
インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ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    

 

高齢者を対象として、インフルエンザの予防接種を公費（一部個人負担）で実施

しています。希望される方は、期間内に実施医療機関にて接種を受けてください。 

●対象者対象者対象者対象者 南丹市に住民登録などがあり、以下の①・②のどちらかに当てはまる方 

 ①６５歳以上の接種希望者（接種日に６５歳以上の方） 

 ②６０歳以上６５歳未満で、「心臓・じん臓・呼吸器の機能」または「ヒト免疫不

全ウイルスによる免疫の機能」に日常生活に支障をきたす程度の障がいを有す

る方で、接種を希望される方（障害者手帳または医師の診断書が必要です） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 １２月２２日（月）までに南丹市内の実施協力医療機関（下表参照）

へ直接お申し込みください。 

※申し込みは各医療機関の診察時間内にお願いします。 

※対象者の方で、特別な事情（市外の医院にて病気の管理中であるなど）により下

表の実施協力医療機関以外での接種を希望される方は、医療機関によっては、公

費での接種を受けていただけない場合がありますので、健康課までお問い合わせ

ください。 

●実施期間実施期間実施期間実施期間 １２月２７日（土）まで（診療日は医療機関によって異なりますので、

必ず医療機関にお問い合わせください） 

●個人負担金個人負担金個人負担金個人負担金 １，０００円 

※１人につき年度内1回の接種に対して、自己負担金１，０００円で実施します。 

※生活保護の方は払い戻しがありますので、健康課もしくは各支所健康福祉課に領

収書を添えて申請してください。 

●実施医療機関実施医療機関実施医療機関実施医療機関（順不同） 

園部町 

石川耳鼻咽喉科医院／川西診療所／げんの耳鼻咽喉科／園部丹医会病院

／高屋こども診療所／冨井内科医院／仁丹医院／広野医院／南八田診療所

／吉田小児科内科医院 

八木町 坂井内科医院／山田医院／きむら診療所／公立南丹病院 

日吉町 
吉田医院／胡麻佐野診療所／藤岡五ヶ荘診療所／藤岡五ヶ荘第二診療所 

／明治国際医療大学附属病院 

美山町 美山診療所／美山林健センター診療所／大萱医院美山町分院 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度    償却資産償却資産償却資産償却資産のののの申告申告申告申告についてについてについてについて    

 

 会社や個人で工場、商店、アパート、駐車場などを経営されている方が所有して

いる事業用資産（構築物・機械・車両・工具・器具・備品など）には償却資産とし

て固定資産税がかかります。南丹市内に償却資産を所有されている方は、資産の多

少にかかわらず、平成２１年１月１日現在の所有資産について申告してください。 

●提出期限提出期限提出期限提出期限 平成２１年２月２日（月）までに、税務課または各支所地域総務課に

ご持参いただくか、郵送にて提出してください。 

※申告用紙などは１２月中旬に発送する予定です。事業を営んでいる方で、申告書

がお手元に届かない場合は下記問合せ先までご連絡ください。 

●税制改正税制改正税制改正税制改正によるによるによるによる耐用年数耐用年数耐用年数耐用年数のののの見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて 

 このたびの税制改正により、償却資産に伴う耐用年数が３９０区分から５５区分

に改正され、今まで細かく分けられていた耐用年数が集約されます。改正後の耐用

年数および減価償却率は、過去に申告いただいた償却資産も含めて、１月１日にお

いて所有する全ての償却資産に適用されますので、すでに申告済みの償却資産につ

いても耐用年数を変更しての申告が必要です。（自動的に新耐用年数に更新はされま

せん）ただし、評価額計算はあくまで前年度（平成２０年度）の評価額に対して、

改正後の耐用年数により減価計算を行うものであり、資産の取得時点にさかのぼっ

て計算し直すということではありませんので、ご注意ください。 

●税率税率税率税率などなどなどなどのののの変更変更変更変更についてについてについてについて 

 南丹市では、平成２０年度まで合併前の町ごとに不均一課税を行っていましたが、

平成２１年度から南丹市税条例などに定める税率（１．５％）に統一し、併せて納

税通知書についても統合します。 

 

◇問合せ先 税務課 資産税係 TEL（0771）68-0004 

各支所 地域総務課 総務係 TEL 八木（0771）68-0020 

     日吉（0771）68-0030 美山（0771）68-0040 

寄附禁止寄附禁止寄附禁止寄附禁止ののののルールルールルールルールをををを守守守守ってってってって明明明明るいるいるいるい選挙選挙選挙選挙！！！！    

 

政治家が、選挙区内の人にお金や物を贈ることは、法律で禁止されており、違反

すると処罰されます。また、有権者が寄附（きふ）を求めることも禁止されていま

す。寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。 

●政治家政治家政治家政治家のののの寄附寄附寄附寄附のののの禁止禁止禁止禁止 政治家（候補者、候補者になろうとする者、現に公職にあ

る者）は、寄附をすると処罰されます。 

●政治家政治家政治家政治家にににに対対対対するするするする寄附寄附寄附寄附のののの勧誘勧誘勧誘勧誘・・・・要求要求要求要求のののの禁止禁止禁止禁止 有権者が威迫（いはく）して、あるい

は政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。 

●政治家政治家政治家政治家のののの関係団体関係団体関係団体関係団体のののの寄附寄附寄附寄附のののの禁止禁止禁止禁止 政治家が役職員や構成員である団体が、政治家

の氏名を表示して選挙に関し寄附をすると処罰されます。 

●後援団体後援団体後援団体後援団体のののの寄附寄附寄附寄附のののの禁止禁止禁止禁止 後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。 

●年賀状年賀状年賀状年賀状などのあいさつなどのあいさつなどのあいさつなどのあいさつ状状状状のののの禁止禁止禁止禁止 政治家は、答礼のための自筆によるものを除き、

年賀状などのあいさつ状を出すことが禁じられます。 

●あいさつをあいさつをあいさつをあいさつを目的目的目的目的とするとするとするとする有料広告有料広告有料広告有料広告のののの禁止禁止禁止禁止 

政治家や後援団体が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。 

＜みんなで徹底しよう「三ない運動」＞ 

・政治家は有権者に寄附を贈らない！ 

・有権者は政治家に寄附を求めない！ 

・政治家から有権者への寄附は受け取らない！ 

 

◇問合せ先 選挙管理委員会事務局（総務課内） TEL（0771）68-0002 

「「「「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。 

 

◇消費生活相談窓口 商工観光課 TEL（0771）68-0050 

     各支所 産業建設課 TEL 八木（0771）68-0024 

      日吉（0771）68-0034 美山（0771）68-0043 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第６９号（２の１）平成２０年１１月２８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「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。 

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 】 ・寄附禁止のルールを守って明るい選挙！ 

・「振り込め詐欺」にご注意ください！ 

・平成２１年度 償却資産の申告について 

・インフルエンザ予防接種のお知らせ 

【 裏 】 ・平成２０年度くらしの資金貸付のご案内 

・氷室の郷から年末年始行事予定のお知らせ 

・発達障害支援講座Ⅲ「特別支援教育とは」を開催します 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

・女性の館お正月用講座のご案内 

・なんたんテレビ番組表（１２月１日～１５日） 

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

【 表 】 ・犬の登録などの手続きをお忘れなく！ 

・使い捨てライター・スプレー缶などのごみの出し方 

・「家庭の省エネ講座」を開催します 

・「南丹市人権講演会」を開催します 

・多重債務無料法律相談のご案内 

・遊youひよし「ビデオ上映会」を開催します 

・子ども体験教室「石包丁をつくろう」を開催します 

・映画に関する情報を探しています 

・南丹地域府民会議 食環境部会『食育川柳』大募集！ 

 

 

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



女性女性女性女性のののの館館館館おおおお正月用講座正月用講座正月用講座正月用講座のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

 新春にふさわしい講座を開講します。皆さんのご参加をお待ちしています。 

＜布細工：干支「うし」を作ります＞ 

●日時日時日時日時 １２月２０日（土）午後１時～ ●場所場所場所場所 園部女性の館 ●定員定員定員定員 ２０人 

●参加費参加費参加費参加費 ８００円 ●持持持持ちちちち物物物物 裁縫道具 ●申込締切申込締切申込締切申込締切 １２月１３日（土） 

＜フラワーアレンジメント「お正月の花」＞ 

日 会場 場所 時間 

１２月２６日（金） 美山会場 美山文化ホール １階 第１会議室 午前１０時～ 

１２月２７日（土） 園部会場 園部女性の館 午前１０時～ 

●講師講師講師講師 森谷 万知子 氏 ●参加費参加費参加費参加費 ３，０００円 ●持持持持ちちちち物物物物 花切りはさみ 

●定員定員定員定員 ３０人 ●申込締切申込締切申込締切申込締切 １２月２０日（土） 

 

◇申込・問合せ先 園部女性の館 TEL（0771）63-2986 

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からからからののののおおおお知知知知らせらせらせらせ    

 

＜グラウンド・ゴルフのつどい＞ 

●日時日時日時日時 １２月５日（月例会）、１２日、１９日（毎週金曜日） 午前９時～正午 

●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） 

＜スポーツを楽しもう＞ 

●日時日時日時日時 １２月９日（火）（毎月第２火曜日、当日受付） ●場所場所場所場所 体育館 

    ①午前９時～卓球を楽しもう（自由に卓球を楽しむ：３００円） 

②午後１時３０分～障害者スポーツのつどい（卓球バレーなど：無料） 

③午後６時～スポーツの夕べ（卓球、バドミントン、テニスなど：３００円）  

＜スポーツを楽しむ日＞ 

●日程日程日程日程 １２月１７日（水） ●場所場所場所場所 体育館 ●参加費参加費参加費参加費 ３００円 

●内容内容内容内容 ①午前９時～軽スポーツを楽しむ 

 ②午後１時３０分～テニスを楽しむ 

＜年末年始の休園＞ １２月２８日（日）午後～平成２１年１月３日（土） 

 

◇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 

氷室氷室氷室氷室のののの郷郷郷郷からからからから年末年始行事予定年末年始行事予定年末年始行事予定年末年始行事予定のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

氷室の郷では、年末年始行事を下記のとおり実施します。 

・１２月２０日（土）朝採り野菜市 終い市 

・１２月２１日（日）レストラン「氷室」弁当関係最終日 

・１２月２９日（月）～平成２１年１月５日（月）休館 

・平成２１年１月６日（火）レストラン「氷室」弁当関係営業開始 

・平成２１年１月１０日（土）朝採り野菜市（初市）･とんど 

 

◇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 

平成平成平成平成２０２０２０２０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    

 

この制度は、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緊

急一時的な資金を必要としている家庭にお貸しし活用いただくものです。貸付を希

望される方は南丹市社会福祉協議会にご相談ください。 

●申込受付期間申込受付期間申込受付期間申込受付期間 １２月１日（月）～ １５日（月） 

●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） 

 

◇問合せ先 南丹市社会福祉協議会 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 

発達障害支援講座発達障害支援講座発達障害支援講座発達障害支援講座ⅢⅢⅢⅢ「「「「特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育とはとはとはとは」」」」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 １２月１２日（金） 午前１０時～正午（受付：午前９時３０分～） 

●場所場所場所場所 京都府南丹保健所  

●講師講師講師講師 菅生哲二 氏（市立宮島小学校 通級指導教室 教諭） 

●定員定員定員定員 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） 

●参加費参加費参加費参加費 正会員：無料、賛助会員：５００円、非会員：１，０００円 

●そのそのそのその他他他他 託児ルームあり（有料３００円。１２月５日（金）までに予約してください） 

●後援後援後援後援 京都府南丹保健所、京都府南丹教育局、南丹市 ほか 

 

◇申込・問合せ先 ＮＰＯ法人発達障害を考える会 ぶどうの木 

         TEL 080-5706-0210 FAX（0771）63-5540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢胡麻郷小学校 運動会｣ 

    

１２１２１２１２月月月月２２２２日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

３日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

４日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

図書館だより  

～１２月新刊のご案内～ 

    

１２１２１２１２月月月月４４４４日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

５日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

６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 

    

１２１２１２１２月月月月６６６６日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

７日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

８日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

９日（火） 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 

 

 

スクールフェイス 

「聖家族幼稚園園外保育～年長組 りんご狩り・ 

  年中組 ＪＲ園部駅へ散歩・年少組 小向山へ散歩～」 

    

１２１２１２１２月月月月６６６６日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

７日（日） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

８日（月） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

９日（火） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

南丹市小学生陸上運動交歓記録会 

１０月９日に行われた陸上運動交歓記録会の模様を 

お送りします。                     

    

１２１２１２１２月月月月９９９９日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１０日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１１ 日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

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。 

    

１２１２１２１２月月月月１１１１１１１１日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１２日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１３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 

    

１２１２１２１２月月月月１３１３１３１３日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１４日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１５日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１６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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

デジタル見るなら、なんたんテレビ！！ 

南丹市情報センターの、ＢＳ・ＣＳデジタル放送サービ

スがスタート。サービスにご加入いただくと、地上波、

衛星波合わせてなんと６４６４６４６４チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル、スポーツや海外

ドラマ、映画・時代劇・アニメの専門チャンネルなどな

ど、多彩なジャンルでお楽しみいただけます。 

お申し込み・資料請求は、南丹市役所･各支所、情報セ

ンターに備え付けの資料請求はがきか(チラシ)、南丹市

情報センター０７７１－６３－１７７７までお問い合

わせください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

★ 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「まちかどガイド」または、南丹市

情報センターのホームページをご覧ください。 

 

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１２月１日～１２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 



使使使使いいいい捨捨捨捨ててててライターライターライターライター・・・・スプレースプレースプレースプレー缶缶缶缶などのごみのなどのごみのなどのごみのなどのごみの出出出出しししし方方方方    

 

ビニールごみ収集袋に入った使い捨てライターが原因で、ごみ回収車の発火事故

が発生しました。使い捨てライターやスプレー缶などをごみとして出すときは、必

ずガスを抜いてください。一人一人の心掛けが、安全なごみ回収につながります。 

●使使使使いいいい捨捨捨捨ててててライターライターライターライター 必ずガス抜きをして、ビニール類のごみで出してください。 

●スプレースプレースプレースプレー缶缶缶缶 必ずガス抜きをして、金属類のごみで出してください。 

 

◇問合せ先 環境課 生活衛生係 TEL（0771）68-0015 

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の相談に弁護士が応じます。まずはお問い合わせください。 

●開催日開催日開催日開催日 １２月１６日（火） ●相談時間相談時間相談時間相談時間 午後４時～７時（一人４５分以内） 

●場場場場所所所所 南丹市園部公民館 ●費用費用費用費用    無料 

●予予予予約約約約 １２月１５日（月）までに下記の申込・問合せ先にお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 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  

各支所 産業建設課 TEL 八木（0771）68-0024 

日吉（0771）68-0034 美山（0771）68-0043 

犬犬犬犬のののの登録登録登録登録などのなどのなどのなどの手続手続手続手続きをおきをおきをおきをお忘忘忘忘れなくれなくれなくれなく！！！！    

 

狂犬病予防法により、生後９１日以上の犬を飼い始めたら登録が必要です。飼い犬が

いる場合は、必ず登録をしてください。また、犬の登録内容（犬の所在地や飼い主など）

に変更が生じた場合や飼い犬が死亡したときは、変更届（死亡届）をしてください。 

※登録は、生涯１回のみ必要で、手数料は１頭につき３，０００円です。 

※登録されると、鑑札（犬の登録番号札）をお渡します。 

～ 犬は責任と愛情をもって飼いましょう！ ～ 

犬は、家族の一員です。愛情と責任をもって、他人に迷惑を掛けないように飼い

ましょう。狂犬病については、一旦発症すれば治療方法がない恐ろしい感染症です。

狂犬病予防注射を年１回必ず受けさせましょう。 

○散歩中は、必ず「犬のフン」の後始末をし、持ち帰りましょう。 

○犬は、飼い放しにしないで、必ずつないで飼いましょう。 

○犬のしつけをしましょう。 

 

◇問合せ先 環境課 生活衛生係 TEL（0771）68-0015 

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」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

日吉町生涯学習センターでは、アカデミー長編アニメ映画賞受賞作品“踊るペン

ギン・ムービー”『ハッピーフィート』のビデオ上映会を開催します。入場は無料で

事前申し込みも不要です。お誘い合わせてお気軽にご鑑賞ください。 

●日時日時日時日時 １２月１４日（日） 午後１時３０分～（午後１時開場） 

●場所場所場所場所 南丹市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 「ハッピーフィート」（上映時間１０８分）カラー日本語吹き替え 

寒い南極に住む皇帝ペンギンたちにとって、人生で一番大切なもの、

それは“心の歌”。彼らは大人になるまでに自分だけの歌を見つけ、人

生で最も大事なイベントに備えるのだ。それは、自分のパートナーに

ふさわしいペンギンに出会い、“心の歌”で相手の愛をゲットすること。

ところが、そんなペンギンたちのなかに、ひとりだけ歌えないペンギ

ンがいた。彼はどんなに頑張って練習しても、見事に音程が外れてし

まう筋金入りのオンチだった。歌う代わりに踏み出したのは、ダンス

のステップ！史上最強にかわいいダンシング・ペンギンが、誰にも真

似できない無敵のステップで、奇跡のビートを刻み始める・・・・！  

 

◇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 

映画映画映画映画にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを探探探探していますしていますしていますしています    

 

南丹市内には昭和４４年ごろまで「園部映劇」、「八木映劇」の２つの映画館があ

りました。ここでは、映画をはじめ、芝居、歌手の興行などが行われていました。

文化博物館では映画にかかわる展示会を計画しており、映画にまつわる思い出を語

っていただける方を探しています。また、映画館の写真、広報用ポスター・チラシ、

チケットなどの資料をお持ちの方がありましたらご一報をお願いします。 

 

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

子子子子どもどもどもども体験教室体験教室体験教室体験教室「「「「石包丁石包丁石包丁石包丁をつくろうをつくろうをつくろうをつくろう」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

文化博物館では、古代人体験教室｢石包丁をつくろう｣を開催します。この教室で

は、弥生文化を代表する石器として知られる石庖丁を作ります。また、剥片（はく

へん）石器で実際に肉を切り、火起こしや調理をするなどの体験学習も行います。

この機会に古代人の暮らしを体験してみてください。 

●日時日時日時日時 １２月２０日（土） 午前９時３０分～午後０時３０分 

●場所場所場所場所 南丹市立文化博物館 ●参加費参加費参加費参加費 １人１００円（小学３年生以上） 

●募集定員募集定員募集定員募集定員 １０組（定員になり次第締め切ります） 

●対象対象対象対象 南丹市内在住の小学３～６年生の親子 

 

◇問合せ先 南丹市立文化博物館 TEL（0771）68-0081 

「「「「家庭家庭家庭家庭のののの省省省省エネエネエネエネ講座講座講座講座」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

地球温暖化を防止するためには、一人一人が問題意識を持ち、省エネ行動を起こ

すことが大切です。家庭のエネルギー消費改善を目的として、生活に密着した家電

製品の省エネな使い方や省エネ家電の上手な選び方など省エネ行動を紹介する講座

を開催します。皆さんお誘い合わせの上、お気軽にご参加ください。（受講料：無料） 

●日時日時日時日時 １２月９日（火） 午前１０時～ ●場所場所場所場所 園部公民館３階中研修室 

●講講講講師師師師 柴田直三 氏（消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ） ●主催主催主催主催 南丹市の環境を守り育てる会 

 

◇問合せ先 環境課 TEL（0771）68-0015 

「「「「南丹市人権講演会南丹市人権講演会南丹市人権講演会南丹市人権講演会」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

市民一人一人が自らの問題として、人権問題に対する正しい理解と認識を深める

ため、「南丹市人権講演会」を開催します。部落問題について再度認識を深め、一人

一人の人権について考えてみましょう。皆さんお誘い合わせの上、ご来場ください。 

●日時日時日時日時 １２月７日（日） 午後１時３０分 開会 

●場所場所場所場所 南丹市日吉市民センター 大ホール（南丹市役所日吉支所４階） 

●講演講演講演講演 「部落問題のこれから」講師 角岡伸彦 氏（ノンフィクションライター） 

●入場料入場料入場料入場料 無料 ●主催主催主催主催 南丹市・南丹市人権教育啓発推進協議会 

 

◇問合せ先 市民課 人権政策係 TEL（0771）68-0005 FAX（0771）63-0653 

社会教育課 社会教育係 TEL（0771）68-0057 FAX（0771）63-2850 

南丹地域府民会議南丹地域府民会議南丹地域府民会議南丹地域府民会議    食環境部会食環境部会食環境部会食環境部会『『『『食育川柳食育川柳食育川柳食育川柳』』』』大募集大募集大募集大募集！！！！ 
 

食の産地・南丹地域から私の、あの人の健康のために…健やかな毎日を願って、『食

育川柳』を募集します。募集期間は１２月２６日（金）までです。 

●●●●応募方法応募方法応募方法応募方法 はがき、応募用紙などに食育川柳と氏名、年齢、電話番号を記入の上、

郵送・ＦＡＸ・Ｅメールのいずれかで応募ください。応募用紙は、保

健所、市役所健康課などで配付しています。また、京都府ホームペー

ジ（http://www.pref.kyoto.jp/nantan/ho-kikaku/syokuiku.html）か

らも入手できます。 

    

◇応募・問合せ先 きょうと健康長寿推進南丹地域府民会議事務局 

         〒622-0041南丹市園部町小山東町藤ノ木21 

TEL（0771）62-4753 FAX（0771）63-0609 

E-mail  nanshin-ho-nantan-hoken@pref.kyoto.lg.jp 
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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） 


