
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第９２号（３の１）平成２１年１１月１３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 】 ・南丹市議会議員一般選挙のお知らせ 

・市政懇談会を開催しています 

・インターネット公売（不動産）のお知らせ 

・平成２１年度（平成２２年）南丹市成人式を開催します 

・南丹市競争入札参加資格申請を受付中です 

・狩猟期間のお知らせ 

・市道拡幅工事に伴う市役所駐車場の一部規制について 

【 裏 】 ・南丹市情報センターからのお知らせ 

・氷室の郷「クリスマスケーキ作り」の参加者を募集します 

・平成２１年度くらしの資金貸付のご案内 

・歳末たすけあい『お見舞金・助成事業』の申請について 

・平成２１年度第４回「家族介護者教室」のご案内 

・なんたんテレビ番組表（１１月１６日～３０日） 

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

【 表 】 ・ＤＶ被害者への定額給付金等相当額支援金について 

・子育て応援特別手当（平成２１年度版）の執行停止について 

・生産緑地地区指定の申請受付の締め切りについて 

・ごみは分別して出しましょう 

・ぐるりんバス「市街地循環線」のダイヤについて（お詫び） 

・新型インフルエンザワクチン接種を希望される方へ 

・献血・骨髄ドナー登録にご協力ください 

・１２月の母子保健事業日程表 

・戦没者遺児による慰霊友好親善事業のお知らせ 

【 裏 】 ・健康プール教室（Ⅱ期）の参加者を募集しています 

・歴史・健康ウオーキングの参加者を募集します 

・年末イベント「お買い物で微笑みくじプレゼント」のお知らせ 

・発達障害支援講座Ⅳ「変わった子！の裏に隠れる発達障害の問題」 

・「ひと足はやいクリスマス」を楽しみましょう！参加者募集 

・上手な絵手紙年賀状のコツ教えます 

・鶏やアヒルなどを飼養されている方へのお願い 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

・警察等の被害相談窓口一覧表 

・オウム真理教特別手配被疑者の検挙にご協力を！ 

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

【 表 】 ・南丹市園部駅伝競走大会の出場者を募集します 

     ・レインボーカップ・バスケットボール大会を開催します 

・『振り込め詐欺』にご注意ください！ 

・正月向け寄せ植え教室を開催します 

・＜○○地域版お知らせ＞ 

南丹市議会議員一般選挙南丹市議会議員一般選挙南丹市議会議員一般選挙南丹市議会議員一般選挙のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

 南丹市議会議員の任期が平成２２年２月１８日で満了するため、南丹市議会議員一般

選挙を平成２２年１月３１日告示、２月７日投・開票の日程で執行します。下記のとお

り立候補予定者等説明会を開催しますので、立候補予定者など関係者はご出席ください。 

なお、今回の選挙から定数は２２人となり、南丹市全域を選挙区として執行します。 

＜立候補予定者等説明会＞ 

●日時日時日時日時 １２月１８日（金）午前１０時～  

●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館 １階 イベントホール 

※当日、立候補届出関係書類をお渡しします。 

 

◇問合せ先 南丹市選挙管理委員会事務局 TEL（0771）68-0002 

南丹市競争入札参加資格申請南丹市競争入札参加資格申請南丹市競争入札参加資格申請南丹市競争入札参加資格申請をををを受付中受付中受付中受付中ですですですです    

 

南丹市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、物品・役務等に

係る競争入札に参加を希望される方の受付を行っています。詳しくは、南丹市ホー

ムページ（http://www.city.nantan.kyoto.jp/）「入札・契約情報」または１０月 

２３日発行のお知らせなんたん第９１号をご確認ください。 

●注意注意注意注意 建設工事については、平成２０・２１・２２年度の定期受付が平成１９年

１１月に終了しており、今回はその申請漏れ、またはその後、業種の追加

などの変更が生じた場合を対象としています。したがって、すでに申請済

みの場合もしくは変更がない場合は、今回の追加申請は不要です。 

 

◇問合せ先 監理課 TEL（0771）68-0086 

狩猟期間狩猟期間狩猟期間狩猟期間のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

１１月１５日（日）から平成２２年２月１５日（月）までは狩猟期間です。遠方から

来られるハンターもありますので、山に入られる際には、十分注意してください。 

●入山入山入山入山されるされるされるされる方方方方へへへへ よく目立つ服装をすることやラジオなど音が出るものを携帯す

るなど、事故防止にご協力をお願いします。 

●狩猟狩猟狩猟狩猟されるされるされるされる方方方方へへへへ 南丹市管内では、近年事故は発生していませんが、全国的には

人をシカやイノシシと間違えて発砲する事故が発生していま

す。猟銃を使用される際は、細心の注意をお願いします。 

 

◇問合せ先 農林整備課 TEL（0771）68-0012 

市政懇談会市政懇談会市政懇談会市政懇談会をををを開催開催開催開催していますしていますしていますしています～共に語ろう、これからのまちづくり～    

 

南丹市として発足以来、市では旧町の枠を越えた一体化への取り組みを行っています

が、地域が抱える問題や地域特有の課題もあります。そこで、『共に語ろう、これからの

まちづくり』をテーマに、市民の皆さんから広くご意見・ご提案をいただき、市民と行

政との協働による住みよいまちづくりを進めていくため「市政懇談会」を開催していま

す。どなたでも、いずれの会場でも参加可能です。皆さんの参加をお待ちしています。 

１１月の開催は次のとおりで、時間はいずれも午後８時から９時３０分までです。 

日程 場所 日程 場所 

１１月１７日（火） 美山知井会館 １１月２４日（火） 八木公民館 

１１月１９日（木） 胡麻基幹集落センター １１月２５日（水） 国際交流会館 

 

◇問合せ先 情報推進課 TEL（0771）68-0019 

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 1,270,000円 127,000円 

南丹－２ 南丹市日吉町胡麻猫鼻11-48 宅地 1,270,000円 127,000円 

南丹－３ 南丹市日吉町胡麻猫鼻11-64 宅地 1,320,000円 132,000円 

南丹－４ 南丹市日吉町胡麻猫鼻11-69 宅地 1,300,000円 130,000円 

南丹－５ 南丹市日吉町胡麻猫鼻11-89 宅地 1,330,000円 133,000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。 

●公売参公売参公売参公売参加申込期間加申込期間加申込期間加申込期間 １１月１７日（火）午後１時～３０日（月）午後５時 

●入札期間入札期間入札期間入札期間 １２月４日（金）午後１時～１２月１１日（金）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（１１月１７日からご覧いただけます） 

（http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/kyo_nantan_city） 

 

◇問合せ先 税務課 TEL（0771）68-0009 

平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度（（（（平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年））））南丹市成人式南丹市成人式南丹市成人式南丹市成人式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 平成２２年１月１０日（日）午後１時３０分～ ●場所場所場所場所 園部公民館 大ホール 

●主催主催主催主催 南丹市・南丹市教育委員会 

●対象者対象者対象者対象者 南丹市在住および出身の新成人（平成元年４月２日～平成２年４月１日生） 

※現在、南丹市内に住民登録されている方へは１２月に案内状を送付します。出欠

の回答は必要ありません。南丹市出身者で、成人式に出席を希望される方は１２

月１８日（金）までに下記問合せ先までご連絡ください。 

 

◇問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 

市道拡幅工事市道拡幅工事市道拡幅工事市道拡幅工事にににに伴伴伴伴うううう市役所駐車場市役所駐車場市役所駐車場市役所駐車場のののの一部規制一部規制一部規制一部規制についてについてについてについて    

 

 市役所庁舎への進入路である市道園部小学校線を拡幅する道路工事のため、平成

２２年３月１０日（水）まで市役所駐車場の一部が利用できません。駐車場を利用

される皆さんには、工事期間中大変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。 

 

◇問合せ先 道路河川課 TEL（0771）68-0051 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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１１月１６日～１１月３０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 

南丹市情報南丹市情報南丹市情報南丹市情報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    

 

＜なんたんテレビ市民カメラマン・リポーター募集＞ 

南丹市内の出来事などを、取材・リポートしていただける方を募集します。 

●募集内容募集内容募集内容募集内容 なんたんテレビ市民カメラマン・リポーター 若干名 

●条件条件条件条件 ①家庭用ビデオカメラが使えること。(カメラはこちらでも用意できます) 

    ②普通自動車免許を持ち、取材にご自分の車が利用できること。 

    ③携帯電話･パソコンなどをお持ちで、情報センターと連絡が取り合えること。 

●登録期間登録期間登録期間登録期間 事前に講習を行い、１２月から平成２２年３月３１日までスタッフ登

録をしていただきます。相談の上、期間を延長することがあります。 

●拘束時間拘束時間拘束時間拘束時間 １取材：半日程度（その他事前の打ち合わせがあります） 

●謝礼謝礼謝礼謝礼 １取材：３，０００円程度（交通費を含みます） 

●応募方法応募方法応募方法応募方法 １１月２９日（日）まで（月曜、祝日は除く）に、下記申込・問合せ

先に電話でお申し込みください。 

＜１１月１日から南丹市国際交流会館の利用料金を一部値下げします＞ 

●利用料金改定施設利用料金改定施設利用料金改定施設利用料金改定施設 ・第１会議室（５０人程度の講演および会議の利用に最適） 

          ・展望談話室（１０人未満の会議および研修の利用に最適） 

※第１会議室、展望談話室を平日の午前利用の場合の料金 

・第１会議室 13,650円 → 6,820円 ・展望談話室 2,620円 → 1,360円 

 

◇申込・問合せ先 南丹市情報センター TEL（0771）63-1777 

氷室氷室氷室氷室のののの郷郷郷郷「「「「クリスマスケーキクリスマスケーキクリスマスケーキクリスマスケーキ作作作作りりりり」」」」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    

 

今年のクリスマスは、手作りケーキを作ってみませんか！！    

●日時日時日時日時 １２月６日（日）午前９時～正午 

●場所場所場所場所 八木農村環境公園「氷室の郷」農食館 体験室 

●内容内容内容内容 スポンジケーキを焼いて、生クリームでデコレーションします。 

●参加費参加費参加費参加費 ２，０００円 ●持持持持ちちちち物物物物 エプロン、三角巾（持ち帰り用の箱を準備します） 

●定員定員定員定員 先着１０人（定員になり次第締め切ります） 

 

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

歳末歳末歳末歳末たすけあいたすけあいたすけあいたすけあい『『『『おおおお見舞見舞見舞見舞金金金金・・・・助成事業助成事業助成事業助成事業』』』』のののの申請申請申請申請についてについてについてについて    

 

１２月１日から３１日まで全国一斉に歳末たすけあい募金運動が実施されます。南丹

市においても、募金運動を展開しますので、格別のご支援、ご協力をお願いします。 

●今年度今年度今年度今年度スローガンスローガンスローガンスローガン 『みんなでささえあうあったかい地域づくり』 

●募金運動募金運動募金運動募金運動のののの趣旨趣旨趣旨趣旨 地域住民皆さんの協力のもと、新たな年を迎える時期に地域で安心

して暮らすことができるよう、住民の参加や理解を得てさまざまな

福祉活動を重点的に展開することをねらいとします。 

＜歳末たすけあい『お見舞金事業・助成事業』＞ 

 南丹市の皆さんからお寄せいただいた「歳末たすけあい募金」を原資として「お見舞

金事業」および「助成（配分）事業」を行います。希望される方もしくは団体は、最寄

りの南丹市社会福祉協議会各支所へ申請してください。 

●おおおお見舞金事業見舞金事業見舞金事業見舞金事業（（（（申請期限申請期限申請期限申請期限：：：：１２１２１２１２月月月月８８８８日日日日（（（（火火火火）））））））） 南丹市在住の方で、次の①または②

に該当される方に対し、申請によりお見舞金を贈呈します。 

①身体障害者手帳１級、療育手帳Ａおよび精神障害者手帳１級の所有者で、日常生活

において他者の支援を常に必要とする方（ただし、生活保護世帯と母子世帯は除く） 

②在宅でおおむね６カ月以上寝たきりの高齢者で、日常生活において他者の支援を常

に必要とする方 

●助成助成助成助成（（（（配分配分配分配分））））事業事業事業事業（（（（申請期限申請期限申請期限申請期限：：：：１２１２１２１２月月月月１１１１日日日日（（（（火火火火）））））））） 特に年末年始（１２月～１月）

に実施される広く地域の住民参加を目的とした事業に対して、申請に応じて１事業あ

たり１０万円以内で助成（配分）します。申請書を提出いただいた後、審査の上助成

決定します。事業終了後は必ず報告書（領収書添付のこと）を提出いただきます。 

 

◇問合せ先 南丹市社会福祉協議会 本所 TEL（0771）72-3220 

各支所 園部（0771）62-4125 八木（0771）42-5480 

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

平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度第第第第４４４４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    

 

男性介護をテーマに介護者の座談会を開催します。介護の悩みをお互いに語り合

いませんか？アドバイザーとして南丹地域包括支援センターの職員も参加します。

男女問わず介護に関心のある方の参加をお待ちしています。 

●内容内容内容内容 介護相談と意見交流会 

●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。都合がよい会場に直接お越しください。 

開催日 時間 場所 

１２月８日（火） 南丹市役所美山支所 １階 小会議室 

１２月１０日（木） 南丹市社会福祉協議会日吉支所 相談室 

１２月１６日（水） 園部公民館 ３階 小研修室 

１２月１８日（金） 

午後１時３０分～３時 

八木公民館 ２階 集会室 

 

◇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（0771）62-4125 八木（0771）42-5480 

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

 

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、不測の事故、災害などで生活のための緊急一時的な資金を必要としている世帯

にくらしの資金を貸し付けます。 希望される方は下記問合せ先に相談してください。 

●申込受付期間申込受付期間申込受付期間申込受付期間 １２月１日（火）～１４日（月） 

●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 本所 TEL（0771）72-3220 

各支所 園部（0771）62-4125 八木（0771）42-5480 

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

    

「胡麻保育所 運動会」 

「八木東幼児学園 運動会」    
    

１１１１１１１１月月月月１７１７１７１７日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１８日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１９日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

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 

    

１１１１１１１１月月月月１９１９１９１９日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２０日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２１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 

    

１１１１１１１１月月月月１９１９１９１９日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

２０日（金） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

２１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 

    

１１１１１１１１月月月月２１２１２１２１日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時････22時    

２２日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２３日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２４日 (火） 7時・9時・12時・15時・18時 

 

「聖家族幼稚園 なかよしうんどうかい」 

    

１１１１１１１１月月月月２１２１２１２１日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半････22時半    

２２日（日） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

２３日 (月）  7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半･22時半 

２４日 (火)   7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

｢日吉中央保育所 運動会｣     

｢興風保育所 運動会｣ 

    

１１１１１１１１月月月月２４２４２４２４日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２５日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２６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～ 

    

１１１１１１１１月月月月２６２６２６２６日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２７日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２８日（土） 7時・9時・12時・15時・18時 

 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

「園部幼稚園・すこやか学園 運動会」 

 

１１１１１１１１月月月月２６２６２６２６日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

２７日（金） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

２８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 

    

１１１１１１１１月月月月２８２８２８２８日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２９日（日）  7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

３０日（月）  7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１２月１日（火）  7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

「園部保育所 運動会」 

 

１１１１１１１１月月月月２８２８２８２８日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

２９日（日）  7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

３０日（月）  7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

１２月１日（火）  7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 
    
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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(変更あり) 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★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トネットネットネット

ワークワークワークワーク」」」」    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 

★｢｢｢｢第第第第２２２２回南丹市民映像回南丹市民映像回南丹市民映像回南丹市民映像コンクールコンクールコンクールコンクール｣｣｣｣締締締締めめめめ切切切切りりりり間近間近間近間近！！！！！！！！ごごごご

応募応募応募応募くださいくださいくださいください。。。。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第９２号（３の２）平成２１年１１月１３日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２１２１２１２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 

１２月４日（金） 乳児後期健診 平成２１年１月生 

１２月１１日（金） 乳児前期健診 平成２１年８月生 

１２月１４日（月） 

２歳５カ月児 

健康相談 

平成１９年６月生 

１２月１７日（木） １歳８カ月児健診 

平成20年3月4日 

～3月31日生 

１２月１８日（金） ３歳５カ月児健診 平成１８年６月生 

１２月２４日（木） 離乳食教室 

生後４カ月～１歳 

ごろの乳児と保護者 

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 

生産緑地地区指定生産緑地地区指定生産緑地地区指定生産緑地地区指定のののの申請受付申請受付申請受付申請受付のののの締締締締めめめめ切切切切りについてりについてりについてりについて    

    

生産緑地地区指定の申請受付は、１１月３０日（月）までです。 

●受付期間受付期間受付期間受付期間 １０月１日（木）～１１月３０日（月） ※土、日、祝日を除く。 

●受付時間受付時間受付時間受付時間 午前９時～午後５時 ※正午～午後１時を除く。 

●●●●受付場所受付場所受付場所受付場所    都市計画課（八木支所では、受付は行いません） 

※申請書類などは、都市計画課に備え付けています。また、南丹市ホームページ「各

種申請書ダウンロード」にも掲載しています。 

●●●●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」    

●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、都市の緑地機能などを確保するものです。

「生産緑地地区の指定」は、南丹市発足から５年以内に施行する必要があり、現在、平成 

２２年度をめどに都市計画制度の一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、農地として管理することが義務づけられ農地以外の利用ができません。

生産緑地地区内の農地は農地課税となります。生産緑地地区指定後３０年を経過したとき、

または、主たる農業従事者の死亡などにより、農業に従事することが不可能な状態になり、

農業などの継続ができなくなったときは、市長に対し買取りの申し出ができます。よって、

生産緑地地区の廃止は、土地所有者の都合で行うことはできません。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。所有している農地を生産緑地にしない場合は、これまでどおり宅地への転用や農

地としても利用でき、特に手続きなども不要です。 

 

◇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 

ごみはごみはごみはごみは分別分別分別分別してしてしてして出出出出しましょうしましょうしましょうしましょう    

 

ごみは分別して出すことになっていますが、可燃ごみの中にビニール類が混入し

ていたり、ビニール類の中に可燃ごみが混入したりしていることがあります。 

また、ペットボトルのラベルやキャップを外さないまま出されていることもあり

ます。ごみは正しく分別して出すよう、一人一人が心掛けましょう。 

 

◇問合せ先 環境課 TEL（0771）68-0015 

戦没者遺児戦没者遺児戦没者遺児戦没者遺児によるによるによるによる慰霊友好親善事業慰霊友好親善事業慰霊友好親善事業慰霊友好親善事業のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

（財）日本遺族会は、「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」の参加者を募集してい

ます。この事業は、先の大戦で父などを亡くした戦没者の遺児を対象として、父な

どの戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同地域の住民と友好親善を

図ることを目的としています。費用は、賛助金として一律１０万円とし、参加希望

の多い５地域（西部ニューギニア、東部ニューギニア、フィリピン、ミャンマー、

中国）を追加事業として実施します。日程など詳細は、（財）日本遺族会事業課事業

係（TEL：03-3261-5521）にお問い合わせください。 

※申し込みは、京都府遺族会（TEL：075-393-6050）にお願いします。 

 

◇問合せ先 社会福祉課 TEL（0771）68-0007 

ＤＶＤＶＤＶＤＶ被害者被害者被害者被害者へのへのへのへの定額給付金等相当額支援金定額給付金等相当額支援金定額給付金等相当額支援金定額給付金等相当額支援金についてについてについてについて    

    

ＤＶ被害（配偶者などからの暴力の被害）により定額給付金や子育て応援特別手

当を受け取ることができない方を対象に、生活・子育て支援を目的に南丹市が相当

額を支給します。申請期限は、１１月３０日（月）までですので、対象の方は下記

問合せ先にお問い合わせください。 

●●●●対象対象対象対象    平成２１年２月１日（以下「基準日」）時点で、南丹市に住民票があるか、同時

点で南丹市に居住の実態があり現在も居住している人で、保護命令の決定通知

書の写し、または婦人相談所などの公的機関が発行する証明書が提出できる方。

（ただし、他市区町村において、ＤＶの被害による定額給付金相当額および子

育て応援特別手当相当額をすでに受給している方は除く） 

 

◇問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

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））））のののの執行停止執行停止執行停止執行停止についてについてについてについて    

 

１０月９日発行のお知らせなんたん第９０号で、子育て応援特別手当（平成２１

年度版）の概要およびＤＶ被害者事前申請についてお知らせしたところですが、そ

の後、国において執行停止となりました。支給対象者の皆さんにはご迷惑をお掛け

しましたことをお詫び申し上げます。 

 

◇問合せ先  子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

ぐるりんぐるりんぐるりんぐるりんバスバスバスバス「「「「市街地循環線市街地循環線市街地循環線市街地循環線」」」」ののののダイヤダイヤダイヤダイヤについてについてについてについて（（（（おおおお詫詫詫詫びびびび））））    

 

１０月２３日発行のお知らせなんたん第９１号において、１１月１日から「市街

地循環線」のダイヤ改正をお知らせしましたが、ダイヤ改正は行いません。お詫び

して、訂正させていただきます。 

 

◇問合せ先 （有）中京交通 TEL（0771）63-0521  

企画推進課 TEL（0771）68-0003 

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    

 

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 

１２月３日（木） 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 TEL（0771）68-0016 

新型新型新型新型インフルエンザワクチンインフルエンザワクチンインフルエンザワクチンインフルエンザワクチン接種接種接種接種をををを希望希望希望希望されるされるされるされる方方方方へへへへ    

 

新型インフルエンザのワクチン接種が、国の「ワクチン接種の基本方針」に基づ

き、下記のとおり実施されます。今回のワクチン接種は、妊娠中の方および基礎疾

患をお持ちの方の重症化を予防することを主な目的としており、希望者を対象に、

ワクチンの供給量に応じて必要な方から優先的に接種されます。今回今回今回今回のののの接種接種接種接種はははは完全完全完全完全

予約制予約制予約制予約制ですですですです。。。。予約予約予約予約されたされたされたされた方方方方のみののみののみののみの接種接種接種接種となりますのでごとなりますのでごとなりますのでごとなりますので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。。。。またまたまたまた、、、、接種接種接種接種

開始後開始後開始後開始後しばらくのしばらくのしばらくのしばらくの間間間間はははは、、、、各医療機関各医療機関各医療機関各医療機関へのへのへのへのワクチンワクチンワクチンワクチン配布数配布数配布数配布数がががが少少少少ないためないためないためないため、、、、予約予約予約予約からからからからワワワワ

クチンクチンクチンクチン接種接種接種接種までまでまでまでしばらくしばらくしばらくしばらくおおおお待待待待ちいただくことがありますちいただくことがありますちいただくことがありますちいただくことがありますのでのでのでので、、、、ごごごご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。    

●対象対象対象対象 妊娠中妊娠中妊娠中妊娠中のののの方方方方およびおよびおよびおよび基礎疾患基礎疾患基礎疾患基礎疾患をおをおをおをお持持持持ちのちのちのちの方方方方  

※ワクチンを接種しても感染することがありますのでご留意ください。 

※基礎疾患とは…慢性の呼吸器疾患・心疾患・腎臓疾患・肝疾患、神経疾患、血液

疾患、糖尿病、疾患や治療に伴う免疫抑制状態、小児科領域の慢性疾患 

※基礎疾患をお持ちの方でも接種の対象とならない方もありますので、接種の対象

になるかどうかは、受診時に主治医にご相談ください。 

●予約予約予約予約 かかりつけかかりつけかかりつけかかりつけ医医医医でのでのでのでの受診時受診時受診時受診時などにごなどにごなどにごなどにご相談相談相談相談のののの上上上上、、、、おおおお申申申申しししし込込込込みくださいみくださいみくださいみください。。。。おおおお申申申申しししし    

込込込込みはみはみはみは、、、、かかりつけかかりつけかかりつけかかりつけ医医医医のののの診察時間内診察時間内診察時間内診察時間内におにおにおにお願願願願いしますいしますいしますいします（（（（電話電話電話電話でのでのでのでの予約予約予約予約はははは、、、、ごごごご遠慮遠慮遠慮遠慮くくくく

ださいださいださいださい）。）。）。）。原則原則原則原則としてとしてとしてとして、、、、現在通院中現在通院中現在通院中現在通院中のののの医療機関医療機関医療機関医療機関（（（（妊婦妊婦妊婦妊婦のののの方方方方はははは産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科））））でででで予約予約予約予約してしてしてして

くださいくださいくださいください。。。。なおなおなおなお、、、、かかりつけかかりつけかかりつけかかりつけ医以外医以外医以外医以外でのでのでのでの予約受付予約受付予約受付予約受付についてはについてはについてはについては、、、、各医療機関各医療機関各医療機関各医療機関へのへのへのへのワワワワ

クチンクチンクチンクチン供給量供給量供給量供給量にににに応応応応じじじじてててて対応対応対応対応されますのでされますのでされますのでされますので、、、、ごごごご留意留意留意留意くださいくださいくださいください。。。。    

●接種接種接種接種 １１１１１１１１月月月月９９９９日日日日（（（（月月月月））））からからからから、、、、順次接種順次接種順次接種順次接種をををを開始開始開始開始しますがしますがしますがしますが、、、、接種開始時期接種開始時期接種開始時期接種開始時期はははは、、、、各医各医各医各医    

療機関療機関療機関療機関によりによりによりにより異異異異なりますなりますなりますなります。。。。 

※保存剤が入っていない妊婦専用のワクチンは１１月中旬以降の接種となります。 

●費用費用費用費用 １回目：３，６００円、２回目：２，５５０円 ※※※※生活保護世帯生活保護世帯生活保護世帯生活保護世帯やややや平成平成平成平成    

２１２１２１２１年度市民税非課税世帯年度市民税非課税世帯年度市民税非課税世帯年度市民税非課税世帯のののの方方方方はははは接種費用接種費用接種費用接種費用がががが免除免除免除免除されますされますされますされます。。。。事前事前事前事前にににに申請申請申請申請がががが必要必要必要必要でででで

すのですのですのですので、、、、本人確認本人確認本人確認本人確認ができるものができるものができるものができるもの（（（（運転免許証運転免許証運転免許証運転免許証やややや健康保険証健康保険証健康保険証健康保険証などなどなどなど））））をををを持参持参持参持参のののの上上上上、、、、健健健健

康課康課康課康課またはまたはまたはまたは各支所健康福祉課各支所健康福祉課各支所健康福祉課各支所健康福祉課までおまでおまでおまでお越越越越しくださいしくださいしくださいしください。。。。 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鶏鶏鶏鶏ややややアヒルアヒルアヒルアヒルなどをなどをなどをなどを飼養飼養飼養飼養されているされているされているされている方方方方へのおへのおへのおへのお願願願願いいいい    

    

    本年も渡り鳥の飛来の季節を迎えます。鶏やアヒルなどを飼養されている方は高

病原性鳥インフルエンザ予防対策の再点検をお願いします。 

●野鳥野鳥野鳥野鳥やややや野生動物野生動物野生動物野生動物のののの進入対策進入対策進入対策進入対策 鶏舎や食料庫に２ｃｍ角以下の金網・ネットを設置

し、野鳥や野生動物の進入を防止してください。 

●飲用水飲用水飲用水飲用水のののの消毒消毒消毒消毒 飲用水は水道水または消毒したものを給与してください。 

●異常発見時異常発見時異常発見時異常発見時のののの早期通報早期通報早期通報早期通報 「いつもと様子が違う」「１日に複数の鶏が死亡した」「何日

か連続して鶏が死亡した」など鶏やアヒルに異常が認められた場合は、下記問合せ先

までご連絡ください。※鶏やアヒルなど飼養状況の確認のため各戸訪問を実施してい

ます。まだ訪問を受けておられない方は、下記問合せ先にご連絡ください。 

 

◇連絡・問合せ先 京都府南丹家畜保健衛生所 TEL（0771）42-3308（夜間・休日も対応） 

農政課 TEL（0771）68-0060 

警察等警察等警察等警察等のののの被害相談窓口一覧表被害相談窓口一覧表被害相談窓口一覧表被害相談窓口一覧表    

 

名称 相談内容 

電話番号・開設日時 

いずれも月～金曜（祝日を除く） 

警察総合相談室 警察に対する要望、意見、苦情、警察安全相談 

075-414-0110（または♯9110） 

午前9時～午後5時45分 

ヤングテレホン 犯罪被害や非行問題などの少年に関する相談 075-841-7500 毎日24時間 

悪質商法110番 

訪問販売、キャッチセールス商法などの悪質商

法の被害相談 

075-451-9449 

午前9時～午後5時45分 

レディース相談 電車内や駅構内でのチカンなどの被害相談 

075-682-0913 

午前9時～午後5時 

レディース110番 強制わいせつなどの性犯罪の被害に関する相談 

075-411-0110 

午前9時～午後5時 

暴力110番 

暴力団から不当、不法な要求を受けたときなど

の相談 

075-451-6888 毎日24時間 

暴力団離脱相談 暴力団からの離脱に関する相談 

075-451-9330 

午前9時～午後5時45分 

 

機関名 電話番号 相談受付時間 

(社)京都犯罪被害者支援センター 

0120-60-7830 

075-451-7830 

月～金曜（祝日を除く） 

午後1時～6時 

(財)京都府暴力追放運動推進センター 075-451-8930 

月～金曜（祝日を除く） 

午前9時～午後5時 

 

◇問合せ先 南丹警察署 TEL（0771）62-0110 

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（（（（ⅡⅡⅡⅡ期期期期））））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ていますしていますしていますしています    

 

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。運動不足になりがちな冬季に、温水プールでの水中運動により、

楽しみながら運動習慣を身に付けましょう。ぜひ、この機会にご参加ください。 

詳細は、１０月２３日発行のお知らせなんたん第９１号をご覧いただくか、下記

問合せ先にお問い合わせください。 

 

◇問合せ先  健康課 TEL（0771）68-0016 

オウムオウムオウムオウム真理教特別手配被疑者真理教特別手配被疑者真理教特別手配被疑者真理教特別手配被疑者のののの検挙検挙検挙検挙にごにごにごにご協力協力協力協力をををを！！！！    

 

 あなたの情報が検挙に結びついた場合には、オウム真理教特別手配被疑者検挙のため

の懸賞広告実行委員会から、手配被疑者一人当たり２００万円の懸賞金が支払われます。 

         

平田 信（マコト）（４４歳） 

【公証役場事務長逮捕監禁

致死事件】 

身長１８３センチ位 

ひげが濃く歯並びが悪い 

左首筋に５ミリ位のホクロ 

高橋 克也（５１歳） 

【地下鉄サリン事件】 

身長１７３センチ位 

眉毛が濃い 

近視（めがね使用あり） 

菊地 直子（３７歳） 

【地下鉄サリン事件】 

身長１５９センチ位 

右目下に１ミリ位のホクロ 

右こめかみに小豆大（４

ミリ位）のホクロ 

 

◇通報先 南丹警察署 TEL（0771）62-0110、ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ TEL 0120-006024 

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    

 

＜グラウンド・ゴルフ大会＞ ●日時日時日時日時 １２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 ●内容内容内容内容 ６ラウンドの個人戦 

●参加料参加料参加料参加料 １，５００円（弁当、茶付き）●申込期限申込期限申込期限申込期限 １２月７日（月） 

＜園芸教室＞ ●日時日時日時日時 １２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 リースづくり、菊の土づくりなど ●申込期限申込期限申込期限申込期限 １２月４日（金） 

＜工作教室＞ ●日時日時日時日時 １２月５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 ●対象者対象者対象者対象者 小学生以上  

●参加料参加料参加料参加料 ３００円 ●申込期限申込期限申込期限申込期限 １１月２８日（土） 

＜天文教室＞ ●日時日時日時日時 １２月５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 ６０人 ●対象者対象者対象者対象者 小学生以上 ●参加料参加料参加料参加料 ２００円  

●内容内容内容内容 月・木星観望など ●申込期限申込期限申込期限申込期限 １１月２８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。 

  

◇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 

年末年末年末年末イベントイベントイベントイベント「「「「おおおお買買買買いいいい物物物物でででで微笑微笑微笑微笑みくじみくじみくじみくじプレゼントプレゼントプレゼントプレゼント」」」」のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

１２月５日～２３日の間、南丹市商工会会員店（「イベント参加店」ののぼりがあ

る店）でお買い物５００円ごとにくじを進呈します。くじが外れても１枚１０円の

商品券として利用いただけます。 

●賞品賞品賞品賞品 総額２００万円以上 １等５万円、２等２万円、３等５千円ほか 

※抽選は、１２月２４日（木）午後５時から「そのべ本町イルミアムメイン特設会場」

で行い、午後７時まで当選賞品の交換を行います（２５日以降の賞品交換は、商工会

本所、各支所（平日の午前９時～午後５時）で平成２２年１月１５日まで行います）。

その他イベントも開催しますので、お誘い合わせの上、お越しください。 

 

◇問合せ先 南丹市商工会 TEL（0771）42-5380 

「「「「ひとひとひとひと足足足足はやいはやいはやいはやいクリスマスクリスマスクリスマスクリスマス」」」」をををを楽楽楽楽しみましょうしみましょうしみましょうしみましょう！！！！参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

 

 おいしい手作りケーキ食べながら、ひと足はやいクリスマスを一緒に過ごしませんか。 

●日時日時日時日時 １２月６日（日）午後１時３０分～４時３０分 

●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館 コスモホール 

●受講料受講料受講料受講料 一般：５００円、会員：３００円（当日徴収） 

●対象者対象者対象者対象者 南丹市在住、在勤の方、南丹市国際交流協会会員 ●後援後援後援後援 南丹市 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １１月１７日（火）～２６日（木）の間に、住所、氏名、連絡先を下

記申込・問合せ先に電話（火・水・木曜日正午～午後４時）、ＦＡＸ、Ｅメールで

ご連絡の上、お申し込みください。定員になり次第締め切らせていただきます。 

 

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

                   Ｅメール nantania@cans.zaq.jp 

上手上手上手上手なななな絵手紙年賀状絵手紙年賀状絵手紙年賀状絵手紙年賀状ののののコツコツコツコツ教教教教えますえますえますえます    

 

●日時日時日時日時 １２月５日（土）午前１０時～午後３時３０分 

●場所場所場所場所 京都府立ゼミナールハウス研修室 

●内容内容内容内容 京北在住の日本画家 藤原玲子氏の指導で、温かみのある絵手紙年賀状を作

るコツを学びます。作品は、はがき用紙にプリントして１０枚お渡しします。 

●参加料参加料参加料参加料 ３，０００円（昼食付） ●定員定員定員定員 ２０人（先着順） 

●持持持持ちちちち物物物物 水彩画、パステル画の道具（お持ちでない方にはお貸しします） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １２月１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：京都府立ゼミナールハウス TEL（0771）54-0216 

発達発達発達発達障害支援講座障害支援講座障害支援講座障害支援講座ⅣⅣⅣⅣ「「「「変変変変わったわったわったわった子子子子！！！！のののの裏裏裏裏にににに隠隠隠隠れるれるれるれる発達障害発達障害発達障害発達障害のののの問題問題問題問題」」」」    

 

●日時日時日時日時 １２月４日（金）午前１０時３０分～午後０時３０分 

●場所場所場所場所 京都府南丹保健所 講堂 ●定員定員定員定員 ５０人 ●講師講師講師講師 くすのき ゆり氏 

●参加費参加費参加費参加費 正会員：無料、一般：１，０００円 

●後援後援後援後援 京都府南丹教育局、南丹市、亀岡市、京丹波町 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １１月３０日（月）までに氏名、連絡先、託児ルーム（有料：５００円）

利用の有無を電話、ＦＡＸで下記申込・問合せ先に連絡の上、お申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 ＮＰＯ法人発達障害を考える会 ぶどうの木 TEL・FAX（0771）63-0351 

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    

 

●日程日程日程日程 １２月５日（土）（少雨決行） 

●交通交通交通交通 今回はバス利用者のみの参加となります。定員になり次第締め切ります。 

●コースコースコースコース 近鉄奈良駅－東大寺拝観（大仏殿）－二月堂・三月堂－春日大社－ささやき

の小径－志賀直哉旧居－興福寺南円堂－浮見堂（昼食）ならまち散策（歩程約７ｋｍ） 

●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（園部高校正門横）、午前７時４０分集合 

●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（園部高校正門横）、午後５時解散予定 

※園部駅、八木駅発着にも対応できます。交通事情により時間に変動あります。 

●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） 

※参加者は自己の責任で、健康、自己管理をしてください。 

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

●費用費用費用費用 参加費：２００円（保険代、資料代、会員は不要）、バス代：２，３００円、

東大寺（大仏殿）拝観料：５００円 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １２月２日（水）までに下記の申込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９２号（３の３）平成２１年１１月１３日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レインボーカップレインボーカップレインボーカップレインボーカップ・・・・バスケットボールバスケットボールバスケットボールバスケットボール大会大会大会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    

 

 幅広い年齢層で、誰もが気楽にバスケットボールを楽しみ、親しんでいただくと

ともに、バスケットボールを通じて参加者の健康増進と親睦を図ることを目的とし

て「第２回レインボーカップ・バスケットボール大会」を開催します。バスケット

ボールの経験のない方でも、バスケットボールに興味のある方は大歓迎です。 

●日時日時日時日時 １２月１３日（日）午後１時～ ●場所場所場所場所 スプリングスひよし体育館 

●対象者対象者対象者対象者 南丹市内在住、在勤、在学者の構成によるチーム 

●参加費参加費参加費参加費 １チーム：５００円（当日受付で徴収） 

●部門部門部門部門 ①シニアの部 （原則として４０歳以上の選手で構成するチーム。ただし、

４０歳以下の選手も２人まで出場可能とする。なお、男女混合も可） 

②一般の部（男子）、③一般の部（女子）（バスケットボール部に所属する

中高校生は除く）、④ミニ男子の部、⑤ミニ女子の部 

●ルールルールルールルール ミニバスのルールに準ずるローカルルール 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １１月３０日（月）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申込用紙で申し込むか、チーム名、代表

者の氏名と連絡先、出場部門、メンバーの氏名と連絡先を記載したもの（様式は

問いません）を、社会教育課に提出してください。 

●主催主催主催主催 南丹市バスケットボール協会 

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

 

◇申込・問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 

南丹市園部駅伝競走大会南丹市園部駅伝競走大会南丹市園部駅伝競走大会南丹市園部駅伝競走大会のののの出場者出場者出場者出場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    

 

市民相互の親睦と交流、スポーツ振興を目的に駅伝競走大会を実施します。小学

生から参加できますので、ぜひ、ご参加ください。 

●日時日時日時日時 １２月１３日（日）受付：午前８時、開会式：８時３０分 

小学生ミニ駅伝の部スタート：９時３０分、第１部～第５部スタート：１０時３０分 

●場所場所場所場所 園部公園陸上競技場（スタート・中継・ゴールとする周辺道路周回コース） 

●種別種別種別種別 小学生ミニ駅伝の部（オープン）、第１部（地区対抗）、第２部（一般男子）、

第３部（一般女子）、第４部（中学生男子）、第５部（中学生女子） 

●参加資格参加資格参加資格参加資格 

１部：南丹市園部地域在住の高校生以上の者で編成されたチームとし、地区対抗

とする。各地区からの出場チーム数は制限しない。チームは同一地区にて

編成すること。ただし、同一地区によるチームの編成が困難と認められた

場合に限り、複数地区で編成することができる。 

２部・３部：南丹市在住、在勤、在学の高校生以上の男子（３部にあっては女子）

で編成されたチームとし、職場・グループなどの構成は制限しない。

ただし、２人までは中学生が出場することができる。また、男女混

合のチームは一般男子の部とする。 

４部・５部：南丹市在住、在学の中学生男子（５部にあっては中学生女子）で編

成されたチームとし、グループ・学校などの構成は制限しない。ま

た男女混合のチームは中学生男子の部とする。 

小学生ミニ駅伝の部：南丹市在住、在学の小学生で編成されたチームとし、学校

やグループなどの構成は制限しない。２人１組で１チーム

とし、性別は問わない。 

●チームチームチームチーム編成編成編成編成 第１部から第５部は、監督１人、選手６人、補助選手３人以内の１０人以内。

小学生ミニ駅伝の部は、申込者代表１人、選手２人、補助選手１人以内の４名以内。 

●参加料参加料参加料参加料 無料 ●申込期限申込期限申込期限申込期限 １２月４日（金）午後５時必着 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 次の申込先に持参、郵送、ＦＡＸ、Ｅメールのいずれかの方法でお申

し込みください。申込書は、申込先に備えてあります。また、ＦＡＸ・Ｅメール

で申込書の請求もできます。 

（ア）社会教育課（持参・郵送・ＦＡＸ・Ｅメール）〒622-8651 南丹市園部町小桜町47  

FAX 63-2850 Ｅメール be-syakai@city.nantan.kyoto.jp 

（イ）園部海洋センター、八木公民館、日吉町生涯学習センター、市役所美山支所（持参） 

●主催主催主催主催 南丹市教育委員会、南丹市体育協会園部支部 

 

◇問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 

『『『『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 

正月向正月向正月向正月向けけけけ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    

    
 お正月を迎えるにあたり、正月向け寄せ植え教室を開催します。教室に参加して

手作りの寄せ植えで新春に華を添えてみませんか。 

●日時日時日時日時 １２月１２日（土）午後１時～ 、午後２時～ ●定員定員定員定員 各１０人（先着順） 

●場所場所場所場所 「道の駅」京都新光悦村 ●費用費用費用費用 ３，５００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 

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


