
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティアグループボランティアグループボランティアグループボランティアグループ「「「「さくらんぼさくらんぼさくらんぼさくらんぼ」」」」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    

 

ボランティアグループ「さくらんぼ」の企画による「年中みそづくり」の参加者

を募集します。毎日使うみそだからこそ、自分で作ってみませんか。 

●日時日時日時日時 ３月２８日（日）午前１０時～正午  ●場所場所場所場所 日吉町郷土資料館 

●参加費参加費参加費参加費  大人：５００円（入館料を含む） ●持持持持ちちちち物物物物    エプロン、三角巾 

●募集定員募集定員募集定員募集定員 １０人（定員に達し次第、締め切ります） 

●申込方申込方申込方申込方法法法法 電話・ＦＡＸで下記申込・問合せ先にお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 日吉町郷土資料館 TEL・FAX（0771）72-1130 

福祉福祉福祉福祉タクシータクシータクシータクシー利用券利用券利用券利用券のののの使用期限使用期限使用期限使用期限はははは３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日までですまでですまでですまでです    

 

現在、障がいのある方を対象に交付している平成２１年度福祉タクシー利用券は、使

用期限が３月３１日までとなっています。４月１日以降は、その券を使用することはで

きません。使用期限内に使用せず返還されても、現金との引換えはしません。利用券で

支払いのできるタクシー事業所は、下記の１１社です。下記事業所以外ではご利用いた

だけませんのでご注意ください。タクシー乗車前に事業所名などをご確認いただき、乗

車の際には、福祉タクシー利用券の使用について運転手の方にご確認ください。 

業者名 電話番号 

京都タクシー（株）亀岡支社 ０１２０－０５１４１４ 

南丹タクシー ０１２０－１９４５３９ 

NPO法人京都福祉センター ０１２０－８２５６７８ 

南丹介護タクシー ０７７１－６２－１４８９ 

谷タクシー ０７７１－７４－００２９ 

吉田観光タクシー ０７７１－７３－００８９ 

(株)京都みやび交通 ０１２０－２０７０１１ 

平野タクシー（有） ０１２０－０２１０９０ 

学園介護タクシー ０７７１－２０－４１８２ 

介護タクシーあんくる ０７７１－２５－２４５４ 

京都相互タクシー（京都市内での利用） ０７５－８６１－１８１８ 

 

◇問合せ先 社会福祉課 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 

「「「「手話教室手話教室手話教室手話教室・・・・入門講座入門講座入門講座入門講座」」」」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    

 

初めて手話を学ぶ方を対象に、手話教室を開講します。手話であいさつや自己紹

介ができるよう、手話を学んでみませんか。 

●日時日時日時日時 ５月１２日～７月２１日の毎週水曜日、７月２２日（木）全１２回 

午前９時３０分～午後０時３０分  

※７月７日（水）は休み、７月８日（木）に開講。 

●場所場所場所場所 園部公民館 ３階 中研修室 

●対象者対象者対象者対象者 南丹市内在住、在勤、在学の１６歳以上で、手話を初めて学ぶ方。 

●受講料受講料受講料受講料 無料（ただし、テキスト代１，２００円は必要） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ５月６日（木）までに下記へお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 社会福祉課 TEL（0771）68-0007 FAX（0771）68-1166 

ふない聴覚言語障害センター TEL・FAX（0771）63-6448 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度福祉年度福祉年度福祉年度福祉タクシータクシータクシータクシー利用券利用券利用券利用券のののの交付申請交付申請交付申請交付申請についてについてについてについて    

 

障がいをお持ちで、外出困難な在宅の方を対象に南丹市福祉タクシー利用券を交

付します。なお、平成２２年度から、交付要件が次のとおり変更になります。 

●変更変更変更変更点点点点    

①「肝臓機能障害１級」の障害者手帳をお持ちの方も、福祉タクシー利用券の交付対象

とします。これは４月１日から障害者手帳の認定基準に「肝臓機能障害」が加わる

ことから、タクシー利用券についても交付対象とするものです。※肝臓機能障害の

手帳認定基準の詳細は、「お知らせなんたん第９７号」（１月２２日発行）をご確認

いただくか下記申請・問合せ先にお問い合わせください。 

②所得制限を、「世帯全員の市町村民税額（所得割）の合計が、２３万５，０００円未満

の場合」とします。※じん臓機能障害の方は、これまでどおり所得制限はありません。 

●対象者対象者対象者対象者 次のいずれかにあてはまる手帳をお持ちの在宅の方 

手帳（障がい）の種類 等級 交付枚数 

じん臓機能障害 １・３級 

・４月申請で２０，０００円分／年 

（１００円券２００枚） 

・５月以降の申請は、申請月から１月あた

り１６枚分 

視覚障害、 

下肢、体幹機能障害 

１・２級 

心臓、呼吸器、ぼうこう、

直腸、小腸、肝臓機能障害 

１級 

療育手帳 Ａ 

・４月申請で１０，０００円分／年 

（１００円券１００枚） 

・５月以降の申請は、申請月から１月あた

り８枚分 

●申請方法申請方法申請方法申請方法 手帳と印鑑を持参の上、下記申請・問合せ先で申請してください。 

 

◇申請・問合せ先 社会福祉課 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 

南丹市情報センター なんたんテレビ（自主放送) 番組表 （２０１０年３月１６日～３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 

 

★卒業式特集は、再放送時間が変則的になります。

ご了承ください。 

★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 

情報センターホームページをご覧ください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

殿田中学校 卒業式 

３３３３月月月月１６１６１６１６日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時 

１７日（水）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

1８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 

（引き続き）人権尊重啓発番組ふれあいひろば 

 

３３３３月月月月１８１８１８１８日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時 

１９日（金）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

２０日（土）7時・9時・12時・ ―  ・ ― 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～    

八木中学校 卒業式 

３３３３月月月月１８１８１８１８日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半 

１９日（金）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

２０日（土）7時半・9時半・12時半・  ―  ・  ― 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

平成22年 第1 回南丹市議会3 月定例会④ 

３３３３月月月月２０２０２０２０日日日日【【【【土土土土】】】】14141414時時時時    再放送3月22日(月)18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

週刊ニュース もぎたて☆テレビ 

３３３３月月月月２０２０２０２０日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時 

２１日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２２日（月） 7時・9時・12時・15時・ ―  ・ ― ・― 

２３日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

 

園部中学校 卒業式 

３３３３月月月月２０２０２０２０日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

２１日（日） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

２２日（月） 7時半・9時半・12時半・15時半 ・ ―  ・ 

  ― ・― 

２３日（火） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半    

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

園部高校附属中学校 卒業式 

３３３３月月月月２３２３２３２３日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２４日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２５日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

スクールフェイス ｢摩気小学校 ６年生を送る会｣ 

３３３３月月月月２３２３２３２３日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

２４日（水） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

スクールフェイス ｢園部小学校 ６年生を送る会｣ 

３３３３月月月月２４２４２４２４日日日日【【【【水水水水】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

２５日（木） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

ふくしの森｢地域活動支援センターからのお知らせ｣他 

３３３３月月月月２５２５２５２５日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22222222時時時時    

２６日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２７日（土） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

スクールフェイス ｢富本小学校 ６年生を送る会｣ 

３３３３月月月月２５２５２５２５日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22222222時半時半時半時半    

２６日（金） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

スクールフェイス「園部第二小学校６年生を送る会」    

３３３３月月月月２６２６２６２６日日日日【【【【金金金金】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

２７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 

３３３３月月月月２７２７２７２７日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２８日（日） 7時・9時・12時・ ― ・ ―  ・20時・22時 

２９日（月） 7時・9時・12時・15時・―  ・ ―  ・22時 

３０日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

スクールフェイス「園部幼稚園お別れ会」 

「すこやか学園すこやかわいわいデー」 

３３３３月月月月２７２７２７２７日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半 ・22時半 

２８日（日） 7時半・9時半・12時半・ ― ・ ― 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

平成22年 第１回南丹市議会３月定例会⑤ 

３３３３月月月月２８２８２８２８日日日日【【【【日日日日】】】】14141414時時時時    再放送3月29日(月)18時    

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

スクールフェイス「吉富小学校学校公開 はばたけ集会」 

３３３３月月月月２８２８２８２８日日日日【【【【日日日日】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

２９日(月)  7時半・9時半・12時半・15時半・― 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

園部保育所 保育修了式 

(引き続き)城南保育所 保育修了式 

３３３３月月月月２９２９２９２９日日日日【【【【月月月月】】】】22222222時半時半時半時半    

３０日(火)  7時半・10時半・13時半・16時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

胡麻保育所 保育修了式 

(引き続き)日吉中央保育所 保育修了式 

(引き続き)興風保育所 保育修了式 

３３３３月月月月３０３０３０３０日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時    

     ３１日（水）7時・10時・13時・16時 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

テレビ週報((((インフォメーションインフォメーションインフォメーション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） 


