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１６日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１７日（土） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

人権尊重啓発番組 

ふれあいひろば 

    

１０１０１０１０月月月月１５１５１５１５日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

１６日（金） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

１７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 

    

１０１０１０１０月月月月１７１７１７１７日日日日【【【【土土土土】】】】22220000時時時時････22時    

１８日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

１９日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２０日 (火）  7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

「新庄小学校 運動会」 

    

１０１０１０１０月月月月１７１７１７１７日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半････22時半    

１８日（日） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

１９日 (月）  7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半･22時半 

２０日 (火)   7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

    

「川辺小学校 運動会」 

「西本梅小学校 運動会」 

    

１０１０１０１０月月月月２０２０２０２０日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２１日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２２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～ 

    

１０１０１０１０月月月月２２２２２２２２日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２３日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２４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 

    

１０１０１０１０月月月月２４２４２４２４日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２５日（日）  7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２６日（月）  7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２７日（火）  7時・9時・12時・15時・18時 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

「園部第二小学校 運動会」 

    

１０１０１０１０月月月月２４２４２４２４日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

２５日（日）  7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

２６日（月）  7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・  

20時半・22時半 

２７日（火）  7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

 

    

「大野小学校 運動会」 

 「知井小学校 運動会」 

    

１０１０１０１０月月月月２７２７２７２７日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２８日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

２９日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

「宮島小学校 運動会」 

「園部小学校 運動会」    

    

１０１０１０１０月月月月２９２９２９２９日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

３０日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

３１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 

    

１０１０１０１０月月月月３１３１３１３１日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１１月１日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

２日 (月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

３日（火） 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 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★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。 

★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 

 



子育子育子育子育てててて応援特別手当応援特別手当応援特別手当応援特別手当（（（（平成平成平成平成２１２１２１２１年度版年度版年度版年度版））））についてについてについてについて    

    

国の経済危機対策として不況下の子育て世代を支援するため、平成２１年度に限

り、子育て応援特別手当（平成２１年度版）が支給されます。 

●支給対象支給対象支給対象支給対象 生年月日が平成１５年４月２日から平成１８年４月１日までの子ども 

●支給先支給先支給先支給先 対象となる子どもがいる世帯の世帯主 

●基準日基準日基準日基準日などなどなどなど 平成２１年１０月１日において、南丹市の住民基本台帳に記録、外

国人登録原票に登録（短期滞在の在留資格を除く）されている方 

●支給額支給額支給額支給額 対象となる子ども１人につき３６,０００円 

●申申申申請方法請方法請方法請方法 １２月中旬以降に該当世帯に申請書を送付します。詳細は随時お知らせします。 

＜ＤＶ被害者事前申請＞ 

ＤＶ被害に遭われ、いろいろな事情でどうしても南丹市（実際の居住地）に住民

登録できない方の子育て応援特別手当（平成２１年度版）の事前申請を受け付けま

す。事前申請をされると、住民登録をされている市区町村へ連絡し、本手当の支給

対象者を世帯主からＤＶ被害者の方へ変更します。ＤＶ被害者の方は、１０月３０

日（金）までに必ず事前申請を行ってください。 

●事前申請事前申請事前申請事前申請にににに必要必要必要必要なななな書類書類書類書類 

①事前申請書（子育て支援課に備え付けています） 

②ＤＶ被害者であることが確認できる書類（配偶者暴力相談支援センターの発行

する証明書、婦人相談所の発行する証明書、保護命令決定書の謄本） 

※対象となる子どもについても記載されていることなどが必要です。 

③振込口座の通帳の写し 

●申請方法申請方法申請方法申請方法 まずは、市役所本庁２号庁舎１階子育て支援課に連絡してください。 

 

◇問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

南丹市地域健康南丹市地域健康南丹市地域健康南丹市地域健康づくりづくりづくりづくり支援事業支援事業支援事業支援事業のののの実施団体実施団体実施団体実施団体をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

南丹市国民健康保険では、「地域の中で健康で自分らしい生活習慣を見つけ出し、生涯

にわたって健康で、充実した暮らしが送れる地域づくり」を目指すため、地域の組織を

中心にした取り組みを支援する「南丹市地域健康づくり支援事業」を実施します。支援

事業に参画される地域組織を募集しますので、下記の要領で応募ください。 

●対象組織対象組織対象組織対象組織 南丹市内の地区や団体、サークル等（概ね30歳から65歳の方で構成される組織） 

●対象人数対象人数対象人数対象人数 ２０～４０人 ●実施期間実施期間実施期間実施期間 １１月下旬～平成２２年３月 

●実施内容実施内容実施内容実施内容 取り組んでいただく団体から健康について“知りたいこと”、“やって

みたいこと”などの提案をお聞きした上で進めますが、例としては、以下のよう

なものがあります。 

（例）・みんなでがんばるダイエット教室 

（週１回、運動不足解消の日と月に１回の栄養改善料理講習会） 

   ・ヘルシー野菜で美肌教室 

（地元野菜をたくさん摂る方法の講習会と循環を良くするための運動指導の

日の組み合わせ）など 

●支援内容支援内容支援内容支援内容 実施団体等が事業を実施するための相談、支援、（講師派遣）などを行

います。 

※個人での申し込みはできません。 

※申し込み多数の場合は面談により決定します。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １０月３０日（金）までに申込用紙を下記申込・問合せ先に提出して

ください。申込用紙は、国保医療課に備え付けています。 

 

◇申込・問合せ先 国保医療課 TEL（0771）68-0011 

特定不妊治療費助成申請特定不妊治療費助成申請特定不妊治療費助成申請特定不妊治療費助成申請についてについてについてについて    

 

  京都府では、体外受精および顕微授精を受けられたご夫婦の経済的負担の軽減を

図るため、その治療に要した費用の一部を助成する特定不妊治療費助成事業を実施

しています。この度、国の緊急経済対策により１回の治療につき助成金額の限度額

が１０万円から１５万円に増額されました。 

●対象対象対象対象 平成２１年４月以降に申請された方 

（平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日の間に治療を終了される方） 

●申請期限申請期限申請期限申請期限 平成２２年３月末 

 

◇申請・問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 または南丹保健所 TEL（0771）62-4751 

不妊治療助成金申請不妊治療助成金申請不妊治療助成金申請不妊治療助成金申請についてについてについてについて    

 
南丹市では、子どもを希望しながらも恵まれないため、不妊治療を受けている夫

婦に対して、経済的負担の軽減を図るため、不妊治療費の一部を助成しています。                   

●対象者対象者対象者対象者 南丹市に住所を有し、京都府に１年以上居住している夫婦。各種医療保険に

加入している方（婚姻の届け出はしていないが、事実上婚姻関係にある男女を含む） 

●給付対象治療給付対象治療給付対象治療給付対象治療 不妊治療のうち、保険適用のある治療（府外の医療機関での治療

も対象）。※診断のための検査は助成対象外になりますのでご注意ください。 
●助成金額助成金額助成金額助成金額 
 ①保険診療に係る被保険者負担額の２分の１（ただし、医療保険法の規定による

保険者、共済組合の規約､定款、運営規則などで、不妊治療に要する費用に対し

て給付がなされる場合には、その額を控除する） 
②助成限度額  
＜平成２１年３月３１日受診分まで＞ 
１年度につき３万円（夫婦双方が不妊治療を受けている場合は、それぞれ３万円） 

＜平成２１年４月１日受診分から＞ 
１年度につき５万円（夫婦双方が不妊治療を受けている場合は、それぞれ５万円） 

③助成期間、助成回数に制限はありません。 

●申請方法申請方法申請方法申請方法 不妊治療助成金交付申請書と医療機関証明書を健康課、各支所健康福

祉課窓口まで提出（郵送可）してください。不妊治療助成金交付申請

書と医療機関証明書は、健康課、各支所健康福祉課に備え付けていま

す。申請は診療日から起算して１年以内に行ってください。 
 
◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

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３３３３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    

 

７月から実施している平成２１年度南丹市人権教育講座の第３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。 

●日時日時日時日時 １０月１６日（金）午後７時３０分～９時 

●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 

●講師講師講師講師 佛教大学文学部人文学科教授 田中典彦 氏 

●演題演題演題演題 「人権の現代的課題 ～三つのたからもの～」 ●受講料受講料受講料受講料 無料 

●対象対象対象対象 南丹市内在住、在勤、在学の方など ●そのそのそのその他他他他 事前申込は不要です。 

 

◇問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 

１１１１１１１１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    

 

日程 事業名 対象（月齢など） 場所 

１１月６日（金） 乳児後期健診 平成２０年１２月生 

１１月９日（月） ２歳５カ月児健康相談 平成１９年５月生 

１１月１３日（金） 乳児前期健診 平成２１年７月生 

１１月１６日（月） 母親教室 妊婦 

１１月２０日（金） ３歳５カ月児健診 平成１８年５月生 

園部保健センター 

(こむぎ山健康学園) 

１１月２５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） 

１１月２６日（木） １歳８カ月児健診 

平成20年2月1日～

平成20年3月3日生 

園部保健センター 

※対象の方には個別に案内・問診票を郵送します。 

なお、平成２１年度南丹市母子保健事業案内（年間の行事予定表）で、１歳８カ月

児健診の対象者に誤りがありました。上記が正しい対象者となりますので、お間違

いのないようよろしくお願いします。 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

『『『『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９０号（３の２）平成２１年１０月９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。 

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



「「「「地域地域地域地域ジョブパークジョブパークジョブパークジョブパーク」」」」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    

    
    「自分に合った仕事がしたい！」「ブランクがあるけれど、また仕事がしたい！」「雇

用保険のこと教えてほしい」など、就職するまでの生活に関する悩みや就職に関する疑

問に京都ジョブパークの生活相談員やキャリアカウンセラーが親身に対応します。 

日程 場所 

１０月２１日（水）、平成２２年２月１７日（水） 南丹市国際交流会館 

１１月１２日（木）、平成２２年３月１１日（木） 京丹波町中央公民館 

平成２２年１月１３日（水）、平成２２年３月２４日（水） 亀岡会館 

●相談時間相談時間相談時間相談時間 午前１０時～午後５時 ●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 事前に下記申込・問合せ先に電話でお申し込みください。 
 
◇申込・問合せ先 京都ジョブパーク TEL 075-682-8915 

知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか？？？？建退共制度建退共制度建退共制度建退共制度    

 

建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき、建設現場労働者の福祉の増進と

建設業を営む中小企業の振興を目的として設立された退職金制度です。この制度は、

事業主の方々が、労働者の働いた日数に応じて掛金（日額３１０円）となる共済証

紙を共済手帳に貼り、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに建退共から

退職金を支払うという、いわば建設業界全体での退職金制度です。 

●加入加入加入加入できるできるできるできる事業主事業主事業主事業主 建設業を営む方 ●対象対象対象対象となるとなるとなるとなる労働者労働者労働者労働者 建設業の現場で働く方 

●特徴特徴特徴特徴 ①全国の制度なので安全、確実、申し込み手続は簡単。②経営事項審査で

加点評価の対象。③掛金の一部を国が助成。④掛金は、事業主負担となる

が、法人は損金、個人では必要経費として扱われ、税法上全額非課税とな

る。⑤事業主が代わっても退職金は企業間を通算して計算。 

●建退共建退共建退共建退共からからからから事業主事業主事業主事業主のののの皆皆皆皆さんへのおさんへのおさんへのおさんへのお願願願願いいいい 

共済証紙は、労働者の就労日数に応じて適正に貼付してください。「建設業退職金共済手帳」

を所持している労働者が、建設業界を引退する時は、忘れずに退職金を請求するよう指導して

ください。詳細はホームページ（http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/）をご覧ください。 

 

◇問合せ先 建退共京都府支部 TEL 075-231-4161 

健康生健康生健康生健康生きがいづくりきがいづくりきがいづくりきがいづくりアドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー養成講座養成講座養成講座養成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    

 

（財）健康・生きがい開発財団が認定する専門職で行政、企業、地域などのさまざまな

組織や団体と連携し健康生きがいづくりを支援する「健康生きがいづくりアドバイザー」

を養成します。豊かな高齢期を過ごし、地域で活動したい方はご参加ください。 

＜一次養成講座＞ 

●日時日時日時日時 平成２２年１月１６日～２月２０日の各土曜日（全６回） 

午前１０時～午後３時３０分（最終日は一次資格審査試験となります） 

●場所場所場所場所 八木公民館 ●受講料 ５０,０００円（テキスト代、二次資格認定研修会費用含む） 

※一次養成講座終了後、２月下旬開催予定の二次資格認定研修会を受講していただきます。 

●内容内容内容内容 講義と実習を通じて、健康生きがいづくりを地域で専門的に支援する知識

と技能を身に付けていただきます。 

●定員定員定員定員 ２０人（先着順）●講師講師講師講師 健康生きがいづくりアドバイザー 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １０月３１日（土）までに下記申込・問合せ先に電話でお申し込みください。 

●主催主催主催主催 健生ネットワーク京都（健康生きがいづくりアドバイザー京都協議会） 

●後援後援後援後援 南丹市、南丹市教育委員会、（財）健康生きがい開発財団 

 

◇申込・問合せ先 健生ネットワーク京都事務局 TEL（0771）42-4538、090-3896-3156 

氷室氷室氷室氷室のののの郷郷郷郷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    

 
＜陶芸教室＞ オリジナル花器を作って、季節の花を飾ろう！！ 
●日時日時日時日時 １０月２９日（木）、１１月２９日（日）午前１０時～正午 
●場所場所場所場所 八木農村環境公園「氷室の郷」草木工房 
●内容内容内容内容 第１回：陶芸体験（花器作り）、第２回：自分で作った花器に季節の花を生けます。 
●参加費参加費参加費参加費 １人：３，０００円(粘土代含む。花代別途必要) 
●定員定員定員定員 １５人（定員になり次第締め切ります） 
＜生キャラメル作り教室＞ 生クリーム、牛乳などで生キャラメルを作ってみませんか？ 

●日時日時日時日時 １１月８日（日）午前１０時～１１時３０分  
●場所場所場所場所 八木農村環境公園「氷室の郷」体験室 ●参加費参加費参加費参加費 １人：１，０００円 
●定員定員定員定員 ２０人（定員になり次第締め切ります） 
※各教室の申し込みは、下記申込・問合せ先に電話でお願いします。 

＜２００９ 氷室の郷 秋の収穫祭＞  

秋の収穫祭を「ゴミゼロの日」として開催します。マイおはし、マイおさら、マ

イゴミ袋をご持参ください。エコキッズカードに３枚シールがたまった人に氷室特

製ストラップをプレゼント。 

●日時日時日時日時 １１月１日（日）午前１０時３０分～午後３時 

●場所場所場所場所 八木農村環境公園「氷室の郷」 

●プログラムプログラムプログラムプログラム 収穫感謝もちつき大会、かえっこバザール（使わなくなったおもちゃな

どが物々交換できる子どもの買い物市場）、パン食い競走（定員50人）、おたのしみレ

ース（定員30人）、大なわとび大会（5人1組）、玉入れ大会（7人1組）、収穫祭大長

巻き寿司作り体験（先着30人、参加料100円）、「亥の子」コーナー（先着30人、ぼ

たもち進呈）、うたごえバンド『ピースウェーブ』（美山町他の皆さん）、ビンゴゲーム、

Ｅｃｏコーナー（協力：京都府地球温暖化防止活動推進員口丹地域連絡会）、氷室の美

味自慢（たこ焼き、焼きそば、パン、クレープなど）、氷室の郷「やぎの朝採り市」 

 

◇申込・問合せ先 八木農村環境公園「氷室の郷」 TEL（0771）43-1128 

京都府最低賃金京都府最低賃金京都府最低賃金京都府最低賃金をををを１２１２１２１２円引円引円引円引きききき上上上上げますげますげますげます    

 

 １０月１７日から京都府最低賃金（地域別最低賃金）を１２円引き上げ、７２９

円に改正します。京都府内の使用者は、この金額より低い金額で労働者を使用する

ことはできません。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 京都労働局労働基準部賃金室 TEL 075-241-3215 

明治国際医療大学明治国際医療大学明治国際医療大学明治国際医療大学    第第第第３２３２３２３２回回回回「「「「たにたにたにたにはははは祭祭祭祭」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

     

スペシャルライブや涼空花火大会などのイベントのほか、たこ焼き、クレープ、

金魚すくいなどの模擬店も数多く出店しますので、市民の方もぜひご来場ください。 

＜第１日：１０月１７日（土）午前１０時～午後７時３０分＞ 

10:30～オープニングセレモニー、11:30～大喜利、12:30～地元有志「舞夢」、14:00

～平井喜美スペシャルライブ、16:00～仮装大会、17:30～美勇士スペシャルライブ、

19:00～涼空花火大会 

＜第２日：１０月１８日（日）午前１０時～午後４時３０分＞ 

10:30～馬とのふれあいor乗馬（馬に乗ろう）、11:00～クイズ大会、13:00～早食い

大会、14:00～和紗スペシャルライブ、15:30～軽音ライブ 

※入場無料、駐車場あり。詳しくはホームページ（http://www.meiji-u.ac.jp）をご覧ください。 

 

◇問合せ先 明治国際医療大学 学生・就職チーム TEL（0771）72-1183 

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・・・・秋秋秋秋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    

 

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

新町のかいわい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このかいわいで市民交流の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 １０月１８日（日）午前１１時～午後４時 

●場所場所場所場所 そのべ本陣（元小林酒店）周辺（園部町本町） 

●催事内容催事内容催事内容催事内容 オープニングイベント（黒豆の枝豆つかみ取り：無料、先着順、なくなり次第

終了）、食の市（芋煮会、焼き芋、オープンカフェなど）、生身天満宮神楽写真展、のみの市

など。※正午ごろ生身天満宮秋祭りのみこし巡行、爽龍隊（よさこい踊り）が会場となるか

いわいを通ります。観覧を楽しみ、盛り上げましょう。午後２時～鼓魂による太鼓演奏など。 

●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 

「「「「栗拾栗拾栗拾栗拾いといといといとピザピザピザピザ作作作作りりりり体験体験体験体験」「」「」「」「かやぶきかやぶきかやぶきかやぶき寄席寄席寄席寄席」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

 
 錦秋の美山で栗拾いを体験し、美山の食材にこだわり、特製ピザを作りませんか。

美山栗、美山産サツマイモ、美山の地鶏をトッピングし、下吉田味噌をソースベー

スに、新食感のピザをクッキングストーブで焼き上げます。その後は、かやぶき美

術館で開催する『かやぶき寄席』で落語を存分にお楽しみください。 
●日時日時日時日時 １０月２４日（土）午後１時～ ●集合集合集合集合場所場所場所場所 美山かやぶき美術館 
●参加費参加費参加費参加費 一般：４，０００円、小人（小学生以下）：３，０００円 ●定員定員定員定員 ２０人 

●かやぶきかやぶきかやぶきかやぶき寄席出演者寄席出演者寄席出演者寄席出演者 桂文也、林家卯三郎 
●後援後援後援後援 南丹市 ●協力協力協力協力 宮島振興会、美山かやぶき美術館、美山里山舎 
●申込方法申込方法申込方法申込方法 １０月２０日（火）までに住所、氏名、連絡先を電話、ＦＡＸ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 ＮＰＯ法人美山ほっとステーション TEL（0771）75-5550  FAX（0771）75-5566 

「「「「女性女性女性女性のののの館館館館」」」」文化祭文化祭文化祭文化祭とととと随時講座随時講座随時講座随時講座のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

 文化祭の催しとして展示と体験講座を実施します。ぜひご来場いただき、講座、

サークル活動のすばらしい作品をご覧ください。手作り作品の販売も行います。 

＜文化祭展示の部＞ 

●日時日時日時日時 １１月７日（土）～８日（日）午前９時～午後４時 

●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館 イベントホール 

●展示作品展示作品展示作品展示作品 さをり織、フラワーアレンジメント、いけ花、パッチワーク、きものリフ

ォーム、エコクラフト、グラスアート、はり絵、クレイアート、書道、ガ

ラス絵、かげろうタッチ水彩画、陶芸、ピエロ・鮭のタペストリー 

＜文化祭体験の部＞ 

●日時日時日時日時 １１月７日（土）午後１時～３時３０分 ●参加費参加費参加費参加費 ８００円 

●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館 イベントホール ●内容内容内容内容 フラワーアレンジメント  

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １０月２４日（土）までに下記申込・問合せ先に電話でお申し込みください。 

＜随時講座：寄せ植え＞ 

●日時日時日時日時 １１月１４日（土）午前１０時～正午 ●場所場所場所場所 園部女性の館 ●持持持持ちちちち物物物物 手袋 

●講師講師講師講師 湯浅勝敏 氏 ●費用費用費用費用 受講料：５００円、材料費２，０００円 
●申込方法申込方法申込方法申込方法 １０月３１日（土）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 園部女性の館 TEL（0771）63-2986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日吉町文化祭日吉町文化祭日吉町文化祭日吉町文化祭をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 
日吉町地内で活動している文化サークル・文化団体および個人の発表の場として

日吉町文化祭を開催します。どうぞお誘い合わせて気軽にご来場ください。なお、

日吉町内各地域からの送迎バスを運行しますのでご利用ください。 
●日時日時日時日時 ＜展示の部＞１０月２４日（土）午後１時～８時 
          １０月２５日（日）午前９時３０分～午後３時 
    ＜発表の部＞１１月１日（日）正午～午後４時（予定） 
●場所場所場所場所 ＜展示の部＞スプリングスひよし体育館 
    ＜発表の部＞日吉町生涯学習センター「遊youひよし」ホール 
●出展出展出展出展・・・・出演内容出演内容出演内容出演内容 
 ＜展示の部＞書道、絵画、写真、陶芸、手芸、草木染、生花などの展示 
       アロマテラピー製作体験コーナー、喫茶コーナー 
 ＜発表の部＞大正琴、舞踊、コーラス、オカリナ、琴、バレエなどの発表、お茶席 
 
◇問合せ先 日吉町文化祭実行委員会事務局（日吉町生涯学習センター内） TEL（0771）72-3300 

ひよしひよしひよしひよし水水水水のののの杜杜杜杜フェスタフェスタフェスタフェスタ２００９２００９２００９２００９をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

日吉の特産物や食べ物の模擬店、フリーマーケット、防災フェア、文化祭展示、

ダム施設見学会など多彩な催しがあり、ステージでは保育所園児による太鼓演奏、

爆笑ライブ、歌謡ショーなど盛りだくさんのイベントを予定しています。皆さんの

ご来場をお待ちしています。 
●日時日時日時日時 １０月２５日（日）午前１０時～午後３時（雨天決行） 
●場所場所場所場所 スプリングスパーク 
●ステージステージステージステージ よしもと爆笑ライブ（出演：たむらけんじ、ソラシド）、歌謡ショー（出

演：佐伯美香）、よさこいダンス（出演：そのべ爽龍隊）、南丹・京丹

波木材まつり表彰式  など 
 
◇問合せ先  ひよし水の杜フェスタ実行委員会事務局（日吉支所地域総務課） 

TEL（0771）68-0030 

日吉町文化交流協会映画会日吉町文化交流協会映画会日吉町文化交流協会映画会日吉町文化交流協会映画会「「「「６０６０６０６０歳歳歳歳ののののラブレターラブレターラブレターラブレター」」」」    

 
 日吉町文化交流協会では、長年連れ添った夫婦が、感謝の言葉をはがきにつづる応募

企画「６０歳のラブレター」に着想を得、日本中で交わされた８６，４４１通の中から

３組の夫婦の実話を映画化した「６０歳のラブレター」（上映時間：１２９分）の映画会

を開催します。パートナーとどう人生を歩んでいくか、何より“わたし”はどう生きる

のか。これからの人生をより良く、美しく、輝いて生きていこうとするすべての人たち

に、勇気と希望を与えてくれる感動作です。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 １１月２２日（日）＜昼の部＞午後１時３０分～（開場：午後１時） 
                          ＜夜の部＞午後６時３０分～（開場：午後６時） 
●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 各２００人（全席自由席） 
●入場料入場料入場料入場料 前売券：８００円（高校生以上）、当日：１，０００円 
●入場券販売場所入場券販売場所入場券販売場所入場券販売場所 社会教育課、八木公民館、日吉町生涯学習センター、市役所美

山支所、日吉町文化交流協会役員 
●主催主催主催主催 日吉町文化交流協会 ●後援後援後援後援 南丹市、南丹市教育委員会 
 
◇問合せ先 日吉町文化交流協会（日吉町生涯学習センター内） TEL（0771）72-3300 

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パソコンセンターパソコンセンターパソコンセンターパソコン教室教室教室教室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    

 
＜初級Ｅｘｃｅｌコース（全６回）＞ 

●日時日時日時日時 １１月４日～１２月９日の毎週水曜日 午後１時３０分～３時３０分           
●内容内容内容内容  簡単な表計算（Ｅｘｃｅｌ）から中級程度まで学ぶコース 
●対象者対象者対象者対象者 南丹市内在住の１８歳以上の方（文字入力がスムーズにできる方）を優先 

●受講料受講料受講料受講料 ３，０００円（全６回分）、テキスト代（実費） 
●定員定員定員定員 １２人（先着順）※定員になり次第、締め切ります。  
●そのそのそのその他他他他 ・都合により、一部日程を変更する場合があります。 
      ・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。 
●申込方法申込方法申込方法申込方法 １０月１３日（火）～１０月２０日（火）の間に、氏名、住所、電話

番号を電話、ＦＡＸ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 日吉町生涯学習センター「遊ｙｏｕひよし」 

               TEL（0771）72-3300 FAX（0771）72-3311 

「「「「子子子子どもどもどもども読書読書読書読書のののの街街街街づくりづくりづくりづくり」」」」ポスターポスターポスターポスター標語標語標語標語をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

本年度、南丹市は文部科学省から「子ども読書の街づくり」の委託事業を受ける

ことになりました。「南丹市子どもの読書の街づくり」のポスターを制作するにあた

り標語を募集します。 

●対象対象対象対象 南丹市内在住の方ならどなたでもご応募できます 

●募集内容募集内容募集内容募集内容 南丹市の子どもの読書活動を、地域ぐるみで推進させるにふさわしい

内容を２０文字以内でお考えください 

●募集方法募集方法募集方法募集方法 最寄りの市立図書館・室などに備え付けの応募用紙でご応募ください 

●募集期間募集期間募集期間募集期間 １０月２５日（日）まで ●選考選考選考選考 南丹市教育委員会で選定します 

●表彰表彰表彰表彰 ・優秀作品には表彰状を贈呈します 

・最優秀賞はポスターとして市内施設などに掲出します 

 

◇問合せ先 中央図書館 TEL（0771）68-0080 

第第第第１０１０１０１０回美山回美山回美山回美山かやぶきのかやぶきのかやぶきのかやぶきの里里里里ワンデーマーチワンデーマーチワンデーマーチワンデーマーチ記念大会記念大会記念大会記念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    

 
 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の

んびり歩きませんか。多くの皆さんのご参加をお待ちしています。 

●日時日時日時日時 １１月３日（火・祝）受付：午前９時 ●場所場所場所場所 宮島小学校グラウンド 

●コースコースコースコース 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） 

●定員定員定員定員 ８００人 ●参加費参加費参加費参加費 大人：１，０００円（当日１，５００円）、中学生以下無料 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １０月１６日（金）までに社会教育課、八木公民館、日吉町生涯学習

センター、市役所美山支所に備え付けの参加申込書に必要事項を記入し、郵便振

替または現金書留で実行委員会にお申し込みください。 

※定員に満たない場合は当日受付を実施します。 

 

◇申込・問合せ先 美山かやぶきの里ワンデーマーチ実行委員会（社会教育課美山担当） 

TEL（0771）68-0044 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第９０号（３の３）平成２１年１０月９日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


