
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１３０号（３の１）平成２３年６月１０日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おおおお知知知知らせなんたんらせなんたんらせなんたんらせなんたん第第第第１２９１２９１２９１２９号掲載内容号掲載内容号掲載内容号掲載内容のののの訂正訂正訂正訂正についてについてについてについて    

 

平成２３年５月２７日発行のお知らせなんたん第１２９号に掲載の「平成２３年度『女

性の館』講座のご案内」の内容に誤りがありましたのでお詫びして訂正・追加します。 

●訂正訂正訂正訂正    （誤）＜ミニ手帳＞ → （正）＜ミニ几帳＞ 

●追加追加追加追加  ＜絵手紙教室＞ 季節の想いを絵手紙に載せてみませんか？（長期講座） 

・日時 7/12、8/9、9/13、10/1、11/8、12/13  午前10時～正午 

・定員 20名 ・持ち物 筆記用具 ・講師 井上みよし氏 

 

◇申込・問合せ先 女性の館 TEL（0771）63-2986 

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    

    
    豪雨や長雨に備えたため池の管理については、下記の点にご注意ください。 

①余水吐（よすいばけ）を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、降雨に備えて事前に池の水位を下げましょう。 

（増水時にため池に近づくことは大変危険です） 

※濁った漏水など異変に気付かれた場合は、下記までご連絡ください。 

 

◇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 

 

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「TEL４４４４２２２２－－－－２２２２３３３３００００００００」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 】 ・お知らせなんたん第１２９号掲載内容の訂正について 

・ため池の適正な管理について 

・予防接種のお知らせ 

・７月の母子保健事業日程表 

【 裏 】 ・南丹市営プールの監視員を募集します 

・八木海洋センタープールがオープンします 

・手作りバター体験と牛乳工場見学会のご案内 

・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 】 ・市税などの納付は納期限内に！ 

・障害者成人講座 参加者・ボランティア募集 

・母親教室のお知らせ 

・訪問介護員養成研修受講者支援について 

・第５回南丹市男女共同参画フォーラムの開催について 

・遊youひよし「ビデオ上映会」のお知らせ 

・らべんだーず５周年記念 ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄを開催します 

【 裏 】 ・認知症サポーター養成講座の出前講座について 

・そのべ夏まつり・創作七夕飾りコンクール作品の募集 

・『エコーみやま』結成５周年記念コンサート開催 

・森林・環境ネットワークからのお知らせ 

・来て、見て、食そう！「京都丹波交流フェスタ」 

・６月「カフェよっといで」のお知らせ 

・第６回南丹市卓球交流大会の参加者募集！ 

・丹波自然運動公園からお知らせ 

・「児童虐待防止推進月間」標語募集について 

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

【 表 】 ・あなたの「ふるさと寄付金」が被災地支援に 

・東日本大震災被災者の方へ～税金関係のお知らせ～ 

・平成２３年度共同募金助成事業を実施します 

・平成２３年度くらしの資金貸付のご案内 

・平成２３年度教科書展示会の開催について 

・八木公民館講座「水辺の観察」参加児童募集 

・園部公民館講座「着付け教室」受講生募集 

・特定疾患医療受給者票をお持ちの方について 

・「心と身体の癒しの森るり渓温泉」開業１０年のお礼 

・『振り込め詐欺』にご注意ください！ 

【 裏 】 ・＜そのべ地域版お知らせ＞� 

予防接種予防接種予防接種予防接種のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

    

＜＜＜＜麻麻麻麻しんしんしんしん風風風風しんしんしんしん予防接種第予防接種第予防接種第予防接種第４４４４期期期期にににに高校高校高校高校２２２２年生年生年生年生がががが追加追加追加追加＞＞＞＞    

麻しん・風しん第４期の定期予防接種対象者は高校３年生ですが、法律改正により、

今年度に限り高校２年生相当の年齢の方も接種いただけます。従来どおり高校３年生に

なってからも無料で接種が可能ですが、感染を国内外へ広げないようにするため、修学

旅行や研修などで海外へ行かれる方にお奨めします。南丹市に住民票のある方は無料で

す。接種される方は直接下記接種医療機関にお申し込みください。予診票は市役所本庁

保健医療課、各支所健康福祉課、接種医療機関に備え付けています。 

 

＜＜＜＜日本脳炎日本脳炎日本脳炎日本脳炎のののの予防接種予防接種予防接種予防接種のののの機会機会機会機会をををを逃逃逃逃したしたしたした方方方方へへへへ＞＞＞＞    

平成１７年度から２１年度の間、予防接種後に重い病気になった事例があったことを

きっかけに、日本脳炎の予防接種のご案内を送付していませんでした。その後、新たな

ワクチンが開発され、平成２２年度から３歳児の積極的接種を行っています。 

今回、平成７年６月１日～平成１９年４月１日生まれの方に、２０歳未満の間、定期

予防接種（無料）として接種していただくことが可能となりました。接種状況を母子手

帳で確認し接種してください。接種回数や接種間隔などご不明な点は、南丹市保健医療

課までお問い合わせください。 

接種される方は直接下記接種医療機関にお申し込みください。予診票は市役所本庁保

健医療課、各支所健康福祉課、接種医療機関に備え付けています。 

 

●接種医療機関接種医療機関接種医療機関接種医療機関 

日本脳炎       予防接種名 

医療機関名 

麻しん風しん 

4期 
 

電話番号 

 

公立南丹病院 ○ ○ 42-2510 

山田医院 ○ ○ 42-2306 

きむら診療所 ○ × 43-0860 

川西診療所 ○ ○ 62-0139 

高屋こども診療所 ○ ○ 68-1155 

富井内科医院 ○ × 68-2550 

仁丹医院 ○ × 62-0234 

廣野医院 ○ × 62-0218 

吉田小児科内科医院 ○ ○ 63-1458 

胡麻佐野診療所 ○ × 74-0022 

藤岡五ヶ荘診療所 ○ ○ 73-0203 

吉田医院 ○ × 72-0022 

美山診療所 ○ ○ 75-1113 

美山林健センター診療所 ○ ○ 76-0201 

 

※上記医療機関以外を希望される場合は、下記にご連絡ください。 

 

◇問合せ先 保健医療課 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    

 

７月の母子保健事業は下記のとおりです。（対象の方には案内と問診票を郵送します） 

 事業名 対象（月齢など） 場所 

７月１日（金） 乳児後期健診 平成２２年７月２７日～ 

８月３１日生 

７月４日（月） 母親教室 妊婦（要申込） 

７月１５日（金） 乳児前期健診 平成２３年３月生 

７月２２日（金） １歳８カ月児健診 平成２１年９月２５日～ 

１１月７日生 

７月２６日（火） ２歳５カ月児健康相談 平成２１年１月生 

７月２８日（木） ３歳５カ月児健診 平成１９年１２月２６日～

平成２０年１月２１日生 

 

園部保健福祉

センター 

 

７月２０日（水） 離乳食教室 生後５カ月～１歳頃の乳児

と保護者（要申込） 

日吉保健福祉

センター 

 

◇問合せ先 保健医療課 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） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手作手作手作手作りりりりバターバターバターバター体験体験体験体験とととと牛乳工場見学会牛乳工場見学会牛乳工場見学会牛乳工場見学会のごのごのごのご案内案内案内案内    

 
●日時日時日時日時  ７月３１日（日） 午後１時３０分～３時３０分 

●場所場所場所場所・・・・主催主催主催主催  雪印メグミルク（株）京都工場池上製造所 

●内容内容内容内容 工場見学、牛乳・ヨーグルト試飲、試食、手作りバター体験、牛乳パック

の紙すき体験 

※手作りバター体験は、幼稚園から小学生が対象です。 

●募集人員募集人員募集人員募集人員・・・・対象対象対象対象 亀岡市、南丹市、京丹波町内在住の小学生のおられる家庭 

１０家族（１家族４人まで）合計４０人程度 

●参加費参加費参加費参加費 無料 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 申込書に必要事項を記入の上、下記まで提出してください。（郵送、ＦＡＸ可） 

※案内チラシ、申込書は南丹保健所、子育て支援課および各支所健康福祉課に備え

付けてあります。（申込者多数の場合は、抽選で参加者を決定します） 

●締切締切締切締切 ７月１１日（月） 
 
◇申込・問合せ先 南丹保健所 TEL（0771）62-0361 FAX（0771）63-0609 

八木海洋八木海洋八木海洋八木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１８日（土）から八木海洋センタープールがオープンします。日ごろ運動不

足と感じられている方も海洋センタープールで泳いでみませんか。 

●開館時間開館時間開館時間開館時間 ６月１８日（土）～８月２８日（日）午前１０時～午後５時 

※利用者の受付は閉館４５分前までとなっています。なお、正午～午後１時の間は

利用できません。 
●休館日休館日休館日休館日 毎週木曜日、お盆休み〔８月１２日（金）～１５日（月）〕および、そ 

のほか臨時で休館する場合があります。 

●料金料金料金料金 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（市外の方も同額） 

※水泳帽を着用しないと入水できません。また、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。なお、オープン初日のみ料金は無料です。 

※節電対策により今年度は夜間開設を行ないません。ご理解とご協力をお願いします。 

 
◇問合せ先 社会教育課八木担当 TEL（0771）68-0026 

南丹市営南丹市営南丹市営南丹市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ますしますしますします    

 

●勤務場所勤務場所勤務場所勤務場所 園部園部園部園部：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 

日吉日吉日吉日吉：日吉興風プール 

●勤務期間勤務期間勤務期間勤務期間 園部園部園部園部：７月２１日（木）～８月２８日（日） 

日吉日吉日吉日吉：７月２１日（木）～８月２８日（日） 

●業務内容業務内容業務内容業務内容 共通共通共通共通：プール内での監視、清掃、水質管理ほか 

●募集条件募集条件募集条件募集条件 南丹市内在住１８歳以上の健康な方で水泳のできる方（高校生不可） 

※日吉については、日吉町内在住の高校生の勤務を認める場合がありますので、希望者 

は下記までご連絡ください。 

●●●●募集人員募集人員募集人員募集人員 園部園部園部園部：２０人程度（交代勤務） 

日吉日吉日吉日吉：６人程度（１日２人の勤務体制、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 園部園部園部園部：午前９時～午後５時までの１日７時間（休憩１時間） 

日吉日吉日吉日吉：正午～午後４時１５分の１日４時間（休憩１５分間） 

●賃金賃金賃金賃金 １時間あたり750円 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 園部園部園部園部：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 

へ６月２４日（金）午後５時までに提出してください。 

なお、郵送の場合も６月２４日（金）午後５時必着です。 

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。 

日吉日吉日吉日吉：申込書に必要事項を記入の上、日吉町生涯学習センターへ６月２４ 

日（金）午後５時までに提出してください。郵送の場合も６月２４ 

日（金）午後５時必着です。申込書は社会教育課または日吉町生涯 

学習センターに備え付けています。 

●任用任用任用任用決定決定決定決定 園部園部園部園部：申し込み多数の場合は面接などにより決定します。 

日吉日吉日吉日吉：申込者の打合せ会および説明会を６月２９日（水）午後６時に日吉

興風交流センターで行いますので、申込者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。打合せ会に都合で出

席できない場合は、下記まで必ずご連絡ください。 

●そのそのそのその他他他他 勤務時間中でも、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（日）～１６日（火）〕は休業し 

ます。日吉興風プールは、お盆期間〔８月１３日（土）～１６日（火）〕は休業し、そ 

のほか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）68-0014 

〒622-8651 南丹市園部町小桜町47番地 

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番地 

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    南丹市役所からのお知らせ    初回 ６月１６日【木】 ６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    男女共同参画社会について                        初回 ６月２３日【木】 ６時    

ふくしのふくしのふくしのふくしの森森森森                                                                            初回 ６月２３日【木】 ６時１５分    

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

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 ６月１８日【土】 ７時  ６月２５日【土】 ７時 

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

胡麻郷小学校 ６年 修学旅行                        初回 ６月１８日【土】 ８時 

摩気･川辺･西本梅小学校 ３校合同６年 修学旅行      初回 ６月２１日【火】 ８時 

八木小学校 ６年 修学旅行                   初回 ６月２５日【土】 ８時 

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

園部町園部町園部町園部町つつじのつつじのつつじのつつじの会講演会会講演会会講演会会講演会        ｢｢｢｢野菜野菜野菜野菜のもつすばらしさのもつすばらしさのもつすばらしさのもつすばらしさ｣｣｣｣    

ベジタブルベジタブルベジタブルベジタブル＆＆＆＆フルーツコミュフルーツコミュフルーツコミュフルーツコミュニケータニケータニケータニケーターーーー    川本川本川本川本えこえこえこえこ氏氏氏氏                        初回 ６月２８日【火】 ８時 

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

南丹市議会南丹市議会南丹市議会南丹市議会６６６６月定例会月定例会月定例会月定例会③③③③  ６月１３日一般質問   初回 ６月１８日【土】 １４時 

                             ④④④④  ６月１４日一般質問   初回 ６月１９日【日】 １４時 

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

ＪＵＭＰＪＵＭＰＪＵＭＰＪＵＭＰ輝輝輝輝くひとくひとくひとくひと・・・・まちまちまちまち････南丹南丹南丹南丹    

「「「「ふるさとでふるさとでふるさとでふるさとで自分自分自分自分らしいおらしいおらしいおらしいお菓子菓子菓子菓子づくりづくりづくりづくりをををを」」」」平井雄太平井雄太平井雄太平井雄太さんさんさんさん    初回 ６月３０日【木】 ６時 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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） 

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((((６６６６月月月月１６１６１６１６日日日日～～～～３０３０３０３０日日日日））））    

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    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１３０号（３の２）平成２３年６月１０日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母親教室母親教室母親教室母親教室のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

妊婦の方を対象に母親教室を実施します。母子共に大切な食事の話を聞き、マタニテ

ィーヨガで体と心をほぐし、心地よいひと時を過ごしませんか？  

●日時日時日時日時 ７月４日（月）午後１時３０分～４時（受付は午後１時１５分から） 

●場所場所場所場所 園部保健福祉センター ●内容内容内容内容 栄養の話＆マタニティーヨガ体験  

●持持持持ちちちち物物物物 母子手帳、バスタオル、５本指靴下（あれば） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ７月１日（金）までに下記にお申し込みください。 

 

◇問合せ先 保健医療課 TEL（0771）68-0016  

訪問介護員養成研訪問介護員養成研訪問介護員養成研訪問介護員養成研修受講者支援修受講者支援修受講者支援修受講者支援についてについてについてについて    

 

在宅介護などの充実を目的に、訪問介護員の資格を取得して市内の介護保険事業所で

勤務される方、または現在勤務中の方で新たに資格を取得される方を支援します。 

●対象者対象者対象者対象者 南丹市に居住し、市内介護保険事業所に勤務される方、またはすでに勤

務されおり今後も継続して勤務される方で、訪問介護に関する１級課程または２

級課程を平成２３年４月以降に修了された方 

●助成額助成額助成額助成額 養成研修にかかる受講料（本人負担金）の１０分の７（２万円を限度） 

●申請方法申請方法申請方法申請方法 訪問介護員養成研修を終了されてから、訪問介護員養成研修受講者支

援事業助成金交付申請書と研修修了証などを高齢福祉課または各支所健康福祉課

まで提出してください。 

※交付申請書は高齢福祉課および各支所健康福祉課に備え付けています。 

 

◇問合せ先 高齢福祉課 TEL（0771）68-0006  

第第第第５５５５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    

 

下記のとおりフォーラムを開催します。女性、男性ともに平等な存在として尊重

され、一人ひとり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、だれもが輝けるまちづくりを目指します。（無料） 

●日時日時日時日時 ６月２６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 

●内容内容内容内容 ・オープニング やぎっこチャイマーズ（ティンカーベル） 

・講演  演題 『きっと毎日が楽しくなる』～心地いい家族のカタチ～ 

        講師  山田 亮氏（スーパー主夫） 

※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。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ６月２０日（月）までに下記までお申し込みください。 

 

◇問合せ先 市民課 TEL（0771）68-0005 

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    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募集募集募集募集    

 
障がいのある方の社会参加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活動を企画しています。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に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ください。納期限までに完納さ

れない場合は督促手数料、延滞金を加算して、納付いただくことになり、長期にわたり

滞納が続くと、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（滞

納）処分をします。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２３２３２３２３年度年度年度年度    納期限一覧表納期限一覧表納期限一覧表納期限一覧表 

期別 

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) 

介護保険料（普通徴収） 

後期高齢者医療保険料 

（普通徴収） 

第1期 6月30日（木） 8月1日（月） 

第2期 8月1日（月) 8月31日（水） 

第3期 8月31日（水） 9月30日（金） 

第4期 9月30日（金） 10月31日（月） 

第5期 10月31日（月) 11月30日（水） 

第6期 11月30日（水） 平成24年1月4日（水） 

上記のうち介護保険料以外 

12月28日（水） 

第7期 

介護保険料 

平成24年1月4日（水） 

平成24年1月31日（火） 

第8期 平成24年1月31日（火） 平成24年2月29日（水） 

第9期 平成24年2月29日（水） 平成24年4月2日（月） 

第10期 平成24年4月2日（月）  

※口座振替納付を利用されている方は、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・都市計画税および国民

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

です。） 

●督促手数料督促手数料督促手数料督促手数料およびおよびおよびおよび延滞金延滞金延滞金延滞金についてについてについてについて 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。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

に相当する延滞金を加算し、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についてについてについてについて 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、財産差押等滞納処分を受けることになりますのでご注意ください。

なお、府税・市町村税は納期限から一定経過した滞納案件を「京都地方税機構」へ移

管し、徴収などの滞納整理事務を行います。 

 

◇問合せ先 京都地方税機構 中部事務所 TEL（0771）22-3884 

 

●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にはにはにはには便利便利便利便利なななな口座振替口座振替口座振替口座振替をををを 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市税など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。登録手続きに時間を要するため、お早めに申し込みください。

申し込みが遅れますと、申込日の当月分について振り替えできない場合があります。 

●取扱金融機関取扱金融機関取扱金融機関取扱金融機関 ・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、郵便局 

※軽自動車税を除く市税などの納付の確認については、口座振替納付済通知書は発行し

ませんので、お手数ですが預金通帳でご確認ください。 

 

◇問合せ先 【市税】         税務課   TEL（0771）68-0009 

      【国民健康保険税】    保健医療課 TEL（0771）68-0011 

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

【介護保険料】      高齢福祉課 TEL（0771）68-0006 

◇◆◇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 

らべんだらべんだらべんだらべんだーーーーずずずず５５５５周年記念周年記念周年記念周年記念    ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ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 ６月１９日（日）開場：午後１時 開演：午後１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」ホール ●参加費参加費参加費参加費 無料 

●演奏曲演奏曲演奏曲演奏曲 第１部 アンデルセン童話 オカリナ組曲「氷の女王」のナレーション

にのせて めぐりあい ラ・クンパルシータなど 

     第２部 東日本ふるさとを思う唄 被災された方々にエールを送り 

         りんごの唄 津軽のふるさとなど 

●演奏者演奏者演奏者演奏者 らべんだーず・オカリナ・アンサンブル 

 

◇問合せ先 日吉町生涯学習センター遊youひよし TEL（0771）68-0035 

遊遊遊遊youyouyouyouひよしひよしひよしひよし「「「「ビデオビデオビデオビデオ上映会上映会上映会上映会」」」」のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

日吉町生涯学習センターでは、「盲目の名馬タカラコスモス」のビデオ上映会を開

催します。（無料） 

●日時日時日時日時 ６月２６日（日）午後１時３０分（午後１時開場） ●上映時間上映時間上映時間上映時間 １１７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」ホール 

●作品紹介作品紹介作品紹介作品紹介 馬術界では誰もが憧れた名馬だったが、病に冒されて失明。走れなくなっ

たらその命を終えるはずの馬を引き取ったのは青森の農業高校。気位の高い名馬の世

話を任されたのは、馬のことなどまったく知らない新入生の女子馬術部員だった。 

 

◇問合せ先 日吉町生涯学習センター「遊youひよし」 TEL（0771）68-0035 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのべそのべそのべそのべ夏夏夏夏まつりまつりまつりまつり・・・・創作七夕飾創作七夕飾創作七夕飾創作七夕飾りりりりコンクールコンクールコンクールコンクール作品作品作品作品のののの募集募集募集募集    

    
市民の皆さんのアイデアを凝らした自信作をお寄せください。展示の部とコンクール

の部に分け、展示の部は審査対象外とします。どちらにご応募かを必ずご記入ください。 

●応募規程応募規程応募規程応募規程 材料は、紙・布・糸（化学繊維を除く）以外は厳禁。コンクール用笹

は、５ｍ以内のもの。（年齢、個人、団体は問いません） 

●応募方法応募方法応募方法応募方法 申込用紙に記入の上、７月２９日（金）までに下記にお申し込みください。 

※申込用紙は、下記申込・問合せ先にあります。 

●審査審査審査審査 ８月６日（土）午後３時 

●表彰表彰表彰表彰 ８月６日（土）午後４時２０分 そのべ夏まつり会場ステージ 

※当日は午前１０時～午後８時まで「２０１１そのべ夏まつり」を開催します。鼓

笛隊パレード、映画、七夕飾り、夜店市など楽しい催し満載です。 

 

◇申込・問合せ先 そのべ夏祭り実行委員会  TEL（0771）62-0766 

FAX（0771）63-0725 

『『『『エコーエコーエコーエコーみやまみやまみやまみやま』』』』結成結成結成結成５５５５周年記念周年記念周年記念周年記念コンサートコンサートコンサートコンサート開催開催開催開催    

 

美山のコーラスサークル「エコーみやま」（混声２部合唱）は、下記の日程でコン

サートを開催します。（無料） 

●日時日時日時日時 ７月９日（土）午後７時～８時４５分（午後６時３０分開場）  

●場所場所場所場所 美山文化ホール（駐車場あり） 

●内容内容内容内容 ・「エコーみやま」サークル員の歌唱『美山の子守唄』ほか１０曲 

・声楽家 井尻有香さんのステージ 

・「ピースウエーブ」（京北のバンドサークル）とのコラボレーション 

・会場の皆さんと 

●後援後援後援後援 南丹市、南丹市教育委員会ほか 

 

◇問合せ先 エコーみやま事務局 TEL（0771）75-0195 

来来来来てててて、、、、見見見見てててて、、、、食食食食そうそうそうそう！「！「！「！「京都丹波交流京都丹波交流京都丹波交流京都丹波交流フェスタフェスタフェスタフェスタ」」」」    

 
自然、文化、食、地域活動など「京都丹波」ブランドの強みを住民の皆さんと共

感、共有するとともに、その魅力を全国、全世界に発信し、都市農村交流を促進す

る「京都丹波交流フェスタ」を開催します。（先着３００名 要予約） 

●日時日時日時日時 ７月２日（土）午前１１時～午後３時 ●場所場所場所場所 ガレリアかめおか２階大広間 

●内容内容内容内容 ①「地域づくり」をテーマにしたセーラ・マリ・カミングス氏の講演 

②京都丹波を熱く語るパネラーと会場トーク 

③「京都丹波の食」大集合 １日限りの「京都丹波レストラン」  

 

◇問合せ先 南丹広域振興局 TEL（0771）24-8430 

森林森林森林森林・・・・環境環境環境環境ネットワークネットワークネットワークネットワーク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    

 

＜「森のキャンプ」参加者募集＞ 

●日時日時日時日時 ７月２３日（土）午前１１時３０分～２４日（日）午前１０時 

●場所場所場所場所 芦生自然学校キャンプ場（美山町芦生） ●対象対象対象対象 小学校高学年 

●内容内容内容内容 森の散策、川遊び、野外料理、テント泊など（天候により中止の可能性あり） 

●参加費参加費参加費参加費 １人 5,000 円（園部より貸切バス利用をご希望の場合は協力費として別途

1,000円必要です。集合場所などはお問い合わせください。） 

●持持持持ちちちち物物物物 動きやすい服装と靴、お弁当（１日目昼食）、水筒、帽子、水着、サンダル、

雨具、お皿、スプーン、寝袋・毛布などの寝具、寝間着用ジャージなど、翌日の着替

え、タオル、懐中電灯、虫除け、ビニール袋（すべて記名してください） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 参加者氏名、年齢、住所、自宅電話番号、当日連絡できる緊急連絡先（保

護者の携帯電話など）、アレルギーの有無を下記に、電話、ＦＡＸ、Ｅメール、または

ホームページにてお申し込みください。（先着順） 

●主催主催主催主催 森林・環境ネットワーク ＮＰＯ芦生自然学校 ●後援後援後援後援 南丹市、南丹市教育委員会 

＜「ツリーハウスづくり」参加者募集＞（無料） 

●日時日時日時日時 ６月１１日、２５日、７月９日（各土曜日）午後１時～５時（雨天中止） 

●場所場所場所場所 八木町船枝 ●内容内容内容内容 雑木林内に間伐材を利用してツリーハウスをつくる 

●対象対象対象対象 中学生以上 ●持持持持ちちちち物物物物 作業のできる服装、飲み物、帽子、虫除けなど 

※ボランティア保険に加入していただきます。  

 

◇申込・問合せ先 森林・環境ネットワーク TEL・FAX（0771）42-3708 

 Ｅメール mail@nposhinrin.net  

ホームページ http://www.nposhinrin.net 

 

第第第第６６６６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。府民総体代表選考会も兼ねています。（無料） 

●日時日時日時日時 ７月１０日（日）午前９時１５分～ ●場所場所場所場所 園部海洋センター体育館  

●資格資格資格資格 南丹市内在住・在勤者（高校生以上） 

※府民総体代表選考の部に出場する方は下記の条件をすべて満たす方とします。 

①１８歳以上の方（ただし、高校生は不可） 

②１１月２７日（日）の府民総体卓球の部（宮津市体育館）に出場できる方 

③南丹市内で、何らかの形で卓球をされている方（今後される予定の方も可） 

●種目種目種目種目 ①一般の部（男女） ②シニアの部（男女６０歳以上） 

※一般の部については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。当交流大会開催日までに、男子５０歳、女子４０歳に達していること。 

●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・トーナメントで決定します。 

●ルールルールルールルール ・平成２３年度日本卓球協会の競技規則 

     ・ボールは４０ｍｍホワイトボールを使用 

●表彰表彰表彰表彰 各部上位１位～３位まで賞状・賞品を授与 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 電話、ＦＡＸで種目、住所、氏名、生年月日、連絡先をご記入の上、

７月３日（日）午後５時までに下記までお申し込みください。 

※南丹市内在勤・在学の方は、勤務先または学校名もご記入ください。 

●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 体育協会事務局 TEL（0771）68-0014 FAX（0771）63-2850       

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おからおからおからお知知知知らせらせらせらせ    

 

＜マジックを楽しもう＞ 

●日時日時日時日時 ７月２３日（土）午後１時３０分～４時 ●場所場所場所場所 丹波天文館 

●対象者対象者対象者対象者 １８歳以上 ●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 簡単なマジックに挑戦  

●申込方法申込方法申込方法申込方法    ＦＡＸ、Ｅメールで、住所、氏名、電話番号を明記の上、お申し込みください。 

●申込締切申込締切申込締切申込締切 ７月１６日（土） 

 

◇申込・問合せ先 丹波自然運動公園 TEL（0771）82-0560   FAX（0771）82-0480 

Ｅメール kouen@kyoto-tanbapark.or.jp 

認知症認知症認知症認知症サポーターサポーターサポーターサポーター養成講座養成講座養成講座養成講座のののの出前講座出前講座出前講座出前講座についてについてについてについて    

 

認知症になっても安心して暮らせるまちづくりのため、南丹市地域包括支援セン

ターでは、地域や職場、企業、事業所などへ出前講座をします。認知症サポーター

とは、認知症を理解し、その人や家族に対して温かい目で見守ってくれる、応援し

てくれる人のことです。希望される場合は下記までご連絡ください。（無料） 
 

◇問合せ先 南丹市地域包括支援センター 園部・八木の方 TEL（0771）68-3150 

                    日吉・美山の方 TEL（0771）72-0214  

 

６６６６月月月月「「「「カフェカフェカフェカフェよっといでよっといでよっといでよっといで」」」」のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

    
託児付きのカフェ「カフェよっといで」を開催します。「親子ブルーベリー摘み」

において旬を迎えたブルーベリーを大切に摘み、爽やかな味覚を楽しみます。（小さ

いお子さんはスタッフがお預かりします） 

●日時日時日時日時 ６月２９日（水）午前１０時～正午（雨天決行） 

●場所場所場所場所 美山保健福祉センター、寺井農園（保健福祉センターで受付後、農園に移動） 

※雨天の場合は、保健福祉センター前でのミニ体験を行います。 

●参加費参加費参加費参加費 カフェ：400円（無農薬コーヒー、地域のお菓子付き） 

ブルーベリー摘み：200円（京都府の地域力再生プロジェクト支援事業交付金を活用） 

●持持持持ちちちち物物物物 子どもさんの着替え、帽子、マイカップなど   

 

◇問合せ先 みやま子育てパートナーズ「よっといで」 TEL（0771）75-0355 

子育てすこやかセンター TEL（0771）68-0082 

「「「「児児児児童虐待防止推進月間童虐待防止推進月間童虐待防止推進月間童虐待防止推進月間」」」」標語募集標語募集標語募集標語募集についてについてについてについて    

 
厚生労働省では、国民一人ひとりが児童虐待についての理解をより一層深め、主

体的に関わりをもっていただくため、標語の募集を行っています。 

●テーマテーマテーマテーマ 国民一人ひとりの意識啓発にふさわしい、簡潔で覚えやすい標語 

●応募方法応募方法応募方法応募方法  

①Ｅメールの場合、メールの題名は「児童虐待防止推進月間に関する標語募集」と

してください。ファイルを添付する場合は、Ｗｏｒｄ、一太郎またはテキスト形

式のいずれかによります。 

②郵送（はがき）の場合 

〒１００－８９１６ 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

 厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 総務課虐待防止対策室 標語募集担当 宛 

※１人１作品（ご自身で創作した未発表の作品）の応募に限ります。 

※作品のほか、郵便番号、住所、氏名、電話番号、年齢、職業を記入してください。 

●注意注意注意注意 著作権は、厚生労働省に帰属します。応募作品は返却いたしません。 

●応募締切応募締切応募締切応募締切 ６月３０日（木）郵送の場合は、当日消印有効とします。 

●選定選定選定選定・・・・発表発表発表発表 １作品を最優秀作品として決定し、９月以降に本人に通知するほか、

厚生労働省ホームページなどで発表します。 

 

◇問合せ先 厚生労働省 TEL 03-5253-1111  

Ｅメール gekkan-hyogo@mhlw.go.jp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１３０号（３の３）平成２３年６月１０日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八木公民館講座八木公民館講座八木公民館講座八木公民館講座「「「「水辺水辺水辺水辺のののの観察観察観察観察」」」」参加児童募集参加児童募集参加児童募集参加児童募集    

 

 生物や自然環境の大切さを学び、ふるさとへの関心を高めましょう。 

●注意注意注意注意 ①全３回一連の取り組みであり、各回ごとの参加はできません。 

②やむを得ず日程などを変更する場合があります。 

③第１回活動、調査では１、２年生の児童は保護者の同伴をお願いします。 

④第２回学習会も保護者の参加を歓迎します。（施設見学は児童のみ） 

⑤事業の詳細は、参加決定者に別途通知します。 

＜第１回 活動・調査＞ 水路で魚とり 

●日時日時日時日時 ７月３日（日）午前９時３０分～正午 ●場所場所場所場所 八木町西田地内用水路 

●指導者指導者指導者指導者 南丹自然と人ふるさとクラブ、NPO法人亀岡人と自然のネットワーク  

●協力協力協力協力 八木町西田自治会 

＜第２回 学習会・放流＞ 魚の種類や特徴、アユモドキなど希少種について学習。 

※学習会終了後、飼育、展示していた魚をもとの生息地へ放します。 

●日時日時日時日時 ７月１７日（日）午前９時３０分～１１時（学習会）終了後放流  

●場所場所場所場所 八木公民館 ●講師講師講師講師 南丹自然と人ふるさとクラブ 

＜第３回 施設見学＞ 八木町のアユモドキが系統保存されている琵琶湖博物館を

見学。特に水族展示室「淡水の生き物たち」を見学・学習 

●日時日時日時日時 ８月１２日（金）午前９時八木支所出発（八木支所到着午後５時予定） 

●場所場所場所場所 琵琶湖博物館 ●交通手段交通手段交通手段交通手段 マイクロバス ●入館料入館料入館料入館料 小学生無料 

●対象対象対象対象 南丹市内小学校児童（２５人）。定員を超える場合は抽選を行います。 

●参加料参加料参加料参加料 500円（全３回分）第１回目当日に徴収 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 八木公民館に直接お申し込みください（電話・ＦＡＸ可）。 

●申込期限申込期限申込期限申込期限 ６月２７日（月）午後５時 

※７月４日（月）～７月１７日（日）、八木公民館１階ギャラリーでアユモドキの飼

育、展示を行っています。（自由見学） 

 

◇申込・問合せ先 八木公民館 TEL（0771）68-0026 FAX（0771）42-3133 

平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度共同募金助成事業共同募金助成事業共同募金助成事業共同募金助成事業をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

 
 住民が主体となって福祉活動を行う組織・団体を対象に、助成を実施します。 

●助成対象助成対象助成対象助成対象    「障がい者福祉の充実」、「子どもの健全育成」を目的とし、南丹市内で

活動されている非営利グループ、サロンなど（ボランティア活動、当事者活動、子ど

も会など）    

●●●●助成額助成額助成額助成額    ①障がい者福祉の充実を目的とする組織･団体：限度額１０万円（４団体） 

、限度額２０万円（２団体） 

②子どもの健全育成を目的とする組織･団体：限度額６万円（４団体） 

●●●●申請方法申請方法申請方法申請方法    所定の申請用紙により、申請者の所在する社協各支所へ提出してください。    

●●●●締切締切締切締切 ７月１９日(火)    

●●●●審査方法審査方法審査方法審査方法    共同募金委員会が、申請書類とヒアリングで審査します。    

●●●●助成決定助成決定助成決定助成決定・・・・実績報告実績報告実績報告実績報告    審査にて助成決定後、助成金をお支払いします。また、事

業終了後は、必ず所定様式にて活動報告書を提出してください。    

 

◇問合せ先 社会福祉協議会本庁 TEL（0771）72-3020 

各支所 TEL 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２３２３２３２３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    

 

くらしの資金貸付制度は、病気、失業、不慮の事故、災害などで、生活のためにどう

しても資金を必要としているご家庭にお貸しし、活用いただくものです。夏期貸付けの

申込みを受け付けます。希望される方は下記までご相談ください。 

●申込期間申込期間申込期間申込期間    ７月１日（金） ～ ７月１５日（金） ●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） 

※申込期間が例年より早くなりましたので、ご注意ください。 
 

◇問合せ先 社会福祉協議会本所 TEL（0771）72-3220 
各支所 TEL 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２３２３２３２３年度教科書展示会年度教科書展示会年度教科書展示会年度教科書展示会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    

 

教育関係者の調査研究に役立てるとともに保護者などの教科書に対する関心を高

めることを趣旨として、平成２４年度使用予定の各発行者から発行される教科書を

一堂に集めた展示会を下記により開催します。（平日のみ） 

●期間期間期間期間 ６月１７日（金）～７月６日（水）午前８時３０分～午後５時１５分 

●場所場所場所場所 南丹教育局内教科書センター 

 

◇問合せ先 南丹教育局 TEL（0771）62-4312 

 東日本大震災被災者東日本大震災被災者東日本大震災被災者東日本大震災被災者のののの方方方方へへへへ～～～～税金関係税金関係税金関係税金関係のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ～～～～    

 

大震災により被害を受けた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続

を行うことで所得税が還付される場合があります。また、源泉所得税の徴収猶予や

還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。詳しくは、

最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ

（http://www.nta.go.jp）をご覧ください。 

また、地方税についても、住民税、固定資産税、自動車税などの特例があります。

詳しくは、お住まいの都道府県または市町村にお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 園部税務署 TEL（0771）62-0340 

あなたのあなたのあなたのあなたの「「「「ふるさとふるさとふるさとふるさと寄付金寄付金寄付金寄付金」」」」がががが被災地支援被災地支援被災地支援被災地支援にににに    

 

被災地の自治体への寄附金、自治体を通じての被災者への義援金は「ふるさと寄

附金」として住民税・所得税の控除が受けられます。日本赤十字社や中央共同募金

会などへの義援金も「ふるさと寄附金」として控除が受けられます。詳しくは総務

省東日本大震災関連情報ホームページ（http://www.soumu.go.jp）をご覧ください。 

 

◇問合せ先 園部税務署 TEL（0771）62-0340 

      税務課 TEL（0771）68-0004 

園部公民館講座園部公民館講座園部公民館講座園部公民館講座「「「「着付着付着付着付けけけけ教室教室教室教室」」」」受講生募集受講生募集受講生募集受講生募集    

 
着物を着るための小物の名称、準備物の揃え方、着方、着物のたたみ方まで初歩

から学びましょう。 

●日時日時日時日時 ６月１７日・２４日、７月１日・８日（各金曜日）午後１時３０分～３時 

●場所場所場所場所 園部公民館２階和室 ●対象者対象者対象者対象者 南丹市在住、在勤の成人の方  

●受講料受講料受講料受講料 2,000円 全４回分（練習用の着物一式持参ください） ●定員定員定員定員 １０人 

●申込期間申込期間申込期間申込期間 ６月１２日（日）～６月１６日（木）まで（先着順） 

 

◇申込・問合せ先 園部公民館 TEL（0771）63-5820 

『『『『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。 
 
◇問合せ先 商工観光課 TEL（0771）68-0050 

「「「「心心心心とととと身体身体身体身体のののの癒癒癒癒しのしのしのしの森森森森るりるりるりるり渓温泉渓温泉渓温泉渓温泉」」」」開業開業開業開業１０１０１０１０年年年年のおのおのおのお礼礼礼礼    

 

「るり渓温泉」は、本年４月にご支援をいただきおかげさまでオープン１０年目

を迎えました。市民の皆さんへの感謝の気持ちを込め、５月下旬より区長様を通じ

各世帯２枚の「入浴ご優待券」を配布しました。「入浴ご優待券」がお手元に届いて

いない世帯がありましたら、地元区長様を通じご連絡ください。（園部町振興公社） 

 

◇問合せ先 商工観光課 TEL（0771）68-0050 

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についてについてについてについて            

 

現在お持ちの受給者票の有効期間は９月３０日（金）までです。継続更新される

方は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２９日（金）  

●受付場所受付場所受付場所受付場所 南丹保健所 ●受付時間受付時間受付時間受付時間 午前９時～午後５時（土・日・祝日を除く） 

 

◇問合せ先 南丹保健所 TEL（0771）62-2979 

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


