
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１２７号（２の１）平成２３年４月２２日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今今回回ののおお知知ららせせ内内容容  

――――    2の1111 枚目枚目枚目枚目    （緑色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・５月連休中の社会教育施設・社会体育施設の休業日 

・女性相談日のお知らせ 

・東日本大震災 南丹市の支援状況について 

・「子ども手当」についてのお知らせ 

・児童扶養手当額が変わります 

【 裏 】 ・木造住宅耐震化に関する事業のお知らせ 

・文化博物館・郷土資料館「写真展」開催のお知らせ 

・がんばろう日本！『そのべ本陣・春まつり』開催のご案内    
・なんたんテレビ番組表（５月１日～１５日） 

―――― 2の２２２２枚目枚目枚目枚目 （オレンジ色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・平成２３年度 有害鳥獣捕獲期間について 

・京都身体障害者結婚相談所（南丹分室）のご案内 

・身体障害者巡回更生相談のお知らせ 

・子育てすこやかセンター５月事業のお知らせ 

・自動車税納付のお知らせ    

・子ども体験活動ボランティア募集 

・中世城館跡調査について 

・２０１１美山サイクルロードの開催について 

・「ニュースポーツを楽しむ日」を開催します 

【 裏 】 ・「はかり」の定期検査について 

・多重債務無料法律相談のご案内 

・フラワーアレンジメント講座の受講生を募集します 

・府民の森ひよし「新緑祭」を開催します 

・京都府立ゼミナールハウスからのお知らせ 

・歌聴風月ＬＩＶＥ２０１１ 

・平成２３年国家公務員採用試験Ⅲ種試験(高卒程度)日程 

・海のもしもは１１８番 

・丹波自然公園からのお知らせ 

・＜そのべ地域版お知らせ＞� 

東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災    南丹市南丹市南丹市南丹市のののの支援状況支援状況支援状況支援状況についてについてについてについて    

 
３月１１日に発生した｢東北地方太平洋沖地震｣により、多くの尊い命が犠牲となられ

たことに対し、お悔やみ申し上げますとともに、被災された多くの皆さんに心からお見

舞い申し上げます。南丹市では、被災地の復興や被災者などへの生活支援をするために、

南丹市災害支援対策本部を設置し、市民の皆さんのご支援やご協力をいただきながら、

地震発生からこれまで、次のとおり取り組んできました。今後も引き続き、被災地支援

について全庁挙げて取り組みます。市民の皆さんのご理解をお願いします。 

＜南丹市の支援状況＞ 

●義援金義援金義援金義援金のののの受付受付受付受付（市民の皆さんの善意による義援金） 

４月１５日現在の義援金総額 3,594,195円 

※日本赤十字社を通じて被災地へ送金します。 

※引き続き、社会福祉課、各支所健康福祉課で受付をしています。 

●物資支援物資支援物資支援物資支援（市民の皆さんからの支援物資） 

・３月２８日～３１日（第１回）  

 缶詰：３２７缶、簡易味噌汁・スープ：１，０３７個、缶ジュース：５７９本、カッ

プラーメン：２４９食、栄養調整食品：６８個 ※京都府を通じて福島県へ搬送 

・４月４日～７日（第２回）    

レトルト食品：３０食、漬物パック：９２０個、味付海苔パック：３８５個、魚肉ソ

ーセージ：１２０本、佃煮瓶詰め：４５個 ※京都府を通じて福島県へ搬送 

・４月９日 サージカルマスク（市民提供）：９６，０００枚 ※福島県南相馬市へ直送 

●市備蓄品市備蓄品市備蓄品市備蓄品のののの提供提供提供提供 

・３月２２日 かんぱん、アルファ米、救急救命食など：３，４６０食、ミネラル

ウォーター（２ℓペットボトル）：６００本、使い捨てカイロ：１，２００個  

※京都府を通じて福島県へ搬送 

・４月９日 サージカルマスク：３０，０００枚 ※福島県南相馬市へ直送 

●人的支援人的支援人的支援人的支援 

・給水車および給水活動に係る職員の派遣 ３月３０日～４月１４日まで３班１１人

を、岩手県陸前高田市へ派遣 

・保健師の派遣 ４月８日～２５日まで２班２人を、福島県会津若松市避難所に派遣 

・一般事務職員の派遣 今後、被災市町村からの要請を受け、職員を派遣します。 

●被災者受被災者受被災者受被災者受けけけけ入入入入れれれれ支援支援支援支援 

・公営住宅（園部町向河原団地）５戸（３LDK：２戸、２DK：１戸、１DK：２戸）を準備 

●今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ 支援物資の受付は、福島県支援物資受入れ施設の事情により、

一時停止をしていますが、再開時にはご協力をお願いします。被災地の給水活動

や避難所での健康相談のための市職員の派遣を今後も続けていきます。さらに事

務職員も要請により派遣します。 

 

◇問合せ先 南丹市災害支援対策本部（総務課内） TEL（0771）68-0002 

５５５５月連休中月連休中月連休中月連休中のののの社会教育施設社会教育施設社会教育施設社会教育施設・・・・社会体育施設社会体育施設社会体育施設社会体育施設のののの休業日休業日休業日休業日    

 
５月の連休に伴う社会教育施設・社会体育施設の休業日は下記のとおりです。 

施設名 休業日 

園部公民館、八木公民館、日吉町生涯学習セ

ンター、美山文化ホール、各図書館（室）、園

部町内の学校体育施設および社会体育施設 

５月２日（月）～５日（木・祝） 

八木町内および日吉町内の学校体育施設 ５月３日（火・祝）～５日（木・祝） 

※文化博物館、日吉町郷土資料館、八木町内の社会体育施設、美山町内の学校体育

施設は５月１日から５月５日の間も開館します。 
※上記以外の社会教育・体育施設は、通常どおり開館しています。 
 
◇問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057� 

「「「「子子子子どもどもどもども手当手当手当手当」」」」についてについてについてについてののののおおおお知知知知らせらせらせらせ    

    

 次世代を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、平成２２年度に創設された子ど

も手当は、４月から９月までの６カ月間、月額13,000円で引き続き支給します。 

●今年今年今年今年９９９９月月月月までのまでのまでのまでの子子子子どもどもどもども手当手当手当手当のののの概要概要概要概要 

支給対象の子ども ０歳から中学校卒業まで（１５歳到達の最初の３月３１日まで） 

支給額 支給対象となる子ども１人につき月額13,000円 

支給する月 ６月（２月分～５月分）、１０月（６月分～９月分） 

※すでに受給されていて、支給対象となる子どもの数に変更がない方は、手続きの必要

はありません。出生・転入などで新たに手当の対象となる場合は速やかに手続きして

ください。原則として申請をされた月の翌月分から手当を支給します（公務員の方は、

勤務先で手続きを行なってください）。６月の現況届の提出は不要です。 

 

◇問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

児童扶養手当額児童扶養手当額児童扶養手当額児童扶養手当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    

  
児童扶養手当額は、自動物価スライド制が採られており、４月分から変更となります。 

●内容内容内容内容 全部支給（月額）：「41,720円」から「41,550円」 

一部支給（月額）：「41,710円～9,850円」から「41,540円～9,810円」 

※第２子5,000円、第３子以降１人につき3,000円の加算額は変わりません。 
 
◇問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

女性相談日女性相談日女性相談日女性相談日のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

女性のさまざまな悩みを、専門のカウンセラーがともに受けとめ、整理するお手

伝いをします。どんなことでもご相談ください。秘密は厳守します。（無料） 

●相談日相談日相談日相談日 ５月１１日、２５日（第２・４水曜日）午後１時～４時 

※事前予約が必要です。必ず下記に予約をお願いします。 

 
◇問合せ先 市民課 TEL（0771）68-0005 

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） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化博物館文化博物館文化博物館文化博物館・・・・郷土資料館郷土資料館郷土資料館郷土資料館「「「「写真展写真展写真展写真展」」」」開催開催開催開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

南丹市制５周年を記念して、「写真でふりかえる南丹市」を文化博物館・郷土資料館で

同時開催します。旧４町の広報写真や市民の皆さんからの提供写真を紹介し、南丹市の

歩みを振り返ります。展示写真は、昭和初期から５０年代を中心とした市内の様子を撮

影したものです。文化博物館では園部町・八木町の写真、日吉町郷土資料館では日吉町・

美山町の写真を展示します。詳細は、チラシ・ホームページなどをご覧ください。 

●期間期間期間期間 ４月２９日（金・祝）～９月１９日（月・祝） 

    前期：４月２９日～７月１０日、後期：７月１６日～９月１９日 

※前期と後期の間に展示替えを行います。毎週水曜日は休館日です。 

●時間時間時間時間 午前９時～午後５時（入館は午後４時３０分まで） 

●場所場所場所場所 文化博物館・郷土資料館  

●入館料入館料入館料入館料 両館共通券：大人400円、学生300円、小人150円 

文化博物館：大人300円、学生200円、小人100円 

     郷土資料館：大人200円、学生150円、小人100円 

※２０人以上の団体は２割引。南丹市内在住の小中学生は入場無料。 

●臨時休館日臨時休館日臨時休館日臨時休館日 文化博物館：４/２２～２８、７/１１～７/１５、９/２０～９/２５ 

郷土資料館：４/２２～２８、７/１１～７/１５、９/２０～９/２４ 

 

◇問合せ先 文化博物館 TEL（0771）68-0081 

      日吉町郷土資料館 TEL（0771）72-1130 

木造住宅耐震化木造住宅耐震化木造住宅耐震化木造住宅耐震化にににに関関関関するするするする事業事業事業事業ののののおおおお知知知知らせらせらせらせ    

    

木造住宅耐震診断士派遣事業および木造住宅耐震改修費補助金交付事業の募集を下記

の要項で行います。木造住宅耐震診断士派遣事業は、今年度から内容を拡充し、耐震診

断に加え耐震診断士による診断結果の説明や改修に関するアドバイスの提案、改修費用

の概算工事費の提示などを受けられます。いずれの事業も予算に限りがありますので、

希望者多数の場合は、次年度以降の対応となることをご了承ください。 

＜木造住宅耐震診断士派遣事業＞ 

●●●●対象住宅対象住宅対象住宅対象住宅 次の①～③すべての条件を満たす住宅 

①昭和５６年５月以前に建築された一戸建て木造住宅であること 

②原則として、昭和５６年５月以降に増築されていないこと 

③延床面積の２分の１以上が住居として使用されていること 

●実施実施実施実施期間期間期間期間 ６月～７月 ●申込申込申込申込期限期限期限期限 ５月２７日（金） 

●実負担額実負担額実負担額実負担額 3,000円（費用51,000円のうち48,000円を市が負担します） 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 住宅課・各支所に備え付けの申込書、「誰でもできるわが家の耐震診断」

および建築年・所有者が確認できるもの（登記事項証明書、固定資産税課税明細

書のコピー、固定資産評価証明書など）をそろえて住宅課に提出してください。 

＜木造住宅耐震改修費補助金交付事業＞ 

●●●●対対対対象住宅象住宅象住宅象住宅 次の①～⑤すべての条件を満たす住宅 

①昭和５６年５月以前に建築された一戸建て木造住宅であること 

②原則として、昭和５６年５月以降に増築されていないこと 

③延床面積の２分の１以上が住居として使用されていること 

④耐震診断の評点が０．７未満の住宅であって評点を０．７以上に向上させる改

修工事を実施した住宅であること 

⑤過去に南丹市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱に基づく補助金の交付を

受けていないこと 

●実施期間実施期間実施期間実施期間 平成２４年３月まで 

●補助金交付額補助金交付額補助金交付額補助金交付額  

①評点０．７以上１．０未満の耐震改修：改修事業費に２分の１を乗じて得た額（た

だし、1,000円未満の端数が生じた場合にあっては、これを切り捨てた額とし、60万

円を限度とします） 

②評点１．０以上の耐震改修：上記①の額から租税特別措置法（昭和３２年法律第２

６号）第４１条の１９の２に規定する所得税額の特別控除の額を差し引いた額 

●●●●減税措置減税措置減税措置減税措置    評点を１．０以上に向上させる耐震改修は所得税額の特別控除を受け

ることができます。 

●申請申請申請申請についてについてについてについて    補助金の交付を受けるには必要書類を添付したうえで申請が必要

となります。改修を検討されている場合は、下記までご相談ください。 
 
◇申込・問合せ先 住宅課 TEL（0771）68-0062 

がんばろうがんばろうがんばろうがんばろう日本日本日本日本！『！『！『！『そのべそのべそのべそのべ本陣本陣本陣本陣・・・・春春春春まつりまつりまつりまつり』』』』開催開催開催開催のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

園部町本町と新町には、かつての山陰街道の面影を残す町並みが残っています。

安らぎと郷愁を覚えるこの場所で市民交流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。（当事業の収益の一部は東日本大震災義援金として日本

赤十字社に寄付します） 

●日時日時日時日時 ５月１日（日）午前１０時～午後４時 

●場所場所場所場所 園部町本町そのべ本陣（元小林酒店）周辺 

●内容内容内容内容 伊勢大神楽、五月人形展、本陣軒先市（のみの市（手づくり品、無農薬野菜な

ど）、食の市（本陣ちまきなどおいしいものいっぱい）、陽だまりコンサート（午前１

０時～午後２時、まごころステーション）、陽だまり絵画展、お茶席（三亀楼）、木工

教室（無料）、第４回クワガタ相撲本陣場所（力士は当方で準備します。子ども先着２

０人） 

●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 

図書館図書館図書館図書館だよりだよりだよりだより    ５月新刊のご案内                                             初回 ５月５日【木】 ６時    

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

京都京都京都京都ふらりふらりふらりふらりーーーー（（（（京都府京都府京都府京都府    広報番組広報番組広報番組広報番組））））                                            初回 ５月１２日【木】６時    

京都府内を巡り、京都府がもつ文化の奥深さや魅力にあふれる地域を紹介                                                        

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

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                                                                    初回  ５月７日【土】７時    

５月１４日【土】７時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

平成平成平成平成22222222 年度美山町生涯学習年度美山町生涯学習年度美山町生涯学習年度美山町生涯学習フェスタフェスタフェスタフェスタ    美山町文化協会発表会美山町文化協会発表会美山町文化協会発表会美山町文化協会発表会            

JA大正琴・美山民謡会・美山こだまグループ・梧葉会    初回  ５月３日【火】８時 

美山よし笛の会・美山歌謡同好会・よさこい美山 山舞麗・エコーみやま                                                                                    

初回 ５月３日【火】１０時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

言葉言葉言葉言葉のののの大使講演会大使講演会大使講演会大使講演会    ｢｢｢｢心心心心ににににジャストミートジャストミートジャストミートジャストミートするするするする話話話話しししし方方方方｣｣｣｣        初回  ５月１０日【火】８時 

講師 宮本英樹氏（KBS京都報道部長）  平成２２年度京の子どもへ夢大使派遣事業 

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

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）6：30／11：30／18：30／21：30（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 

ＴＥＬ0771-63-1777 FAX 0771-63-1682 Ｍail: sictv@sic.cans.ne.jp 月曜月曜月曜月曜・・・・祝日祝日祝日祝日はははは休館休館休館休館    

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    なんたんなんたんなんたんなんたんテレビテレビテレビテレビ番組表番組表番組表番組表（（（（５５５５月月月月1111 日日日日～～～～１５１５１５１５日日日日））））    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１２７号（２の２）平成２３年４月２２日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中世城館跡調査中世城館跡調査中世城館跡調査中世城館跡調査についてについてについてについて    

 
 ４月下旬から６月初旬にかけて、京都府教育委員会による中世城館跡（山城跡な

どの遺跡）調査を市内で実施します。現地調査の際には府教育委員会および市教育

委員会の調査員が私有地に立ち入り、調査を行う場合があります。市民の皆さんの

ご理解とご協力をよろしくお願いします。 
 
◇問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 

平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度    有害鳥獣捕獲期間有害鳥獣捕獲期間有害鳥獣捕獲期間有害鳥獣捕獲期間についてについてについてについて    

 
 有害鳥獣による農林作物などへの被害が後を絶ちません。被害を最小限に食い止める

ため、猟友会に捕獲班を編成していただき、下記のとおり捕獲を実施しています。山に

入られる場合は目立つ服装をするなど、事故防止にご協力いただき、捕獲に対するご理

解をお願いします。捕獲は土・日曜日を中心に実施しますが、効果的に対処するため、

被害発生時は被害場所や状況などを農林整備課、各支所産業建設課にご連絡ください。 

方法 期間 

銃器 

4/9～5/9、5/21～6/19、7/1～8/7、8/20～9/19、10/1～10/31、

2/25～3/20 

わな・柵・おり 4/9～7/10、7/23～9/19、10/1～10/31、2/25～3/20 

 

◇問合せ先 農林整備課 TEL（0771）68-0012  

各支所 産業建設課 八木 TEL（0771）68-0024 

日吉（0771）68-0034 美山（0771）68-0043 

 

 身体障害者巡回更生相談身体障害者巡回更生相談身体障害者巡回更生相談身体障害者巡回更生相談のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

京都府身体障害者更生相談所では、府内を巡回し、補装具相談・医療相談などを

実施しています。南丹地区での実施は下表のとおりです。 

日程 時間 場所 来訪医師 

５月１０日（火） 午前１０時～１１時３０分 園部公民館 整形外科 

●内容内容内容内容 補装具交付・修理に係る判定、医療相談 

●持持持持ちちちち物物物物 身体障害者手帳、使用中の補装具、印鑑（支給申請が必要な場合に使用） 

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

 

◇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 

子育子育子育子育てすこやかてすこやかてすこやかてすこやかセンターセンターセンターセンター５５５５月事業月事業月事業月事業のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

    
子育てすこやかセンターは、０歳から保育所・幼稚園に入所・入園するまでの子

どもとお母さん、お父さん、お家の人が集えるところです。５月の事業は以下のと

おりです。たくさんのご来場をお待ちしています。 

●子育子育子育子育てててて広場広場広場広場００００歳児歳児歳児歳児 「ベビーマッサージ」：５月１２日（木）午前１０時～１１時３０分 

●おおおお話会話会話会話会・・・・折折折折りりりり紙紙紙紙をををを楽楽楽楽しもうしもうしもうしもう ５月１７日（火）午前１０時３０分～１１時 

●ママママママママ講座講座講座講座 「こどもの歯について」：５月２４日（火）午前１０時～１１時 

●親子親子親子親子リトミックリトミックリトミックリトミック ５月２６日（木）午前１０時～１１時 

●子育子育子育子育てててて広場広場広場広場 「遠足に行こう」：５月３１日（火）午前１０時～１１時３０分 

 

◇問合せ先 子育てすこやかセンター TEL（0771）68‐0082 

２０１１２０１１２０１１２０１１美山美山美山美山サイクルロードサイクルロードサイクルロードサイクルロードのののの開催開催開催開催についてについてについてについて    

 
山口国体（山口県）の京都府予選会を兼ねた２０１１美山サイクルロードを開催

します。各種大会で活躍している北桑田高校生や地元小・中学生もエントリーして

います。沿道で大きなご声援をお願いします。 

●●●●日時日時日時日時 ５月２９日（日）午前８時３０分～午後１時３０分 

●●●●場所場所場所場所 美山文化ホール前スタート・ゴール 

●●●●交通規制交通規制交通規制交通規制 午前８時１５分～午後１時３０分まで、会場周辺道路において通行・駐

車・横断禁止などの交通規制を行います。競技中の一般車両の通行は、競技の順方向

（美山文化ホール→宮脇→下平屋→九鬼ヶ坂→静原→文化ホール）のみの一方通行と

なります。当日は現場警察官および交通整理員の指示に従ってください。 

※当日美山方面にお越しの場合は、交通規制によりご迷惑をお掛けする場合があり

ますが、ご理解ご協力をよろしくお願いします。 

●●●●そのそのそのその他他他他 大会当日は市営バスの運行時間などが一部変更になります。詳しくは下

記までお問い合わせください。 

＜サイクルチャレンジ実施のお知らせ＞ 

今年度から、初心者の方や家族で気軽に参加できるよう、美山サイクルロードの

レースに新たな種目「サイクルチャレンジ」を追加します。ぜひご参加ください。 

●●●●参加資格参加資格参加資格参加資格 南丹市内在住の小学生以下２人、大人（中学生以上）２人の４人で１チーム 

●●●●競技方法競技方法競技方法競技方法    美山サイクルロード１周を４つに区分し、リレー形式で行います。１・

２区は小学生以下、３・４区は大人の走行とします。競技車両は、１・２区は自

由、３・４区は主催者側で用意した自転車を使用します。コース内に関門を設け、

スタートから一定時間を超えたときは、その地点で終了とする場合があります。    

●●●●募集人数募集人数募集人数募集人数 先着順１０チーム ●●●●参加費参加費参加費参加費 １チーム2,000円（保険料含む） 

●申込先申込先申込先申込先 美山サイクリングクラブ（体育協会美山支部内）TEL（0771）68-0044 

 

◇問合せ先 美山支所地域総務課 TEL（0771）68-0040 

自動車税納付自動車税納付自動車税納付自動車税納付のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

京都府では、４月１日現在、自動車を所有している方に、平成２３年度自動車税

の納税通知書を送付しました。 

●納付方法納付方法納付方法納付方法 ５月３１日（火）までにお近くの金融機関、コンビニエンスストアでお納

めください。納税通知書がお手元に届いていない方はご連絡ください。 

 

◇問合せ先 南丹広域振興局税務室 TEL（0771）22-0330 

子子子子どもどもどもども体験活動体験活動体験活動体験活動ボランティアボランティアボランティアボランティア募集募集募集募集 

 
南丹市内在住の子どもたちを対象に、さまざまな自然体験（ハイキング、キャン

プなど）や農業体験活動を実施しています。この活動にボランティアとして参加し、

子どもたちと共に活動してくださる方を募集します。 
●●●●応募資格応募資格応募資格応募資格 子どもが好きでボランティア活動に関心のある方。※高校生以上 
●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ５月６日（金）までに電話、または、ＦＡＸでお申し込みください。 
※活動案内の送付やボランティア保険の加入に必要となるため、氏名、性別、生年

月日、住所、電話番号（携帯電話可）をお知らせください。個人情報は、ほかの

目的には利用しません。 
●●●●留意事項留意事項留意事項留意事項 活動の詳細は、その都度連絡します。都合のつく場合だけ参加してく

ださい。ボランティア保険の加入料は教育委員会で負担します。食費や材料費な

どの実費を負担していただく場合があります。 
 
◇問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 FAX（0771）63-2850    

 

「「「「ニュースポーツニュースポーツニュースポーツニュースポーツをををを楽楽楽楽しむしむしむしむ日日日日」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

体育指導委員会では、生涯スポーツの普及と振興を目的に「ニュースポーツを楽

しむ日」を毎月１回開催します。小学生から高齢者の方まで年齢を問わず誰でも気

軽に楽しむことができますので、気軽にお越しください。（無料） 

●●●●日時日時日時日時 ５月９日（月）午後８時～９時 ●●●●場所場所場所場所 園部Ｂ＆Ｇ体育館 

●●●●対象対象対象対象 南丹市民（小学生以上） ●●●●種目種目種目種目 ビーチボール、ファミリーバドミントンなど 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 事前申し込み不要。当日、会場へお越しください。 

※体育館シューズをご持参ください。水分補給は各自で行ってください。 

 

◇問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0014 

 

京都身体障害者結婚相談所京都身体障害者結婚相談所京都身体障害者結婚相談所京都身体障害者結婚相談所（（（（南丹分室南丹分室南丹分室南丹分室））））のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

障がいのある方で結婚を望んでおられる方々が良縁に恵まれ、幸せな結婚ができ

るようお手伝いをするため、昨年４月から南丹市身体障害者福祉会の協力により、

障害者結婚相談所（南丹分室）を市役所八木支所で開設しています。相談にあたっ

ては秘密を厳守し、誠意をもって進めますので、どうぞお気軽にご利用ください。 

●相談日相談日相談日相談日 毎月第２・第４木曜日（ただし、祝日の場合は閉所） 

●時間時間時間時間 午前９時～午後１時 ●場所場所場所場所 市役所八木支所３階西側会議室 

●電話電話電話電話    （0771）68-0022 ●ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ （0771）42-5616 ●●●●相談員相談員相談員相談員 平井喜代子氏 

 

◇問合せ先 社会福祉課 TEL（0771）68-0007  

      京都身体障害者結婚相談所 TEL 075-682-1593 

◇◆◇アナログ放送は今年７月で終了！地デジ対応はお早めに！！◇◆◇ 

問合せ先 デジサポ京都：TEL 075-330-3030 ／ 地域振興課：TEL（0771）68-0019 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歌聴風月歌聴風月歌聴風月歌聴風月ＬＩＶＥＬＩＶＥＬＩＶＥＬＩＶＥ２０１１２０１１２０１１２０１１    

 
杉真理さん、村田和人さんをゲストに、酒蔵の空間で地元おばんざいを楽しみな

がらの本格ライブを開催します。ぜひお越しください。 
●日時日時日時日時 ６月４日（土）開場：午後５時３０分 開始：午後７時３０分 
●場所場所場所場所 八木酒造有限会社 特設ステージ ●定員定員定員定員 １２０人 
●入場料入場料入場料入場料 前売り：7,000円、当日：7,500円 ●●●●後援後援後援後援    南丹市 
昼間にも子どもひろばや路上ライブ、手作り市などもりだくさん。 

＜手作り市の出店者を募集＞ 

●●●●参加費参加費参加費参加費 企業団体・グループ：3,000円 個人：1,000円 ●申込申込申込申込期限期限期限期限 ５月６日（金） 

 
◇問合せ先 歌聴風月実行委員会事務局 TEL 080-5637-3181 

「「「「はかりはかりはかりはかり」」」」のののの定期検査定期検査定期検査定期検査についてについてについてについて 
 
 事業所などで取引や証明に使用されている「はかり」が正確であるかを確認する

ための定期検査（計量法に基づき２年に１回）が下記により行われます。対象とな

る「はかり」を使用されている事業者の方は、必ず検査を受けてください。 
●集合検査集合検査集合検査集合検査 
区域 検査日程 検査会場 

5月16日（月） 午前11時～午後2時 林業協業センター 
美山町 

5月17日（火） 午前11時～午後2時30分 高齢者コミュニティセンター 

日吉町 5月23日（月） 午前11時～午後2時30分 JA京都日吉支店 資材倉庫 

八木町 5月24日（火） 午前10時～午後3時 八木公民館 
5月25日（水） 

園部町 
5月26日（木） 

午前10時～午後2時30分 園部公民館 

※検査対象の「はかり」は、下記にご確認いただいくか、「お知らせなんたん第１２

３号」をご確認ください。 
●手数料手数料手数料手数料 別途定められた手数料が現金で必要となります。 
 
◇問合せ先 商工観光課 TEL (0771)68-0050 

       

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    

 

＜ちびっこまつり＞ 

●日時日時日時日時    ５月５日（木・祝）午前１０時～午後３時 
●場所場所場所場所 丹波自然運動公園こどもの広場、体育館など 
●内容内容内容内容    金魚のつかみどり、乗り物コーナー、ツリークライミング、クラフト、フ            

ライングディスク、特設売店、消防・警察コーナーなど 
＜５月のグラウンド・ゴルフのつどい＞ 

●日時日時日時日時 ５月６日、１３日、２０日、２７日（各金曜日） 午前９時～１１時４５分  

●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） ●内容内容内容内容 グラウンド・ゴルフを楽しむ 

＜５月のスポーツデー＞ 

●日程日程日程日程 ５月１０日（火） ●場所場所場所場所 体育館（当日受付） 

●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～障がい者スポーツ

のつどい（無料）、午後６時～スポーツの夕べ（300円） 

＜５月の太極拳教室＞ 

●日時日時日時日時 ５月１３日、２７日（各金曜日）午後２時～４時 ●場所場所場所場所 体育館 

●参加費参加費参加費参加費 500円（当日受付） ●申込期限申込期限申込期限申込期限 開催日の２日前まで  

＜あっぱれたんぼ田植えイベント＞ 

●日時日時日時日時 ５月２９日（日）午前９時～（雨天決行） ●場所場所場所場所 球技場隣接のたんぼ 

●内容内容内容内容 たんぼをキャンパスに見立て、種類の異なる苗を植えてカエル、まゆまろ

の絵を描きます。当日は田植え作業を体験していただきます。 

●申込期限申込期限申込期限申込期限 ５月２１日（土） 

 

◇申込・問合せ先 丹波自然運動公園 TEL（0771）82-0560 

フラワーアレンジメントフラワーアレンジメントフラワーアレンジメントフラワーアレンジメント講座講座講座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    

 
フラワーアレンジメント講座 （母の日のアレンジ）を開催します。日ごろの感謝

の気持ちを込めて、花のアレンジをプレゼントされてはいかがですか。また、頑張

っている自分へのプレゼントにもどうぞ。多数のご参加をお待ちしています。 
●日時日時日時日時・・・・場所場所場所場所 ５月７日（土）午前１０時～正午 美山文化ホール１階会議室 
       ５月７日（土）午後１時３０分～３時 園部女性の館 
●参加費参加費参加費参加費 2,500円    ●●●●講師講師講師講師 森谷万知子氏 ●定員定員定員定員 ２０人 
●●●●申込申込申込申込期限期限期限期限 ４月３０日（土）までに下記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 

 
府民府民府民府民のののの森森森森ひよしひよしひよしひよし「「「「新緑祭新緑祭新緑祭新緑祭」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 
●●●●日程日程日程日程・・・・内容内容内容内容    

・５月３日（火・祝）モノレールで行く森の散策、ツリークライミング（要予約）など 

・５月４日（水・祝）森の青空市（シメジ、椎茸、野菜、加工食品ほか）、交通安全

教室と乗馬体験、フライングディスク体験会、カブトムシ探しなど ※日吉町郷

土資料館では、餅つき体験、メンコ・たこ作りのイベントを同時に開催します。 
・５月５日（木・祝） 木工教室、木製パズル作り、探鳥会などそのほか楽しいイベ

ントが盛りだくさん！！  
●●●●時間時間時間時間    午前９時３０分～    ※雨天の場合は、中止するイベントがあります。    

 
◇問合せ先 京都府立府民の森ひよし TEL（0771）72-1339 

      日吉町郷土資料館 TEL（0771）72-1130 

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    

 
＜春の切り絵教室＞ 

春の風物詩をテーマにした春の切り絵教室を開催します。 
●日時日時日時日時 ４月２８日（木）午後２時～４時３０分 ●参加費参加費参加費参加費 1,200円 
●持持持持ちちちち物物物物    お持ちの方はデザインカッター、カッティングボード（道具類は当日貸し出し） 

●講師講師講師講師 切り絵作家 達富弘之氏 
＜デッサンと油絵の基礎＞ 

失敗しても上から描け、描き込むほどに思い入れが強くなる油絵教室を開催します。 

●日時日時日時日時 ４月３０日（土）午前１０時〜午後４時３０分 ●参加費参加費参加費参加費    3,800円（昼食付） 
●持持持持ちちちち物物物物 油絵道具類、濃い鉛筆、消しゴム、スケッチブック 
※初めての方には道具の購入方法などの説明から行います。 
●講師講師講師講師    洋画家 竹口和氏（汎具象美術協会） 
＜さをり織りで春のファッションアイテムを織ろう＞ 

毎週金・土曜のお好みの曜日を半日単位で予約できます。 
●日時日時日時日時    午前１０時～午後０時３０分、午後１時３０分〜４時３０分 
※昼食は事前にご予約ください。１人でも参加いただけます。 
●参加費参加費参加費参加費    半日単位：1,000円（講習・室料含む） 
●材料費材料費材料費材料費 できあがった作品の重さに応じて指導者に直接お支払いください。 
     （スカーフ1枚で約2,000円） 
 
◇申込・問合せ先 京都府立ゼミナールハウス TEL（0771）54-0216 

海海海海のもしもはのもしもはのもしもはのもしもは１１８１１８１１８１１８番番番番    

 
 暖かくなり、海や川へ遊びに行く機会が増えますが、近年レジャー中の海での事故が

多発しています。事故を防ぐため次の点に注意し、万が一の時は素早く「１１８番」へ。 

●注意点注意点注意点注意点 ①ライフジャケットを着用しましょう 
     ②防水パックに入れた携帯電話を携行しましょう 
 
◇問合せ先 舞鶴海上保安部 TEL 0773-76-4120 

平成平成平成平成２３２３２３２３年国家公務員採用試験年国家公務員採用試験年国家公務員採用試験年国家公務員採用試験ⅢⅢⅢⅢ種試験種試験種試験種試験((((高卒程度高卒程度高卒程度高卒程度))))日程日程日程日程    

    
●職種職種職種職種 行政事務、税務、農業土木、林業 

●受験資格受験資格受験資格受験資格 平成２年４月２日～６年４月１日に生まれた方 ●試験試験試験試験地地地地 京都市など 

●受付期間受付期間受付期間受付期間 ６月２１日（火）～２８日（火） ●第第第第１１１１次試験日次試験日次試験日次試験日 ９月４日（日） 

※申込用紙、受験案内は５月９日（月）から配布します。 

 

◇問合せ先 人事院近畿事務局（試験係） TEL 06-4796-2191 
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。（無料） 

●日時日時日時日時 ５月１０日（火）、２４日（火）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 ※開催日前日までに下記に予約してください。 

 

◇申込先 商工観光課 TEL（0771）68-0050 

 


