
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第５６号（２の１）平成２０年５月９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 】 ・南丹市「地域づくり出前講座」を開催します 

・南丹市男女共同参画社会推進委員を公募します 

・悪質な廃品回収業者にご注意を！ 

・平成２０年度南丹市グループワーク事業のお知らせ 

・自動車税の納期限は６月２日（月）、納期内に納付を！ 

・平成２０年度国家公務員採用Ⅲ種試験（高校卒業程度） 

【 裏 】 ・園部公民館「社会人英会話講座」受講生募集 

・日吉町生涯学習センター映画会「母べえ」 

・園部公民館「環境講座」受講生募集 

・「日吉町生涯学習センター寄せ植え教室」受講生募集 

・９ちゃんねる番組表（５月１５日～３１日） 

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

【 表 】 ・家族介護慰労金支給制度のご案内 

・長寿(後期高齢者)医療制度保険料の減免制度があります 

・平成２０年度慰霊巡拝の参加者を募集します 

・児童手当の申請は５月３０日までに提出してください 

・６月の母子保健事業日程表 

・不妊治療費の一部を助成しています 

【 裏 】 ・南丹市八木Ｂ＆Ｇプールの監視員を募集します 

・「２００８ 美山サイクルロード」を開催します 

・氷室の郷「ホウ酸だんご作り体験」参加者募集 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

・『第一回南丹市民映像コンクール』出品作品募集 

・『シニア・パソコン講座』の受講者募集 

・小学生～高校生のための夏休み海外派遣 参加者募集 

南丹市南丹市南丹市南丹市「「「「地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり出前講座出前講座出前講座出前講座」」」」をををを開催開催開催開催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」を開催します。 

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。 

出前講座を希望される場合は、希望日の３週間前までに下記へお申し込みくださ

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、南丹市ホームページの「南丹市地域づくり出前講座」に

掲載しています。または、下記へお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 情報推進課 広報広聴係 TEL ６８－００１９ 

南丹市男女共同参画社会推進委員南丹市男女共同参画社会推進委員南丹市男女共同参画社会推進委員南丹市男女共同参画社会推進委員をををを公募公募公募公募しますしますしますします    

 

南丹市では、男女共同参画行動計画を円滑に推進するため「南丹市男女共同参画

社会推進委員会」を設置し、市民の方々より委員を公募します。 

●●●●応募資格応募資格応募資格応募資格 南丹市内に住所を有し、平成２０年４月１日現在で満２０歳以上の方

で、男女共同参画社会推進委員会において積極的に意見を述べていた

だける方 

●●●●募集人員募集人員募集人員募集人員 若干名  ●●●●任期任期任期任期 委嘱の日から２年間 

●●●●応募方法応募方法応募方法応募方法 専用の応募申込書（南丹市のホームページからダウンロードできます）

または、任意の様式に ①住所 ②氏名 ③生年月日 ④性別 ⑤電話番号 

⑥作文「南丹市の男女共同参画社会の推進について」（８００字以内）

を記載し、５月２０日（火）まで（午後５時必着）に、郵送・Ｅメー

ル・ＦＡＸのいずれかにより、下記へご応募ください。 

●●●●選考方法選考方法選考方法選考方法 選考会において作文の内容について審査し、選考します。 

 

◇応募・問合せ先 市民課 人権政策係 TEL ６８－０００５ FAX ６３－０６５３ 

      〒622-8651（住所記入不要） Eメール shimin@city.nantan.kyoto.jp 

悪質悪質悪質悪質なななな廃品回収業者廃品回収業者廃品回収業者廃品回収業者にごにごにごにご注意注意注意注意をををを！！！！    

 

南丹市内で、悪質な不用品回収・処分業者とのトラブルが発生しています。 

不要となった家電製品や粗大ごみの処分を依頼したところ、トラックへ積み込ん

だ後で高額な料金を請求されるというものです。 

家庭から出るごみは一般廃棄物にあたるため、南丹市内の場合、船井郡衛生管理

組合の収集・運搬許可を持たない者が料金を徴収して回収を行うことはできません。 

●悪質な業者の被害に会わないために 

・ 「ごみを無料で引き取ります」という悪質な業者には、十分注意してください。 

・ 不用品や粗大ごみは、粗大・家電シールを張って指定日に出すか、船井郡衛生

管理組合へ事前に申し込みをして処分してください。 

・ 悪質な業者に高額な処理料金を請求された場合は、環境課または支所健康福祉

課に相談するか、警察に連絡してください。 

 

◇問合せ先 環境課 TEL ６８－００１５ 

各支所 健康福祉課 TEL 八木 ６８－００２２ 

日吉 ６８－００３２ 美山 ６８－００４１ 

平成平成平成平成２０２０２０２０年度南丹市年度南丹市年度南丹市年度南丹市グループワークグループワークグループワークグループワーク事業事業事業事業のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

今年度の南丹市グループワーク（５月・６月分）を下記のとおり計画しています。 

●グループワークとは？…社会生活を営む中で、あらゆる人間関係でコミュニケー

ションがとれない、自分をうまく表現できない、そんな日ごろの悩みや精神的な

不安をグループ活動を通じて共有し、人とのつながりを強め、人とかかわるための

自信を回復していきます。皆さんの参加をお待ちしています。 

５ 月 内容 場所 ６６６６    月月月月 内容 場所 

１４日（水） 撮影会 八木町内散策 ４日（水） 茶話会 

南丹市こむぎ山

健康学園 

１９日（月） ピクニック 日吉保健ｾﾝﾀｰ １１日（水） エアロビ 八木保健ｾﾝﾀｰ 

２１日（水） イチゴ狩り 園部町南八田 １８日（水） スポーツ 園部公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 

１９日（木） 染め物 美山保健ｾﾝﾀｰ 

２２日（木） イチゴ狩り 

大阪府豊能郡能

勢町 中川農園 
３０日（月） 七夕会 日吉保健ｾﾝﾀｰ 

※内容を変更することがありますので、参加希望の方は下記へお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 健康課 TEL ６８－００１６ 

      各支所 健康福祉課  TEL 八木 ６８－００２２ 

日吉 ６８－００３２  美山 ６８－００４１ 

自動車税自動車税自動車税自動車税のののの納期限納期限納期限納期限はははは６６６６月月月月２２２２日日日日（（（（月月月月）、）、）、）、納期内納期内納期内納期内にににに納付納付納付納付をををを！！！！    

 

 京都府では、４月１日現在の自動車所有者に、５月１日付けで平成２０年度自動

車税の納税通知書を送付させていただきました。納期内に納付をお願いします。 

●●●●納納納納    期期期期    限限限限 ６月２日（月） ●●●●納付場所納付場所納付場所納付場所 お近くの金融機関またはｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ 

●●●●注意事項注意事項注意事項注意事項 住所変更された方、廃車などをされた方、納税通知書がお手元に届か

ない方は、下記にご連絡ください。 

 

◇問合せ先 京都府南丹広域振興局税務室 TEL（0771）２２－０３３０ 

平成平成平成平成２０２０２０２０年度国家公務員採用年度国家公務員採用年度国家公務員採用年度国家公務員採用ⅢⅢⅢⅢ種試験種試験種試験種試験（（（（高校卒業程度高校卒業程度高校卒業程度高校卒業程度））））    

 

●●●●職職職職        種種種種 行政事務、税務、機械、土木、林業 

●●●●受験資格受験資格受験資格受験資格 昭和６２年４月２日～平成３年４月１日までに生まれた者 

●●●●申込受付申込受付申込受付申込受付 ６月２４日（火）～７月１日（火） ●●●●第第第第１１１１次試験次試験次試験次試験 ９月７日（日） 

※申込用紙、受験案内は、５月１２日（月）から配布します。 

●●●●試試試試    験験験験    地地地地 京都市、福知山市、大阪市、神戸市、奈良市、和歌山市、田辺市 

 

◇問合せ先 人事院近畿事務局 〒553-8513 大阪市福島区福島1－1－60 

  TEL（06）４７９６－２１９１（試験係） URL  http://www.jinji.go.jp/kinki/ 

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） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

園部公民館園部公民館園部公民館園部公民館「「「「環境講座環境講座環境講座環境講座」」」」受講生募集受講生募集受講生募集受講生募集    

美しく豊かな地域環境を見直し、温暖化防止にむけて環境学習を日常の身近な事

から一緒にやってみませんか。（環境学習・リサイクル小物づくり・エコクッキングなど） 

●●●●開講日程開講日程開講日程開講日程 平成２０年５月２０日～平成２１年２月１０日（毎月１回）※全１０回 

●●●●開講時間開講時間開講時間開講時間 午前１０時～１２時 ●●●●開講場所開講場所開講場所開講場所 南丹市園部公民館 ３階 小研修室 

●●●●対対対対    象象象象    者者者者 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（１０回分） 

●●●●定定定定        員員員員 ２０人（定員に達し次第、受付を締め切らせていただきます） 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ５月１２日（月）～１９日（月）に、「住所・氏名・電話番号」を社

会教育課へご連絡ください。 

 

◇申込・問合せ先 社会教育課 社会教育係 TEL ６８－００５７ 

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センターセンターセンター映画会映画会映画会映画会「「「「母母母母べえべえべえべえ」」」」    

    

    南丹市日吉町生涯学習センターでは、巨匠・山田洋次監督が吉永小百合主演で描

く、今を生きる全ての人に伝えたい激動の時代を生き抜いた母と家族の愛の物語「母

べえ」の映画会を開催します。多くの皆さんのご来場をお待ちしています。 

●●●●上映日時上映日時上映日時上映日時 ６月１５日（日）【昼の部】午後２時～（開場 午後１時３０分） 

【夜の部】午後６時３０分～（開場 午後６時） 

●●●●場場場場        所所所所 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」ホール 

●●●●定定定定        員員員員 各２００人（全席自由席） 

●●●●入入入入    場場場場    料料料料 高校生以上 ５００円、小・中学生 ３００円 

●●●●入入入入    場場場場    券券券券 販売場所：南丹市日吉町生涯学習センター、社会教育課各担当 

●●●●作品紹介作品紹介作品紹介作品紹介 「母べえ」（上映時間１３２分）原作：野上照代 監督：山田洋次     

      出演：吉永小百合、浅野忠信、壇れい、坂東三津五郎、笑福亭鶴瓶ほか 

日中戦争が泥沼化しつつあるころ。野上家では、ドイツ文学者の夫・滋と妻・

佳代、そしてしっかり者の長女・初子と天真らんまんな二女・照美の４人が貧し

くも明るく暮らしていた。お互いを「父べえ」「母べえ」「初べえ」「照べえ」と呼

び合う仲むつまじい家族だったが、昭和１５年２月、滋が治安維持法違反で検挙

されてから苦難の日々が始まった。 

 

◇問合せ先 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」 

TEL（0771）７２－３３００ FAX（0771)７２－３３１１ 

園部公民館園部公民館園部公民館園部公民館「「「「社会人英会話講座社会人英会話講座社会人英会話講座社会人英会話講座」」」」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、英会話初級者講座と経験者講座を開講します。皆さ

んの受講をお待ちしています。                                      

●●●●開講日程開講日程開講日程開講日程 ５月２８日～１２月１０日（毎週水曜日、ただし８月は休講）※全２５回 

●●●●開講時間開講時間開講時間開講時間 〔初級者講座〕午後２時～３時３０分 

      〔経験者講座〕午後６時～７時３０分 

●●●●開講場所開講場所開講場所開講場所 南丹市園部公民館 ３階 小研修室 

●●●●受受受受    講講講講    料料料料 ５，０００円（２５回分）※教材料別途各自負担 

●●●●対対対対    象象象象    者者者者 南丹市在住・在勤の成人の方  ●●●●講師講師講師講師 外国人専任講師 

●●●●定定定定        員員員員 各教室１５人（定員に達し次第、受付を締め切らせていただきます） 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ５月１２日（月）～２３日（金）に、「住所・氏名・電話番号」と「初

級者講座か経験者講座のご希望」を社会教育課へご連絡ください。 

 

◇申込・問合せ先 社会教育課 社会教育係 TEL ６８－００５７ 「「「「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セセセンターンターンターンター寄寄寄寄せせせせ植植植植ええええ教室教室教室教室」」」」受講生募集受講生募集受講生募集受講生募集 

 

 南丹市日吉町生涯学習センター「遊 you ひよし」では、寄せ植え教室（全３回）

を開催します。参加希望の方は、電話、ＦＡＸ（氏名、住所、電話番号を明記）で

お申し込みください。ご参加をお待ちしています。 

●●●●開催日時開催日時開催日時開催日時 第１回：５月３１日（土）「初夏向け寄せ植え」 

      第２回：１０月「秋向け寄せ植え」 第３回：１２月「迎春用寄せ植え」 

午後１時３０分～午後３時３０分 

            ※第２回と第３回の開催日（日曜日）は第１回開催時にお知らせします。 

●●●●開催場所開催場所開催場所開催場所 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」正面玄関前 

●●●●内内内内        容容容容 季節にあった寄せ植え教室 ●●●●指導者指導者指導者指導者 湯浅種苗園 園主 湯浅 勝敏氏 

●●●●負負負負    担担担担    金金金金 受講料500円(全３回分)、材料代毎回3,000円(花苗、土、鉢代等の実費) 

●●●●服服服服        装装装装  屋外で作業ができる服装 

●●●●持持持持    ちちちち    物物物物 手ふき用タオル、移植ごて、ゴム手袋、鉢（お持ちの方のみ） 

●●●●対対対対    象象象象    者者者者 市内在住、在勤および在学の方を優先  ●●●●定員定員定員定員 ３０人（先着順） 

●●●●申込受付申込受付申込受付申込受付 ５月１３日（火）～２３日（金） 

            ・定員に達し次第締め切りますが、申込受付初日に定員に達した場合

のみ、初日分受付終了後に抽選して、受講者を決定します。 

            ・ＦＡＸでお申し込みの方には、折り返し受講の可否を連絡します。

お申し込み後、２～３日しても連絡がない場合はご一報ください。 

・申し込み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 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」 

TEL（0771）７２－３３００ FAX（0771）７２－３３１１ 

 

９ちゃん もぎたて☆テレビ 

一週間の出来事、特集、おたよりほか 

    

５５５５月月月月１７１７１７１７日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１８日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１９日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２０日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

スクールフェイス 

「胡麻郷小学校修学旅行」 

「園部小学校修学旅行」 

    

５５５５月月月月２０２０２０２０日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２１日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２２日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

人権尊重啓発番組   

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 

地域で子育て支援に取り組む「平屋ふれあいサポーター」を

ご紹介します。 

    

５５５５月月月月２２２２２２２２日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２３日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２４日（土） 7時・9時・12時・15時・18時 

 

 

 

９ちゃん もぎたて☆テレビ 

一週間の出来事、特集、おたよりほか 

    

５５５５月月月月２４２４２４２４日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２５日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２６日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２７日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

スクールフェイス 

「園部第二小学校修学旅行」 

「園部町三小学校（川辺・西本梅・摩気）合同修学旅行」 

    

５５５５月月月月２７２７２７２７日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２８日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２９日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

南丹南丹南丹南丹ふるさとふるさとふるさとふるさとナビナビナビナビ    

～先人に学ぶ匠の技と心～ 

京都・清水寺で親しまれてきた大黒天像が、このたび 

京都伝統工芸大学校で修復作業を終え、清水寺へ奉納 

されました。漆工芸専攻の講師と学生が共同で取り組 

んだ修復作業の様子をご紹介します。 

    

５５５５月月月月２９２９２９２９日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

３０日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

３１日（土） 7時・9時・12時・15時・18時 

 

 

 

９ちゃん もぎたて☆テレビ 

一週間の出来事、特集、おたよりほか 

    

５５５５月月月月３１３１３１３１日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

６月１日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

３日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

テレビ週報 

（毎日）14：00、その他に毎時0分と30分（変更あり） 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

ＪＡトピックス（ＪＡ京都 提供） 

（毎日）6：00／11：30／19：30／21：30 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

ＦＡＸ放送 

学校・市役所など各施設からのお知らせ 

（毎日） 6：15～7：00 ／ 14：30～15：00 

19：45～20：00 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

※ 放送内容は、一部変更になる場合がありますので、

京都新聞丹波版「まちかどガイド」または、９チャ

ンネルのテレビ回覧板をご覧ください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９９９９ちゃんもぎたてちゃんもぎたてちゃんもぎたてちゃんもぎたて☆☆☆☆テレビテレビテレビテレビのののの新新新新コーナーコーナーコーナーコーナー、『、『、『、『我我我我がががが家家家家ののののペペペペ

ットットットット』』』』にににに出演出演出演出演してくれるしてくれるしてくれるしてくれる、、、、かわいいかわいいかわいいかわいいペットペットペットペット募集中募集中募集中募集中！！！！！！！！    

ごごごご出演希望出演希望出演希望出演希望のののの方方方方((((ペットペットペットペット））））はははは、、、、南丹市情報南丹市情報南丹市情報南丹市情報セセセセンターンターンターンターまでまでまでまで

ごごごご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。おまちしていますおまちしていますおまちしていますおまちしています！！！！！！！！    ∩∩∩∩∩∩∩∩        

                                                                            ミミミミёёёёミミミミ    

南丹市情報センター ９ちゃんねる番組表 （2008 年５月１６日～５月３１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 
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６６６６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    

 

６月の母子保健事業は下記のとおりです。 

月日 事業名 対象（月齢等） 場所 

６月 ２日（月） 母親教室（ヨガ・栄養） 妊婦 

６月 ６日（金） ９～１０ヵ月児健診 平成１９年８月生 

６月 ９日（月） ２歳５ヵ月児健康相談 平成１７年１２月生 

６月１３日（金） ３～４ヵ月児健診 平成２０年２月生 

６月１９日（木） １歳８ヵ月児健診 平成１８年９月生 

６月２０日（金） ３歳５ヵ月児健診 平成１６年１２月生 

園部保健センター 

(こむぎ山健康学園) 

６月３０日（月） 離乳食教室 

生後４ヵ月～１歳

ごろの乳児と保護者 

日吉保健センター 

（日吉はーとぴあ） 

※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 母子保健係 TEL ６８－００１６  

不妊治療費不妊治療費不妊治療費不妊治療費のののの一部一部一部一部をををを助成助成助成助成していますしていますしていますしています    

 

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

婦に対し経済的負担の軽減をはかるため、不妊治療費の一部を助成しています。 

該当される方は、下記内容をよく読んでいただき、健康課または各支所健康福祉

課へ申請してください。 

●●●●対対対対    象象象象    者者者者 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。 

●●●●対象治療対象治療対象治療対象治療 不妊治療のうち、保険適用のあるもの。 

※府外医療機関での治療も対象となります。 

※診断のための検査は助成対象外になりますのでご注意ください。 

●●●●助成金額助成金額助成金額助成金額 ①保険診察に係る被保険者負担額の２分の１。 

  ※ただし、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、その額を控除します。 

②１年度につき３万円を限度とします。 

      ※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３万円

（夫婦で６万円）までとします。 

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

健康福祉課へ提出してください。申請は診療日から起算して１年以内

に行ってください。郵送でも申請可能です。※申請書・医療機関証明

書は提出先にあります。医療機関証明書は府内医療機関にもあります。 

 

◇問合せ先 健康課 母子保健係 TEL ６８－００１６ 

平成平成平成平成２０２０２０２０年度慰霊巡拝年度慰霊巡拝年度慰霊巡拝年度慰霊巡拝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 

－ 戦没者の遺族の皆さんへ － 
 毎年行われている慰霊巡拝について、平成２０年度においても下記のとおり実施

されますので、参加希望がある場合は、社会福祉課または各支所健康福祉課へお問

い合わせください。 

慰霊巡拝地域 

区 分 地 名 

実施予定期間 申し込み締切日 

旧ソ連 ハバロフスク地方・ユダヤ自治州 ９月１４日～２６日 ５月３０日（金） 

旧ソ連 沿海地方 １０月４日～１６日 ６月２５日（水） 

旧ソ連 アルタイ地方・ケメロボ州 ９月６日～１８日 ５月３０日（金） 

旧ソ連 ウズベキスタン共和国 １０月８日～１６日 ６月２５日（水） 

中 国 東北地区 ９月２２日～１０月３日 ６月１３日（金） 

南 方 

フィリピン１班・フィリピン２班 

フィリピン３班 

１１月１２日～２１日 ７月３１日（木） 

南 方 

マーシャル・ギルバート諸島１班 

マーシャル・ギルバート諸島２班 

マーシャル・ギルバート諸島３班 

２月７日～１５日 ８月２５日（月） 

南 方 パラオ諸島 １０月２日～９日 ６月２０日（金） 

南 方 ミャンマー１班・ミャンマー２班 ２月４日～１３日 １０月２３日（木） 

南 方 インドネシア ９月２３日～１０月１日 ６月１０日（火） 

南 方 

東部ニューギニア１班 

東部ニューギニア２班 

１０月１８日～２５日 ７月 ４ 日（金） 

南 方 

ビスマーク・ソロモン諸島１班 

ビスマーク・ソロモン諸島２班 

９月６日～１３日 ５月２３日（金） 

南 方 

硫黄島第１次 

硫黄島第２次 

平成２０年１２月予定 

平成２１年３月予定 

８月２２日（金） 

９月 ５ 日（金） 

注）参加遺族については一定選考基準があり、巡拝費用についても参加者負担があ

ります。詳細については下記へお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 社会福祉課 福祉総務係 TEL ６８－０００７ 

各支所 健康福祉課 TEL 八木 ６８－００２２ 

日吉 ６８－００３２ 美山 ６８－００４１ 

長寿長寿長寿長寿((((後期高齢者後期高齢者後期高齢者後期高齢者))))医医医医療制度保険料療制度保険料療制度保険料療制度保険料のののの減免制度減免制度減免制度減免制度がありますがありますがありますがあります    

 

平成２０年４月から施行された長寿医療制度（後期高齢者医療制度）にかかる保

険料について、災害などによる被災により重大な損害を受けられ保険料を納めるこ

とが困難な方などについては、保険料が減免となる制度があります。 

また、災害などによる場合以外でも被保険者の方が、「被爆者手帳」をお持ちの場

合は減免制度の対象となりますので、該当すると思われる方は下記へご相談ください。 

 ただし、減免制度には審査がありますので、申請していただいても減免を受けて

いただけない場合があります。 

  

◇問合せ先 国保医療課 高齢福祉医療係 TEL ６８－００１１ 
      各支所 健康福祉課 TEL 八木 ６８－００２２ 

日吉 ６８－００３２  美山 ６８－００４１ 

児童手当児童手当児童手当児童手当のののの申請申請申請申請はははは５５５５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してくださいしてくださいしてくださいしてください    

 

    児童手当は、小学校修了までの児童を養育されている方に支給します。下記に該

当される方は、５月３０日（金）までに申請してください。６月分の手当から平成

２０年度の所得で審査しますので、新たに認定される可能性があります。 

※公務員の方は、勤務先で申請をしてください。 

※現在受給されている方は、６月に現況届を提出していただきますので、今回申

請の必要はありません。 

●●●●対対対対    象象象象    者者者者 ・以前に所得が限度額を超えているため却下になった方 

       ※平成１８年４月の制度改正により、所得制限限度額が引き上げら

れています。 

      ・国民年金加入者または年金未加入者が、厚生年金などに加入された場合 
       ※厚生年金等加入者は、所得制限限度額が上がります。 

・未申請の方 

  

◇申請・問合せ先 子育て支援課 TEL ６８－００１７ 

各支所 健康福祉課 TEL 八木 ６８－００２２ 

           日吉 ６８－００３２ 美山 ６８－００４１ 

家族介護慰労金支給制度家族介護慰労金支給制度家族介護慰労金支給制度家族介護慰労金支給制度のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

南丹市に在住する高齢者を在宅で同居により介護されている方を対象に、介護者

の身体的および精神的な負担の軽減を図ることを目的に慰労金を支給します。 

申請は、随時受け付けていますが、行政改革大綱に基づく事業見直しにより、平

成２０年８月１日以降の申請から、対象者は下記のとおりとなります。 

●●●●対対対対    象象象象    者者者者 要介護４または５と認定された在宅高齢者を、介護保険サービスを利

用しながら、６ヵ月以上在宅で介護している同居介護者。 

（平成２０年８月１日以降は住民税非課税世帯のみ対象） 

●●●●支支支支    給給給給    額額額額 年額 ８０，０００円 

 

◇申請・問合せ先 高齢福祉課 高齢者福祉係 TEL ６８－０００６ 

各支所 健康福祉課 TEL 八木 ６８－００２２ 

日吉 ６８－００３２ 美山 ６８－００４１ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

「「「「２００８２００８２００８２００８    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」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

 『チャレンジ！おおいた国体』（大分県）の自転車ロードレース競技の京都府予選

会を兼ねた「２００８ 美山サイクルロードレース」を開催します。各種大会で活躍

している北桑田高校自転車部や地元小・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。 

●●●●日日日日        時時時時 ５月２５日（日）午前８時４５分スタート ※雨天決行 

●●●●会会会会        場場場場 美山文化ホール前スタート・ゴール 

      （文化ホール → 宮脇 → 下平屋 → 九鬼ヶ坂 → 静原 → 文化ホール） 

●●●●交通規制交通規制交通規制交通規制 午前８時３０分から午後１時３０分ごろまで、会場周辺道路において

通行止・駐車禁止・横断禁止などの交通規制を行います。競技中の一

般車両の通行方向は、競技の順方向（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。 

詳しくは現場警察官および整理員の指示に従ってください。 

      ※当日、美山方面にお越しいただく場合、最大２０分程度の交通規制

にかかる場合が生じますが、ご理解ご協力をよろしくお願いします。 

●●●●そそそそ    のののの    他他他他 当日、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

記問合せ先へお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 美山支所 地域総務課 TEL ６８－００４０ FAX ７５－０８０１ 

南丹市八木南丹市八木南丹市八木南丹市八木Ｂ＆ＧＢ＆ＧＢ＆ＧＢ＆Ｇ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 南丹市八木Ｂ＆Ｇ海洋センタープール（八木町南広瀬） 

●●●●勤務期間勤務期間勤務期間勤務期間 平成２０年７月中旬～８月末まで（毎週木曜日休館、その他臨時休館有） 

●●●●作業内容作業内容作業内容作業内容 プール内での監視員ほか  ●●●●賃金賃金賃金賃金 １時間当たり７００円 

●●●●募集条件募集条件募集条件募集条件 南丹市に在住している高校生以上で水泳ができる健康な方 

      （ただし、高校生については八木町在住者に限る） 

●●●●募集人員募集人員募集人員募集人員 ８人程度（ローテーションにより、常時２～４人程度が勤務できるよ

う調整しま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 午前９時～午後９時の間の、１日４時間～８時間 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 申込用紙に必要事項を記入し、５月３０日（金）午後５時までに南丹

市八木公民館へ提出してください。申込用紙は社会教育課、八木公民

館、園部Ｂ＆Ｇ海洋センター、日吉町生涯学習センター、社会教育課

美山担当に備え付けてあります。（郵送の場合も５月３０日（金）必着） 

●●●●そそそそ    のののの    他他他他 ・申込者の打ち合わせ会（申し込み多数の場合の抽選会）を６月５日

（木）午後６時から南丹市八木公民館で行いますので、申し込みを

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など

により決定します。なお、申し込まれた方で打ち合わせ会に都合で

出席できない場合は、必ず事前に下記へご連絡ください。（無断欠席

の場合は抽選に参加できません） 

・雇用決定者は普通救命講習会を予定していますので受講していただ

くことになります。 

      ・園部、日吉のプール監視員は、後日募集します。 

 

◇問合せ先 社会教育課 八木担当 TEL ６８－００２６ 

氷室氷室氷室氷室のののの郷郷郷郷「「「「ホウホウホウホウ酸酸酸酸だんごだんごだんごだんご作作作作りりりり体験体験体験体験」」」」参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

 

新タマネギを使い、ゴキブリを退治するホウ酸だんごを作りましょう！ 

●●●●日日日日        時時時時 ６月１日（日）午後１時３０分～３時ごろまで 

●●●●場場場場        所所所所 南丹市八木農村環境公園「氷室の郷」体験室 

●●●●参参参参    加加加加    費費費費 ５００円（30個以上持ち帰り） ●●●●持持持持ちちちち物物物物 エプロン、薄いナイロン手袋 

●●●●人人人人        数数数数 ３０人（定員になり次第締め切ります） 

 

◇申込・問合せ先 南丹市八木農村環境公園「氷室の郷」※月曜日定休 

TEL（0771）４３－１１２８ FAX（0771）４３－２１０９  

小学生小学生小学生小学生～～～～高校生高校生高校生高校生のためののためののためののための夏休夏休夏休夏休みみみみ海外派遣海外派遣海外派遣海外派遣    参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

 

 文部科学省所管の財団法人国際青少年研修協会では、体験を通して、お互いの理

解や交流を深め、国際性を養うことを目的に夏休み派遣事業を実施します。事業によ

って、日程や参加費、締切日が異なりますので、詳細は下記へお問い合わせください。 

●●●●内内内内        容容容容 ホームステイ、スクール体験、ボランティア、文化交流、学校体験、

英語研修、地域見学、野外活動など 

●●●●派派派派    遣遣遣遣    先先先先 アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、シンガポール、サイ

パン、カンボジア、フィジー 

●●●●日日日日        程程程程 ７月２５日（金）～８月１７日（日）のうち、８～１９日間 

●●●●対対対対        象象象象 小学３年生～高校３年生 ●●●●参加費参加費参加費参加費 17.5～49.8万円（共通経費は別途） 

●●●●締締締締めめめめ切切切切りりりり ６月６日（金） ※事業によっては６月２０日（金）まで 

 

◇資料請求・問合せ先 （財）国際青少年研修協会 URL http://www.kskk.or.jp 

TEL（03）３３５９－８４２１ FAX（03）３３５４－２２０７ 

Eメール info@kskk.or.jp 〒160-0004 東京都新宿区四谷2-11 大村ビル３階 

『『『『第一回南丹市民映像第一回南丹市民映像第一回南丹市民映像第一回南丹市民映像コンクールコンクールコンクールコンクール』』』』出品作品募集出品作品募集出品作品募集出品作品募集    

    

ＣＡＴＶの全市デジタル化開局を記念して、市民の皆さんの映像への関心と映像

制作への参加を促進するとともに、制作技術の向上を図るため、市民の皆さんの参

加による映像コンクールを実施しますので、奮ってご応募ください。 

●●●●募集内容募集内容募集内容募集内容 今回のテーマは、｢私の好きな南丹市｣。南丹市内の風物を取り上げた         

ものなら何でも結構です。内容・ジャンルは問いません。平成１９年１

月１日以降に完成したビデオ作品で、作品の長さは１５分以内とします。 

●●●●応募資格応募資格応募資格応募資格 南丹市内に在住・在勤・在学する個人・団体などで、国籍・年齢・経

験は問いません。 

●●●●応募期間応募期間応募期間応募期間 ５月２０日（火）～６月２０日（金） 

●●●●提出方法提出方法提出方法提出方法 応募用紙（南丹市情報センター、情報推進課・各支所に設置。南丹市

ホームページからダウンロードも可）に必要事項を記入の上、審査用

ＶＨＳテープまたはＤＶＤと共に提出してください。 

※１人につき何点でも応募できます。ただし、１点ずつ応募用紙を記

入し、独立したテープなどで応募してください。応募テープなどは

返却しません。審査過程における問い合わせには応じられません。 

入選作品は、南丹市および南丹市情報センターが広報や放送などの

目的で使用、複製できるものとします。 

●●●●各各各各        賞賞賞賞 南丹市長賞、(財)南丹市園部国際学園都市センター理事長賞、南丹市

有線テレビ放送番組審議会長賞（各１点、各副賞あり） 

●●●●審審審審        査査査査 審査会により各賞を決定し、審査結果は応募者全員に通知します。入

選作品は、７月１２日（土）開催の「南丹市地域情報通信ネットワー

ク施設完成・ＣＡＴＶ全市デジタル化開局記念式典」の席上で表彰・

試写会を行い、情報センター自主制作番組の中で紹介します。 

●●●●主主主主        催催催催 (財)南丹市園部国際学園都市センター／後援 南丹市 

 

◇応募・問合せ先 南丹市情報センター 映像コンクール募集係 ※月曜休館 

TEL（0771）６３－１７７７ FAX（0771）６３－１６８２ 

Eメール sictv＠sic.cans.ne.jp 〒622-0004 南丹市園部町小桜町62番地1 

『『『『シニアシニアシニアシニア・・・・パソコンパソコンパソコンパソコン講座講座講座講座』』』』のののの受講者募集受講者募集受講者募集受講者募集    

 

南丹市地域情報通信ネットワーク施設の完成を記念して、中高年の初心者の皆さ

んを対象にしたパソコン講座を実施します。同年代のボランティア講師からゆっく

りと習います。この機会にパソコンを始めてみませんか。 

●●●●講座内容講座内容講座内容講座内容 ワードとインターネットの基礎（電源を入れるところからメールまで） 

●●●●受講資格受講資格受講資格受講資格 南丹市内に住所を有するおおむね６０歳以上の初心者で、パソコン操

作をゆっくり習ってみたい方 

●●●●開催日時開催日時開催日時開催日時 ７月５日、１２日、１９日、２６日の毎週土曜日（全４回） 

午後１時～４時（若干の時間変更が生じる場合があります） 

●●●●開催場所開催場所開催場所開催場所 南丹市国際交流会館 

●●●●受講者数受講者数受講者数受講者数 １０人 ※応募者多数の場合は抽選で受講者を決定します。抽選に当

たっては、｢まったく初めての方｣「６０歳以上の方」を優先します。 

※今回受講いただけなかった方についても、登録の上、次回以降の講

座で優先的に受講いただく予定です。 

※受講証は、受講者が確定次第送付させていただきます。 

●●●●受受受受    講講講講    料料料料 ３，０００円 ※初回時にお支払いいただきます。 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 官製はがきに①「シニア・パソコン講座受講希望」と記載 ②住所 ③

氏名 ④年齢 ⑤電話番号 ⑥パソコン経験（該当する番号を選んでくだ

さい １.まったく初めて ２.簡単な文章なら作れる ３.メールができる）

を記載の上、６月１０日（火）必着で下記へ送付してください。 

●●●●主主主主        催催催催 (財)南丹市園部国際学園都市センター／後援 南丹市 

 

◇申込・問合せ先 南丹市情報センター パソコン講座募集係 ※月曜休館 

〒622-0004 南丹市園部町小桜町62-1 

TEL（0771）６３－１７７７ FAX（0771）６３－１６８２ 

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    

 

＜薬草教室＞…薬草を採取し、効用、服用方法などを学習する。 

●●●●日日日日        時時時時 ６月１２日（木）午前１０時３０分～午後３時３０分 

●●●●場場場場        所所所所 公園センター会議室および周辺 ●●●●定員定員定員定員 ５０人  

●●●●参参参参    加加加加    料料料料 ２，５００円 

●●●●申申申申しししし込込込込みみみみ はがきまたはＦＡＸで、「住所・氏名・年齢・電話番号」を明記の上、

６月６日（金）までに下記へお申し込みください。 

＜各運動施設の利用時間延長のお知らせ＞ 

●●●●期期期期        間間間間 ６月１日（日）～９月３０日（火） 

●●●●内内内内        容容容容 各運動施設利用時間を早朝、夕方、それぞれ１時間延長(体育館は早朝のみ) 
●●●●利用申込利用申込利用申込利用申込 施設利用日の前日までにお申し込みください。 

 

◇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 


