
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１０５号（３の１）平成２２年５月２８日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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などについてなどについてなどについてなどについて    

 

 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、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。今後、工事の進捗に

伴い、本線の交通規制などを行う予定です。詳細が決まり次第お知らせします。 

 

◇問合せ先 道路河川課 TEL（0771）68-0051 

夏季期間夏季期間夏季期間夏季期間のののの適正冷房適正冷房適正冷房適正冷房とととと職員職員職員職員のののの軽装勤務軽装勤務軽装勤務軽装勤務のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

    
南丹市では、地球温暖化防止など環境に配慮した取り組みとして、夏季期間（６

月～９月）における各施設の冷房温度を２８℃に管理し、執務時間中の職員の服装

をノーネクタイ・ノー上着による軽装勤務としています。 

省エネルギー活動への皆さんのご理解とご協力をお願いします。    
 

◇問合せ先 人事秘書課 TEL（0771）68-0008 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度分年度分年度分年度分のののの国保税国保税国保税国保税のののの賦課限度額賦課限度額賦課限度額賦課限度額がががが変変変変わりますわりますわりますわります    

 

 ３月３１日付けで地方税法の一部が改正されたことに伴い、平成２２年度から南

丹市国民健康保険税の医療保険分の賦課限度額が５０万円に、後期高齢者支援金分

の賦課限度額が１３万円にそれぞれ変更となります。なお、平成２２年度の国民健

康保険税納税通知書の送付については６月中旬を予定しています。 

＜平成２２年度分の国民健康保険税率および賦課限度額＞ 

 医療保険分 
後期高齢者 

支援金分 
介護納付金分 

所得割 
課税対象所得の 

７．４５％ 

課税対象所得の 

２．５０％ 

課税対象所得の 

２．００％ 

平等割 
1世帯につき 

２２,０００円 

1世帯につき 

５,０００円 

1世帯につき 

５,０００円 

均等割 
1人当たり 

２２,５００円 

1人当たり 

８,０００円 

1人当たり 

９,０００円 

賦課限度額 
５０５０５０５０万円万円万円万円    

(前年度４７万円) 

１３１３１３１３万円万円万円万円    

(前年度１２万円) 
１０万円 

※介護納付金分は、４０歳～６４歳の被保険者の方が納付する保険税です。 

※保険税率については、前年度から変更はありません。 

 

◇問合せ先 国保医療課 TEL（0771）68-0011 

      各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

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

国民健康保険税国民健康保険税国民健康保険税国民健康保険税のののの軽減軽減軽減軽減についてについてについてについて    

 

倒産、解雇、雇い止めなどにより離職された方は、届出により国民健康保険税が

軽減されます。 

●対対対対象者象者象者象者 平成２１年３月３１日以後に離職された方で、次の区分による雇用保険

の失業給付を受ける方 

①雇用保険の特定受給資格者（例：倒産・解雇などによる離職） 

②雇用保険の特定理由離職者（例：雇い止めなどによる離職） 

※ハローワークで発行される雇用保険受給資格者証の離職年月日欄の離職日が平

成２１年３月３１日以後で、離職理由欄の理由コードが11、12、21、22、23、31、

32、33、34のいずれかに該当する方 

※高年齢受給資格者および特例受給資格者の方は対象となりません。 

●軽減額軽減額軽減額軽減額 国民健康保険税は前年の所得などにより算定されますが、軽減対象者の

場合、前年の給与所得をその１００分の３０と見なして軽減を行います。 

●軽減期間軽減期間軽減期間軽減期間 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで（た

だし、平成２１年度以前の国民健康保険税は軽減の対象となりません） 

※平成２１年３月３１日から平成２２年３月３０日までの間に離職された方は、平

成２２年度に限り保険税が軽減されます。 

※軽減期間は、雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。 

※届出が遅れても遡及して国保税の軽減を受けることができます。 

※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の

健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。 

●届出方法届出方法届出方法届出方法 軽減を受けるには届出が必要です。雇用保険受給資格者証と印鑑を持

参の上、国保医療課または各支所健康福祉課で手続きしてください。 

●そのそのそのその他他他他 上記軽減制度の他に、災害や大幅な所得減少などにより生活が著しく困

難となった場合、申請により国民健康保険税の減免が受けられることがあります。

詳細については、下記問合せ先までお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 国保医療課 TEL（0771）68-0011 

      各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

臨時職員臨時職員臨時職員臨時職員（（（（保健師保健師保健師保健師））））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 勤務場所 募集人数 賃金 

保健師 本庁 健康課 ２人 月額１９０，０００円 

●勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間 月～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 

●受付期間受付期間受付期間受付期間 ６月１１日（金）まで 午前８時３０分～午後５時１５分 

※ただし、土、日曜日は除く。 

●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、各支所地域総務課に備え付け） 

②資格を証明する書類（写し） 

●提出先提出先提出先提出先 人事秘書課に提出してください。 

●採用採用採用採用 面接により任用者を決定し、６月中旬から平成２３年３月３１日まで任用

します。（面接日は後日お知らせします） 

●そのそのそのその他他他他 詳細は下記問合せ先までお問い合わせください。  

 

◇問合せ先 人事秘書課 TEL（0771）68-0008 

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 】 ・夏季期間の適正冷房と職員の軽装勤務のお知らせ 

・臨時職員（保健師）を募集します 

・市道拡幅工事に伴う市役所駐車場の一部規制などについて 

・国民健康保険税の軽減について 

・平成２２年度分の国保税の賦課限度額が変わります 

【 裏 】 ・美山ライブ「無頼」を開催します 

・国際交流協会「社会人英会話教室（初級）」受講生募集 

・『１０％増額 がんばりました商品券』を販売します 

・ＡＰＥＣ警備にご理解とご協力をお願いします 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

・シニア卓球交流大会を開催します 

・森の楽校「泥んこあそび」の参加者を募集します 

・なんたんテレビ番組表（６月１日～１５日） 

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

【 表 】 ・３４のテーマで出前講座を実施します 

・審議会などの会議を傍聴しませんか 

・麻しん・風しん混合ワクチン（ＭＲ）の接種について 

・生きいき筋トレ教室を開催します 

・日本脳炎ワクチンの接種について 

・献血・骨髄ドナー登録にご協力ください 

・多重債務無料法律相談のご案内 

・『振り込め詐欺』にご注意ください！ 

【 裏 】 ・平成２２年度「女性の館」講座のご案内 

・膠原病個別相談のご案内 

・高等学校奨学金（第２次申請）の受付について 

・平成２２年度第１回調理師試験準備講習会を開催します 

・平成２２年度 狩猟免許試験・講習会について 

・発達障害支援講演「モンダイな想像力と身体感覚」のご案内 

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

【 表 】 ・市営住宅入居者を募集します 

・第４回南丹市男女共同参画フォーラムを開催します 

・ハートフルタウン内林の宅地分譲のご案内 

・ひとり親家庭いきいきふれあい事業の参加申込について 

・無料法律相談（京都弁護士会主催）のお知らせ 

・パパ講座「親子でつくるおもちゃ教室」を開催します 

・ホームヘルパー２級養成講座のご案内 

【 裏 】 ・歴史・健康ウオーキングの参加者を募集します 

・母子家庭などのお母さんのための就業準備セミナー開催 

・戸別所得補償モデル対策のお知らせ 

・「おやっ？」と思ったら『食品表示１１０番』 

・京都府立ゼミナールハウスからのお知らせ 

・６月１日は「人権擁護委員の日」です� 

・＜○○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） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美山美山美山美山ライブライブライブライブ「「「「無頼無頼無頼無頼」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

 第４１回えむ企画として、美山ライブ「無頼」を開催します。当日は鼓童の方々

も出演いただきます。多くの皆さんのご来場をお待ちしています。 

●日時日時日時日時 ６月２０日（日）開場：午後４時３０分 開演：午後５時  

●場所場所場所場所 美山文化ホール ●協力券協力券協力券協力券 前売１，０００円／当日１，５００円 

※高校生以下は無料。小学生未満の方は保護者の同伴が必要です。 

●協力券販売場所協力券販売場所協力券販売場所協力券販売場所 社会教育課、八木公民館、日吉町生涯学習センター、美山支所、

企画集団「えむ」会員、美山町各地域振興会 

 

◇問合せ先 社会教育課美山担当 TEL（0771）68-0044 

『『『『１０１０１０１０％％％％増額増額増額増額    がんばりましたがんばりましたがんばりましたがんばりました商品券商品券商品券商品券』』』』をををを販売販売販売販売しますしますしますします    

 

 南丹市域における消費者の購買意欲を刺激し、さらなる消費拡大と地域商業の活性化

を図るため、２，０００セット（２，２００万円分）限定のプレミアム商品券『１０％

増額 がんばりました商品券』を販売します。販売単位は 1 セット１０，０００円から

（１セットは１１，０００円分の商品券）です。ぜひ、ご利用ください。 

●販売期間販売期間販売期間販売期間 ６月１日（火）～６月３０日（水）平日の午前９時～午後５時 

●販売場所販売場所販売場所販売場所 南丹市商工会本所（八木）、園部・日吉・美山各支所 

●販売限度販売限度販売限度販売限度 １人５セットまで（無くなり次第終了） ●使用期限使用期限使用期限使用期限 １１月３０日（火） 

●購入方法購入方法購入方法購入方法 商工会窓口に現金を持参し、備え付けの申込用紙に記入の上、購入し

てください。なお、予約販売はしません。 
 
◇問合せ先 南丹市商工会 TEL（0771）42-5380 

シニアシニアシニアシニア卓球交流大会卓球交流大会卓球交流大会卓球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    

 
●日時日時日時日時 ７月２日（金）午後１時３０分～５時 ●参加料参加料参加料参加料 ３００円 

●場所場所場所場所 クアスポくちたん（口丹波勤労者福祉会館） ●内容内容内容内容 卓球交流大会 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ６月３０日（水）までに、下記申込・問合せ先に直接来館いただくか、電

話、ＦＡＸ、Ｅメールで氏名、住所、電話番号を連絡の上、お申し込みください。 
 
◇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） 

TEL（0771）42-5484 FAX（0771）42-5684 

Ｅメール fualx504@cans.zaq.ne.jp 

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    

 

＜さつき・山野草展＞ 

●日時日時日時日時 ６月４日（金）～６日（日）午前９時～午後５時 

●場所場所場所場所 公園センター ●内容内容内容内容 さつき・山野草愛好家の方々による展示即売 

＜天文教室＞ 

●日時日時日時日時 ６月２６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 小学生以上の方（小中学生は保護者同伴） ●参加料参加料参加料参加料 ２００円 

●内容内容内容内容    部分月食観望など ●申込期間申込期間申込期間申込期間 ６月７日（月）～２１日（月） 

＜園芸教室＞ 

●日時日時日時日時 ７月１日（木）午後１時３０分～４時 ●場所場所場所場所 公園センター３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 菊の定植など 

●申込期間申込期間申込期間申込期間 ６月１４日（月）～２８日（月） 

＜太極拳教室＞ 

●日時日時日時日時 ６月１１日、２５日（各金曜日）午後２時～４時 ●場所場所場所場所 体育館 

●定員定員定員定員 ３０人 ●参加料参加料参加料参加料 １回５００円 ●申込期間申込期間申込期間申込期間 ６月７日（月）まで 

●内容内容内容内容    太極拳の基礎を学ぶ（６回シリーズ、単発でも可） 

＜グラウンド・ゴルフのつどい＞ 

●日時日時日時日時 ６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（当日受付） 

＜スポーツを楽しもう＞ 

●日時日時日時日時 ６月８日（火） ●場所場所場所場所 体育館 

●内容内容内容内容 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） 

 

◇申込・問合せ先 丹波自然運動公園 TEL（0771）82-0560 

ＡＰＥＣＡＰＥＣＡＰＥＣＡＰＥＣ警備警備警備警備にごにごにごにご理解理解理解理解とごとごとごとご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします    

 

 京都府警察では、ＡＰＥＣの成功と皆さんの安全を確保するため、テロの未然防

止などの警備に万全を期することとしています。検問、交通規制などでご不便をお

掛けすることがありますが、ＡＰＥＣ警備へのご理解、ご協力をお願いします。 

●主主主主ななななＡＰＥＣＡＰＥＣＡＰＥＣＡＰＥＣ関連会合関連会合関連会合関連会合 

会議名 日程 場所 

エネルギー大臣会合 ６月１９日（土）、２０日（日） 福井県福井市 

財務大臣会合 １１月６日（土） 京都市 

 

◇問合せ先 南丹警察署 TEL（0771）62-0110 

国際交流協会国際交流協会国際交流協会国際交流協会「「「「社会人英会話教室社会人英会話教室社会人英会話教室社会人英会話教室（（（（初級初級初級初級）」）」）」）」受講生募集受講生募集受講生募集受講生募集    

 

英会話に興味をお持ちの方、簡単な表現から練習し、初歩的な日常会話ができる

ようになること目指しませんか。（中級レベルは、木曜日に開催していますので、下

記問合せ先にお問い合わせください） 

●日時日時日時日時 ６月９日～７月２８日（水曜日全８回）午後７時～８時３０分 

●場所場所場所場所 園部公民館 ●対象対象対象対象 南丹市内在住、在勤の１８歳以上の方および協会会員 

●定員定員定員定員 １５人（先着順。定員になり次第締め切り） 

●受講料受講料受講料受講料 全８回一般：7,200円、会員：6,700円（教材費を含む） 

●共催共催共催共催 南丹市国際交流協会、南丹市教育委員会 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ６月１日以降に住所、氏名、連絡先、緊急連絡先（携帯など）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 南丹市国際交流協会事務局（電話受付：火・水・木 12:00～16:00） 

TEL（0771）63-1840 FAX（0771）63-1841  

Eメール nantania@cans.zaq.ne.jp 

森森森森のののの楽校楽校楽校楽校「「「「泥泥泥泥んこあそびんこあそびんこあそびんこあそび」」」」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    

 

森の楽校の中でも、最も汚れるイベント「どろんこ遊び」の季節がやってきました。

休耕田を耕し、泥の中を思いっきり駆け回ります。今年はどんな遊びが待っているかな。 

●日時日時日時日時 ６月１２日（土）午後１時～３時３０分 

●場所場所場所場所 南丹浄化センター横の田んぼ（八木町北廣瀬） 

●対象対象対象対象 ４歳以上～小学６年生 ●参加費参加費参加費参加費 １，０００円（保険料・おやつ代を含む） 

●服装服装服装服装・・・・持持持持ちちちち物物物物 汚れてもいい服（または水着）、汚れてもいい靴（出来るだけどろ

の中でも脱げにくいもの）、帽子、ゴーグル、水筒、着替え（下着も）、汚れても

いいタオル、汚れた服や靴を入れるビニール袋（２枚）、すべてに記名ください。 

●後援後援後援後援 南丹市、南丹市教育委員会 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 氏名、年齢、住所、連絡先、保護者緊急連絡先（携帯など）を下記申

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 森林・環境ネットワーク（廣瀬） 

         TEL・FAX（0771）42-3708  Ｅメール mail@nposhinrin.net 

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６月１日～６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 

スクールフェイススクールフェイススクールフェイススクールフェイス    

「園部第二小学校 ６年生 修学旅行」 

「吉富・神吉・新庄小学校 ６年生 ３校合同修学旅行」 

６６６６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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

図書館図書館図書館図書館だよりだよりだよりだより ～６月新刊のご案内～ 

６６６６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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

週刊週刊週刊週刊ニュースニュースニュースニュース    もぎたてもぎたてもぎたてもぎたて☆☆☆☆テレビテレビテレビテレビ    

６６６６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 

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

★放送内容が、一部変更になる場合もありますので、 

京都新聞丹波版または、南丹市情報センターホームペ 

ージをご覧ください。 

スクールフェイススクールフェイススクールフェイススクールフェイス    

「富本小学校 ６年生 修学旅行」 

「胡麻郷小学校 ６年生 修学旅行」 

６６６６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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

月月月月イチイチイチイチきょうときょうときょうときょうと府府府府    

６６６６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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

スクールフェイススクールフェイススクールフェイススクールフェイス    

｢美山連合小学校 ６年生 修学旅行」 

（知井・平屋・宮島・鶴ヶ岡・大野小学校）    
６６６６月月月月１０１０１０１０日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

１１日（金）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

１２日 (土) 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

週刊週刊週刊週刊ニュースニュースニュースニュース    もぎたてもぎたてもぎたてもぎたて☆☆☆☆テレビテレビテレビテレビ    

６６６６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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

スクールフェイススクールフェイススクールフェイススクールフェイス    

「八木小学校 ６年生 修学旅行」 

「殿田小学校 ６年生 修学旅行」 

６６６６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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～    

テレビテレビテレビテレビ週報週報週報週報    

（毎日）11：00／14：00／番組の後ろ（変更あり） 

ＪＡＪＡＪＡＪＡトピックストピックストピックストピックス（ＪＡ京都 提供） 
（毎日）6：00／11：30／19：30／21：30（変更あり） 

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

★南丹市情報センターホームページ なんたんネット 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１０５号（３の２）平成２２年５月２８日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

日程 受付時間 場所 

６月１０日（木） 京都府園部総合庁舎 

６月１７日（木） 

午前１０時～１１時３０分 

午後０時３０分～３時３０分 南丹市八木公民館 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

生生生生きいききいききいききいき筋筋筋筋トレトレトレトレ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    

 

病気、けが、老化などにより心身の機能が低下している方に対し、心身の機能の

維持回復に必要な訓練を行い、閉じこもりの防止、日常生活の自立を助け、介護予

防につなげることを目的に生きいき筋トレ教室を行います。 

●日程日程日程日程 ７月～２月 各地区週１回程度 

    園部地区：金曜日（午後） 八木地区：月曜日（午後） 

    日吉地区：水曜日（午後） 美山地区：金曜日（午後） 

●場所場所場所場所 各保健福祉センター 

●参加対象参加対象参加対象参加対象 南丹市民の４０歳から６４歳までの方で、疾病、外傷その他の原因に

よる身体または精神機能の障がいまたは低下に対する訓練を行う必要のある方 

※医療におけるリハビリテーションをされている方は対象となりません。 

●内容内容内容内容 運動療法、理学療法、レクリエーション、調理実習など 

※送迎の必要な方には送迎あり。 

●費用費用費用費用 無料（調理、手芸などの内容により一部負担あり） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 申請書、医師の診断書を健康課または各支所健康福祉課に提出してく

ださい。（必要書類は、健康課、各支所健康福祉課に備え付けています） 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

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 ６月８日、２２日（各火曜日）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問合せ先にお申し込みください。 

※上記以外の無料相談会場もご案内しています。まずはご相談ください。 

 

◇問合せ先 南丹広域振興局商工労働観光室 TEL（0771）23-4438 

商工観光課 TEL（0771）68-0050 各支所産業建設課 

麻麻麻麻しんしんしんしん・・・・風風風風しんしんしんしん混合混合混合混合ワクチワクチワクチワクチンンンン（ＭＲ）（ＭＲ）（ＭＲ）（ＭＲ）のののの接種接種接種接種についてについてについてについて    

 

麻しん予防で最も有効な対策は予防接種です。定期予防接種では麻しん・風しんの混

合ワクチンを生後１２カ月から２４カ月までの間に１回目、就学前１年間（年長児）に

２回目を接種します。一昨年４月から向こう５年間に限り、これまで麻しん・風しんの

定期予防接種の機会が１回しかなかった中学１年生と高校３年生相当の方にも定期接種

を実施することになりました。今回、南丹市立中学校に通われている中学１年生を対象

に、下記の日程で麻しん・風しん混合ワクチンの集団予防接種を実施します。対象の方

には、各学校から配布する個別通知で詳しくご案内します。 

対象者 実施日 実施場所 

南丹市立園部中学校１年生 ６月３日（木）午後 南丹市立園部中学校 

南丹市立八木中学校１年生 ６月７日（月）午後 南丹市立八木中学校 

南丹市立殿田中学校１年生 ６月１４日（月）午後 南丹市立殿田中学校 

南丹市立美山中学校１年生 ７月８日（木）午後 南丹市立美山中学校 

※なお、中学１年生のうち南丹市立中学校以外に通学されている方および高校３年

生の全対象者には、今年３月末～４月中旬に、医療機関で受けていただく個別接

種の案内を通知しています。転入などで個別通知を受け取っておられない対象者

の方は、下記問合せ先までご連絡ください。 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

日本脳炎日本脳炎日本脳炎日本脳炎ワクチンワクチンワクチンワクチンのののの接種接種接種接種についてについてについてについて    

 

日本脳炎予防接種は、厚生労働省通知により平成１７年５月から日本脳炎ワクチ

ン接種の積極的勧奨を差し控えていましたが、接種勧奨を再開しますのでお知らせ

します。接種を希望される方は、南丹市内の協力医療機関（下表参照）へ直接お申

し込みください。 

●定期定期定期定期のののの予防接種予防接種予防接種予防接種についてについてについてについて 

 対象者 接種回数 接種 

１期初回 

６～２８日の間隔をおい

て２回接種 

第

１

期 

3歳～7歳6カ月未満 

公費負担（無料） １期追加 

１期初回終了後おおむね

１年で１回 

３歳児の方には５月中に個

別通知を行います。４歳以上

の対象者で希望される方は

協力医療機関に予診票をお

いていますので直接お申し

込みください。 

第

２

期 

9歳以上13歳未満  

（旧）日本脳炎ワクチンが終了していますので、接種を

することができません。（現在２期の接種について厚生

労働省で検討中ですので、検討内容が決まりましたらお

知らせします） 

●南丹市日本脳炎予防接種協力医療機関南丹市日本脳炎予防接種協力医療機関南丹市日本脳炎予防接種協力医療機関南丹市日本脳炎予防接種協力医療機関 

医療機関名 電話 予約電話受付時間 

川西診療所 (0771）62-0139 月～土：午前９時～午後５時 

高屋こども診療所 (0771）68-1155 平日：午前８時３０分～午後７時３０分 

吉田小児科内科医院 (0771）63-1458 

月・火・木・金: 

午前９時～正午/午後５時～７時３０分 

水・土:午前９時～正午 

公立南丹病院 (0771）42-2510 平日：午前８時３０分～午後５時 

山田医院 (0771)42-2306 平日：午前９時～午前１１時３０分 

藤岡五ヶ荘診療所 (0771)73-0203 平日：午前１０時～正午 

美山診療所 (0771)75-1113 平日：午前９時～正午 

美山林健センター診療所 (0771)76-0201 水・木・金:午前９時～正午 

※上表の協力医療機関以外での接種を希望される方は、健康課までお問い合わせく

ださい。 

※１期初回を旧ワクチンで接種した方が、現在使用している新ワクチンで１期追加

を受けることは可能です。なお平成１７年から接種勧奨を差し控えたため、接種

機会を逃した方に対する接種機会の確保は国で検討中です。明らかになり次第お

知らせします。 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

３４３４３４３４ののののテーマテーマテーマテーマでででで出前講座出前講座出前講座出前講座をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

 

南丹市では、「地域づくり出前講座」を実施しています。この講座は市民の皆さ

んに市政へ関心を持っていただき、地域づくりに役立てていただくため、皆さん方

の会議や集会に市の職員が講師として出向き、市の事業や施策などについて説明す

るものです。平成２２年度は３４講座のテーマを用意しています。また、内容は申

込者と相談し、活動にあった内容にさせていただきます。出前講座を希望される場

合は、希望日の３週間前までに下記申込・問合せ先にお申し込みください（会場の

手配やその経費、教材費が必要な場合は申込者の負担となります）。詳しい内容やテ

ーマはお問い合わせいただくか、南丹市ホームページの「南丹市地域づくり出前講

座」（http://www.city.nantan.kyoto.jp/demae/demae.html）をご確認ください。 

 

◇申込・問合せ先 情報推進課 TEL（0771）68-0019 

審議会審議会審議会審議会などのなどのなどのなどの会議会議会議会議をををを傍聴傍聴傍聴傍聴しませんかしませんかしませんかしませんか    

 

南丹市では、情報公開の一環として、「南丹市審議会等の会議の公開に関する指針」に

基づき、審議会などの会議の内容を一般に公開しています。市民の皆さんと共にまちづ

くりを進めていくため、市が行う事業の企画や立案、政策の決定経過で開催されている

審議会などの会議を一度、傍聴してみませんか。公開の対象となっている審議会などの

情報やこれまでに公開してきた会議録などは、市役所本庁１号庁舎１階玄関ホールの「南

丹市各種審議会等情報コーナー」に設置しているほか、南丹市ホームページの「審議会

情報」（http://www.city.nantan.kyoto.jp/singikai/singikai.html）からもご覧になれ

ます。また、傍聴手続きなどは、下記問合せ先にお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 情報推進課 TEL（0771）68-0019 

『『『『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 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度「「「「女性女性女性女性のののの館館館館」」」」講座講座講座講座のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

＜長期講座＞ 

●フラワーアレンジメント 生花、ドライフラワー、アート類を使って、四季折々

のヨーロピアンアレンジで暮らしに花と潤いを与えます。 

・日時 7/3、8/7、9/4、10/2、11/6、12/4 

 ・場所 美山会場 (美山文化ホール)：午前10時～正午 

園部会場 (女性の館)：午後1時30分～3時30分 

・定員 20人 ・持ち物  生け花用はさみ ・講師 森谷万知子氏 

●きものリフォーム 着物や古布をベストやブラウスに仕上げます。 

・日時 7/14、8/11、9/8、10/13、11/10、12/8 午前10時～午後3時30分 

・定員 10人 ・持ち物 筆記用具、裁縫道具 ・講師 疋田里美氏 

●手編み ベストなどを編み上げます。 

・日時 7/13、8/10、9/14、10/19、11/9、12/14 午後1時30分～3時30分 

・定員 20人 ・持ち物 編み針（お持ちの方） ・講師 小林善子氏 

●書道 初めての方、再度始めようとされる方を中心にやさしい書道を進めます。 

・日時  7/28、8/25、9/22、10/27、11/24、12/22 午後1時30分～3時30分 

・定員 20人 ・持ち物  書道道具 ・講師 黒木雅子氏 

●さをり織り 好きな色で織り上げ個性的なベストなどに仕上げます。 

・日時 7/23、8/27、9/24、10/22、11/26、12/24 午前10時～午後3時30分 

・定員 10人 ・持ち物 裁縫道具 ・講師 松本悦子氏 

●水彩画 やわらかい優しいタッチの水彩画です。初心者大歓迎。 

・日時 7/8、8/12、9/9、10/14、11/11、12/9 午後1時30分～3時30分 

・定員 20人 ・持ち物 水彩画絵の具、筆(お持ちの方のみ) ・講師 長井久容氏 

●生け花 嵯峨御流の生け花です。四季の花を楽しんでください。 

・日時 7/8、8/12、9/9、10/14、11/11、12/9 午前10時～正午 

・定員 20人 ・持ち物 生け花用はさみ ・講師 浅井淑子氏 

●ハワイアンキルト ポーチ、クッションなどおしゃれな作品が出来上がります。

基礎から学びます。 

・日時 7/15、7/22、8/19、8/26、9/16、9/30、10/21、10/28、11/18、11/25、

12/2、12/16 午後1時30分～3時30分 

・定員 20人 ・持ち物 裁縫道具 ・講師 谷口久美子氏 

＜短期講座＞ 

●玉飾り（布細工） ちりめんを使ったかわいい飾り物です。色遊びをしながら創作

します。 

・日時 8/6、9/3、10/1 午前10時～正午 

・定員 20人 ・持ち物 裁縫道具 ・講師 布²の会 

●エコクラフト エコクラフトで手作り雑貨を作ります。 

・日時 8/6、9/10、10/8 午前10時～正午 

・定員 20人 ・持ち物 はさみ ・講師 中村祐予氏 

●さるぼぼ(布あそび) ９つのサルを作り、苦難を去る縁起物の作品です。初めて

の方も簡単に作れます。 

・日時 8/4、9/1、10/6 午後1時30分～3時30分  

・定員 20人 ・持ち物 裁縫道具 ・講師 女性の館スタッフ 

●陶芸 コーヒーカップ、ビアグラスなどオンリーワンの作品を作ります。初心者向け 

・日時 8/4、9/1、10/6 午前10時～正午 

・定員 20人 ・持ち物 エプロン ・講師 谷垣洋子氏 

●絵手紙 季節の想いを絵手紙に載せてみませんか？ 

・日時 8/10、9/14、10/19 午前10時～正午 

・定員 20人 ・講師 井上みよし氏 

●その他の随時講座 クレイアートミニスイーツ作り[8/8(日)]、干支作り、ミニお

雛様作り、お正月用フラワーアレンジメント[12/28(火)午前美山・午後園部] 

＜全講座共通事項＞ 

各講座とも２時間を１回とし、受講料は１回５００円です。初回講座時に全回数

分をお支払いください。ただし材料費は別途必要です。申込締切は６月１８日（金）

です。申し込みをされた方には講座開催前に、はがきで日程などの詳細をご連絡さ

せていただきます。※ただし、各講座の申込人数が１０人以下の場合は講座を中止

することがあります。また、都合により日程を変更する場合もあります。性別を問

わずどなたでも受講いただけますので、多数のお申し込みをお待ちしています。 

 

◇ 申込・問合せ先 園部女性の館 TEL(0771) 63-2986 

膠膠膠膠

こう

原病原病原病原病

げんびょう

個別相談個別相談個別相談個別相談のごのごのごのご案内案内案内案内    

  
膠原病は、適切な治療を受け、うまくつきあうことが大切です。病気や治療について

心配ごとのある方、気になる症状のある方はこの機会に保健所にご相談ください。 

●日時日時日時日時 ７月７日（水）午後１時３０分～４時３０分 ●場所場所場所場所 南丹保健所 

●対象対象対象対象 膠原病で療養中の方。または、次の症状がある方 

・皮膚が日光にあたると過敏になる、発疹ができる、皮膚が硬くなりつまみにくい 

・手指がこわばる、指先が冷えると白くなり痛む、普段している動作なのに力が入り

にくい など 

●内容内容内容内容 専門医による個別相談 ●相談料相談料相談料相談料 無料 

●担当医担当医担当医担当医 京都第二赤十字病院 代謝・内分泌・腎臓内科  井上衛 医師 

●定員定員定員定員 ６人（予約制：状況によりお断りすることがあります） 

 

◇申込・問合せ先 南丹保健所保健室 TEL（0771）62-2979 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度第年度第年度第年度第１１１１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    

 

●実施日時実施日時実施日時実施日時およびおよびおよびおよび科目科目科目科目 

７月１日（木） ７月８日（木） 

受付 午前９時～９時１５分 受付 午前９時～９時１５分 

食文化概論 

衛生法規 

午前９時１５分～正午 

栄養学 

食品学 

午前９時１５分～正午 

食品衛生学 

公衆衛生学 

午後１時～５時 

食品学 

調理理論 

午後１時～４時３０分 

●場所場所場所場所 ガレリアかめおか ２階 研修室 ●申込期間申込期間申込期間申込期間 ６月１４日（月）～１８日（金） 

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

高等学校奨学金高等学校奨学金高等学校奨学金高等学校奨学金（（（（第第第第２２２２次申請次申請次申請次申請））））のののの受付受付受付受付についてについてについてについて    

 

京都府では、高等学校奨学金の第２次申請を下記により受け付けます。 

●対象者対象者対象者対象者 南丹市内在住で、次の①～③すべてに該当する方 

①平成２２年度市民税（平成２１年中の所得に係る市・府民税）が非課税の世帯

に属する方 

②母子世帯、父子世帯（２０歳以上６５歳未満の同居者がいない家庭）、児童世帯、

身体障害者世帯などに該当する世帯の方 

③高等学校（高等専門学校などを含む）に修学中の方 

※同居している人の状況によっては対象とならない場合があります。 

※他の奨学金制度等を受けている人は、支給調整をすることがあります。 

●必要書類必要書類必要書類必要書類 ①申請書 ②同意書２種類（返還・併給調整および在学確認用） 

③在学証明書 ④平成２２年度課税証明書（平成２１年中の所得に係る証明） 

●申請方法申請方法申請方法申請方法 南丹保健所、社会福祉課および各支所健康福祉課に備え付けの申請書

類に記入の上、６月１日（火）～２５日（金）の間に提出してください。 

●そのそのそのその他他他他 私立高等学校あんしん修学支援事業による授業料実質無償化に伴い、入

学支度金（１年生のみ）および支援金（年額６万円）のみ支給となります。 

 

◇問合せ先 南丹保健所福祉室 TEL（0771）62-0361 

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 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度    狩猟免許試験狩猟免許試験狩猟免許試験狩猟免許試験・・・・講習会講習会講習会講習会についてについてについてについて    

 

現在南丹市では、狩猟期間などを除き、ほぼ年間を通して有害鳥獣捕獲を実施してい

ますが、残念ながらシカをはじめとする有害鳥獣による被害があとを絶ちません。その

ため、より効率的に捕獲を実施するため、有害鳥獣捕獲を目的に新たに狩猟免許を取得

された方に対して、その取得にかかった経費の一部を補助する制度を設けています。本

年度の狩猟免許の試験日と講習会の日程が決定しましたのでお知らせします。 

●狩猟免許試験日狩猟免許試験日狩猟免許試験日狩猟免許試験日 第１回：７月４日（日） 京都社会福祉会館 

         第２回：９月４日（土） 綾部市市民センター 

●受付期間受付期間受付期間受付期間 ※土・日曜日は除く。 第１回：６月３日（木）～２４日（木） 

                 第２回：７月２９日（木）～８月２６日（木） 

●狩猟免許講習会狩猟免許講習会狩猟免許講習会狩猟免許講習会 ６月１９日（土） 京都アスニー（京都市生涯学習センター） 

●受付締切日受付締切日受付締切日受付締切日 ６月１１日（金）まで ※土・日曜日は除く。 

 

◇問合せ先 狩猟免許試験：南丹広域振興局農林整備室 TEL（0771）22-0426 

講習会：京都府猟友会 TEL 075-821-5225 

市補助金制度：農林整備課 TEL（0771）68-0012 

各支所 産業建設課 TEL 八木（0771）68-0024 

日吉（0771）68-0034 美山（0771）68-0043 

発達障害支援講演発達障害支援講演発達障害支援講演発達障害支援講演「「「「モンダイモンダイモンダイモンダイなななな想像力想像力想像力想像力とととと身体感覚身体感覚身体感覚身体感覚」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

幼いころから周囲との違和感を抱きながら育ち、３０代になってアスペルガー症

候群（知的面、言語面での遅れを伴わない自閉スペクトラム）と診断される。翻訳・

執筆・講演などを通じて、自閉の内側を語る活動を精力的に続けている「ニキ・リ

ンコ」氏による講演会を開催します。 

●日時日時日時日時 ６月２６日（土）午後１時３０分～４時（受付：午後１時～） 

●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館 コスモホール ●参加費参加費参加費参加費 無料 

●講師講師講師講師 ニキ・リンコ 氏（翻訳家）、浅見淳子氏（編集者／「花風社」） 

※講師のニキ・リンコさんは、音に対して過敏なところがあります。お子様連れの

ご参加はご遠慮ください。 

●定員定員定員定員 １００人（受付順、定員になり次第締め切ります） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ６月１日（火）以降に電話で下記申込・問合せ先にお申し込みください。 

●そのそのそのその他他他他 託児ルームあり（有償：５００円。６月１１日（金）までに予約してく

ださい。受付順、定員になり次第締め切ります） 

●主主主主催催催催 南丹市 ●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」 

●後援後援後援後援 南丹広域振興局、南丹保健所、南丹教育局、南丹市教育委員会 

 

◇申込・問合せ先 南丹市子育て発達支援センター TEL（0771）62-3150 
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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    

 

ハートフルタウン内林は、健全な市街地の形成を整備する土地区画整理事業による保留

地販売を行っています。保留地は安心してお住まいいただける良好な住宅用地として分

譲しており、建築業者指定などの建築条件はありませんので、お好みのハウスメーカー

などで「マイホーム造り」をしていただくことが可能です。今年に入り、多様な世代の

方々から、ご好評を賜り多くの「御予約・御契約」をいただきました。５月１３日の時

点で、残り４１区画のうち、９００万円台の区画はあと５区画となりました。土地の購

入、マイホーム所有をお考えの方は、ぜひ下記問合せ先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 

●分譲価格分譲価格分譲価格分譲価格 ９４５万円(面積150.56㎡)～５，００８万円(面積729.94㎡) 

最多販売価格帯１，１００万円台９区画・１，０００万円台８区画 

全区画土地４５坪以上・総区画数１１９区画 

 

◇問合せ先 内林町土地区画整理組合（都市計画課内） TEL（0771）68-0052 

第第第第４４４４回南丹市男女共同参画回南丹市男女共同参画回南丹市男女共同参画回南丹市男女共同参画フォーラムフォーラムフォーラムフォーラムをををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

女性も男性も共に平等な存在として尊重され、一人一人の能力や個性を発揮すること

ができる「男女共同参画社会」を実現し、だれもがキラっと輝けるまちづくりを目指し

フォーラムを開催します。どなたでもご参加いただけますのでご来場ください。 

●日時日時日時日時 ６月２７日（日）午後1時３０分開会 

●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館 コスモホール ●入場料入場料入場料入場料 無料 

●内容内容内容内容 ・オープニング フラダンス（ハラウ フラ オ カワイルナ） 

    ・講演 演題 『食べる・育つ・生きる』～今、本当にたいせつなこと～ 

        講師 坂本廣子 氏（食育・料理研究家） 

●そのそのそのその他他他他 商工会、女性の館、食生活改善推進委員会の協力による展示販売（正午～） 

※保育ルームも設置します。６月２１日（月）までに下記問合せ先にお申し込みください。 

 

◇問合せ先 市民課 TEL（0771）68-0005 

市営住宅入居者市営住宅入居者市営住宅入居者市営住宅入居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    

 

●募集募集募集募集するするするする住宅住宅住宅住宅 園部向河原団地（公営住宅）  １ルーム  ２戸 

        園部向河原団地（公営住宅）  ３ＤＫ   ４戸 

        園部向河原団地（特公賃住宅） ３ＬＤＫ  ５戸 

        園部向河原団地（特公賃住宅） １ＤＫ   ５戸 

        府営屋賀上団地（公営住宅）  ４ＤＫ   ４戸 

        日吉貝尻団地（公営住宅）   ３ＤＫ   １戸 

        美山鶴ケ岡団地（公営住宅）  ３ＤＫ   １戸 

        美山安井団地（公営住宅）   ３ＬＤＫ  １戸 

※住宅毎に入居人数が決まっていますので、問合せ先までお問い合わせください。 

●入居資格入居資格入居資格入居資格のののの主主主主なものなものなものなもの 

①現に同居し、または同居しようとする親族がある方。 

②公営住宅法に定められた基準収入以下であること。 

③現に住宅に困窮していることが明らかな方であること。 

④現に南丹市内に住所、または勤務場所があること。 

⑤市町村税などを滞納していない方であること。 

⑥申込者または同居しようとする親族が暴力団員（「暴力団員による不当な行為の防止

に関する法律」第２条第６号に規定する暴力団員）でないこと。 

※入居資格については、関係機関に照会します。 

⑦南丹市内に居住し、独立の生活を営み、申込者と同程度またはそれ以上の収入を有

する連帯保証人が２人あること。（公営住宅入居者は連帯保証人になれません） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 住宅入居申込書と添付書類（誓約書、入居予定者全員の住民票、所得

を証明する書類、市税等納付証明書など）を提出してください。 

※申込書などの様式は住宅課および各支所産業建設課に備え付けています。 

●申込受付申込受付申込受付申込受付 ①受付場所 住宅課（各支所産業建設課でも提出は可能です） 

②受付期間 ５月３１日（月）～６月１１日（金） 

午前９時～１１時３０分、午後１時～４時３０分 

●入居選考入居選考入居選考入居選考 ①選考方法 入居資格を有する方の内から、「南丹市営住宅の設置及び

管理に関する条例」、「南丹市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関

する条例」などに基づき選考します。 

②選考決定日 ７月中旬（予定） 

●入居時期入居時期入居時期入居時期 ７月下旬（予定） 

 

◇問合せ先 住宅課 TEL（0771）68-0062 

ホームヘルパーホームヘルパーホームヘルパーホームヘルパー２２２２級養成講座級養成講座級養成講座級養成講座のごのごのごのご案内案内案内案内    

 
 母子家庭の母および寡婦の自立を支援し、就業に結びつける技能・資格を取得す

るためのホームヘルパー２級養成講座を実施します。 

●期間期間期間期間 ７月４日（日）～１１月３０日（火）※受講日は日曜日が中心ですが、研

修（実習）科目によっては平日もあります。 

●場所場所場所場所 メルパルク京都カルチャールーム（ＪＲ京都駅東隣：旧ぱるるプラザ京都）ほか 

●対象者対象者対象者対象者 京都府内（京都市内を除く）の母子家庭の母または寡婦であって、ホー

ムヘルパーとして就業しようとする方で、本講座の全日程に出席できる方 

●定員定員定員定員 ２５人 ●そのそのそのその他他他他 保育ルームあり（未就学児、生後６カ月以上） 

●費用費用費用費用 テキスト代：６，８００円 ※交通費（移動費）は自己負担です。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 所定の受講申込書（子育て支援課、各支所健康福祉課に備え付け）および

必要に応じ添付書類を同封の上、６月４日（金）までに郵送でお申し込みください。 

※添付書類 世帯全員の住民票または母子家庭の母または寡婦であることの証明書 

 

◇申込・問合せ先 京都府母子寡婦福祉連合会事務局 TEL 075-223-1360 

ひとりひとりひとりひとり親家庭親家庭親家庭親家庭いきいきふれあいいきいきふれあいいきいきふれあいいきいきふれあい事業事業事業事業のののの参加申込参加申込参加申込参加申込についてについてについてについて    

 

南丹市に在住の母子・父子家庭などを対象に、親子のふれあいと参加者相互の交流を

深めることにより、子どもの健やかな成長と母子・父子家庭などの福祉の増進を図るこ

とを目的として開催します。多数のご参加をお待ちしています。  

●日程日程日程日程 ６月２０日（日） ●行先行先行先行先 大阪ビッグバン 

●募集人数募集人数募集人数募集人数 約１１０人（参加多数の場合は抽選とします） 

●参加費用参加費用参加費用参加費用 大人・中学生：２，５００円、小学生：２，０００円、幼児（３歳以

上）：１，０００円（参加費用：交通費、昼食代などを含む） 

●申込期限申込期限申込期限申込期限 申込用紙（子育て支援課、各支所健康福祉課に備え付け）に記入の上、

６月４日（金）までに下記申込・問合せ先にお申し込みください。 

  

◇申込・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 

パパパパパパパパ講座講座講座講座「「「「親子親子親子親子でつくるおもちゃでつくるおもちゃでつくるおもちゃでつくるおもちゃ教室教室教室教室」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

今回のパパ講座は、「ものづくり」をテーマに取り組みます。０歳から保育所・幼稚園

に入園するまでの子どもとお父さん・お母さん・お家の方、ご一緒にお越しください。 

●日時日時日時日時 ６月２０日（日）午前１０時～１１時３０分（受付：午前９時３０分～） 

●場所場所場所場所  南丹市子育てすこやかセンター  

●内容内容内容内容 『親子でつくる おもちゃ教室』～積み木づくり～  

●講師講師講師講師 高橋博樹 氏（ＮＰＯ法人京都匠塾 会員・京都伝統工芸大学校 助手） 

    玉村嘉章 氏（ＮＰＯ法人京都匠塾 町家工房「息吹」・京都伝統工芸大学校 助手） 

●そのそのそのその他他他他 詳細は、下記問合せ先にお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 南丹市子育てすこやかセンター TEL（0771）68-0082 

無料法無料法無料法無料法律相談律相談律相談律相談（（（（京都弁護士会主催京都弁護士会主催京都弁護士会主催京都弁護士会主催））））のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

京都弁護士会は、毎週木曜日午後１時から５時まで、南丹市国際交流会館で「園部法

律相談センター」を開設。４０分５，２５０円で法律相談を実施されて、本年で１０周

年を迎えます。記念企画として、下記の取組をされますのでご利用ください。 

①①①①４４４４町町町町でのでのでのでの無料法律相談会無料法律相談会無料法律相談会無料法律相談会 ◇予約・問合せ先 総務課 TEL（0771）68-0002 

相談日 相談場所 相談時間 

６月８日（火) 南丹市役所八木支所 １階 市民ルーム 

６月９日（水 南丹市役所本庁２号庁舎 １階 １０１会議室 

６月１０日(木) 南丹市役所日吉支所 ３階 第２会議室 

６月１１日(金) 美山文化ホール ２階 第１会議室 

午後１時～４時 

相談無料・要予約 

（１回３０分） 

②②②②園部法律相談園部法律相談園部法律相談園部法律相談センターセンターセンターセンター無料企画無料企画無料企画無料企画 ◇予約・問合せ先 京都弁護士会 TEL 075-231-2378 

相談日 相談場所 相談時間 

６月３日、１０日、１７日、

２４日（各木曜日） 

南丹市国際交流会館 

午後１時～５時 

相談無料・要予約（１回４０分） 

※②については、６月以外は４０分５，２５０円の有料となりますが、法律扶助制

度により無料となる場合もありますので、ご予約の際に併せてお尋ねください。 

 

◇問合せ先 総務課 TEL（0771）68-0002 

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    

 

今回は、第３８回 ［若狭おばま］鯖街道～ちりとてちん～小浜西組コース。鯖街道

の起点から出発して、波音の聞こえる小浜西組の古き町並みと丹後街道を戦国ロマンを

求めて散策します。大変歩きやすい道です。どなたでもお気軽にご参加ください。  

●日程日程日程日程 ６月１２日(土)（雨天決行） 

●コースコースコースコース 園部公園＝若狭フィッシャーマンズワーフ―鯖街道起点―八百比丘尼の

入定洞―瀧の水―常高寺―三丁町―高成寺―マーメイドテラス―フィッシャーマ

ンズワーフ（昼食）＝若狭姫神社―若狭彦神社＝園部公園（歩程約７ｋｍ）             

※当日、都合によりコースを変更する場合があります。 

●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５０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 園部公園駐車場 午後５時ごろ解散予定 

●対象対象対象対象 １人で７ｋｍ以上歩ける方 

●注意注意注意注意 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、汗拭きタオル、帽子、手袋（雨天時雨具） 

●参加費用参加費用参加費用参加費用 一般：2,300円（バス代、保険代、資料代ほか）会員：2,000円 

※６月７日以降のキャンセルは、キャンセル料として2,000円いただきます。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ６月７日（月）までに下記申込・問合せ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 

戸別所得補償戸別所得補償戸別所得補償戸別所得補償モデルモデルモデルモデル対策対策対策対策のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

    
    平成２２年度から戸別所得補償モデル対策がスタートしました。この対策は、自

給率向上のポイントとなる麦・大豆・米粉用米・飼料用米などについて、シンプル

で分かりやすい助成体系の下に生産拡大を促す「水田利活用自給力向上事業」と水

田農業の経営安定を図るために、恒常的に赤字に陥っている米に対して補てんする

「米戸別所得補償モデル事業」の２つの事業がセットで実施され、交付金が国から

直接支払われます。事業内容や加入手続きなどの詳しい内容は、下記問合せ先まで

お問い合わせください。また、なんたんテレビ「テレビ週報」で近畿農政局から事

業内容の紹介を放映していますので、そちらもぜひご覧ください。 

 

◇問合せ先 近畿農政局 戸別所得補償制度対策推進室 TEL 075-366-0117 

農政課 TEL（0771）68-0060 

「「「「おやっおやっおやっおやっ？」？」？」？」とととと思思思思ったらったらったらったら『『『『食品表示食品表示食品表示食品表示１１０１１０１１０１１０番番番番』』』』    

 

 食品を購入するときに目にする食品表示。この表示に間違いがあれば問題です。近畿

農政局では、皆さんからの情報を受け付け、適正な食品表示に向けた取り組みを行って

います。不審な表示を目にした場合や、食品表示で疑問がある場合は、『食品表示１１０

番』（TEL ０７５－４１４－９０２６ 近畿農政局 表示規格課）にお電話ください。 

 また、食品表示について広く知っていただくために、皆さんが開催される各種会合、

勉強会などに担当職員を派遣しています。お気軽にお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 近畿農政局 地域第三課 TEL（0771）62-3371 

母子家庭母子家庭母子家庭母子家庭などのおなどのおなどのおなどのお母母母母さんのためのさんのためのさんのためのさんのための就業準備就業準備就業準備就業準備セミナーセミナーセミナーセミナー開催開催開催開催    

 

 一歩を踏み出そうとしているけど、何から？どうしたら？と考えている方に・・・。 

●日時日時日時日時 ６月２４日（木）午前１０時～午後４時 

●場所場所場所場所 京都テルサ 東館２階 ワーキングルーム 

●対象者対象者対象者対象者 京都府内在住（京都市内を除く）の母子家庭などのお母さん 

●内容内容内容内容 講演「就職に役立つビシネスマナー」・パソコン入門 

●受講料受講料受講料受講料 無料 ●そのそのそのその他他他他 保育ルームあり（６カ月～小学校入学前）要予約 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 所定の申込書（子育て支援課、各支所健康福祉課に備え付け）に記入

の上、下記申込・問合せ先に郵送、ＦＡＸでお申し込みください。 

●定員定員定員定員 １２人（定員になり次第締め切り） 

 

◇申込・問合せ先 京都府母子家庭等自立支援センター TEL 075-662-3773 

京都府立京都府立京都府立京都府立ゼミナールハウスゼミナールハウスゼミナールハウスゼミナールハウス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    

 

＜さをり織りとランチ＞ 

毎週金・土曜日の午前１０時から午後４時に行っています。 

●参加費参加費参加費参加費 ２日：5,000円（昼食２回、材料付）、１日：3,500円（昼食１回、材料付） 

※材料費はスカーフ１枚程度です。大作の場合は糸の追加費用が掛かることがあります。 

＜歴史街道 西の鯖街道＞ 

西の鯖街道の起点、高浜町を見下ろす山を歩き、中山寺を訪れ秘仏馬頭観音を拝観します。 

●日時日時日時日時 ６月１２日（土）～１３日（日） ●申込締切申込締切申込締切申込締切 ６月７日（月） 

●場所場所場所場所 高浜町 ●参加費参加費参加費参加費 １泊４食：13,000円、日帰り：3,800円/日（昼食付） 

 

◇申込・問合せ先 京都府立ゼミナールハウス TEL（0771）54-0216 

６６６６月月月月１１１１日日日日はははは「「「「人権擁護委員人権擁護委員人権擁護委員人権擁護委員のののの日日日日」」」」ですですですです    

  

人権擁護委員は，人権擁護委員法の施行日である ６月１日を「人権擁護委員の日」

と定め，自己研鑽の日としてその使命を再認識するとともに，人権擁護委員制度の

周知と人権思想の普及高揚を図ることとしています。そこで、６月１日からの週に

「特設心配ごと（人権）相談所」を開設します。日々の暮らしの中で気になること

や悩み事など，お気軽にご相談ください。人権擁護委員には守秘義務が課せられて

いますので相談内容が漏れることはありません。相談費用・予約とも不要です。 

開設日 開設時間 開設場所 

午前９時～正午 京都地方法務局園部支局 
６月１日（火） 

午後１時～４時 園部公民館（定例心配ごと相談） 

午前９時～正午 園部公民館、八木公民館 
６月５日（土） 

午後１時～４時 南丹市社協日吉支所、美山基幹集落センター 

６月８日（火） 午後１時～４時 八木公民館（定例心配ごと相談） 

※どの相談場所にお越しいただいてもかまいません 

※６月５日（土）は定例心配ごと相談の相談員だけでなく，例えば園部公民館には

旧園部町以外の相談員もお待ちしています。 

 

◇問合せ先 京都地方法務局園部支局・園部人権擁護委員協議会 TEL（0771）62-0208 


