
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第４８号（２の１）平成２０年１月１１日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「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」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

ふない聴覚言語障害センターでは、下記のとおり「きこえと補聴器の相談会」を

毎月行います。補聴器店店員も相談に乗ります。どなたでも気軽にご相談ください。 

日  時 時間 会場 相談内容（予定） 

１月２３日（水） 聴力測定、きこえの相談 

２月２７日（水） 補聴器相談 

３月２６日（水） 

いずれも 

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） 補聴器相談 

●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） 

●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）…センター職員、言語聴覚士が担当 

・補聴器の相談(補聴器の調整・修理・電池交換・購入・試聴等)…補聴器店店員が担当 

●その他 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。障害者手帳・補聴器をお持ちの方は、持参してください。 
 

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

障害者控除障害者控除障害者控除障害者控除とととと大人用大人用大人用大人用おむつおむつおむつおむつ代代代代のののの医療費控除医療費控除医療費控除医療費控除のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

＜障害者控除について＞ 

 所得税・住民税の申告の際、身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでなくても、  

６５歳以上の方で、「ねたきり状態にある高齢者」か「認知症のある高齢者」など、

一定の要件に該当する場合は障害者控除（特別障害者控除）の対象となる場合があ

ります。控除を受けるには、申請により「障害者控除対象者認定書」の交付を受け、

申告の際に提示していただく必要があります。 

●認定書交付対象 市内在住の６５歳以上の方で、次の１～５のいずれかに該当する方 

区 分 認 定 要 件 

１ 身体障がいの程度の等級表（３級～６級）に準ずる障がいがあること 
障害者 

２ 知的障がいの程度の判定基準（軽度・中度）に準ずる障がいがあること 

３ 身体障がいの程度の等級表（１級、２級）に準ずる障がいがあること 

４ 知的障がいの程度の判定基準（重度）に準ずる障がいがあること 
特別 

障害者 
５ 寝たきりの状態にあること 

※控除対象者の認定にあたっては、介護保険の要介護認定申請時の主治医意見書、

訪問調査票などの資料により市が判断します。 

※要介護認定を受けていない方は、障害者控除対象者認定申請書に市が指定する主

治医意見書を添付する必要があります。 

＜大人用おむつ代の医療費控除＞ 

大人用おむつ代が医療費控除の対象と認められるには、医師の発行したおむつ使

用証明書が必要ですが、次に該当する方は市が交付する「おむつ使用確認書」に代

えることができます。 

１ おむつ代について、医療費控除を受けるのが２年目以降の方。 

 ※初めて控除を受けられる方は、かかりつけの医療機関にお問い合わせください。 

２ 介護保険の要介護認定者で、要介護認定の際の主治医意見書中に「寝たきりの

状態」かつ「尿失禁（の可能性）がある」ことが確認できる記載がある場合。 

＜申請について＞ 

「障害者控除対象者認定書」および「おむつ使用確認書」は、高齢福祉課または

各支所健康福祉課の窓口で申請してください。審査の上、後日郵送にて交付します。 

確定申告前は混み合うことが予想されますので、平成２０年１月末までに申請し

ていただきますようよろしくお願いします。※昨年控除を受けておられる方であっ

ても、あらためて申請が必要となりますのでご注意ください。 

 

◇問合せ先 高齢福祉課 介護保険係 TEL ６８－０００６ 

SonobeSonobeSonobeSonobe健歩会健歩会健歩会健歩会「「「「歴史歴史歴史歴史・・・・健康健康健康健康ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング」」」」    

 

Sonobe健歩会は、生活習慣病などの予防をしながら、地元の良い所、歴史にふれる

ことのできる健康ウォーキングクラブです。今回は京都の伝統的な社寺を参拝します。 

ノーベル賞受賞者と多くの著名人を輩出した由緒ある京大キャンパスや、若者が

おう歌する吉田かいわいを皆で楽しくウォーキングしませんか。お友達やご夫婦で、

またお一人でも、興味のある方はどなたでもお気軽にご参加ください。 

●日  時 １月２６日（土）午前８時４５分集合～午後５時ごろ解散※雨天決行 

集合・解散場所：園部公園駐車場（園部高校正面横） 

※途中、園部駅からの乗降(午前９時１０分発、午後４時４５分着)も可能。 

●コ ー ス 園部公園－〔バス〕－ＪＲ園部駅－〔バス〕－北野天満宮－〔バス〕－知

恩寺（百万遍）＝吉田神社＝京大キャンパス（昼食）＝真如堂（真正極楽

寺）＝金戒光明寺（黒谷）－〔バス〕－ＪＲ園部駅－〔バス〕－園部公園 

●対  象 現在、元気よく一人で５㎞以上歩ける方。 

（当日体調の悪い方、歩くのに付き添いが必要な方はご遠慮ください） 

※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。 

※今回は貸切バス利用者のみの参加とさせていただきます。 

●持ち物等 保険証のコピー、弁当、水筒、汗ふきタオル、帽子、手袋（雨天時は雨具） 

当日は歩きやすい服装と履き慣れた靴でお越しください。 

●参加費用 ２００円（保険代ほか）、バス代１，７００円、昼食代（５００円程度） 

●申し込み １月２４日（木）までに下記へお申し込みください。 

※ただし、バスの定員になり次第締め切らせていただきます。 

 

◇申込・問合せ先 Sonobe健歩会（木村） TEL（0771）６２－３３７０ 

もしくは 健康課 TEL ６８－００１６ 

京都府手話通訳者養成講座京都府手話通訳者養成講座京都府手話通訳者養成講座京都府手話通訳者養成講座がががが実施実施実施実施されますされますされますされます    

    

平成２０年度京都府手話通訳者養成講座が実施されます。実施要綱・申込用紙な

どは、社会福祉課または各支所健康福祉課にて配布します。 

●主   催 京都府、社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会 

●受講対象者 府内において手話通訳者としての活動を希望する方で、受講希望課

程の受講診断テストに合格した方 

●受講までの流れ ※詳細については、実施要綱をご確認ください。 

①受講申し込み：１月３１日（木）までに申請用紙（顔写真が必要）を提出。 

②受講説明会：２月１６日（土）綾部市保健福祉センター または 

      ２月１７日（日）京都市聴覚言語障害センターのどちらかに参加。 

※受講説明会で、希望課程の受講診断テストを受験。 

③テスト合格者は、下記のいずれかの実施会場にて講座を受講。 

●実施会場と実施課程（定員は各会場３０人程度） 

実施会場         実施課程 基本 応用 実践 

綾部市保健福祉センター ○ ○ ○ 

京都市聴覚言語障害センター ○ ○ ○ 

城陽市福祉センター  ○  

宇治市総合福祉センター   ○ 

●日時･内容 平成２０年４～１１月の間に実施（詳細は未定） 

●受 講 費  無料（教材費は別途必要） 

 

◇申込・問合せ先 京都市聴覚言語障害センター 地域福祉部 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援係 

TEL（075）８４１－８３３７ FAX（075）８４１－８３１２ 

「「「「府職員出前語府職員出前語府職員出前語府職員出前語らいらいらいらい」「」「」「」「専門職員派遣専門職員派遣専門職員派遣専門職員派遣」」」」ごごごご注文受付中注文受付中注文受付中注文受付中！！！！    

 

 京都府の重点施策や、福祉・環境など暮らしに身近なテーマについて、１０～３０

人程度の府民の方の会合（学校や職場などのサークル、地域町内会、ＮＰＯ、ボラ

ンティアグループなど）に、府職員が直接出向いて説明し、府民の皆さんと意見交

換します。また、地域で実施されている活動などに対して、専門的な研究を行う府

職員が直接出向いてノウハウ、仕組み、技術をアドバイスします。 

派遣を希望される場合は、希望日の４週間前までに下記へお申し込みください。

派遣料は無料です（ただし、会場の手配やその経費などは申込者でご負担ください）。 

詳しい内容やテーマは、下記へお問い合わせください。皆さんのお申し込みをお

待ちしています。 

 

 ◇申込・問合せ先 京都府府民総合案内・相談センター 〒602-8570（住所不要） 

TEL（075）４１４－４２３４ FAX（075）４１１－５００１ 

Eメール huminsougouannai@pref.kyoto.lg.jp 

URL http://www.pref.kyoto.jp/demae/index.html 

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） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「２００８２００８２００８２００８    氷室氷室氷室氷室のののの郷郷郷郷    まめたこまつりまめたこまつりまめたこまつりまめたこまつり」」」」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    

    

たこに自由に絵を書いてたこ揚げをしよう！氷室の郷の赤鬼・青鬼を退治しよう！ 

●日  時 ２月３日（日）午前１０時３０分～午後２時 

●場  所 南丹市八木農村環境公園『氷室の郷』（八木町氷所赤見21-1） 

●内  容 ・午前１０時３０分～ たこ・羽子板作り（材料費３００円～） 

・午前１１時～ もちつき大会、ぜんざい（無料） 

・正午～ ゲーム（ストラックボール、ペットボトルボーリング） 

・午後１時～ かあちゃん劇場（人形劇） ・午後１時５０分～ 鬼退治  

・終日、すごろく、福笑い、かるたなどで遊べるよ！ 

・氷室美味自慢（たこ焼き、ピザ、氷室うどん、パン、綿菓子、ウインナー、豚汁） 

 

◇問合せ先 南丹市八木農村環境公園『氷室の郷』（月曜定休日） 

TEL（0771）４３－１１２８ FAX（0771）４３－２１０９ 

創業創業創業創業セミナーセミナーセミナーセミナー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    

 

南丹地域ビジネスサポートセンターでは、これから創業される方、またはコミュ

ニティビジネスを始めようとする方、また地域課題を解決し、地域貢献したい方な

どを対象とした、創業セミナー（経営革新支援アドバイザー事業）「創業者のパブリシ

ティ等活用と創業後コミュニティビジネス業界で継続していくチカラ」を開催します。 

●日  時 １月２８日（月）午後２時～４時 

●場  所 ガレリアかめおか ２階研修室 

●内  容 ※受講料無料、定員３０人（定員になり次第締め切り） 

＜支援策の紹介＞ 

・女性やシニア、ＮＰＯなどで創業される方などの貸付制度などの紹介 

 ・京都府における創業後のコミュニティビジネスの支援について 

＜事例紹介＞ 

・日本初のコミュニティＦＭ放送局「京都三条ラジオカフェ」の開設ストーリー 

・１分１，５７５円の番組、成功の秘けつは地域に密着した市民による番組づくり 

創業者の方がいかに「パブリシティ」や有料メディアを活用していくかが今後の

創業者の大きなポイントです。そして、いかにして地域課題解決とコミュニティ

ビジネスを成り立たせ、継続していくかが、重要な意義となっています。 

●講  師 ・国民生活金融公庫 西陣支店  ・京都府 

・ＮＰＯ京都コミュニティ放送 理事･放送局次長 松岡 千鶴氏 

●申込方法 １月２１日（月）までに電話またはＦＡＸで氏名、住所、電話番号を

ご連絡の上、下記へお申し込みください。 

※申し込みに関する個人情報は、本セミナーの実施・運営のために利用す

るほか、主催団体に関係する各種情報提供の目的のみに使用します。 

 

◇申込・問合せ先 南丹地域ビジネスサポートセンター（八木町商工会） 

TEL（0771）４２－５３８０  FAX（0771）４２－５７３４ 

京都府農業総合研究所京都府農業総合研究所京都府農業総合研究所京都府農業総合研究所「「「「試験研究成績報告会試験研究成績報告会試験研究成績報告会試験研究成績報告会」」」」    

 

 ブランド京野菜の省力的で安定的、高品質生産を目指した新技術や環境に優しい

総合防除技術などの試験研究成果を紹介します。お気軽に参加ください。 

●日  時 １月３１日（木）午前１０時～午後４時 

●場  所 京都府農業総合研究所 講堂（亀岡市余部町和久成9） 

●内  容 ・京野菜の評価とブランド化推進の効果 

      ・黒大豆の裂皮対策と選別機の開発 

      ・早植えトンネルおよび深植えによるエビイモの増収技術 

            ・蒸気散水法による連作障害畑の土壌リフレッシュ技術 

            ・施肥・かん水管理による花壇苗の草丈抑制技術  など 

 

◇問合せ先 京都府農業総合研究所 TEL（0771）２２－０４２５ 

放送大学放送大学放送大学放送大学のののの学生学生学生学生をををを募集募集募集募集していますしていますしていますしています    

 

 放送大学は、ご自宅のテレビなどで約３００もの科目の中から学びたい科目が学

べる通信制の大学です。入学は年に２回（４月と１０月）で、１５歳以上の方ならど

なたでも入学できます。平成２０年度第１学期（４月入学）の学生募集は、２月２９

日（金）までです。詳しくは、無料で資料をお送りしますので下記へご請求ください。 

 

◇資料請求先 放送大学 フリーダイヤル ０１２０－８６４－６００ 

FAX（043）２９７－２７８１  URL http://www.u-air.ac.jp 

第第第第１１１１１１１１回日吉回日吉回日吉回日吉ダムマラソンダムマラソンダムマラソンダムマラソン大会大会大会大会のののの開催開催開催開催がががが決定決定決定決定！！！！    

 

近年、スポーツに対する関心は、健康づくりのためのスポーツをはじめとして年々

高まりを見せています。日吉ダム周辺の美しい景観や自然にふれ、自然環境の大切

さを再認識するとともに、参加者それぞれが自分の体力に合ったコースを走破し、

体力づくりをしながら親睦を図り、お互いの気持ちをリフレッシュすることと合わ

せ、市内外の住民との交流を深める機会として「日吉ダムマラソン大会」を開催し

ます。開催要項の概要は下記のとおりです。皆さまの参加をお待ちしています。 

●期  日 ４月２０日（日）午前１１時スタート 

●コ ー ス 日吉ダム周辺コース 府民の森ひよしスタート・ゴール 

●種目（参加料） 部 種別 備考 

１ 男子４０歳未満 １８歳以上、高校生不可 

２ 男子４０歳代  

３ 男子５０歳代  

４ 男子６０歳以上  

５ 女子４０歳未満 １８歳以上、高校生不可 

６ 女子４０歳代  

７ 女子５０歳代  

ハーフマラソン 

（参加料：３，０００円／人） 

８ 女子６０歳以上  

９ 男子 高校生以上 １０㎞ロードレース 

（参加料：２，０００円／人） １０ 女子 高校生以上 

３㎞ファミリーレース 

（参加料：１，０００円／人） 

１１ ファミリー 幼児は同伴者が必要 

※申込受付後、いかなる場合も参加料の返金はできません。 

●表  彰 各種目６位まで表彰。完走者全員には当日、会場で記録証を発行。参

加者全員に参加賞あり。 

●申込期間 １月２１日（月）～３月７日（金）※当日消印有効 

●申込方法 南丹市役所、各支所および関係機関に設置しています規定の申込用紙、

または電話・ＦＡＸ・インターネット・携帯サイトでお申し込みくだ

さい。（参加料のほかに申し込み手数料、振込手数料などがかかります） 

※申込締切後、実行委員会事務局より詳細事項を通知します。 

＜ランテスによる申し込み＞ 

・インターネット・携帯サイト http://runnet.jp/ 

・TEL ０５７０－００８８４６（受付：平日の午前９時３０分～午後５時３０分） 

＜スポーツエントリーによる申し込み＞ 

・インターネット・携帯サイト http://www.sportsentry.ne.jp/ 

・TEL ０５７０－０３７－８４６（受付：平日の午前１０時～午後５時） 

・FAX ０１２０－３７－８４３４ 

＜エントリーセンター、申し込みに関する問い合わせ先＞ 

・〒675－1395 兵庫県小野市王子町800番地1 小野商工会館1階 

日吉ダムマラソン大会エントリーセンター 

・TEL ０７９４－６３－０１８１（受付：平日の午前９時～午後５時） 

――――日吉日吉日吉日吉ダムマラソンボランティアスタッフダムマラソンボランティアスタッフダムマラソンボランティアスタッフダムマラソンボランティアスタッフをををを大募集大募集大募集大募集！！！！！！！！――――    

日吉ダムマラソン実行委員会では、大会当日にボランティアスタッフとして参加し

ていただける方を募集しています。毎年、多くのランナーが参加するこの大会には、

市民の皆さまの協力が必要不可欠となります。全国各地から参加されるランナーとと

もに、大会を盛り上げて、感動を共に味わいましょう！ 

●内  容 給水係、監察係、受付係、駐車場係、環境美化係など 

（係の割り振りは実行委員会事務局でさせていただきます） 

●申込資格 高校生以上（住所不問） 

●申込方法 郵便・ＦＡＸ・Ｅメールなどで「氏名・ふりがな・年齢・性別・郵便

番号・住所・連絡先・特記事項など」を明記の上、２月２８日（木）

までに下記へお申し込みください。 

●そ の 他 スタッフには、当日の昼食を用意します。 

４月中旬に事前打ち合わせ会議を開催しますので出席をお願いします。 

 

◇問合せ・スタッフ申込先 日吉ダムマラソン実行委員会事務局（社会教育課内） 

〒622－8651 南丹市園部町小桜町47 

TEL ６８－００５７ FAX ６３－２８５０ 

Eメール be-syakai@city.nantan.kyoto.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    

 

＜ソフトバレーボールのつどい＞ 

●日  時 ２月１１日(月・祝)午前９時３０分～ ●場所 丹波自然運動公園体育館 

●対 象 者 １８歳以上の方 ●定員 ３０チーム ●参加料 １チーム２，５００円 

●種  別 混合の部（男性２人、女性２人で編成、１チーム選手８人以内） 

●申し込み はがき、ＦＡＸ、メールで、「代表者住所、氏名、電話番号、ＦＡＸ番

号」を明記の上、１月２５日（金）までに下記へお申し込みください。 

＜スポーツを楽しむ日＞ 

●日  時 １月１６日～３月２６日の毎週水曜日（ただし、２月６日を除く） 

●場  所 丹波自然運動公園 体育館 ●参加料 ３００円（当日受付） 

●内  容 午前９時～１１時３０分 軽スポーツを楽しもう 

（１８歳以上の女性を対象にソフトバレーボール、バドミントン、卓球） 

      午後１時３０分～４時 テニスを楽しもう（１８歳以上の方対象） 

＜臨時休園のお知らせ＞ 

 公園内設備一斉法定点検のため、２月６日(水)～７日(木)の２日間、臨時休園します。 

 

◇申込・問合せ先 京都府立丹波自然運動公園 〒622-0232 船井郡京丹波町曽根 

         TEL（0771）８２－０５６０ FAX（0771）８２－０４８０ 

          Eメール k.yoshida@kyoto-tanbapark.or.jp  
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献血献血献血献血とととと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。 

この時期は、血液が大変不足していますので、多くの方のご協力をお願いします。 

日 程 場 所 受付時間 

１月２１日（月） 
京都府園部総合庁舎 

（園部町小山東町） 

午前１０時～１１時３０分 

午後０時３０分～３時３０分 

 

◇問合せ先 健康課 健康増進係 TEL ６８－００１６ 

    ものづくりものづくりものづくりものづくり産業研究交流会産業研究交流会産業研究交流会産業研究交流会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しましましますすすす    

 

ものづくり産業研究交流会を開催します。ものづくり産業に携わっておられる方、関

心をお持ちの方、ネットワークづくりをお考えの方、多数のご参加をお待ちしています。 

●日  時 ２月１８日（月）午後１時１５分～（受付開始 午後０時３０分） 

●場  所 ガレリア亀岡 １階 響ホール（亀岡市余部町宝久保1－1） 

●内  容 地元企業者の基調講演、パネルディスカッション、交流会 

●定  員 ５０人（定員に達し次第、受付終了とさせていただきます） 

●申込方法 １月３１日（木）までに申込書に必要事項を記載の上、下記へＦＡＸ

または郵送でお申し込みください。申込書は、南丹市役所商工観光課

または各町商工会にあります。 

●主  催 京都府南丹広域振興局、(財)京都産業２１／共催 亀岡市、南丹市、京丹波町 

 

◇申込・問合せ先 京都府南丹広域振興局 商工観光室 

          〒621-0851 亀岡市荒塚町1-4-1 

          TEL（0771）２３－４４３８ FAX（0771）２１－０１１８ 

１１１１月月月月・・・・２２２２月月月月・・・・３３３３月月月月のののの各種相談窓口各種相談窓口各種相談窓口各種相談窓口のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

京都府南丹広域振興局（園部地域総務室）では、下記のとおり各種相談窓口を設

けますので、気軽にお問い合わせください。 

相談名 月日 相談時間 場 所 

１月２２日（火） 

２月１９日（火） 交通事故相談 

３月１８日（火） 

午前９時～１１時３０分 

午後１時～４時 

１月２５日（金） 

２月 ８ 日（金） 

２月２２日（金） 

３月１４日（金） 

消費生活相談 

３月２８日（金） 

午前１１時～１２時 

午後１時～３時 

１月２１日（月） 

２月１８日（月） 

無料法律相談 

※事前予約必要 

 先着順８人 ３月１７日（月） 

午後１時３０分 

～４時３０分 

人権特設相談 ２月 ７ 日（木） 午後１時～４時 

京都府園部総合庁舎 

１階（園部町小山東

町藤ノ木２１） 

※無料法律相談は、相談日の前週の金曜日（午前９時～）に事前予約が必要です。 

 

◇予約申込・問合せ先 京都府南丹広域振興局 園部地域総務室 

TEL（0771）６２－０３６０ 

「「「「サイパンサイパンサイパンサイパン島青少年島青少年島青少年島青少年とのとのとのとの交流会交流会交流会交流会」」」」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    

 

サイパン島から青少年が南丹市にやってきます。訪問団を囲み、会話や遊び、ゲ

ームなどで歓迎と親善の交流会を開きます。交流会への参加者を募集しますので、

ご希望の方は下記によりお申し込みください。 

ぜひこの機会にサイパン島の青少年と楽しいひと時を過ごし、異文化交流の輪を

広げてみませんか。多くのご参加をお待ちしています。 

●日  時 ２月６日（水）午後５時～７時ごろ 

※先方の都合により日程が変更になる場合があります。ご了承ください。 

●会  場 南丹市日吉町生涯学習センター（遊youひよし） 

●内  容 レクリエーションゲーム、交流会  ●参加費 無料 

●対  象 中学生以上で、南丹市在住もしくは南丹市内の学校に在学する方。 

●定  員 中学生および高校生３０人まで、一般１０人まで 

※締め切り時点で募集数を超過した場合は抽選とします。 

●申し込み １月２５日（金）午後５時までに、下記へ電話でお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 企画推進課 企画係 TEL ６８－０００３ 

「「「「犬犬犬犬のしつけのしつけのしつけのしつけ方教室方教室方教室方教室」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

犬の正しい飼い方およびしつけ方を知っていただくため「犬のしつけ方教室」を

開催します。なお、別日時で、亀岡会場でも実施します。 

実施内容 日  時 場  所 

２月１２日（火）午後１時３０分～３時３０分 園部総合庁舎２階 講堂 

第１回 

●内容：しつけ方および犬の健康管理についての講習 

２月１９日（火）午後１時３０分～２時３０分 園部総合庁舎 テニスコート 

第２回 

●内容：犬の服従心を養うための実技講習（ﾏｽﾞﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ、ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄほか） 

２月２６日（火）午後１時３０分～２時３０分 園部総合庁舎 テニスコート 

第３回 

●内容：ツケ、スワレ、フセのしつけ方の実技講習 

３月４日（火）午後１時３０分～２時３０分 園部総合庁舎 テニスコート 

第４回 

●内容：マテ、コイのしつけ方の実技講習 

予備日 ３月１１日（火）午後１時３０分～２時３０分 園部総合庁舎 テニスコート 

※第１回は飼い主のみ参加、第２～４回は飼い犬同伴の参加 

●対 象 者 (１) 南丹市に在住する生後６ヵ月以上２歳未満の犬の飼い主で、４回

全て受講できる方 

(２) 犬の登録および狂犬病予防注射接種済である方 

●募集人員 飼い犬同伴者１０人（飼い主のみの参加には人数制限はありません） 

●申込受付 ２月４日（月）～８日（金）の各日とも午前９時～１２時、午後１時

～５時までに、下記へお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 京都府南丹保健所 環境衛生室 衛生・検査担当 

TEL（0771）６２－４７５４ 

文化財防火文化財防火文化財防火文化財防火デーデーデーデーにににに係係係係るるるる防火訓練防火訓練防火訓練防火訓練のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

昭和２４年１月２６日に奈良の法隆寺金堂壁画が焼損したことをきっかけに、国

ではその日を「文化財防火デー」として、全国的に文化財防火運動が実施されてい

ます。南丹市内にも、社寺などのさまざまな文化財が残されており、私たちはこの

かけがえのない文化財を火災や災害などから守り、大切に次の世代に引き継いでい

かなければなりません。南丹市では、今年も消防団、消防署、地元の皆さまのご協

力をいただき、防火訓練を行います。本番さながらの訓練となりますので、実際の

火災とお間違いのないようお知らせします。 

●園部地区 生身天満宮（美園町） １月２０日（日）午前８時３０分から 

●八木地区 船井神社 （船枝）  １月２０日（日）午前９時３０分から 

●日吉地区 小雨若神社（上保野田）１月２７日（日）午前１０時から 

●美山地区 深見寺  （野添）  １月２７日（日）午前１０時から 

 

◇問合せ先 社会教育課 文化財保護係 TEL ６８－００５７ 

 ドミニカドミニカドミニカドミニカ移住者移住者移住者移住者のののの方方方方々々々々へのおへのおへのおへのお知知知知らせらせらせらせ    

 

「ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律」の施行により、昭和

３１年（１９５６年）から昭和３４年（１９５９年）までの間に、財団法人日本海

外協会連合会が行った募集に応じ、選定されてドミニカ共和国に移住された方に対

する特別一時金の請求を現在受け付けています。請求期限が平成２０年１月３１日

（木）までと迫っていますので、請求がお済みでない方はお早めにご請求ください。 

また、ドミニカに移住されたご本人が亡くなっている場合は、この法律に定める

遺族の一人の方の請求に基づき、支給することができます。 

 なお、請求書式などについては、下記の外務省の該当ページからダウンロードし

ていただくか、下記のドミニカ特別一時金担当までご請求ください。 

●参照：外務省領事局ホームページ「ドミニカ移住者の方々へのお知らせ」 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/oshirase/18/osrs_0611.html 

 

◇問合せ先 外務省領事局 政策課 移住班 ドミニカ特別一時金担当 

TEL（03）３５８０－３３１１(内線4476)  Eメールdomitoku@mofa.go.jp 

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


