
身体障がい者支援設備・器具を設置しました 
 

身体に障がいのある方の自立と社会参加を促進するため、公共施設や交通機関な

どにおいてバリアフリー化が進められています。市役所庁舎内において、次のとお

り設備・器具の設置を行いましたので、お知らせします。 

○市役所２号庁舎１階の身体障がい者用トイレを、オストメイト（人工肛門・人工

ぼうこう増設者）対応トイレに改修 
○市民課、社会福祉課、各支所健康福祉課窓口に、視覚障がい者用の「拡大読書器」

および聴覚障がい者用の「筆談器」を各１台配備 
 ※届出や申請のため市役所窓口にお越しの際、必要であればお申し出ください。 
○「要約筆記機器」を購入し、会議や集会などの場で使用 
 ※要約筆記とは、話の概略を筆記し、それをスクリーンに映し出す方法などによ 

り聴覚障がい者に話の内容を伝える筆記通訳のことです。 
 
◇問合せ先 社会福祉課 障害者福祉係 TEL (0771)68-0007 FAX(0771)68-1166 

「身体障害者巡回更生相談」を実施します 
 

京都府身体障害者更生相談所では、相談所に来所が困難な身体障がいのある方の

ために、府内を巡回し、補装具・施設利用・その他の相談会を実施しています。 
日  程 時  間 場   所 来訪医師 

１１月 ６日(木) 午前１０時～ 
１１時３０分 京丹波町瑞穂保健福祉センター 耳鼻咽喉科 

１１月１１日(火) 午前１０時～ 
１１時３０分 亀岡市役所市民ホール 整形外科 

平成２１年 
１月１３日(火)

午前１０時～ 
１１時３０分 亀岡市役所市民ホール 整形外科 

平成２１年 
２月 ５日(木)

午前１０時～ 
１１時３０分 南丹市園部公民館 耳鼻咽喉科 

平成２１年 
３月１３日(金)

午後２時～ 
３時３０分 南丹市園部公民館 整形外科 

●内容 補装具交付・修理に係る判定、医療相談（整形外科・耳鼻咽喉科） 
●持ち物 身体障害者手帳、使用中の補装具、印鑑（申請などが必要な場合に使用） 
●申込 参加を希望される方は、それぞれの相談会の３日前（土・日・祝日を除く）

の午後５時までに下記へお申し込みください。 
 
◇申込・問合せ先 社会福祉課 障害者福祉係 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 

固定資産税・都市計画税率を統一します 
 

土地、家屋、償却資産に課税される固定資産税ならびに市街化区域内の土地・家

屋に課税される都市計画税は、合併時の協議により平成１８年度から平成２０年度

までの３年間は不均一課税を行っています。旧４町の各町内に固定資産をお持ちの

場合には、旧町ごとの税率で計算したそれぞれの納税通知書を送付していましたが、

平成２１年度からは南丹市税条例などに定める税率に統一し、納税通知書も統合し

ますのでお知らせします。 

固定資産税 都市計画税 
 

平成２０年度まで 平成２１年度から 平成２０年度まで 平成２１年度から

旧園部町 １．４％ ０．３％ 

旧八木町 １．５％ ０．２％ 
０．２％ 

旧日吉町 １．６％ 

旧美山町 １．６％ 

１．５％ 

― ― 

 

◇問合せ先 税務課 資産税係 TEL（0771）68-0004 

各支所 地域総務課 TEL 八木（0771）68-0020 

  日吉（0771）68-0030 美山（0771）68-0040 

身体障害者・知的障害者相談員の紹介 
 

現在、南丹市では下記の方が身体障害者・知的障害者相談員として府からの委嘱を受

け、障がいに関する相談に応じています。秘密は厳守しますので、お困りの際は、お気

軽にご相談ください。※相談員へ連絡を取りたい方は、問合せ先までご連絡ください。 

居住地 身体障害者相談員 知的障害者相談員 

園部町 

足立 初美（あだち はつみ） 

内藤 廣義（ないとう ひろよし） 

山口   強（やまぐち つよし） 

森   満子（もり みつこ） 

八木町 
関岡   勉（せきおか つとむ） 

福嶋 愼一（ふくしま しんいち） 

井上 壽代（いのうえ ひさよ） 

日吉町 
木村 幸子（きむら さちこ） 

船越   昭（ふなこし あきら） 

澤田 房代（さわだ ふさよ） 

美山町 

上林 巽（かんばやし たつみ） 

田中 幹生（たなか みきお） 

戸本 節子（ともと せつこ） 

文字 光雄（もんじ みつお） 

 

◇問合せ先 社会福祉課 障害者福祉係 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

         第６７号（４の１）平成２０年１０月２４日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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「TEL４２－２３００」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  
― ４の1枚目 （緑色） ―――――――――――――――― 
【 表 】 ・固定資産税・都市計画税率を統一します 

・「身体障害者巡回更生相談」を実施します 
・身体障がい者支援設備・器具を設置しました 
・身体障害者・知的障害者相談員の紹介 

【 裏 】 ・ＮＰＯ法人発達障害を考える会 ぶどうの木からのお知らせ 
・認知症予防脳トレーニング講座のご案内 
・丹波自然運動公園からのお知らせ 
・「心の生涯学習セミナー」を開催します 
・なんたんテレビ番組表（１１月１日～１５日） 

― ４の２枚目 （オレンジ色） ―――――――――――――― 
【 表 】 ・平成２１年度南丹市立保育所入所申込のお知らせ 

・平成２１年度「すこやか学園」入園申込のお知らせ 
・平成２１年度南丹市立幼稚園入園申込のお知らせ 
・秋季火災予防運動を実施します 
・無料法律相談「みちしるべ」会場変更のお知らせ 

【 裏 】 ・文化博物館秋季特別展「園部藩のあゆみ」のお知らせ 
・国際文化交流事業「フィールドトリップＩＮ ひよし」 
・南丹地域特産物一品コンテストを開催します 
・“ＴＡＳＫ祭” 第１３回学生作品展のご案内 
・麻しん・風しん（ＭＲ）混合ワクチンの接種について 
・平成２０年度南丹市文化祭総合開会式を開催します 
・美山・第２０回大野ダムもみじ祭りを開催します 
・第６回鏡坂峠歴史の道を歩こう 
・「やぎウオーク２００８」を開催します 

― ４の３枚目 （青色） ―――――――――――――――― 
【 表 】 ・市税などの納付は納期限内に！ 

・狩猟期間のお知らせ 
・健康プール教室（Ⅱ期）の参加者を募集します 
・南丹市青少年すこやかフォーラムを開催します 
・南丹市競争入札参加資格申請の追加受付について 

【 裏 】 ・京都府中部文化芸術祭「よさこい踊りフェスティバル」 
・八木公民館講座「人権ビデオ鑑賞会」受講者募集 
・「鈴江昭記念演奏会」を開催します 
・２００８氷室の郷 秋の収穫祭を開催します 
・南丹ふるさと帰農セミナーを開催します 
・体験講座「正月みそをつくろう」の参加者を募集します 
・１１月４日から税務署の電話は自動音声案内に変わります 
・多重債務無料法律相談のご案内 
・南丹おいしい食の「応援隊」隊員を募集します 
・レッツなんたん元気づくりフォーラム参加者募集 
・神経・筋難病個別相談のご案内 
・平成２０年度毒物劇物危害防止運動の実施について 

― ４の４枚目 （白色） ―――――――――――――――― 
【 表 】 ・「ねんきん特別便」相談会を開催します 

・都市計画 特別用途地区の公告・縦覧を行います 
・ふるさと切手に「南丹市美山かやぶきの里」選定 
 

 

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



丹波自然運動公園からのお知らせ 
 

＜サッカー教室＞ 

●日時 １１月３０日（日） 午前１０時～１２時３０分 

●場所 陸上競技場 ●対象者 小学生の方 ●定員 ２００人 ●参加料 無料 

●内容 京都サンガＦＣによる指導 ●申込期間 １１月４日（火）～１７日（月） 

＜園芸教室＞ 

●日時 １２月４日（木） 午後１時３０分～ ●場所 公園センター会議室 

●対象者 どなたでも ●内容 リースづくり、菊の土作りなどの学習 

●定員 ３０人 ●参加料 ５００円 ●申込期間 １１月１４日（金）～２８日（金） 

＜グラウンド・ゴルフのつどい＞       

●日時 １１月７日（月例会）、１４日、２１日、２８日（毎週金曜日）午前９時～正午 

●場所 球技場 ●参加料 ２００円（当日受付） 

＜スポーツを楽しもう＞ 

●日時 １１月１１日（火）（毎月第２火曜日、当日受付） ●場所 体育館 

●内容 午前９時～卓球を楽しもう（３００円）、午後１時３０分～障害者スポーツのつ

どい（無料）、午後６時～スポーツの夕べ（３００円） 
※教室などの申し込みは、ハガキ、ＦＡＸで、住所、氏名、年齢、教室名、電話番

号、ＦＡＸ番号を記入の上、下記までお申し込みください。 
＜施設の早期受付＞ 

平成２１年度夏期期間における運動施設の早期受付を行いますので、希望者は 

１１月２５日（火）までに丹波自然運動公園までお問い合せください。 

 

◇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 認知症予防脳トレーニング講座のご案内 
 

認知症予防脳トレーニング講座を開催します。ぜひお気軽にご参加ください。 

●日時 １１月２９日（土） 午後１時３０分～３時３０分 

●場所 南丹市八木公民館（南丹市役所八木支所の隣） 

●内容 ・講演 ～認知症予防には優しさのシャワーが一番大切～ 

    ・認知症予防に役立つ脳活性化ゲーム 

講師 認知症予防教室運営アドバイザー 原 悦子 氏 

●参加費 ５００円（茶菓子代含む） ●定員 ３０人（先着順） 

●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の会） 

●後援 （財）京都ＳＫＹセンター・（福）京都府社会福祉協議会・南丹市 

 

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

E ﾒｰﾙ pleiades@skyblue.ocn.ne.jp 

「心の生涯学習セミナー」を開催します 

 
●日時 ①１１月１４日（金） 午後７時～９時１０分（受付：午後６時３０分） 
    ②１１月１５日（土） 午後７時～９時２０分（受付：午後６時３０分） 
●場所 南丹市園部国際交流会館 コスモホール 
●講師 （財）モラロジー研究所 社会教育講師 渡辺 晋三、和田雅子 
●参加費 ２，０００円 ※テキスト代（改訂「心がつくる人生」）含む 
●主催 （財）モラロジー研究所 ●後援 南丹市、南丹市教育委員会 ほか 
 
◇申込・問合せ先 （財）モラロジー研究所 京都南丹モラロジー事務所 

          TEL（0771）29-0885 FAX（0771）29-0888 

ＮＰＯ法人発達障害を考える会 ぶどうの木からのお知らせ 

 
＜発達障害支援講座Ⅱ「感覚統合から見た子どものとらえ方」＞ 

●日時 １１月１２日（水） 午前１０時～正午（受付：午前９時４５分） 
●場所 京都府南丹保健所  
●講師 灘 裕介 氏（花ノ木医療福祉センター作業療法士） 
●定員 ５０人（電話またはＦＡＸで事前申し込み必要。定員になり次第受付終了）

●参加費 正会員：無料、賛助会員：５００円、非会員：１，０００円 
●その他 託児ルームあり（有料３００円。１１月５日（水）までに予約してください）

●後援 京都府南丹保健所、京都府南丹教育局、南丹市 
＜牧場へ行こう！ ～おおさか府民牧場～＞ 

●日時 １１月１５日（土） 午前８時４５分～午後４時 
●場所 おおさか府民牧場（大阪府豊能郡能勢町平野110） 
●集合 午前８時４５分 南丹市国際交流会館またはガレリアかめおか 

●定員 ３０人（定員になり次第受付終了） 
●参加費 正会員：１，０００円、賛助会員：１，５００円、非会員：２，０００円 
     （バス代、入場料、おやつ、保険料含む） 
●持ち物 弁当、水筒、レジャーシート、雨具、サポートブック（お持ちの方） 
●後援 京都府南丹保健所、京都府南丹教育局、南丹市 
 
◇申込・問合せ先 ＮＰＯ法人発達障害を考える会 ぶどうの木 

         TEL 080-5703-0210 FAX（0771）62-0813 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

９ちゃんもぎたて☆テレビ 

１１月１日【土】20時・22時 

２日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

３日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

４日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

「殿田小学校 運動会」 

１１月１日【土】20時半・22時半 

２日（日） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

３日（月） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

４日（火） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

「知井っ子運動会（知井小学校）」 

「平屋秋の大運動会（平屋小学校）」 
１１月４日【火】20時・22時 

５日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

６日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

図書館だより～１１月の新刊のご案内です～ 

１１月６日【木】20時・22時 

７日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時

８日（土） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

★ 南丹市情報センターのホームページで、週ごとのニ

ュースがご覧になれます。 

http://www.cans.ne.jp なんたんネットワーク 

   「宮島小学校 体育大会」 

１１月６日【木】20時半・22時半 

７日（金） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

８日（土） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９ちゃんもぎたて☆テレビ 

１１月８日【土】20時・22時 

９日(日)  7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時

１０日(月)  7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時

１１日(火)   7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

   「城南保育所 うんどうかい」 

１１月８日【土】20時半・22時半 

９日（日） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

１０日（月） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

１１日（火） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

「胡麻保育所 うんどうかい」 

「園部保育所 うんどうかい」  

１１月１１日【火】20時・22時 

１２日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時

１３日（木） 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）

月イチきょうと府 

京都府の主要な施策や話題を紹介する情報番組です。 

１１月１３日【木】20時・22時 

１４日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１５日（土） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

「八木中央幼児学園 運動会」 

１１月１３日【木】20時半・22時半 

１４日（金） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

１５日（土） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９ちゃんもぎたて☆テレビ 

１１月１５日【土】20時・22時 

１６日(日) 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１７日(月) 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１８日(火)  7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

「八木東幼児学園 

おとまり保育・夕涼み会・運動会」 
１１月１５日【土】20時半・22時半 

１６日（日）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

１７日（月）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

１８日 (火) 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

ＪＡトピックス（ＪＡ京都 提供） 

（毎日）6：00／11：30／19：30／21：30 

南丹市情報センター なんたんテレビ(自主放送)番組表 （2008年１１月１日～１１月１５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 



秋季火災予防運動を実施します 
 

 火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を図り、火

災発生を防止し、死傷事故や財産の損失を防ぐため秋季火災予防運動を実施します。 

●実施期間 １１月９日（日）～１５日（土） 

●統一標語 「火のしまつ 君がしなくて 誰がする」 

●重点目標 ①住宅防火対策の推進、②放火火災予防対策の推進、③林野火災予防

対策の推進 

●サイレン吹鳴（１分間長符一斉）※火災とお間違いのないよう、よろしくお願いします。 

・期 間 （園部・八木・日吉） １１月９日（日）～１５日（土）午後９時  

      （美山） １１月１日（土）午前７時、１５日（土）午後９時  

※亀岡市、京丹波町においても同様のサイレン吹鳴が行われます。 

＜住宅防火 いのちを守る３つの習慣＞ 

・寝たばこは絶対にやめる。 

・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。 

・ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。 

＜住宅防火 いのちを守る４つの対策＞ 

・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。 

・寝具や衣類からの火災を防ぐために、防炎製品を使用する。 

・火災を小さいうちに消すためには、住宅用消火器などを設置する。 

・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。 

    

◇問合せ先 総務課 消防防災係 TEL（0771）68-0002 FAX（0771）63-0653 

平成２１年度南丹市立保育所入所申込のお知らせ 
 

 平成２１年度南丹市立保育所の入所申込を下記の日程で受け付けます。入所を希

望される方は下記のとおり提出書類を添付し、お申し込みください。 

●保育所に入所できる基準 保育所とは、日々保護者の委託を受けて保育に欠ける児童

を保育する事を目的とする施設で、保護者が共働きおよび疾病などのために児童を保

育することができない家庭に代わって保育を行っています。保育所へ入所できる児童

は、南丹市に居住（住民登録または外国人登録）し、両親および両親以外の同居の親

族などが児童を保育できない場合に限ります。（就労などの証明が必要となります） 

●入所申込 

（１）受付期間 １１月４日（火）～２1日（金）（ただし、土・日、祝日は除く） 

（２）受付時間 各保育所、市役所・各支所の開所（庁）時間内 

（３）受付場所 子育て支援課、各支所健康福祉課窓口および南丹市立各保育所 

※入所のしおり・申込用紙などは各受付場所にあります。 

（４）必要書類など 

  ①保育所入所申込書 

  ②就労等の証明書（事業所など雇用先の証明を受けてください） 

  ③課税証明書（平成２０年１月１日以降に南丹市に転入された方のみ） 

※定員の関係から、希望される保育所に入所できない場合があります。 

●南丹市立保育所の概要 

保育所名 入所対象児 

園部保育所 １歳児～５歳児 

城南保育所 ０歳児（満６カ月以上）～５歳児 

八木中央幼児学園長時部 １歳児～５歳児 

八木東幼児学園 ０歳児（満６カ月以上）～５歳児 

胡麻保育所 １歳児～５歳児 

日吉中央保育所 ０歳児（満１歳以上）および３歳児～５歳児 

興風保育所 １歳児～５歳児 

みやま保育所 ０歳児（満１歳以上）～５歳児 

知井保育所 １歳児～５歳児 

※１）入所対象児の年齢は、平成２１年４月１日現在の年齢です。 

ただし（ ）書の年齢に達した後に入所可能です。 

※２）保育所の所在地および定員など詳細につきましては受付にある入所のしおり

でご確認ください。 

 

◇問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

平成２１年度「すこやか学園」入園申込のお知らせ 
 

 平成２１年度南丹市立幼児の館「すこやか学園」の入園申込を下記の日程で受け

付けます。 

●幼児の館「すこやか学園」とは 市内の就園前の幼児が、遊び場と遊びの友達を

通して、心身ともに健全な発達をするように促すとともに、親が子育てについて

共に学びあい育ちあうことを目的としています。 

●入園対象 南丹市に居住（住民登録または外国人登録）している満２歳児とその

保護者（転入予定を含む。保護者同伴での就園を原則とします） 
●開設日および時間 ※クラス編成は、すこやか学園で行います。 

 ①のクラス…毎週月曜日（午前）と木曜日（午前） 

 ②のクラス…毎週火曜日（午前）と金曜日（午前） 

●保育料 月額２，０００円 

●入園申込方法 

（１）受付期間 １１月４日（火）～２１日（金）（土・日、祝日は除く） 

（２）受付時間 各幼稚園、市役所・各支所の開園（庁）時間内 

（３）受付場所 園部幼稚園、八木中央幼稚園（八木中央幼児学園）、学校教育課、 

各支所健康福祉課窓口 

※１）募集要項・申込用紙は、各受付場所にあります。 

※２）定員を超過した場合は、受付期間終了後、抽選により入園者を決定します。 

●幼児の館「すこやか学園」の概要 

幼稚園名 所在地 定員 入園対象児 
南丹市立幼児の館 
「すこやか学園」 

園部町小桜町４４番地 
（園部幼稚園内） 

４０組 
（各クラス２０組）

２歳児 

※入園対象児の年齢は、平成２１年４月１日現在の年齢です。 

 

◇問合せ先 学校教育課 TEL（0771）68-0056 

      園部幼稚園・すこやか学園 TEL（0771）68-0083 

平成２１年度南丹市立幼稚園入園申込のお知らせ 

  
平成２１年度幼稚園の入園申込を下記の日程で受け付けます。 

●幼稚園とは 幼稚園は、幼児の教育の機会均等と就学前教育の充実を図るため、

学校教育法に基づき、幼児を保育し、健全な心身の発達を保障することを目的と

しています。 

●入園条件 南丹市に居住（住民登録または外国人登録）している満３歳から小学

校就学までの幼児（転入予定を含む） 

●保育料 月額７，０００円 

※１）通園バス利用者は、別に２，０００円が必要となります。 

※２）八木中央幼稚園の通園者については、給食費３，５００円が必要となります。 

●入園申込方法 

（１）受付期間 １１月４日（火）～２１日（金）（土・日、祝日は除く） 

（２）受付時間 各幼稚園、市役所・各支所の開園（庁）時間内 

（３）受付場所 園部幼稚園、八木中央幼稚園（八木中央幼児学園）、学校教育課、

各支所健康福祉課窓口 

※１）募集要項・申込用紙は、各受付場所にあります。 

※２）定員の関係から希望される幼稚園に入園できない場合があります。 

●幼稚園の概要 

幼稚園名 所在地 定員 入園対象児 

園部幼稚園 園部町小桜町４４番地 ２１０人 ３～５歳児 

八木中央幼稚園 

（八木中央幼児学園）
八木町西田河原條４２番地 ２１０人 ３～５歳児 

※入園対象児の年齢は、平成２１年４月１日現在の年齢です。 

 

◇問合せ先 学校教育課 TEL（0771）68-0056 

      園部幼稚園 TEL（0771）68-0083 

      八木中央幼稚園（八木中央幼児学園） TEL（0771）42-5189 

無料法律相談「みちしるべ」会場変更のお知らせ 

 
毎週日曜日午後１時から４時まで、日吉町生涯学習センター「遊 you ひよし」で

開催されてきました京都司法書士会無料法律相談「みちしるべ」の日程および会場

が、１１月から次のとおり変更になります。 

●日程 毎週土曜日（原則） 午後１時から４時 

●会場 道の駅「丹波マーケス」コミュニティホール 

※予約は１１月以降不要となりますが、事前予約も可能です。予約ご希望の方は京

都司法書士会（０７５－２５５－２５６６）までお願いします。 

 

◇問合せ先 総務課行政係 TEL（0771）68-0002 
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毎月 第２・第４金曜日 発行                        ＵＲＬ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｎａｎｔａｎ．ｋｙｏｔｏ．ｊｐ （南丹市） 



「やぎウオーク２００８」を開催します 
 

「やぎウオーク２００８」を開催します。今回は、メグミルク京都工場池上製造

所の工場見学もコースに入っています。皆さんのご参加をお待ちしています。 

●日時 １１月１日（土） 午前９時３０分受付、１０時スタート 

●コース 南丹市八木公民館をスタート･ゴールとするコース（約４．６ｋｍ） 

     ※集合場所は八木公民館前となります。 

●対象 ウオーキングができる方であればどなたでも参加できます。ただし、幼児 

    （小学生未満）は保護者同伴。 

●参加費 １００円（中学生以下は無料） ●参加方法 当日八木公民館で受付します。 

●主催 ＮＰＯ法人八木町スポーツ協会・八木町文化協会 

●協賛 日本ミルクコミュニティ㈱京都工場池上製造所 

●後援 南丹市・南丹市教育委員会 

 

◇問合せ先 南丹市八木公民館 TEL（0771）68-0026 FAX（0771）42-5616 

第６回鏡坂峠歴史の道を歩こう 
 

 日吉町畑郷と、美山町肱谷を結ぶ鏡坂峠を歩く「第６回鏡坂峠歴史の道を歩こう」

を開催します。皆さんのご参加をお待ちしています。 

●日時 １１月９日（日） 午前１０時～（小雨決行） 

●集合時間・場所 ・美山地域出発の方 午前１０時集合（１０時３０分出発） 

         京都府立大学演習林事務所前（美山町肱谷） 

・日吉地域出発の方 午前１０時集合（１０時３０分出発） 

         畑郷農村公園（日吉町畑郷） 

●持ち物 弁当・水筒・雨具など 

●服装 比較的歩きやすい道ですが、山登りのできる服装でご参加ください。 

●参加申込 電話または、ＦＡＸで、参加される方の住所・氏名・年齢・連絡先を

下記申込先へ１１月６日（木）までにお申し込みください。 

 

◇申込 問合せ先 大野振興会 TEL（0771）75-9110 FAX（0771）75-9112 

美山・第２０回大野ダムもみじ祭りを開催します 
 

 大野ダム公園において、第２０回大野ダムもみじ祭りを開催します。皆さんのご
来場をお待ちしています。 

●期間 １１月１５日（土）～１６日（日） 午前９時～午後４時 

●場所 美山・大野ダム周辺（美山町樫原） ●主催 もみじ祭り実行委員会 

●主な催し 美山の健康野菜「青空市場」、もみじの下での「もちつき大会」 

      地元特産品の販売 秋空に響け「ふるさと子ども太鼓」 

      虹の湖を楽しもう「ボート、遊覧船など（有料）」 

●入場料 無料（ただし、会場環境協力金として、５００円の協力金をお願いします） 

 

◇問合わせ 大野振興会 TEL（0771）75-9110 

      もみじ祭り会場 TEL（0771）75-1002（期間中のみ） 

南丹地域特産物一品コンテストを開催します 
 

 南丹地域の特産物を使った家庭の一品料理を募集します。多くの皆さんの応募を

お待ちしています。 

●日時 １１月８日（土） 

・搬入 午前９時～１０時３０分 ・審査 午前１１時～正午 ・表彰 午後２時～

●場所 道の駅「京都新光悦村」 ●表彰 最優秀賞１点・優秀賞３点・佳作１０点

●応募資格 南丹市在住の方および丹波・南丹地域出身の道の駅利用者 

●募集内容 南丹地域の特産品（栗・黒豆・小豆・地元野菜）を使った料理 

      （器はつつじの会が提供します。展示用と審査時試食用をご用意くだ

さい。複数点の応募も可能です） 
※申し込みは１０月３０日（木）までです。申込方法など詳細は下記問合せ先まで

お問い合わせください。 
※出品物のレシピ・アイデアについては、今後のつつじの会の加工品の参考として

使用しますので、ご了承ください。 
 

◇申込・問合せ先 園部町つつじの会 TEL（0771）63-5035 

文化博物館秋季特別展「園部藩のあゆみ」のお知らせ 
 
文化博物館は、平成１０年の開館以来、今年で開館１０周年を迎えます。これを

記念して、園部藩の成立から廃藩までを関連する資料から振り返る展示会「園部藩

のあゆみ」を開催します。展示会の詳しい内容は、広報チラシ・ホームページなど

をご覧ください。なお、１１月３日は、「文化博物館開館記念日」として、１１月

１５・１６日は、「関西文化の日」として、無料開放します。 

●期間 １０月２５日（土）～１１月２４日（月・振休） ●場所 南丹市立文化博物館

●時間 午前９時～午後５時（入館は４時３０分まで） 

●休館日 毎週月曜日（１１月３日・２４日は開館）、１１月４日 

●入館料 大人３００円・学生２００円・小人１００円（２０人以上の団体は２割引）

     ※南丹市に居住する小中学生は入場無料 

●臨時休館日 １１月２５日（火）～３０日（日） 

 

◇問合せ先 南丹市立文化博物館 TEL（0771）68-0081 FAX（0771）63-2983 

      http://www.be.city.nantan.kyoto.jp/hakubutukan/ 

平成２０年度南丹市文化祭総合開会式を開催します 
 
平成２０年度南丹市文化祭総合開会式を開催します。文化協会加入サークルの発表

もありますので、ぜひご来場ください。詳細は、１０月１０日の定期配布の際に配布し

たチラシをご覧ください。 

●日時 １１月１日（土） 午前１０時～１２時３０分 

●場所 南丹市園部公民館 大ホール 

●内容 式典および発表（こども３Ｂ体操サークル〈園部〉、美山オカリナアンサン

ブルぐーす、柳姿会〈日吉・舞踊〉、八木町社交ダンス愛好会の舞台発表や

展示、お茶席など） 

●主催 南丹市文化協会連絡協議会、南丹市教育委員会 
 
◇問合せ先 南丹市文化協会連絡協議会事務局（社会教育課内） 

 TEL（0771）68-0057 FAX（0771）63-2850 

国際文化交流事業「フィールドトリップ ＩＮ ひよし」
 

日吉国際交流協会では、国際文化交流事業として「フィールドトリップ ＩＮ ひ

よし」を開催します。皆さんで楽しいひとときを過ごしましょう。 

●日時  １１月１５日（土） 午前１０時４５分～ 

●場所  府民の森ひよし ●定員  約５０人（先着順）※対象者は中学生以上 

●参加費  会員・中学生・高校生・大学生５００円、その他の方１，０００円 

●申込方法  電話・ＦＡＸ・ハガキ・Ｅメールにて、氏名・住所・連絡先（中学生・

高校生の方のみ学校名・学年・保護者氏名）をお知らせください。 

●タイムスケジュール 10:45～歓迎式、11:30～昼食、13:30～宝さがしゲーム、

14:30～ティータイム・クイズ、15:00～自由交流、15:45～閉会式 

●その他  中学生・高校生の方は午前１０時３０分に日吉駅に集合してください。

他の方は午前１０時３０分に府民の森ひよしに集合してください。 

 

◇問合せ先 日吉国際交流協会事務局（日吉支所地域総務課 地域振興係） 

 TEL（0771）68-0030 FAX（0771）72-1526 

  Eメール chiiki-h@city.nantan.kyoto.jp 

“ＴＡＳＫ祭”第１３回学生作品展のご案内 
  
京都伝統工芸大学校では、“TASK祭”第１３回学生作品展を開催します。ぜひ、ご

家族そろってご来場ください。 

●日程 １１月１５日（土）・１６日（日） ●入場料 無料 

●時間 午前１０時～午後４時３０分（１６日は午後４時まで） 

●場所 京都伝統工芸大学校キャンパス（園部町小山東町二本松1-1） 

●内容 学生作品、講師作品の展示、各専攻の制作実演や電動ロクロなどの体験コ

ーナー、おわんやお湯飲みなどの作品販売、お茶席（有料） 

■『TASK祭開催記念ライブ』１１月１５日（土）場所：３号館多目的ホール 

①弓道演武「巻藁（まきわら）射礼」、②能楽、③居合、④学生ライブ、⑤声楽と

弦楽によるアンサンブル、⑥和太鼓 

■感動創造ものづくりシンポジウム（事前申込必要） 

１１月１６日（日）午後１時３０分～４時 場所：３号館多目的ホール 

※詳細・申込は京都新光悦村フォーラム実行委員会事務局（075-414-4848）まで 

■『南丹ふるさと市』１１月１５日（土）・１６日（日）場所：２号館前特設会場 

 美山自然文化村、道の駅「京都新光悦村」、地域農家のご協力により、美山の特産品や

お米、新鮮野菜・お弁当などを販売。もちつき大会や蒸し芋の無料配布など 

●主催 京都伝統工芸大学校・学生自治会作品展実行委員会 

 

◇問合せ先 京都伝統工芸大学校事務局 TEL（0771）63-1751 

麻しん・風しん（ＭＲ）混合ワクチンの接種について 
 

麻しんは感染力が強く、かかると脳炎などの重い合併症を引き起こす率が高い重

い病気ですが、予防接種で防ぐことができます。定期の予防接種は生後１２カ月～

２４カ月の間に１期を、就学前一年間（年長児）で２期の定期接種を受けます。ま

た今年４月から向こう５年間に限り、これまで１回しか定期接種の機会がなかった

中学１年生と高校３年生相当の方にも定期接種を実施しています。定期接種対象の

方でまだ接種できていない方は、必ず接種しましょう。 

定期の期間が過ぎると、自費となります。費用は医療機関によって多少異なりま

すが、１０，０００円前後かかります。 

 

◇問合せ先 健康課 母子保健係 TEL（0771）68-0016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



南丹市青少年すこやかフォーラムを開催します 
 
子どもたちの実態を深く理解し、保護者の意識改革を促す機会として、南丹市青少

年すこやかフォーラムを開催します。多くの皆さんのご参加をお待ちしています。 

●日時 １２月１４日（日） 午後１時３０分～３時３０分 

●場所 南丹市園部公民館大ホール 

●講師 シナリオライター 小山内 美江子 さん（「３年Ｂ組金八先生」脚本） 

●演題 「青少年育成で、いま何が問われているのか！」 

●主催 南丹市要保護児童対策地域協議会・南丹市青少年育成協会・南丹市ＰＴＡ連絡協議会 

●対象 南丹市在住・在勤・在学の方等 

●参加料 無料（申込受付時にお渡しする入場整理券が必要） 

●申込方法 参加希望者は１１月４日（火）午前９時以降に社会教育課または各支

所（社会教育担当）までお申し込みください。（先着順） 

●その他 駐車台数に制限がありますので、南丹市役所の駐車場をご利用ください。 
 
◇問合せ先 社会教育課 社会教育係 TEL（0771）68-0057 FAX（0771）63-2850 

各支所 社会教育担当 TEL 八木（0771）68-0026 

   日吉（0771）68-0035 美山（0771）68-0044 

南丹市競争入札参加資格申請の追加受付について 
  
南丹市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、物品・役務等に

係る競争入札に参加を希望される方の追加受付を行います。詳しくは、南丹市ホー

ムページ（http://www.city.nantan.kyoto.jp/）「入札・契約情報」または１０月 

１０日発行のお知らせなんたん第６６号をご確認ください。 

※注意 平成２０・２１（２２）年度の定期受付は平成１９年１１月に終了してお

り、今回はその申請漏れ、またはその後、業種の追加などの変更が生じた

場合を対象としています。したがって、すでに申請済みの場合もしくは変

更がない場合は、今回の追加申請は不要です。 
 
◇問合せ先 監理課 TEL（0771）68-0086 FAX（0771）62-3122 

健康プール教室（Ⅱ期）の参加者を募集します 
 
南丹市では、生活習慣病を予防し、皆さんに健康な生活を送っていただくため、  

「健康プール教室」を開催します。運動不足になりがちな冬季に、温水プールでの

水中運動により、楽しみながら運動不足解消に取り組んでみませんか。 
●実施期間 平成２１年１月中旬～３月中旬 全１０回 
火曜日 

木曜日 

じっくりコース 

(４０歳～おおむね６４歳の方) 

金曜日 
ぼちぼちコース 

(おおむね６５歳～おおむね７４歳の方）

午後２時～ 

２時５５分 

各コース 

３０人 

※１回／週を予定しています。初回と９回目・最終回の開始時間が早くなります。 

具体的な内容・日程・時間・持ち物などについては、申込期間終了後、参加決定

した方に直接お知らせします。 

※教室途中でのコース変更はできません。 

※お申し込み多数の場合は、初めての方を優先的に抽選とさせていただきます。結

果は、郵送にてお知らせします。 

※できるだけ、毎回ご参加いただける方がお申し込みください。 

●場 所 スプリングスひよし 温水プール ほか    

●内 容 水中ウオーキング・アクアビクス  ほか 

●参加料 プール利用料 ５００円／１回（その都度お支払いください） 

   ※通常料金は、６００円です。 

※「ＳＳクラブ会員証」をお持ちの方は、ご利用できます。 

●指導者 スプリングスひよしインストラクター  

●対 象 南丹市内在住で、４０歳～おおむね７４歳までの方 

     ※疾患などにより水中運動を止められている方を除きます。 

※現在、高血圧や心臓病、糖尿病など何らかの疾患で治療をしている方

は、必ず主治医にご相談いただき許可を得てください。 

●申込方法 １２月５日（金）までに「①氏名、②年齢、③住所、④電話番号、⑤

第１希望曜日、⑥第２希望曜日、⑦治療・管理中の疾患の有無、⑧医

師の指示」を下記申込先にご連絡ください。必ず、すべての項目につ

いてお知らせください。 
 
◇申込・問合せ先  健康課 健康増進係 TEL（0771）68-0016 

市税などの納付は納期限内に！  

 
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。 
なお滞納が長期にわたり続きますと、税・料負担の公平性を確保するため財産や

勤務先等について調査し、差押処分（滞納処分）をすることになりますので、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２０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 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(水)   
第１期 ６月３０日(月) ７月３１日(木) 
第２期 ７月３１日(木) ９月１日(月) 
第３期 ９月１日(月) ９月３０日(火) 
第４期 ９月３０日(火) １０月３１日(金) 
第５期 １０月３１日(金) １２月１日(月) 
第６期 １２月１日(月) 平成２１年１月５日(月) 
第７期 平成２１年１月５日(月) 平成２１年２月２日(月) 
第８期 平成２１年２月２日(月) 平成２１年３月２日(月) 
第９期 平成２１年３月２日(月) 平成２１年３月３１日(火)
第10期 

 

平成２１年３月３１日(火)  
※口座振替納付の方は、上記納期限日に振替します。なお、納期限日に振替できなかっ

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については翌

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） 
●督促手数料および延滞金について 

 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。  
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％

（納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については年７．３％）の延滞金が加

算され、未納の税額とあわせて納付いただくことになります。 
●滞納処分について 
 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。 

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。

●取扱金融機関等 ・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等については、口座振替納付済通知書は発行しませんので、

ご面倒ですが預金通帳でご確認ください。 
 
◇問合せ先  

【市 税 各 種】 税務課 収納係 TEL（0771）68-0009 

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

 【介 護 保 険 料】 高齢福祉課 介護保険係 TEL（0771）68-0006 

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

狩猟期間のお知らせ 

 
１１月１５日（土）～平成２１年２月１５日（日）は狩猟期間です。遠方から来

られるハンターもありますので、山に入られる際には、十分な注意をお願いします。

●入山される方へ 入山される際には、よく目立つ服装をすることやラジオなど音が鳴

るものを携帯するなど、事故防止にご協力をお願いします。 
●狩猟される方へ 全国的に人をシカやイノシシと間違えて発砲する事故が発生して

います。特に猟銃を使用される場合は、細心の注意をお願いします。

 
◇問合せ先 農林整備課 林務係 TEL（0771）68-0012 FAX（0771）63-0654 
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八木公民館講座「人権ビデオ鑑賞会」受講者募集 
 

第３回「人権ビデオ鑑賞会」は、誰もが体験しうる身近な問題を取り上げ「それ

ぞれの違いを認め合い、ともに生きる」「相手を思いやる」「夢を持って生きる」こ

との大切さを描いた『私の好きなまち』（上映時間 約３５分）のビデオを鑑賞しま

す。皆さんのご参加をお待ちしています。受講は無料です。 

●受講対象 南丹市民および市内に勤務･通学されている２０歳以上の方 

●参加方法 事前登録や予約は行いませんので、当日直接会場にお越しください。

＜今回(第３回)講座＞ 

●日時 １１月８日（土） 午前１０時～ ●会場 南丹市八木公民館 

 
◇問合せ先 南丹市八木公民館 TEL（0771）68-0026 FAX（0771）42-5616 

平成２０年度 毒物劇物危害防止運動の実施について 
   
毒物・劇物を取り扱う際には、正しい使用・保管管理・廃棄を行いましょう。 

◆盗難にあわないよう、鍵のかかる専用の保管庫に入れましょう。 

◆容器、保管場所には「医薬用外毒物」、「医薬用外劇物」と正しく表示しましょう。 

◆飲食物の容器には、絶対入れてはいけません。 

◆廃棄は決められた方法で行いましょう。 

◆常に在庫を確認し、万一、盗難にあった場合はすぐに警察に通報しましょう。 
 
◇問合せ先 南丹保健所 衛生・検査担当 TEL（0771）62-4754  

レッツなんたん元気づくりフォーラム参加者募集 
 
●日時 １１月２１日（金）午後１時３０分～３時３０分 ●定員 １２０人（先着順） 

●場所 京都府口丹波勤労者福祉会館大会議室（八木町西田） ●参加料 無料 

●対象 南丹地域にお住まいの方 ●申込期限 １１月１４日（金） 

●内容 （１）講話「住み慣れた地域で安心して生活が続けられる地域づくり」 

（２）実践「なんたん元気づくり体操」 

●講師 佐甲 隆 先生（三重県立看護大学教授）ほか ●主催 京都府南丹保健所 
 
◇申込・問合せ先 京都府南丹保健所 保健室 健康支援担当 TEL（0771）62-4753 

神経・筋難病個別相談のご案内 
  
病気や治療について心配ごとのある方は、この機会にご相談ください。 
●日時 １２月３日（水） 午後１時３０分～４時３０分 
●場所 京都府南丹保健所 ●内容 専門医による個別相談 ●相談料  無料 
●対象 神経・筋難病で療養中の方（手足がふるえる・足がふらつく など） 
●担当医  公立南丹病院 神経内科 中瀬 泰然 医師 
●定員 ５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 京都府南丹保健所 保健室 TEL（0771）62-2979 

１１月４日から税務署の電話は自動音声案内に変わります 
 
●税金に関する一般的なご相談を希望される方 

音声案内に従い「１」番を選択してください。国税局の「電話相談センター」の

専門スタッフがご相談をお受けします。 

●税金の納付相談や税務署へのお問い合わせなどで税務署にご用の方 

音声案内に従い「２」番を選択してください。税務署につながります。 

 なお、来署によるご相談を希望される方は、事前のご予約をお願いします。 

 ※「番号が認識できません」という案内があった場合は、電話機の「＊」を押し

てから番号を選択してください。 
 
◇問合せ先 園部税務署 TEL（0771）62-0340 

「鈴江昭記念演奏会」を開催します 
 

園部高校、洛西高校の吹奏楽部の顧問として活躍された鈴江昭先生の記念演奏会

を両校吹奏楽部ＯＢ有志を中心に開催します。皆さんのご来場をお待ちしています。

●日時 １１月２４日（月：振替休日） 午後１時３０分 開演 

●場所 京都会館第一ホール（京都市左京区岡崎） ●チケット １，０００円 

●演奏曲目 Ｐチャイコフスキー作曲「大序曲１８１２年」 ほか 

●指揮 鈴江 昭（元園部高校・洛西高校吹奏楽部顧問、前北陵高校学校長） 

●出演 鈴江昭記念ウインドオーケストラ（園部高校・洛西高校吹奏学部ＯＢ）、 

京都府立園部高等学校吹奏楽部、京都府立洛西高等学校吹奏楽部 

●友情出演 混声合唱団 京都木曜会  ●主催 鈴江昭記念演奏会実行委員会 

●後援 京都府教育委員会、京都市教育委員会、南丹市教育委員会 ほか 

●チケット販売取扱所 南丹市八木公民館／くりや（園部本店・亀岡店・亀岡駅前

店・桂店）／Café Snooze（園部町横田）／京都会館プレイガイド 

 

◇問合せ先 南丹市八木公民館 TEL（0771）68-0026 FAX（0771）42-5616 

南丹おいしい食の「応援隊」隊員を募集します 
 
南丹地域（亀岡市・南丹市・京丹波町）の農山村で、野菜づくりなどの手伝いを

しながら、南丹地域の「地産地消」を応援する消費者の隊員を募集しています。 

１１月１日（土）には、八木町池上での白小豆の収穫、１１月２２日（土）には、

八木町諸畑での小豆の収穫のボランティアを計画しています。 
 
◇問合せ先 京都府南丹広域振興局 企画調整室 TEL（0771）22-0133 

南丹ふるさと帰農セミナーを開催します 
 
●日時 １１月１５日（土） 午前１０時～午後４時 

●会場 亀岡市馬路町、旭町のほ場ならびに京都府亀岡総合庁舎 

●内容 ふるさと帰農実践者および新規就農者事例紹介、ふるさと帰農相談会など

●対象者 ふるさと帰農（Ｕﾀｰﾝ）、新規就農（Ｉﾀｰﾝ）、転職希望者など３０人程度

●受講料 無料（昼食代は別途徴収） ●申込期日 １１月１２日（水） 

●申込方法 申込用紙（南丹広域振興局ホームページまたは申込先に備え付け）に

必要事項を記載のうえ、事務局へ郵送、ＦＡＸまたはＥメールでお申

し込みください 

●主催 南丹ふるさと帰農推進協議会 ●後援 南丹市担い手育成総合支援協議会

 

◇申込・問合せ先 京都府南丹広域振興局 農林商工部企画調整室 

         TEL（0771）22-0371 FAX（0771）21-0118 

         Ｅメール nanshin-no-kikaku@pref.kyoto.lg.jp 

２００８氷室の郷 秋の収穫祭を開催します 
 
氷室の郷では、秋の収穫祭を「ゴミゼロの日」として開催します。マイおはし･マ

イおさら･マイゴミ袋をご持参ください。 

●日時 １１月１６日（日） 午前１０時３０分～午後３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） 

●プログラム 収穫感謝もちつき大会、かえっこバザール（使わなくなったおもちゃな

どが、物々交換できる、子ども主体の買い物市場です）、ミニ運動会、パン食い競走（定

員５０人）、氷室お楽しみレース（定員５０人）、大縄とび大会（７人１組）、玉入れ大

会（１０人１組）、収穫祭大長巻き寿司作り体験（先着３０人、参加料１００円）、「亥

の子」コーナー(先着３０人)、バームクーヘン作りの体験（無料）、エココーナー（協

力：京都府地球温暖化防止活動推進員口丹地域連絡会）、氷室の美味自慢（たこ焼き・

焼きそば・おにぎり・炊き込みご飯など）氷室の郷「やぎの朝採り市」開催 
 
◇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 

京都府中部文化芸術祭「よさこい踊りフェスティバル」

 
南丹市などで活動しているよさこい踊りサークル・団体の皆さんが一堂に会し、「よ

さこい踊りフェスティバル」を開催します。多数の皆さんのご来場をお待ちしています。

●日時 １１月１５日（土） 午後１時～４時３０分 
●場所 南丹市美山文化ホール（美山町島島台51） ●入場料 無料 
●主催 京都府中部文化芸術祭実行委員会 
 
◇問合せ先 「よさこい踊りフェスティバル」実行委員会事務局（社会教育課内） 

TEL（0771）68-0057 FAX（0771）63-2850 

多重債務無料法律相談のご案内 
 
 借金の返済でお悩みの方の相談に弁護士が応じます。秘密厳守。相談無料。 

●日時 １１月１８日（火） 午後４時～７時（一人４５分以内） 

●場所 南丹市園部公民館 ●予約 １１月１７日（月）までに下記に申込 
 
◇問合せ先 京都府南丹広域振興局 商工労働観光室 TEL（0771）23－4438 

      商工観光課 TEL（0771）68-0050 

体験講座「正月みそをつくろう」の参加者を募集します 
 

お正月には欠かせない白みそ。家庭の中で受け継がれてきた伝統的な食文化を楽

しみながら学びます。来年のお正月は、自製のみそで迎えてみませんか。 

●日時 １１月１５日（土） 午前１０時～正午 

●場所 南丹市日吉町郷土資料館 かやぶき民家周辺 

●参加費 大人：５００円、小中学生：４００円、高校大学生：４５０円 

（入館料、材料代を含む） 

●持ち物 エプロン、三角巾 ●募集定員 １０人（定員になり次第、締め切り） 

●申込方法 電話・ＦＡＸで下記までお申込みください。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市日吉町郷土資料館 TEL・FAX（0771）72-1130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



「ねんきん特別便」相談会を開催します 

 
 昨年から年金受給者・加入者を対象に送付されています「ねんきん特別便」につ

いて社会保険事務所による「ねんきん特別便」相談会を開催します。 
開催予定日 場    所 時間 

１１月４日（火） 南丹市八木支所 ３階会議室 午前９時～午後５時

１１月１０日（月） 南丹市役所２号庁舎 ３階会議室 午前９時～午後５時

１１月１７日（月） 南丹市日吉支所 ３階第２・３会議室 午前９時～午後５時

１１月２５日（火） 美山文化ホール １階第１・２会議室 午前９時～午後５時

●持ち物 ・「ねんきん特別便」、年金手帳など（基礎年金番号が確認できるもの） 

・印鑑、本人確認ができる物（免許証や保険証など） 

     ・ご本人以外の代理人が相談される場合ご自身の本人確認ができるもの 
※社会保険労務士１人で対応するため、待ち時間を要する場合があります。 
 
◇問合せ先 京都西社会保険事務所 TEL（075）315-1881(代表) 

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 

ふるさと切手に「南丹市美山かやぶきの里」選定 
 
このほど、ふるさと切手「地方自治法施行６０周年記念シリーズ 京都府」が発行

されることになり、京都府を代表するデザインのひとつに「南丹市美山かやぶきの

里」の図柄が選ばれました。ふるさと切手は、地方自治法施行６０周年を記念して

発行されているもので、第１回の「北海道」に続き、第２回となる今回は、京都府

を題材に作成されました。「大文字に東寺五重塔」を背景として、「南丹市美山かや

ぶきの里」をはじめとする府内の名勝地が切手のデザインとして描かれています。

発売は１０月２７日から開始されます。 
 
◇問合せ先 企画推進課 企画係 TEL（0771）68-0003 FAX（0771）63-0653 

都市計画 特別用途地区の縦覧を行います 

 
機能的な都市活動を目指した「まちなか再生」を図るため、特定大規模小売店舗

の立地を制限する特別用途地区を、近隣商業地域および準工業地域において設定す

るため、都市計画法第１７条第１項に基づき、都市計画案を次のとおり縦覧します。 
なお、都市計画法第１７条第２項の規定により、１１月１０日（月）までに市長に意

見書を提出することができます。 
●都市計画の名称 特別用途地区 
●縦覧期間 １０月２７日（月）～１１月１０日（月）※土、日、祝日を除く 
●縦覧時間 午前８時３０分～午後５時  
●縦覧場所 都市計画課 
 
◇問合せ先 都市計画課 計画・指導係 TEL（0771）68-0052 
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