
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１０６号（３の１）平成２２年６月１１日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者成人講座障害者成人講座障害者成人講座障害者成人講座のののの参加者参加者参加者参加者・・・・ボランティアボランティアボランティアボランティアをををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

南丹市では、障がいのある方が社会参加の促進と学習意欲の高揚を図るため講座

を開講します。聴覚や視覚に障がいのある方の参加を幅広く募集します。香りを楽

しんだり、身体を動かしたりと一人では体験できないような活動を企画しています。

家族や知り合いの方にもお声掛けください。また、参加者をサポートするボランテ

ィアを募集します。興味のある方は下記問合せ先までお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 

市税市税市税市税などのなどのなどのなどの納付納付納付納付はははは納期限内納期限内納期限内納期限内にににに！！！！    

 

市税などは、定められた納期限までに自主的に納めていただくことになっています。

納期限までに完納されない場合は督促手数料、延滞金が加算され、余分にご負担いただ

くことになるため、納期内納付をお願いします。なお、長期の滞納は、税・料負担の公

平性を確保するため財産や勤務先などを調査し、差押処分（滞納処分）をしますので、

未納がある方は至急市役所本庁、各支所または金融機関窓口などで納付してください。 

●平成平成平成平成２２２２２２２２年度納期限一覧表年度納期限一覧表年度納期限一覧表年度納期限一覧表 

市府民税(普通徴収) 

固定資産税・都市計画税 

国民健康保険税(普通徴収) 

期別 軽自動車税 

介護保険料(普通徴収) 

後期高齢者医療保険料 

（普通徴収） 

全期 ４月３０日(金)   

第１期 ６月３０日(水) ８月２日(月) 

第２期 ８月２日(月) ８月３１日(火) 

第３期 ８月３１日(火) ９月３０日(木) 

第４期 ９月３０日(木) １１月１日(月) 

第５期 １１月１日(月) １１月３０日(火) 

第６期 １１月３０日(火) 平成２３年１月４日(火) 

上記のうち介護保険料以外 

１２月２８日（火） 

第７期 

介護保険料 

平成２３年１月４日(火) 

平成２３年１月３１日(月) 

第８期 平成２３年１月３１日(月) 平成２３年２月２８日(月) 

第９期 平成２３年２月２８日(月) 平成２３年３月３１日(木) 

第10期 

 

平成２３年３月３１日(木)  

※口座振替納付をご利用いただいている方は、上記納期限日に振り替えします。ま

た、納期限日に振り替えできなかった市府民税（普通徴収）、固定資産税・都市計

画税及び国民健康保険税は、翌月の１３日に再振替を実施します。（金融機関休業

日のときは翌営業日となります） 

●督促手数料督促手数料督促手数料督促手数料およおよおよおよびびびび延滞金延滞金延滞金延滞金 納期限までに完納されない場合は、督促状を発送すること

になり、督促状１通につき手数料１００円が掛かります。また、納期限の翌日から納

付の日までの期間の日数に応じ、未納の税額に年１４．６％の割合を乗じて計算した

金額に相当する延滞金が加算され、未納の税額とあわせて納付いただきます。 

●滞納処分滞納処分滞納処分滞納処分 督促状を発送した日から起算して１０日を経過した日までに完納されな

いときは、財産差押などの滞納処分を受けることになりますのでご注意ください。 

市税などの納付には、便利な口座振替を！ 

口座振替の申し込み手続きは、市役所本庁、各支所および市内各取扱金融機関に

備え付けの市税等口座振替申込書に記入いただき、①預貯金通帳、②通帳の届出印、

③市税等の納付書を持参の上、取扱金融機関で手続きしてください。なお、登録手

続きに時間を要するため、振替の開始を希望される期別の前月末までにお申し込み

ください。申し込みが遅れますと、振替できない場合がありますのでご注意ください。 

●取扱金融機関取扱金融機関取扱金融機関取扱金融機関などなどなどなど ・京都銀行・京都信用金庫・京都中央信用金庫 

・京都農業協同組合・りそな銀行・ゆうちょ銀行 

※軽自動車税を除く市税などは、口座振替納付済通知書を発行しませんので、ご面

倒ですが預貯金通帳でご確認ください。 

 

◇問合せ先 【市 税 各 種】 税務課 TEL（0771）68-0009 

      【国 民 健 康 保 険 税】 国保医療課 TEL（0771）68-0011 

 【介 護 保 険 料】 高齢福祉課 TEL（0771）68-0006 

      【後期高齢者医療保険料】 国保医療課 TEL（0771）68-0011 

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 】 ・市道拡幅工事に伴う市役所出入口の変更について 

・市税などの納付は納期限内に！ 

・障害者成人講座の参加者・ボランティアを募集します 

【 裏 】 ・第５回南丹市卓球交流大会の参加者募集！ 

・八木Ｂ＆Ｇ海洋センタープールがオープンします 

・「きこえと補聴器の相談会」のお知らせ 

・牛乳工場の『骨・カルシウムセミナー』に参加しませんか！ 

・税務職員募集のお知らせ 

・貸金業法が大きく変わります！ 

・なんたんテレビ番組表（６月１６日～３０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 

・７月の母子保健事業日程表 

・CO
2

削減／ライトダウンキャンペーンを実施します 

・平成22・23年度分の後期高齢者医療保険料率が決定 

・地上デジタル放送相談コーナーを開設します 

・『未公開株・社債』の取引は慎重に！ 

【 裏 】 ・ため池の適正な管理について 

・認知症予防教室インストラクター養成講座のご案内 

・「TEENS BAND LIVE 2010 夏!青春！大爆発」を開催します 

・子育てカフェのオープンのご案内 

・南丹わくわくスポットのお知らせ 

・神経・筋難病個別相談のご案内 

・特定疾患医療受給者票をお持ちの方へのお知らせ 

・平成２２年度ボランティアグループ活動助成事業について 

・「ふれあいの居場所」学習会を開催します 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

・初心者対象の水彩・パステル画教室を開催します 

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

【 表 】 ・南丹市営プールの監視員を募集します 

・日吉町生涯学習センターパソコン教室の受講生募集 

・子ども手当の現況届は６月３０日までに提出を！ 

・親子ふれあいキャンプのご案内 

・南丹市キッズサッカー体験教室の参加者募集！ 

【 裏 】 ・＜○○地域版お知らせ＞� 

 

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市役市役市役所出入口所出入口所出入口所出入口のののの変更変更変更変更についてについてについてについて    

 

 ６月１４日（月）から８月末日まで市道園部小学校線を拡幅する道路工事のため、

市役所出入口区間の終日車両通行止めを行います。この規制に伴い、市役所への出

入口を駐車場の国際交流会館側に変更します。ご来庁の皆さんには、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） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税務職員募集税務職員募集税務職員募集税務職員募集のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

人事院では、次のとおり平成２２年度国家公務員採用Ⅲ種（税務）試験を実施します。 

●受験資格受験資格受験資格受験資格 平成元年４月２日～平成５年４月１日生まれの方 

●申込受付申込受付申込受付申込受付 ６月２２日（火）～２９日（火） ●試験日試験日試験日試験日 第１次試験：９月５日（日） 

※採用情報は国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）「採用案内」にも掲載しています。 

 

◇問合せ先 大阪国税局人事第二課試験係 TEL 06-6941-5331 

      園部税務署総務課 TEL（0771）62-0340 

牛乳工場牛乳工場牛乳工場牛乳工場のののの『『『『骨骨骨骨・・・・カルシウムセミナーカルシウムセミナーカルシウムセミナーカルシウムセミナー』』』』にににに参加参加参加参加しませんかしませんかしませんかしませんか！！！！    

 

メグミルク京都工場で『骨・カルシウムセミナー』を開催します。大切な栄養の

お話、工場見学、そして試食・試飲と盛りだくさんの内容でお待ちしています。 

●日時日時日時日時 ６月２４日（木）午後１時～３時 ●定員定員定員定員 ５０人（先着順） 

●場所場所場所場所 日本ミルクコミュニティ（株）京都工場（八木町美里） 

●内容内容内容内容 工場見学、栄養士による話、チーズ、ヨーグルト、牛乳の試食・試飲 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 月～金曜日の午前９時３０分～午後５時の間に、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 日本ミルクコミュニティ（株）京都工場 TEL（0771）43-2150 

貸金業法貸金業法貸金業法貸金業法がががが大大大大きくきくきくきく変変変変わりますわりますわりますわります！！！！    

 

 ６月１８日に貸金業法の改正法が施行され次の改正が行われます。詳しくは金融庁ホームペ

ージ（http://www.fsa.go.jp）で確認いただくか、下記問合せ先にお問い合わせください。 

①借入総額が「年収の３分の１」を超える場合、新規の借り入れができなくなります。 

②借入れの際、基本的に、年収を証明する書類が必要となります。年収を証明する書類

がないと、借りられなくなることがあります。 

 

◇問合せ先 近畿財務局京都財務事務所 TEL 075-752-1419 

「「「「きこえときこえときこえときこえと補聴器補聴器補聴器補聴器のののの相談会相談会相談会相談会」」」」のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

日程 時間 場所 相談内容 

６月２３日（水） 補聴器相談 

７月２８日（水） 補聴器相談 

８月２５日（水） 

午後１時 

～３時 

ふない聴覚言語障害セン

ター（園部公民館２階） 

聴力測定、きこえの相談 

※今年度の実施予定 聴力測定・きこえの相談：８、９、１２、１月 

（毎月第４水曜日） 補聴器相談：６、７、１０、１１、２、３月 

●対象者対象者対象者対象者 難聴者・中途失聴者、その家族など、聞こえにくい方や補聴器を必要と

されている方 

●相談料相談料相談料相談料 無料（ただし、補聴器修理費用・電池代などは実費負担です） 

●内容内容内容内容 聴力測定：予備検査程度の簡単な聴力測定 

きこえの相談：福祉機器、福祉制度などの相談 

補聴器相談：補聴器の調整・修理・電池交換・購入・試聴などの相談 

●そのそのそのその他他他他 事前申し込みは不要です。当日、直接会場までお越しください。先着順

です。身体障害者手帳・補聴器をお持ちの方は、持参してください。 

※言語聴覚士によるきこえの相談を希望の方は、下記問合せ先までお問い合わせください。 

 

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

八木八木八木八木Ｂ＆ＧＢ＆ＧＢ＆ＧＢ＆Ｇ海洋海洋海洋海洋センタープールセンタープールセンタープールセンタープールががががオープンオープンオープンオープンしますしますしますします    

 

６月１９日（土）午後１時から八木Ｂ＆Ｇ海洋センタープールがオープンします。

日ごろ運動不足と感じておられる方もＢ＆Ｇプールで泳いでみませんか。 

●日時日時日時日時 ６月１９日（土）～９月５日（日）午前１０時～午後５時 

（休憩 正午～午後１時） 

７月１６日（金）～９月４日（土）は午後８時４５分まで夜間開放します。 

（休憩 正午～午後１時、午後５時～６時） 

※利用者の受付は閉館４５分前までです。また休憩時間中の利用はできません。 

●場所場所場所場所 八木Ｂ＆Ｇ海洋センター（八木町南広瀬） 

●休館日休館日休館日休館日 毎週木曜日、お盆休み（８月１３日～１５日）およびその他臨時で休館

する場合があります。 

●料金料金料金料金（１人１回） 幼児：無料（市外の方は２０円） 

小中学生：無料（市外の方は５０円） 

          大人：１００円（市内外同額） 

●そのそのそのその他他他他 ・水泳帽を着用しないと入水できません。 

・幼児のみの入館はできません。必ず大人が付き添って入館してください。 

・オープン初日のみ料金は無料です。 

 

◇問合せ先 社会教育課八木担当 TEL（0771）68-0026 

第第第第５５５５回南丹市卓球交流大会回南丹市卓球交流大会回南丹市卓球交流大会回南丹市卓球交流大会のののの参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集！！！！    

 

卓球を通じて市民の親睦と交流を図り、生涯スポーツとして卓球を楽しむ交流大

会を開催します。なお、今大会は第３３回京都府民総合体育大会の南丹市代表選考

会を兼ねています。多数の参加をお待ちしています。 

●日時日時日時日時 ７月１１日（日）午前９時１５分～（受付：午前８時３０分～） 

●場所場所場所場所 園部海洋センター体育館 

●出場資格出場資格出場資格出場資格 南丹市内在住、在勤者で、高校生以上の方 

※府民総体代表選考の部（一般の部）に出場する方は次の条件をすべて満たす方 

 ①１８歳以上の方（但し、高校生は不可） 

 ②１１月２８日（日）の府民総合体育大会卓球の部（山城運動公園体育館）に出

場できる方 

 ③南丹市内において、クラブ活動その他、何らかの形で卓球活動を行っている方 

  （今後、活動される予定の方も可） 

●種目種目種目種目 ①一般の部（男女）（府民総体代表選考の部） 

    ②シニアの部（男女：６０歳以上） 

※一般の部について、男女とも成績上位者の中から、年齢制限も加味した上で、各

４人を府民総体の代表者として選出します（男子：５０歳以上１人、女子：４０

歳以上１人含む）。なお、年齢制限は、当交流大会開催日までに、男子５０歳、女

子４０歳に達している方とします。 

●競技方法競技方法競技方法競技方法 応募人数により、リーグ戦・トーナメントなどを決定します。 

●ルールルールルールルールなどなどなどなど 平成２２年度日本卓球協会の競技規則により行う。また、ボールは

４０ｍｍホワイトボールを使用する。 

●表彰表彰表彰表彰 各部上位１位～３位まで賞状および賞品を授与します。 ●参加参加参加参加料料料料 無料 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ７月４日（日）午後５時までに電話またはＦＡＸで下記申込・問合せ

先にお申し込みください。（必要事項：種別、住所、氏名、生年月日、連絡先。※

南丹市に在勤・在学の方は、必要事項と勤務先または学校名） 

●主催主催主催主催 南丹市体育協会 ●主管主管主管主管 南丹市卓球協会 ●後援後援後援後援 南丹市教育委員会 

 

●申込・問合せ先 南丹市体育協会事務局 TEL（0771）68-0057 FAX（0771）63-2850 

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１６日～６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 

南丹市南丹市南丹市南丹市くらしのあんないくらしのあんないくらしのあんないくらしのあんない版版版版    

「～発達障害支援講演会にご参加を～ほか」 

６６６６月月月月１７１７１７１７日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１８日（金）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１９日（土）7時・9時・12時・ ― ・ 18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

第第第第２２２２回南丹市議会回南丹市議会回南丹市議会回南丹市議会６６６６月定例会月定例会月定例会月定例会①①①①    

６６６６月月月月１９１９１９１９日日日日【【【【土土土土】】】】１４１４１４１４時時時時        （再）２１日（月）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１９１９１９１９日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２０日（日）7時・9時・12時・ ― ・ 18時・20時・22時 

２１日（月) 7時・9時・12時・15時・ ― ・ ― ・ ― 

２２日（火）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

第第第第２２２２回南丹市議会回南丹市議会回南丹市議会回南丹市議会６６６６月定例会月定例会月定例会月定例会②②②②    

６６６６月月月月２０２０２０２０日日日日【【【【日日日日】】】】１４１４１４１４時時時時        （再）２１日（月）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。一週間のニュースもご覧いただけます。  

http://www.cans.ne.jp/ なんたんネットワーク 

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    

「聖家族幼稚園 いちご狩り」 

「川辺･摩気･西本梅小学校 ３校合同 ５年生若狭合宿」 

６６６６月月月月２２２２２２２２日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２３日（水）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

２４日 (木）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～    

ふくしのふくしのふくしのふくしの森森森森    

地域活動支援センター 他からのお知らせ 

６６６６月月月月２４２４２４２４日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２５日(金）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２６日(土）7時・9時・12時・ ― ・ 18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～    

ふれあいひろばふれあいひろばふれあいひろばふれあいひろば    

「なんたんわくわくキッズと 

障がいのある子ども達のふれあい交流」 

６６６６月月月月２４２４２４２４日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半 

２５日（金）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

２６日 (土) 7時半・9時半・12時半・  ―  ・ 18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

第第第第２２２２回南丹市議会回南丹市議会回南丹市議会回南丹市議会６６６６月定例会月定例会月定例会月定例会③③③③    

６６６６月月月月２２２２６６６６日日日日【【【【土土土土】】】】１１１１４４４４時時時時        （再）２８日（月）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２６２６２６２６日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２７日（日）7時・9時・12時・ ― ・18時・20時・22時  

２８日（月）7時・9時・12時・15時・ ― ・ ― ・ ― 

２９日（火）7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～    

第第第第２２２２回南丹市議会回南丹市議会回南丹市議会回南丹市議会６６６６月定例会月定例会月定例会月定例会④④④④    

６６６６月月月月２７２７２７２７日日日日【【【【日日日日】】】】１４１４１４１４時時時時        （再）２８日（月）18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

ススススクールフェイスクールフェイスクールフェイスクールフェイス    

「園部第二小学校 ５年生 若狭合宿」 

「富本小学校 ５年生 るり渓宿泊体験学習」 

    

６６６６月月月月２９２９２９２９日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

３０日（水）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

７月１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） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１０６号（３の２）平成２２年６月１１日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。助成額は、１回の治療につき助成金額の限度額が１５万円まで、１年度(４月１日～

翌年３月３１日まで)当たり２回を限度、所得制限は前年の所得が７３０万未満（夫婦合

算）です。通算５年間助成が受けられます。すでに他の地方自治体で実施している特定

不妊治療費の助成を受けておられる場合は、これを京都府の助成とみなして通算します。 

●対象対象対象対象 平成２２年４月以降に申請された方。 

   （平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日の期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２３年３月末 

 

◇問合せ先 南丹保健所 TEL（0771）62-4751 健康課 TEL（0771）68-0016 

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 ①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 

      （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） 

     ②各種医療保険に加入していること 

●給付対象給付対象給付対象給付対象とするとするとするとする治療治療治療治療 不妊治療のうち、保険適用のある治療が対象です。府外の

医療機関での治療も対象になります。※診断のための検査は助成対象外です。 

●助成金額助成金額助成金額助成金額 ①保険診療にかかる被保険者負担額の２分の１。※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 １年度につき５万円を限度とする。※夫婦双方が不妊

治療を受けている場合は、それぞれにつき５万円まで。 

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または各支所健

康福祉課に提出してください。（郵送可） 

※不妊治療助成金交付申請書と医療機関証明書は、健康課および各支所健康福祉課

に備え付けています。府内医療機関にも医療機関証明書は備え付けています。 

※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 

７７７７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 

７月２日（金） 乳児後期健診 平成２１年８月生 

７月９日（金） 乳児前期健診 平成２２年３月生 

７月２０日（火） 

２歳５カ月児 

健康相談 

平成19年12月26日～ 

平成20年1月31日生 

７月２３日（金） ３歳５カ月児健診 平成１９年１月生 

園部保健福祉 

センター 

(こむぎ山健康学園) 

７月２８日（水） 離乳食教室 

生後５カ月～１歳ごろ

の乳児と保護者 

（要申込） 

日吉保健福祉 

センター 

（はーとぴあ） 

７月２９日（木） １歳８カ月児健診 

平成20年10月4日～ 

10月31日生 

園部保健福祉 

センター 

※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 

CCCCOOOO
2222

削減削減削減削減／／／／ライトライトライトライトダウンキャンペーンダウンキャンペーンダウンキャンペーンダウンキャンペーンをををを実施実施実施実施しますしますしますします    

 

環境省では、地球温暖化防止のため「CO2削減／ライトダウンキャンペーン２０１

０」を実施します。期間は６月２０日（日）から７月７日（水）で、特に下記の日

時において積極的な消灯の実施をお願いします。また、ライトダウンにご協力いた

だける施設の登録を下記ホームページで受け付けています。ぜひご登録ください。 

●日時日時日時日時 <夏至の日> ６月２１日（月）午後８時～１０時 

<クールアース・デー> ７月７日（水）午後８時～１０時 

●内容内容内容内容 家庭や店舗の照明、屋外広告、イルミネーションなどの消灯 

●ライトダウンキャンペーンホームページライトダウンキャンペーンホームページライトダウンキャンペーンホームページライトダウンキャンペーンホームページ URL http://coolearthday.jp 

 

◇問合せ先 環境課 TEL（0771）68-0015 

平成平成平成平成22222222・・・・23232323年度分年度分年度分年度分のののの後期高齢者医療保険料率後期高齢者医療保険料率後期高齢者医療保険料率後期高齢者医療保険料率がががが決定決定決定決定    

 

 後期高齢者医療保険料は、各都道府県の広域連合で２年ごとに見直されます。京

都府後期高齢者医療広域連合においても平成２２・２３年度の新しい保険料率など

が決定されましたので、お知らせします。なお、平成２２年度の後期高齢者医療保

険料額決定通知書は、７月中旬に送付する予定です。 

＜平成２２・２３年度分の後期高齢者医療保険料率および限度額＞ 

均等割額 

４４，４１０円 

(前年度45,110円) 

被保険者全員に均一にかかる金額 

所得割率 

８．６８％ 

(前年度8.29％) 

被保険者の所得に応じてかかる金額の料率 

・所得割額の算出方法 

{総所得金額等－基礎控除額(33万円)}×8.68％ 

限度額 ５００，０００円 

※後期高齢者医療保険料額は、所得割額（被保険者の所得に応じてかかる金額）と

被保険者均等割額（被保険者全員に均一にかかる金額）の合計額となり被保険者

一人一人に賦課されます。 

※所得の低い方やこれまで会社の健康保険や共済組合の被扶養者として保険料の負

担が無かった方については、保険料の軽減措置があります。軽減について申請な

どは必要ありませんが、世帯の所得から判定するため、世帯の中の被保険者の方

全員と世帯主の方の所得の申告が必要となりますので、必ず申告をしてください。 

 

◇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 

地上地上地上地上デジタデジタデジタデジタルルルル放送相談放送相談放送相談放送相談コーナーコーナーコーナーコーナーをををを開設開設開設開設しますしますしますします    

 

 ２０１１年７月２４日までに地上アナログ放送が終了し、地上デジタル放送に完

全移行するまで一年あまりとなりました。現在ご覧のテレビがデジタル対応のもの

でない場合、地上デジタル対応のチューナーを付けないと、約１年後にはテレビが

映らなくなります。「今ご覧のテレビはデジタル対応が必要なのか」、「どのように対

応すればよいのか」、「どこに聞けばよいのか」といった不安や疑問をお持ちの方々

のために、デジサポ京都が下記の日程で地上デジタル放送に関する相談コーナーを

開設します。どの会場も参加無料、事前申込も不要ですので、お近くの相談会にぜ

ひご参加いただき、この機会に地デジに関する不安を解消してください。 

※南丹市では、地デジ対応状況を把握するため、アンケートを実施します。無作為

に抽出した１，４００人の方に６月下旬に発送しますのでご協力をお願いします。 

地区 開催日 時間 場所 

６月２５日（金） 午前9時30分～午後0時30分 

園部 

６月２８日（月） 午後2時～5時 

国際交流会館１階ロビー 

６月２５日（金） 午後2時～5時 

八木 

６月２８日（月） 午前9時30分～午後0時30分 

八木支所１階ロビー 

午前9時30分～午後0時30分 日吉支所３階第１会議室 

６月２１日（月） 

午後2時～5時 胡麻基幹集落センター 日吉 

６月２２日（火） 午前9時30分～午後0時30分 興風交流センター 

６月２２日（火） 午後2時～5時 美山支所１階小会議室 

午前9時30分～午後0時30分 知井振興会談話室 

６月２３日（水） 

午後2時～5時 

高齢者コミュニティ 

センター１階和室 

午前9時30分～午後0時30分 

よっこらしょ 

（鶴ヶ岡振興会併設） 

美山 

６月２４日（木） 

午後2時～5時 大野振興会和室 

 

◇問合せ先 情報推進課 TEL（0771）68-0019 

デジサポ京都 TEL 075-253-0817 

◇地上デジタル放送に関する問合せ先 総務省地デジコールセンター TEL 075-330-3030 

『『『『未公開株未公開株未公開株未公開株・・・・社債社債社債社債』』』』のののの取引取引取引取引はははは慎重慎重慎重慎重にににに！！！！    

 

 未公開株や社債の勧誘をめぐる消費者トラブルが、特に高齢者を中心に増加していま

す。少しでも不審に思う場合には取引を見合わせるなど、慎重な対応をしてください。 

 

◇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） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「TEENS BAND LIVE 2010 TEENS BAND LIVE 2010 TEENS BAND LIVE 2010 TEENS BAND LIVE 2010 夏夏夏夏!!!!青春青春青春青春！！！！大爆発大爆発大爆発大爆発」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

ティーンズの元気でストレートなサウンドを体感してみませんか！ 

●日時日時日時日時 ７月１９日（月・祝日）開場：午後３時３０分、開演：午後４時 

●場所場所場所場所 グランビア（南丹市国際交流会館１階） 

●チケットチケットチケットチケット １，０００円（２ドリンク付：ソフトドリンク限定） 

＜出演バンド募集＞ あなたのバンドも夏のLIVE Stageに立ってみませんか！ 

●応募資格応募資格応募資格応募資格 ①南丹市および周辺地域の高校生・大学生のバンド 

      ②ジャンル オリジナル・コピーは問いません。 

●応募申込応募申込応募申込応募申込 ７月１０日（土）までに下記問合せ先に電話でお申し込みください。 

●応募数応募数応募数応募数 最大８組程度  

●後援後援後援後援 南丹市、南丹市教育委員会、（財）南丹市園部国際学園都市センター 

 

◇問合せ先 ＮＰＯ法人セイバーシップ事務局 TEL 080-6157-7476（午前9時～午後8時） 

認知症予防教室認知症予防教室認知症予防教室認知症予防教室インストラクターインストラクターインストラクターインストラクター養成講座養成講座養成講座養成講座のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

認知症予防に役立つスリーＡ方式の楽しいゲームを身に付け、地域において活動

できるインストラクターを養成します。認知症予防、脳活性化ゲームに関心があり、

地域で、職場で、ご家庭で生かしたいと思われる方はぜひご参加ください。 

●日時日時日時日時    ７月３日、１０日、１７日、２４日、３１日（各土曜日） 

午前９時３０分～午後４時 

※５日間で１０講座です。１０講座修了者には修了証を交付します。 

●場所場所場所場所 京都府立口丹波勤労者福祉会館 

●受講料受講料受講料受講料 １１,０００円（テキスト代含む） ●定定定定員員員員 ２０人（先着順） 

●講講講講師師師師 健生ネットワーク京都・認知症予防教室インストラクター 

●申申申申込込込込方法方法方法方法 ６月２６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） 

●後後後後援援援援 南丹市・南丹市社会福祉協議会 

 

◇申込・問合せ先 健生ネットワーク京都（芦田） TEL 090-3896-3156 

子育子育子育子育ててててカフェカフェカフェカフェののののオープンオープンオープンオープンのごのごのごのご案内案内案内案内    

 

南丹市では、緊急雇用創出事業として、民間にコミュニティビジネス創出事業の

企画提案を募集し、このたび下記の事業が実施されることになりました。まちなか

での起業により、市民のサービス向上、雇用とにぎわいの創出が期待されています。 

●子育子育子育子育ててててカフェカフェカフェカフェのののの名前名前名前名前 子育てｃｏｍｉかふぇ『こじまや』 ●入場料入場料入場料入場料 無料 

●日時日時日時日時 月、火、木、金曜日の午前１０時～午後３時（来年３月末まで） 

●場所場所場所場所 小島屋旅館内（園部町新町64）TEL：0771-62-0091（営業時間内のみ） 

●内容内容内容内容 ・０～３歳の子育て親子のひろば 

・保育士による見守り、子育て相談の実施（一時保育はありません） 

・地産地消の親子ランチ（有料）、食育の実施。お弁当の持参もＯＫです。 

 

◇問合せ先 ＮＰＯ法人働きたいおんなたちのネットワーク（吉田） TEL（0774）29-5642 

商工観光課 TEL（0771）68-0050 

南丹南丹南丹南丹わくわくわくわくわくわくわくわくスポットスポットスポットスポットのおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

南丹地域の女性たちが気軽に交流・相談できるスポットです。自分の特技を活かして

何かしてみたい人や活動をされている方などどなたでも参加してください。 

●日時日時日時日時 ６月２８日（月）午前１０時～午後４時 

    ①「みんなでハンドマッサージをしよう」午前１０時３０分～正午 

参加費５００円、定員５人 

    ②「ハンドマッサージ施術」午後１時～４時 

１回５００円（１０分）、先着順 

●場所場所場所場所 あじさい園地域活動支援センター（八木町八木） 

●主催主催主催主催 ＮＰＯ法人亀岡子育てネットワーク、らら京都 

●協力協力協力協力 グローアップ ●後援後援後援後援 南丹市 南丹市教育委員会 

 

◇問合せ先 ＮＰＯ法人亀岡子育てネットワーク（田中） TEL 080-4235-0192 

ためためためため池池池池のののの適正適正適正適正なななな管理管理管理管理についてについてについてについて    

    
    ため池は、日ごろから堤体の草刈りなどの適正な管理をしていただいていますが、

豪雨や長雨に備えた管理について、下記の事項に注意してください。 

①余水吐（よすいばけ）は、ため池の規定水位を保つための重要な施設です。土の

うや角落しなどでせき上げして貯水量を増やすことは、ため池の決壊を招く恐れ

がありますので、絶対やめましょう。 

②余水吐に流木などの浮遊物がある場合、流れを阻害しますので除去しましょう。 

③天気予報に注意し、降雨に備え、事前に池の水位を下げましょう。 

（増水時に水位を下げるため、ため池に近づくことは大変危険です。） 

※濁った漏水などの異変に気付かれた場合は、下記連絡・問合せ先にご連絡ください。 

 

◇連絡・問合せ先 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 

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 ７月１４日（水）午前９時～午後４時 ●場所場所場所場所 テニスコート 

●対象者対象者対象者対象者 １８歳以上の方 ●定員定員定員定員 男女別ダブルス 各３２組 

●内容内容内容内容 予選リーグ戦の後、決勝トーナメント 

●参加料参加料参加料参加料 １チーム１,０００円 ●申込期間申込期間申込期間申込期間 ６月２８日（月）～７月９日（金） 

 

◇申込・問合せ先 丹波自然運動公園 TEL（0771）82-0560 

特定疾患医療受給者票特定疾患医療受給者票特定疾患医療受給者票特定疾患医療受給者票をおをおをおをお持持持持ちのちのちのちの方方方方へのおへのおへのおへのお知知知知らせらせらせらせ    

 

現在お持ちの受給者票の有効期限は９月３０日までです。継続更新される方は次

の提出期限までに手続きを行ってください。 

●提出期限提出期限提出期限提出期限 ７月３０日（金）まで 

●受付場所受付場所受付場所受付場所・・・・時間時間時間時間 場所：南丹保健所 時間：土・日・祝日を除く午前９時～午後５時 

 

◇問合せ先 南丹保健所保健室 TEL（0771）62-2979 

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のある方は、この機会にご相談ください。 

また、気になる症状のある方も、お気軽に保健所までご相談ください。 

●日時日時日時日時 ７月２２日（木）午後１時３０分～４時３０分 ●場所場所場所場所 京都府亀岡総合庁舎 

●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 公立南丹病院 神経内科部長 山口達之 先生 

●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） 

 

◇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年度年度年度年度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活動助成事業活動助成事業活動助成事業活動助成事業についてについてについてについて    

 

 この助成事業は、共同募金配分事業とボランティアバンク運用益により、南丹市

内で活動するボランティアグループなどの活動の充実・発展のために、活動に必要

な資金を助成することを目的として実施します。 

●助成対象助成対象助成対象助成対象 南丹市内において活動する（法人格を持たない）ボランティアグルー

プなどで、次の要件を満たすもの。 

①非営利であり、公益性を有する活動（福祉または保健、医療、教育、子育てお

よび環境、まちづくりなどの分野における活動）を行うグループであること。 

②活動に必要な資金の確保が困難であること。 

③他の財団などの助成事業をされていても対象とします。ただし、共同募金を財

源とする他の助成を受けたグループは申請できません。 

●助成額助成額助成額助成額 １団体（グループ）２０，０００円を上限とします。 

●申込期間申込期間申込期間申込期間 ６月１８日（金）までに下記申込・問合せ先に申請してください。 

※詳しくは、ホームページで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 南丹市社会福祉協議会 TEL（0771）43-0551 

「「「「ふれあいのふれあいのふれあいのふれあいの居場所居場所居場所居場所」」」」学習会学習会学習会学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    

 

●日時日時日時日時・・・・内容内容内容内容 

７月７日（水） 午後1時30分～3時30分 講義「居場所って」 

７月１６日（金）午前8時～午後5時 見学「大阪の居場所に見学に行こう」 

７月２３日（金）午後1時30分～3時30分 

グループワーク「大阪の居場所代表

者の話を聞こう」 

７月３０日（金）午後1時30分～3時30分 

グループワーク「南丹市でどんな居

場所がつくれるか？」 

●場所場所場所場所 南丹市社会福祉協議会本所  ●対象対象対象対象 南丹市民（全４回受講可能な方） 

●参加費参加費参加費参加費 全４回：１，５００円（テキスト代・１６日の昼食代含む） 

●主催主催主催主催 南丹市社会福祉協議会、公益財団法人さわやか福祉財団、協働者さわやか

近畿ブロック ●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 ７月２日（金）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 TEL（0771）43-0551 

初心者対象初心者対象初心者対象初心者対象のののの水彩水彩水彩水彩・・・・パステルパステルパステルパステル画教室画教室画教室画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    

 

画材について、構図、デッサンなど水彩・パステル画を基礎から学びます。筆を

持つのが初めての方でも安心してご参加いただけます。 

●日時日時日時日時 ６月２８日（月）～２９日（火） ●場所場所場所場所 ゼミナールハウスおよび周辺 

●内容内容内容内容 日本画家 藤原玲子先生の指導による水彩画、パステル画の基礎講座。 

●参加費参加費参加費参加費 13,000円（1泊・4食）、日帰り参加 3,800円/日（昼食付） 

●申込締切申込締切申込締切申込締切 ６月２３日（水） 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１０６号（３の３）平成２２年６月１１日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親子親子親子親子ふれあいふれあいふれあいふれあいキャンプキャンプキャンプキャンプのごのごのごのご案内案内案内案内    

 

京都府民生児童委員協議会では、「ひとり親家庭いきいきふれあい事業（キャン

プ）」を実施しますので、ご参加ください。 

●日時日時日時日時 ８月７日（土）～８日（日） 

●場所場所場所場所 宇治市野外活動センター「アクトパル宇治」 

京都府立山城総合運動公園（太陽が丘）ファミリープールなど 

●内容内容内容内容 アクトパル宇治でのバーベキュー、キャンプファイヤー、木工や太陽が丘

のウォータースライダー、波乗りプールで楽しいひと時を過ごします。 

●対象対象対象対象 京都府内（京都市を除く）に在住する父子家庭の親子（原則小学生以上） 

●参加費参加費参加費参加費 子ども：１人１，０００円、大人：１人２，０００円 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ７月９日（金）までに、お住まいの地域の民生児童委員に連絡いただ

くか、下記問合せ先に電話でお申し込みください。 

●そのそのそのその他他他他 北部（京丹後市、舞鶴市）から現地までの送迎バスが出ます。 

 

◇問合せ先 南丹市民生児童委員協議会事務局（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 

子子子子どもどもどもども手当手当手当手当のののの現況届現況届現況届現況届はははは６６６６月月月月３０３０３０３０日日日日までにまでにまでにまでに提出提出提出提出をををを！！！！    

 

子ども手当は、中学校修了までの児童を養育されている方に支給されます。平成

２２年３月まで児童手当を受けている方は、原則として子ども手当の申請は免除さ

れていますが、「現況届」を提出していただく必要があります。この届は、６月１日

における状況について、引き続き子ども手当を受ける要件（子どもの監督や保護、

生計同一）を満たしているかどうかを確認するための大切な手続きです。対象の方

には別途通知もしていますが、お忘れなく６月３０日（水）までに提出してくださ

い。なお、この届の提出がないと、６月分以降の手当が受けられなくなりますので、

ご注意ください。また、子ども手当の新規対象者で、４月から５月に新規認定請求

をされた分については、この現況届を省略していますが、認定請求日以降、６月１

日までの間に、監護や生計同一、加入年金の区分などについて変更があった場合は、

下記提出・問合せ先までご連絡ください。 

●添付書類添付書類添付書類添付書類 ①健康保険被保険者証の写しなど（受給者がサラリーマンなどである場合

に提出が必要です） 

②養育している児童と別居されている場合は、別途「申立書」と「児童の

属する世帯全員の住民票の写し（省略のないもの）」の提出が必要です。 

 

◇提出・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 

南丹市南丹市南丹市南丹市営営営営プールプールプールプールのののの監視員監視員監視員監視員をををを募集募集募集募集ししししますますますます    

 

南丹市では、南丹市営プールの監視員を募集します。勤務地によって条件が異な

りますので、不明な点は各地域の担当までお問い合わせください。 

●勤務場所勤務場所勤務場所勤務場所【園部】園部中央プール、園部第２水泳プール、園部第３水泳プール 

【日吉】日吉興風プール 

●勤務期間勤務期間勤務期間勤務期間【園部】７月２１日～８月２９日 【日吉】７月２１日～８月２８日 

●作業内容作業内容作業内容作業内容【共通】プール内での監視・清掃・水質管理ほか 

●条件条件条件条件【共通】南丹市内在住の１８歳以上の健康な方で水泳のできる方（高校生不可） 

【日吉】ただし、日吉地域在住の高校生は勤務を認める場合があるので、希

望の場合は下記問合せ先までお問い合わせください。 

●募集人員募集人員募集人員募集人員【園部】２０人程度（勤務日は、調整のうえローテーションを組みます

ので、毎日の勤務ではありません） 

【日吉】６人程度（１日２人の勤務ですので毎日は勤務できません） 

●勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間【園部】午前９時～午後５時までの１日７時間（休憩１時間） 

【日吉】正午～午後４時１５分までの１日４時間 

●賃金賃金賃金賃金【共通】１時間７３０円  

●申込方法申込方法申込方法申込方法 

【園部】申込書に必要事項を記入の上、社会教育課または園部海洋センターに６月２５

日（金）午後５時までに提出（郵送の場合必着）してください。（申込書は社会

教育課または園部海洋センターに備え付けています） 

【日吉】申込書に必要事項を記入の上、日吉町生涯学習センターに６月１８日（金）午

後５時までに提出（郵送の場合必着）してください。（申込書は社会教育課、日

吉町生涯学習センター、八木公民館、社会教育課美山担当に備え付けています） 

●抽選抽選抽選抽選【園部】申込み多数の場合は面接などにより決定しますので、ご希望に添えない

ことがあります。 

【日吉】申込者の打合せ会および説明会を６月２５日（金）午後６時に日吉興風

交流センターで行いますので、申し込みされた方は必ず出席してくださ

い。申し込み多数の場合は抽選により決定します。なお、打合せ会に出

席できない場合は、下記問合せ先に必ずご連絡ください（無断欠席の場

合は、抽選に参加できません） 

●その他 勤務時間中であっても、悪天候などにより途中閉館する場合があります。 

園部地域のプールは、毎週月曜日およびお盆期間(８月１４日～１６日)は休業し

ます。日吉地域のプールはお盆期間(８月１３日～１６日)および臨時に休業する

場合があります。 

 

◇申込・問合せ先【園部】社会教育課 TEL（0771）68-0057 

〒622-8651 南丹市園部町小桜町47 

【日吉】社会教育課日吉担当 TEL（0771）68-0035 

〒629-0301 南丹市日吉町保野田長通24 

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募集受講生募集受講生募集受講生募集    

 

●日時日時日時日時 ６月３０日（水）～８月４日（水）の毎週水曜日（全６回） 

        午後１時３０分～午後３時３０分 

●場所場所場所場所 日吉町生涯学習センター「遊ｙｏｕひよし」ＩＴ研修室 

●内容内容内容内容 文字入力ができる方を対象に、簡単な文書(Ｗｏｒｄ)の作成から中級程度

までを学ぶコース 

●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） ●持持持持ちちちち物物物物 筆記用具 

●対象者対象者対象者対象者 南丹市内在住の１８歳以上の方を優先します。 

●定員定員定員定員 １２人（先着順。定員に達し次第締め切り）※前年度未受講者を優先 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ６月１５日（火）～２３日（水）の間に電話またはＦＡＸ（氏名、住

所、電話番号を明記）でお申し込みください。 

●そのそのそのその他他他他 都合により、一部日程を変更させていただく場合があります。 

     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・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 

南丹市南丹市南丹市南丹市キッズサッカーキッズサッカーキッズサッカーキッズサッカー体験教室体験教室体験教室体験教室のののの参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集！！！！    

  

なでしこチャレンジリーグのバニーズ京都サッカークラブの選手により市内の幼

児（５歳以上）から小学３年生までを対象にしたサッカー体験教室を開催します。 

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

●場所場所場所場所 園部公園陸上競技場 ●参加費参加費参加費参加費 無料 

●対象対象対象対象 小学３年生以下の男女（サッカー未経験者大歓迎）※５歳以上幼児可  

●内容内容内容内容 ①午前10時～キッズフェスティバル：サッカー教室やミニコート（人口芝）

でのボール遊びをします。 

②午後１時～エスコートキッズに参加。 

③午後1時～バニーズ京都ＳＣの試合を応援観戦。 

●持持持持ちちちち物物物物 運動の出来る服装と靴、飲み物など 

●そのそのそのその他他他他 車は園部公園城南地区駐車場または横田地区駐車場に駐車してくださ

い。正面駐車場は、チーム関係者用駐車場としますので参加者は駐車を

ご遠慮ください。雨天の場合は中止いたします 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ６月１８日（金）午後５時までに住所、氏名、性別、学年（年齢）、学

校名、電話番号、保護者名を電話またはＦＡＸで下記申込・問合せ先

に連絡の上、お申し込みください。 

●主催主催主催主催 バニーズ京都ＳＣ ●共催共催共催共催 南丹市スポーツ少年団  

●後援後援後援後援 南丹市教育委員会、南丹市体育協会 

 

◇申込・問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 FAX（0771）63-2850 
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