
すこやかすこやかすこやかすこやか子育子育子育子育てててて医療費助成制度変更医療費助成制度変更医療費助成制度変更医療費助成制度変更のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

 すこやか子育て医療費助成制度を、平成２１年４月診療分から下記のとおり変更

しますのでお知らせします。 

 現 在 変更後変更後変更後変更後    

対 象 者 
小学校入学から高等学校など修了

するまでの方 

小学校入学から１８歳到達後最初の 

３月３１日までの方または高校生の

場合は１９歳到達後最初の３月３１

日までの方 

居住要件 
児童の保護者が一年以上南丹市内

に居住していること 

児童の保護者が南丹市内に居住して

いること 

支 給 額 
１カ月 1医療機関につき自己負担

分から２００円を控除した額 

１カ月1医療機関につき自己負担分

から８００円を控除した額 

※平成２１年３月３１日までの診療分については、従来どおりの一部負担金を控除 

します。（１カ月１医療機関につき自己負担分から２００円の控除） 

 

◇問合せ先 国保医療課 高齢福祉医療係 TEL(0771)68-0011 FAX(0771)63-0653 

南丹市南丹市南丹市南丹市ファミリーファミリーファミリーファミリー・・・・サポートサポートサポートサポート事業事業事業事業のののの会員会員会員会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    

 

南丹市ファミリー・サポート事業の内容を４月１日から変更します。 

 現 在 ４月１日以降 

会員の 

要件 

●おねがい会員 

原則として南丹市にお住まいの

方で、生後３カ月から小学校６年

生までの子どもの保護者 

●おねがい会員 

 南丹市にお住まいまたは勤務し

ている方で、生後３カ月から小学

校６年生までの子どもの保護者 

活動日 

平日（月曜日～金曜日） 

※土、日、祝日および年末年始（１２

月２９～翌年１月３日）を除く 

毎日 

※年末年始（１２月２９日～翌年１月

３日）を除く 

（平日）※１時間当たり 

午前７時～午後８時 ７００円 

報酬額 

（平日）※１時間当たり 

午前７時～８時 ８００円 

午前８時～午後６時 ７００円 

午後６時～８時 ８００円 

（土、日、祝日）※１時間当たり 

午前７時～午後８時 ８００円 

●会員募集会員募集会員募集会員募集 随時、会員（おねがい会員・おまかせ会員）の募集をしています。 

      おねがい会員 → 随時、説明会があります。 

      おまかせ会員 → 説明会と講習会があります。 

＜次回講習会＞ 

●日時日時日時日時 ４月２０日（月）午前９時～午後４時、２２日（水）午前９時３０分～正午 

●場所場所場所場所 日吉はーとぴあ ●申込締切日申込締切日申込締切日申込締切日 ４月３日（金） 

 

◇申込・問合せ先 子育て支援課 子育て支援係 TEL（0771）68-0017 

南丹市社会福祉協議会（本所） TEL（0771）72-3220 

子育子育子育子育てててて支援制度変更支援制度変更支援制度変更支援制度変更のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

子宝祝金、すこやか手当、入学祝金の制度を４月１日から下記のとおり変更します。 

子育て支援制度 内 容 

子宝祝金 ●支給額支給額支給額支給額 出生児１人につき５０，０００円 

子育て手当 

 

※すこやか手当

から名称変更 

●支給対象期間支給対象期間支給対象期間支給対象期間 申請月の翌月分～５歳到達月分 

●支給額支給額支給額支給額（（（（月額月額月額月額）））） 第１子  ２，０００円 

         第２子  ３，０００円 

         第３子以上５，０００円 

●支給月支給月支給月支給月 ９月（４月分～９月分）、３月（１０月分～３月分） 

入学祝金 

●支給額支給額支給額支給額 小学校 ３０，０００円、中学校 ４０，０００円 

※基準日：小・中学校入学の日 

※入学祝金の対象者については、４月初旬ごろに個別に案内を送付します。 

※３年の居住要件がなくなるため、新たに子育て手当が対象となる方（平成２１年

４月に満５歳に到達する児童を含む）には、個別に案内（申請書）を送付します。 

※すこやか手当受給者で、平成２１年４月１日以降、子育て手当の対象となる方は、

新たに申請をする必要はありません。手当は継続して受給していただけます。 

 

◇問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

固定資産縦覧帳簿固定資産縦覧帳簿固定資産縦覧帳簿固定資産縦覧帳簿のののの縦覧縦覧縦覧縦覧・・・・課税台帳課税台帳課税台帳課税台帳のののの閲覧閲覧閲覧閲覧のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

下記の日程で、平成２１年１月１日現在の土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧なら

びに固定資産税課税台帳の閲覧ができます。 

●縦覧期間縦覧期間縦覧期間縦覧期間 ４月１日（水）～６月３０日（火）（ただし、土・日・祝日は除く）    

●閲覧期間閲覧期間閲覧期間閲覧期間 通年（ただし、土・日・祝日は除く） 

●縦覧縦覧縦覧縦覧・・・・閲覧時間閲覧時間閲覧時間閲覧時間 午前８時３０分～正午、午後１時～５時 

●縦覧縦覧縦覧縦覧・・・・閲覧窓口閲覧窓口閲覧窓口閲覧窓口 税務課資産税係および各支所地域総務課総務係 

●縦覧縦覧縦覧縦覧・・・・閲覧閲覧閲覧閲覧にににに必要必要必要必要なものなものなものなもの 次のいずれかの書類など 

①平成２０年度の納税通知書または課税明細書 

②所有者または納税義務者の本人確認ができるもの（運転免許証など） 

※委任を受けられる場合は、個人・法人の委任状（要押印）と受任者の本人確認が

できるものが必要となります。 

 

◇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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第７６号（３の１）平成２１年３月１３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  

――――    ３の1111 枚目枚目枚目枚目    （緑色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・南丹市ファミリー・サポート事業の会員を募集します 

・子育て支援制度変更のお知らせ 

・すこやか子育て医療費助成制度変更のお知らせ 

・固定資産縦覧帳簿の縦覧・課税台帳の閲覧のご案内 

【 裏 】 ・園部公民館春休み親子ファンタジーシネマのお知らせ 

・「ＷＡＬＬ・Ｅ（ウォーリー）」上映会のご案内 

・平成２１年度日吉福祉大学・紅が丘大学受講生の募集 

・多重債務無料法律相談のご案内 

・なんたんテレビ番組表（３月１６日～３１日） 

―――― ３の２２２２枚目枚目枚目枚目 （オレンジ色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・定額給付金・子育て応援特別手当について 

・南丹市臨時職員（定額給付金など事務補助）を募集します 

・地域力再生プロジェクト支援事業交付金について 

・長寿（後期高齢者）医療保険料の支払方法の変更について 

【 裏 】 ・「きこえと補聴器の相談会」のご案内 

・氷室の郷から布ぞうり作り体験教室のお知らせ 

・平成２０年度福祉講演会 誰もが地域で暮らす安心のために 

・社交ダンス初心者講習会のご案内 

・八木町スポーツ協会からのお知らせ 

・美山・第２４回大野ダムさくら祭り開催のご案内 

・美山かやぶき美術館４月イベント開催のお知らせ 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

・平成２１年度第１回調理師試験および製菓衛生師試験 

・オウム真理教特別手配被疑者の検挙にご協力を！ 

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

【 表 】 ・平成２１年度京都府社寺等文化資料保全補助金の案内 

・日吉ダムマラソンボランティアスタッフを大募集！！ 

・普通救命講習（Ⅰ）を実施します 

・４月の母子保健事業日程表 

・「手話教室・入門」講座の受講者募集 

� 

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



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。秘密厳守。相談無料。 

●開催日開催日開催日開催日 ３月３１日（火）、４月１４日（火） ●場所場所場所場所 南丹市園部公民館 

●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） 

●予約予約予約予約 開催日の前日まで（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 

平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度日吉福祉大学日吉福祉大学日吉福祉大学日吉福祉大学・・・・紅紅紅紅がががが丘大学受講生丘大学受講生丘大学受講生丘大学受講生のののの募集募集募集募集    

 

 生涯学習社会が大きく進展する中において、高齢者および女性を対象とした日吉

福祉大学・紅が丘大学を平成２１年度も開催します。平成２１年度日吉福祉大学・

紅が丘大学の受講生を募集します。皆さんの受講申込をお待ちしています。 

●開催期間開催期間開催期間開催期間 平成２１年５月～平成２２年３月 ●講座内容講座内容講座内容講座内容 人権、体育、趣味教養 

●受講資格受講資格受講資格受講資格 日吉福祉大学 南丹市内在住で、おおむね６５歳以上の男女 

      紅が丘大学  南丹市内在住で、おおむね６５歳未満の女性 

●受受受受講料講料講料講料  年額１，０００円（講座運営費など）※講座によっては別途材料費、参

加費など実費を徴収することがあります。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ３月１３日（金）～２６日（木）の間に、受講希望の大学名、住所、

氏名、電話番号を日吉福祉大学･紅が丘大学事務局（南丹市日吉町生涯

学習センター内）まで受講料１，０００円を添えてお申し込みください。 

●そのそのそのその他他他他 開催場所は日吉町生涯学習センターを中心に予定していますが、講座に

よっては他の場所で開催することがあります。 

 

◇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 

園部公民館春休園部公民館春休園部公民館春休園部公民館春休みみみみ親子親子親子親子ファンタジーシネマファンタジーシネマファンタジーシネマファンタジーシネマのおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

家族そろって楽しめる作品です。皆さん一緒にご来場ください。 

●日時日時日時日時 ３月２９日（日）午後１時３０分～ (開場：午後１時)  ●入場料入場料入場料入場料 無料 

●場所場所場所場所 南丹市園部公民館 大ホール ●定員定員定員定員 ５００人（全席自由席）  

●作品作品作品作品 ｢ホートン ふしぎな世界のダレダーレ｣ 上映時間１時間２６分 

ジャングルヌールに住むゾウのホートンとほこりの中にある小さな国、ダ

レダーレの市長との心温まる友情の物語。これは世界的絵本作家ドクタ

ー・スースーの作品。日本ではあまり知られていませんがアメリカのアン

パンマンのような名作絵本を５年の歳月をかけて映画化されました。 

 

◇ 問合せ先 社会教育課 社会教育係 TEL (0771) 68-0057 

「ＷＡＬＬ「ＷＡＬＬ「ＷＡＬＬ「ＷＡＬＬ・・・・Ｅ（Ｅ（Ｅ（Ｅ（ウォーリーウォーリーウォーリーウォーリー）」）」）」）」上映会上映会上映会上映会のごのごのごのご案内案内案内案内    

  

第３７回えむ企画として、「ＷＡＬＬ・Ｅ（ウォーリー）」上映会を下記のとおり

開催します。多くの皆さんのご来場をお待ちしています。 

●日時日時日時日時 ３月２１日（土） 開場：午後６時３０分、上映：午後７時 

●場所場所場所場所 南丹市美山文化ホール 大ホール 

●協力券協力券協力券協力券 大人：前売１，０００円／当日１，３００円、小人：前売当日共５００

円（小・中・高校生）※小学生未満の方は保護者の同伴が必要です。 

●協力券販売場所協力券販売場所協力券販売場所協力券販売場所 社会教育課（市役所３号庁舎、南丹市八木公民館、南丹市日吉町生

涯学習センター、市役所美山支所内）、企画集団「えむ」会員、美山町各地域振興会 

●そのそのそのその他他他他 詳しくは下記までお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 社会教育課（美山担当） TEL（0771）68-0044 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南丹市情報センター なんたんテレビ（自主放送) 番組表 （200９年３月１６日～３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 

園部中学校 卒業式 

３３３３月月月月１７１７１７１７日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１８日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１９日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

八木中学校 卒業式 

３３３３月月月月１９１９１９１９日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２０日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２１日（土） 7時・9時・12時・ ―  ・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

美山中学校 卒業式 

３３３３月月月月１９１９１９１９日日日日【【【【木木木木】】】】21212121時時時時・・・・23時    

２０日（金） 8時・10時・13時・16時・19時・21時・23時 

２１日（土） 8時・10時・13時・ ―  ・19時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

平成２１年 第１回 

南丹市議会３月定例会 

～その３～ 

３３３３月月月月２１２１２１２１日日日日【【【【土土土土】】】】14141414時時時時    

２３日（月） 18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９ちゃんもぎたて☆テレビ 

３３３３月月月月２１２１２１２１日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２２日（日） 7時・9時・12時・ ― ・18時 ・20時・22時 

２３日（月） 7時・9時・12時・15時・ ― ・ ― ・ ―  

２４日（火） 7時・9時・12時・15時・18時  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

殿田中学校 卒業式 

３３３３月月月月２１２１２１２１日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

２２日（日） 7時半・9時半・12時半・― ・18時半・ 

20時半・22時半 

２３日（月） 7時半・9時半・12時半・15時半・ ―  ・ 

― ・ ― 

２４日（火） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

平成２１年 第１回 

南丹市議会３月定例会  

～その４～ 

３３３３月月月月２２２２２２２２日日日日【【【【日日日日】】】】11114444時時時時    

２３日（月） 18時 

 

園部高校附属中学校 卒業式 

３３３３月月月月２４２４２４２４日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２５日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２６日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

スクールフェイススクールフェイススクールフェイススクールフェイス    

【【【【園部小学校園部小学校園部小学校園部小学校６６６６年生年生年生年生をををを送送送送るるるる会会会会」」」」    

    

３３３３月月月月２４２４２４２４日日日日【【【【火火火火】】】】21212121時時時時・・・・23時    

２５日（水）8時・10時・13時・16時・19時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～    

スクールフェイススクールフェイススクールフェイススクールフェイス    

【【【【西本梅小学校西本梅小学校西本梅小学校西本梅小学校６６６６年生年生年生年生をををを送送送送るるるる会会会会」」」」    

    

３３３３月月月月２５２５２５２５日日日日【【【【水水水水】】】】21212121時時時時・・・・23時    

２６日（木） 8時・10時・13時・16時・19時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

スクールフェイススクールフェイススクールフェイススクールフェイス    

【【【【富本小学校富本小学校富本小学校富本小学校６６６６年生年生年生年生をををを送送送送るるるる会会会会」」」」    

    

３３３３月月月月２６２６２６２６日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22222222時    

２７日（金） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

園部幼稚園 卒園式 

３３３３月月月月２６２６２６２６日日日日【【【【木木木木】】】】21212121時時時時・・・・23時    

２７日（金） 8時・10時・13時・16時・19時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

聖家族幼稚園 卒園式 

３３３３月月月月２７２７２７２７日日日日【【【【金金金金】】】】20202020時時時時・・・・22222222時    

２８日（土） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

八木中央幼児学園 卒園式 

３３３３月月月月２７２７２７２７日日日日【【【【金金金金】】】】21212121時時時時・・・・23時    

２８日（土） 8時・10時・13時・16時・19時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９ちゃんもぎたて☆テレビ 

３３３３月月月月２８２８２８２８日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

２９日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

３０日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

３１日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

 

八木東幼児学園 卒園式 

３３３３月月月月２８２８２８２８日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

２９日（日） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

園部小学校 卒業式 

３３３３月月月月２９２９２９２９日日日日【【【【日日日日】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

３０日（月） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

園部第二小学校 卒業式 

３３３３月月月月３０３０３０３０日日日日【【【【月月月月】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

３１日（火） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

胡麻郷小学校 卒業式 

３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

４月１日（水） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

平屋小学校 卒業式 

３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

４月１日（水） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

殿田小学校 卒業式 

３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日【【【【火火火火】】】】21212121時時時時・・・・23時    

４月１日（水） 8時・10時・13時・16時・19時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

テレビ週報（インフォメーション） 

（毎日）11：00／14：00／番組の後ろ（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（変更あり） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

停波停波停波停波のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

    

CS デジタル配信センター送出設備（東京）の定期点検

のため、下記のとおり停波します。 

●３月１７日（火）午前０時～午前６時 

●CSデジタル放送（全チャンネル）、CSアナログ放送の

一部のチャンネル 

 

南丹市情報センターの放送設備調整のため、下記のとお

り停波します。 

●３月２０日（金）午前０時～２時間程度 

●アナログ９チャンネル、デジタル１１チャンネル、

BS・CSデジタルの全チャンネル   

ご迷惑をおかけしますが、ご了承いただきますようお願

いいたします。 



地域力再生地域力再生地域力再生地域力再生プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト支援事業交付金支援事業交付金支援事業交付金支援事業交付金についてについてについてについて    

 

 京都府では、地域に暮らす人々が、協働して暮らしやすい魅力的な地域にするため、

自分たちで考えて行動する「地域力再生活動」に対して、交付金の支給を行います。 

 つきましては、平成２１年度第１回目の募集が下記のとおり行われますのでお知

らせします。事業の詳しい内容などについては、下記問合せ先までお問合せくださ

い。また、事業申請を考えておられる団体の事前相談が３月３１日（火）まで京都

府において実施をされていますのでお問い合わせください。 

●名称名称名称名称 京都府地域力再生プロジェクト支援事業交付金  

●対象団体対象団体対象団体対象団体 地域住民が主体的に参画し、地域力再生に取り組む団体（営利を主と

する団体や特定の政治、思想、暴力団などにかかわる団体は対象外） 

●対象事業対象事業対象事業対象事業 環境保全活動、子育て支援活動、共助型福祉活動、防災・防犯活動、地域

美化活動、地域産業おこし、地域商業の活性化、農村・都市交流活動、地

域スポーツ振興、地域文化活動、地域行催事、その他特に認める活動  

※要件として「地域性」「公共性」「自立性・持続性」「熱意・主体性」「新たな取組

や拡充（新たな工夫を含む）、再興」を有していること。 

※平成２１年度は、地域団体と行政との協働による課題解決を推進するため、「地域

力パートナーシップ推進枠」が設置されます。 

●交付率交付率交付率交付率などなどなどなど 〔交付（補助）率〕 交付対象事業費の原則３分の１以内 

       〔交付限度額〕   ソフト事業…２００万円以内 

                 ハード事業…２００万円以内 

※上記額と合わせて、（財）京都府市町村振興協会から、別途３分の１以内に相当す

る額が交付されます。 

●募集期間募集期間募集期間募集期間 （第１回）４月１日（水）～５月８日（金） 

      （第２回）９月１日（火）～９月３０日（水） 

●事前相談窓口事前相談窓口事前相談窓口事前相談窓口 京都府総務部自治振興課（TEL：075-414-4452） 

        京都府南丹広域振興局企画総務部企画振興室（TEL：0771-24-8430） 

●そのそのそのその他他他他 詳細および申請書類は、京都府のホームページからダウンロードできます。

（http://www.pref.kyoto.jp/chiikiryoku/） 

 

◇問合せ先 企画推進課 自治振興係 TEL（0771）68-0003 FAX（0771）63-0653 

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））））医療保険料医療保険料医療保険料医療保険料のののの支払方法支払方法支払方法支払方法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    

    

長寿（後期高齢者）医療保険料の支払方法について、「年金からの天引き（特別徴

収）」の方は、希望されると「口座振替（普通徴収）」に変更することができます。 

 

支払方法の変更を希望される場合は、３月３１日（火）までに下記問合せ先で手

続きしてください。６月からの年金天引きを中止し、７月から口座振替となります。

４月分の年金天引きは、中止することができません。※期限以降に手続きをされる

と、８月以降の変更となります。変更されない場合は、手続きの必要はありません。 

なお、お支払いいただく保険料の総額は変わりません。 

●平成平成平成平成２０２０２０２０年度中年度中年度中年度中にににに７５７５７５７５歳歳歳歳になられたになられたになられたになられた方方方方やややや転入転入転入転入されたされたされたされた方方方方 

現在は納付書や口座振替によりお支払いいただいていても、平成２１年度から「年

金からの天引き（特別徴収）」になる方もありますので、口座振替での支払いを希

望される場合は、下記問合せ先までお問い合わせください。 

※すでに変更の申し出をされている方は、再度申し出ていただく必要はありません。 

●手続手続手続手続方法方法方法方法 国保医療課または各支所健康福祉課に備え付けの申出書により申し出

をしてください。その後、金融機関において口座振替の手続きを行っ

ていただきます。 

●持参持参持参持参いただくものいただくものいただくものいただくもの 印鑑、口座振替される口座の通帳、通帳印 

※代理の方が申し出いただく場合は、委任状と代理でお越しになる方の身分証明書

をご持参ください。 

＜＜＜＜確定申告時確定申告時確定申告時確定申告時のののの社会保険料社会保険料社会保険料社会保険料のののの控除控除控除控除についてについてについてについて＞＞＞＞    

お支払い方法により、税金の控除ができる方が異なります。 

年金天引きの場合 
年金の受給者に、社会保険料控除が適用されます。（年金天

引きの場合、本人以外の社会保険料控除に適用できません） 

口座振替または 

納付書の場合 

口座振替または納付書により保険料を支払った方に、社会

保険料控除が適用されます。 

 

◇問合せ先 国保医療課 高齢福祉医療係 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 

定額給付金定額給付金定額給付金定額給付金・・・・子育子育子育子育てててて応援特別手当応援特別手当応援特別手当応援特別手当についてについてについてについて    

 

 住民の方への生活支援、地域の経済対策として行われる「定額給付金」と幼児教

育期の子育て支援として行われる「子育て応援特別手当」の申請書を３月下旬送付、

支給を５月下旬から開始する予定です（支払方法は預金口座への振り込みを予定）。

申請、受給の手続きに関しては、詳細が決まり次第、お知らせなんたん、ホームペ

ージやなんたんテレビ（ＣＡＴＶ）でお知らせしますが、ここでは「定額給付金」「子

育て応援特別手当」の基本的なことについてお知らせします。 

＜定額給付金＞ 

●支給支給支給支給のののの基準基準基準基準となるとなるとなるとなる日日日日（（（（基準日基準日基準日基準日）））） 平成２１年２月１日 

※２月２日以降に市内へ転入した場合は、前住所地からの支給となり、２月２日以

降に市外へ転出した場合は、南丹市から支給します。 

●給付給付給付給付対象者対象者対象者対象者 基準日現在、次のいずれかに該当する人 

（１）市内に住民登録がある人  

（２）市内に外国人登録がある人（短期滞在の在留資格者を除く） 

●申請申請申請申請・・・・受給者受給者受給者受給者 給付対象者の属する世帯の世帯主が基本 

（外国人については、各給付対象者） 

●支給金額支給金額支給金額支給金額 給付対象者１人につき１２，０００円。ただし、基準日において６５

歳以上の人（昭和１９年２月２日以前生まれ）と１８歳以下の人（平

成２年２月２日以降生まれ）は１人につき２０，０００円 

●支給方法支給方法支給方法支給方法 原則、世帯主名義の預金口座への振り込み（世帯全員の分を世帯主に

一括して支給） 

●申請方法申請方法申請方法申請方法 給付金の支給を受けるためには、南丹市が送付する申請書により申請

が必要です。申請受付開始日などの詳細は、決定次第お知らせします。 

＜子育て応援特別手当＞ 

●支給支給支給支給のののの基準基準基準基準となるとなるとなるとなる日日日日（（（（基準日基準日基準日基準日）））） 平成２１年２月１日 

※２月２日以降に市内へ転入した場合は、前住所地からの支給となり、２月２日以

降に市外へ転出した場合は、南丹市から支給します。 

●支給対象支給対象支給対象支給対象となるとなるとなるとなる子子子子 平成１４年４月２日～１７年４月１日生まれ（平成２０年度に

おいて、小学校就学前３年間（３～５歳）に属する子）で、次のすべてに該当する子 

（１）同一世帯の平成２年４月２日～１７年４月１日生まれの子の中で、第２子以

降である子。※第 1子が寮に入っているなどで世帯が別になっている場合で

も、健康保険証などで同一の方の扶養が確認できれば、同一世帯として申請

することができます。 

（２）基準日現在、市内に住民登録または外国人登録がある子（短期滞在の在留資

格者を除く） 

●申請申請申請申請・・・・受給者受給者受給者受給者 支給対象となる子の属する世帯の世帯主が基本 

（住民基本台帳、外国人登録原票の情報を活用） 

●支給金額支給金額支給金額支給金額 支給対象となる子１人につき３６，０００円。 

●支給方法支給方法支給方法支給方法 原則、世帯主名義の預金口座への振り込み。 

●申請方法申請方法申請方法申請方法 子育て応援特別手当の支給を受けるためには、南丹市が送付する申請

書により申請が必要です。申請受付開始日などの詳細は、決定次第お

知らせします。 

 

◇問合せ先 定額給付金関係 総務課 TEL（0771）68-0002 

子育て応援特別手当関係 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

南丹市臨時職員南丹市臨時職員南丹市臨時職員南丹市臨時職員（（（（定額給付金定額給付金定額給付金定額給付金などなどなどなど事務補助事務補助事務補助事務補助））））をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

●職種職種職種職種 事務一般（定額給付金・子育て応援特別手当事務補助） 

●日給日給日給日給 ５，７６０円（別途交通費支給） 

●勤務場所勤務場所勤務場所勤務場所 国際交流会館および南丹市役所（本庁･支所） 

●勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間 月曜日～金曜日（午前８時３０分～午後５時１５分） 

●勤務期間勤務期間勤務期間勤務期間およびおよびおよびおよび募集人員募集人員募集人員募集人員 ①４月６日（月）～５月２９日（金） ５人程度 

②４月１０日（金）～５月２９日（金） ５人程度 

●受付期間受付期間受付期間受付期間 ３月１３日（金）～２７日（金）※土、日、祝日を除く。 

      午前８時３０分～午後５時１５分 

●提出書類提出書類提出書類提出書類 ①臨時職員申込書（人事秘書課および各支所地域総務課にあります）

②履歴書（市販、横書きのもの、写真貼付） 

●提出先提出先提出先提出先 人事秘書課または各支所地域総務課 

●採用採用採用採用 書類審査により合格を決定します。（合格者は後日お知らせします） 

●そのそのそのその他他他他 詳細は下記問合せ先までお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 人事秘書課 人事係 TEL（0771）68-0008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第７６号（３の２）平成２１年３月１３日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



平成平成平成平成２１２１２１２１年度第年度第年度第年度第１１１１回調理師試験回調理師試験回調理師試験回調理師試験およおよおよおよびびびび製菓衛生製菓衛生製菓衛生製菓衛生師試験師試験師試験師試験    

 

＜平成２１年度第１回調理師試験、平成２１年度製菓衛生師試験＞ 

●日程日程日程日程 ５月２４日（日）午前１０時～正午 ●場所場所場所場所 関西文理学院（京都市北区） 

●受験手数料受験手数料受験手数料受験手数料 調理師：６，１００円、製菓衛生師：９，４００円 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 調理師：４月１３日（月）～１７日（金）、製菓衛生師：４月２０日（月）

～２４日（金）の間に受験願書を亀岡総合庁舎内の相談コーナーまたは南丹保健

所環境衛生室衛生・検査担当に提出してください。（郵送不可） 

 

◇問合せ先 南丹保健所環境衛生室 TEL（0771）62-4754 

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    

 

ボランティアで園内樹木の剪定（せんてい）作業をお世話していただく公園サポータ

ーを募集します。 

●対象者対象者対象者対象者 １８歳以上の方 ●内容内容内容内容 樹木の剪定作業など（月１回程度） 

●そのそのそのその他他他他 ボランティア保険代として３００円必要です。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ３月３０日（月）までに下記申込・問合せ先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 

平成平成平成平成２０２０２０２０年度福祉講演会年度福祉講演会年度福祉講演会年度福祉講演会    誰誰誰誰もがもがもがもが地域地域地域地域でででで暮暮暮暮らすらすらすらす安心安心安心安心のためにのためにのためにのために    

 

 私たちは、住み慣れた地域で誰もが自分らしく暮らせることを望んでいます。 

しかし、昨今の地域での暮らしは常に変化しており、中でも障がいのある方は、

暮らしにくい状況が増えています。誰もが助け合いお互いを尊重しながら、地域で

安心した環境で過ごせる関係づくりを皆さんと学びませんか。 

●日時日時日時日時 ３月２８日（土）午前１０時～正午  

●場所場所場所場所 南丹市八木支所 ３階 文化ホール 

●講師講師講師講師 徳川輝尚 氏（京都太陽の園 常務理事） 

●演題演題演題演題 皆で育てよう「尊び合い、理解する心」～障害者福祉に学ぶ～ 

●主催主催主催主催 南丹市社会福祉協議会 ●協力協力協力協力 八木町管内障害者ネットワーク会議 

 

◇問合せ先 南丹市社会福祉協議会八木支所 TEL（0771）42-5480 FAX （0771）42-4412 

氷室氷室氷室氷室のののの郷郷郷郷からからからから布布布布ぞうりぞうりぞうりぞうり作作作作りりりり体験教室体験教室体験教室体験教室のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

    

大好評の布ぞうり作り教室を開催します。布ぞうりは、スリッパに代わる新しい

室内履きです。履き心地がよく、健康にもよい「ぞうり」を作ってみませんか。 

●日時日時日時日時 ３月２９日（日）午前１０時～午後３時 

●場所場所場所場所 南丹市八木農村環境公園「氷室の郷」田園ホール 

●持持持持ちちちち物物物物 古着（Ｔシャツなど３～４枚）、ハサミ 

●体験料金体験料金体験料金体験料金 １，５００円（布ぞうり１足分と昼食（日替わり定食）代含む） 

●定員定員定員定員 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」（月曜定休日） 

TEL（0771）43-1128  FAX（0771）43-2109 

オウムオウムオウムオウム真理教特別手配被疑者真理教特別手配被疑者真理教特別手配被疑者真理教特別手配被疑者のののの検挙検挙検挙検挙にごにごにごにご協力協力協力協力をををを！！！！    

 

 あの凶悪な事件を忘れていませんか？あなたの情報が検挙に結びついた場合には、

民間で組織されたオウム真理教特別手配被疑者検挙のための懸賞広告実行委員会か

ら、手配被疑者一人当たり２００万円の懸賞金が支払われます。 

         

平田 信（マコト）（４３歳） 

【公証役場事務長逮捕監禁

致死事件】 

身長１８３センチ位 

ひげが濃く歯並びが悪い 

左首筋に５ミリ位のホクロ 

高橋 克也（５０歳） 

【地下鉄サリン事件】 

身長１７３センチ位 

眉毛が濃い 

近視（めがね使用あり） 

菊地 直子（３７歳） 

【地下鉄サリン事件】 

身長１５９センチ位 

右目下に１ミリ位のホクロ 

右こめかみに小豆大（４

ミリ位）のホクロ 

 

◇通報先 南丹警察署 TEL（0771）62-0110、ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ TEL 0120-006024（ｵｳﾑ 24） 

八木町八木町八木町八木町スポーツスポーツスポーツスポーツ協会協会協会協会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    

 

＜韓国語講座説明会＞ 

●日時日時日時日時 ３月２８日（土）午後１時３０分～２時（開場：午後１時） 

●会場会場会場会場 京都府立口丹波勤労者福祉会館 会議室 ●参加料参加料参加料参加料 無料 

●内容内容内容内容 ４月６日から開催する韓国語講座に向けての説明会 

＜入門韓国語講座＞ 

●日時日時日時日時 ４月６日から毎週月曜日 午後７時３０分～９時 計１２回 

●会場会場会場会場 京都府立口丹波勤労者福祉会館 会議室 

●内容内容内容内容 韓国語を通して、韓国の料理や風習に触れ楽しく学ぶ韓国語講座 

●対象対象対象対象 府民 ●参加料参加料参加料参加料 １２，０００円（１２回分）※テキスト代は別途必要 

＜大人のための簡単！入門ピアノ教室＞ 

●日時日時日時日時 ４月３日から毎週金曜日 午後７時３０分～９時 計８回 

●会場会場会場会場 京都府立口丹波勤労者福祉会館 会議室 

●内容内容内容内容 ピアノが弾けたらいいな…という方に人差し指１本から始めるピアノ教室 

●対象対象対象対象 初心者の大人 ●参加料参加料参加料参加料 ４，０００円（８回分） 

 

※いずれの申し込みも下記申込・問合せ先に電話、ＦＡＸ、郵送、直接来館してお

申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 ＮＰＯ法人八木町スポーツ協会 口丹波勤労者福祉会館 

TEL（0771）42-5484 FAX（0771）42-5684 

社交社交社交社交ダンスダンスダンスダンス初心者講習会初心者講習会初心者講習会初心者講習会のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

社交ダンスにチャレンジしてみませんか。一人でも多くの皆さんにダンスの楽し

さを知っていただき、あわせて健康増進を図るため初心者講習会を開催します。 

●日時日時日時日時 ４月９日、１６日、２３日（各木曜日）午後８時～９時３０分 

●場所場所場所場所 南丹市八木公民館 ３階 大集会室 ●受講料受講料受講料受講料 無料 

●対象対象対象対象 南丹市に在住･在勤の成年男女の初心者 ●主催主催主催主催 八木町社交ダンス愛好会 

 

◇問合せ先 南丹市八木公民館 TEL（0771）68-0026または西田義雄（0771）42-2442 

「「「「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

行います。補聴器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。 

●日時日時日時日時 ３月２６日（木）午後１～３時 

●場所場所場所場所 ふない聴覚言語障害センター（南丹市園部公民館２階） 

●相談料相談料相談料相談料 無料（ただし、補聴器修理費用・電池代などは実費負担） 

●内容内容内容内容 補聴器の相談（補聴器の調整・修理・電池交換・購入・試聴など） 

･･･補聴器店の店員が担当 

●そのそのそのその他他他他 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 

美山美山美山美山かやぶきかやぶきかやぶきかやぶき美術館美術館美術館美術館４４４４月月月月イベントイベントイベントイベント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    

 

＜『美と音』の共演 フルート・ピッコロ＆ギターコンサート＞ 

 日本古来のかやぶき民家に、柔らかくて心地よいフルートの音色と明るく響く 

ピッコロの音色、爽やかなギターの音色が重なり合い、癒しの時間が流れます。 

●日時日時日時日時 ４月１８日（土）午後５時開演（午後６時３０分終演予定） 

●場所場所場所場所 美山かやぶき美術館（美山町島） 

●入場料入場料入場料入場料 大人：１，５００円、中高生：５００円 

※美術館入館料込み。イギリスのお菓子＆ティーがついています。 

●出演者出演者出演者出演者 フルート：山村由佳里（イギリス在住）、ギター：渡部延男（美山町在住） 

●曲目曲目曲目曲目 グリーンスリーブス変奏曲 他 

＜『美と笑い』の共演 落語 美山かやぶき寄席＞ 

 忙しい毎日をしばらくの時間忘れて、思いっきり笑ってください。 

●日時日時日時日時 ４月２５日（土）午後５時開演（午後６時３０分終演予定） 

●場所場所場所場所 美山かやぶき美術館 

●入場料入場料入場料入場料 大人：１，５００円、中高生：５００円 

※美術館入館料込み。つきたての草もち・お茶つきです。 

●出演者出演者出演者出演者・・・・演題演題演題演題 桂 文也（花色木綿・寄合酒）、桂 三弥（動物園・鯛） 

 

◇予約・問合せ先 宮島振興会 TEL（0771）75-5100 

        美山かやぶき美術館 TEL（0771）75-1777（4月1日～） 

美山美山美山美山・・・・第第第第２２２２４４４４回大野回大野回大野回大野ダムダムダムダムさくさくさくさくらららら祭祭祭祭りりりり開催開催開催開催のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

 第２４回大野ダムさくら祭りを開催します。皆さんのご来場をお待ちしています。 

●期間期間期間期間 ４月４日（土）～１２日（日）午前９時～午後９時 

●場所場所場所場所 美山・大野ダム周辺（美山町樫原） ●主催主催主催主催 さくら祭り実行委員会 

●主主主主なななな催催催催しししし 大空に響け「ふるさと太鼓、雄進鼓（ゆうしんこ）太鼓」、園部吹奏楽

団による演奏、炎の回廊、季節はずれの「大花火」、さくら下で「もちつき大会」、

虹の湖を楽しもう「ボート、遊覧船など（有料）」 ※他にも、企画を用意してい

ます。催しは、変更になる場合がありますので予めご了承ください。 

●入場料入場料入場料入場料 無料（ただし、会場環境協力金として５００円をお願いしています） 

 

◇問合せ先 大野振興会 TEL（0771）75-9110 

      さくら祭り会場（期間中のみ） TEL（0771）75-2275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成平成平成平成２１２１２１２１年度京都府社寺等文化資料保全補助金年度京都府社寺等文化資料保全補助金年度京都府社寺等文化資料保全補助金年度京都府社寺等文化資料保全補助金のののの案内案内案内案内    

 

平成２１年度京都府社寺等文化資料保全補助事業について、京都府南丹広域振興

局より通知がありましたので、概略をお知らせします。本事業は、貴重な文化資料

を後世に残すために、緊急に保全が必要でかつ保全に要する経費の負担が困難な所

有者に対し補助金を交付し、文化資料の継承と府民の文化的生活の向上に資するこ

とを目的とした府独自の補助制度です。 

●事業種目一覧事業種目一覧事業種目一覧事業種目一覧 

事業種別 補助率 限度額 摘要 

収蔵庫の設置 １５０万円 

価値の高い美術工芸品を保存す

る収蔵庫の新設 

文化資料

保存施設

および設

備の整備 

防災防犯設備の整

備または保存施設

の修理 

１００万円 

既存の収蔵庫、土蔵などの修理な

らびに防災・防犯設備の設置・修

理など 

美術工芸品の補修 ８０万円 

学術上、芸術上価値が高いと認め

られる美術工芸品の補修（仏像・

神像は室町時代以前、絵画は明治

時代以前のもの） 文化資料

の補修 

建造物の修理 ２００万円 

価値が高いと認められる建造物

（江戸時代以前）の修理で、建立

当時の工法、仕様、材料などにつ

いて現状維持できるもの 

有形の民俗文化資

料の保全 

１００万円 

住民生活の推移を知る上で貴重

な資料となるものの保全 

無形の民俗文化資

料の保全 

３０万円 

地域の住民生活の中で伝承され

ている民俗芸能、伝統行事で価値

があると認められるものの保全 

民俗文化

資料の保

全 

無形の民俗文化資

料の映像など記録

整備 

１００万円 

文書、写真、映像などの記録を作

成し、その芸能行事の所作や工芸

技術の工程などを忠実に記録す

るもの 

遺跡・名勝・天然記念物の保全 ２０万円 市町村指定、登録に限る 

その他 

２
分
の
１
以
内
 

２０万円  

※国の指定文化財、府の指定・登録文化財（いずれも民俗文化財を除く）は対象外。 

※個人所有物件、事業の着手および完了したものは除く。 

※上記補助金の活用については、事前に事業計画書（添付書類：見積書、仕様書（修

理設計書）、現況の写真、図面（保存施設および建造物の修理に限る））の提出が

必要になります。また、事業計画書の提出をもって、補助金の交付が確定するも

のではありませんのでご留意願います。 

※事業計画書の様式は、京都府のホームページの申請書ダウンロードサイトもしく

は、社会教育課文化財保護係で取りそろえています。補助事業の活用をお考えの

場合は事前に下記問合せ先にお問い合わせください。  

※事業計画書提出の締め切りは、３月３１日（火）文化財保護係必着とします。 

 

◇問合せ先 社会教育課 文化財保護係 TEL（0771）68-0057 FAX（0771）63-2850 

普通救命講習普通救命講習普通救命講習普通救命講習（（（（ⅠⅠⅠⅠ））））をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

 

日吉ダムマラソン実行委員会では、第１２回日吉ダムマラソン大会の開催に伴い

普通救命講習（Ⅰ）を下記のとおり実施します。万一に備えて、応急手当の講習を

受講しませんか。ＡＥＤを用いた応急手当の実技講習も予定しています。どなたで

も受講できますので興味のある方はぜひ受講してください。 

●日時日時日時日時 ４月１８日（土）午後１時～４時 ●場所場所場所場所 園部公民館 ３階 練習室 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ３月２７日（金）午後５時までに下記申込・問合せ先に電話でお申し

込みください。※先着３０人 

●そのそのそのその他他他他 ・筆記用具を持参の上、実技可能な服装でご参加ください。 

・受講者には「普通救命講習修了証」が交付されます。（すでにお持ちの

方はご持参ください） 

 

◇申込・問合せ先 日吉ダムマラソン実行委員会事務局（社会教育課内）TEL（0771）68-0057 

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、市民の皆さん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！ 

●開催日開催日開催日開催日 ４月２６日（日） ●場所場所場所場所 日吉ダム湖・府民の森ひよし周辺 

●内容内容内容内容 給水係、監察係、受付係、駐車場係など ●申込資格申込資格申込資格申込資格 高校生以上（住所不問） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 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、３月２７日（金）までに日吉ダム

マラソン実行委員会事務局（社会教育課内）までお申し込みください。 

●そのそのそのその他他他他 ①スタッフには、当日の昼食を用意します。 

②４月中旬に事前打ち合わせ会議を開催しますのでご出席ください。 

 

◇申込・問合せ先 日吉ダムマラソン実行委員会事務局（社会教育課内） 

TEL（0771）68-0057  FAX（0771）63-2850 

〒622-8651 南丹市園部町小桜町47 

Ｅメール be-syakai@city.nantan.kyoto.jp 

４４４４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    

 

４月の母子保健事業は下記のとおりです。 

 事業名 対象（月齢など） 場所 

４月１０日(金) 乳児前期健診 平成２０年１２月生 

４月１３日(月) ２歳５カ月児健康相談 平成１８年１０月生 

４月１７日(金) ３歳５カ月児健診 平成１７年１０月生 

４月２０日(月) 母親教室 妊婦 

４月２３日(木) １歳８カ月児健診 

平成１９年７月１日～ 

平成１９年８月７日生 

園部保健センター 

(こむぎ山健康学園) 

※対象の方には個別に案内・問診票を郵送します。 

※乳児後期健診は、５月１日（金）に実施します。 

 

◇問合せ先 健康課 母子保健係 TEL（0771）68-0016 

「「「「手話教室手話教室手話教室手話教室・・・・入門入門入門入門」」」」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    

 

初めて手話を学ぶ方を対象とした手話教室を開講します。手話であいさつや自己

紹介ができるよう、春から手話を学んでみませんか。 

●日時日時日時日時 ５月９日～７月１８日の毎週土曜日（全９回）午前１０時～午後３時 

※ただし、５月３０日、６月２７日は休み 

※６月２５日（木）特別講座（聴覚障がいのある方との交流など） 

●場所場所場所場所 南丹市園部公民館 ３階 中研修室 

●対象者対象者対象者対象者 市内に在住、在勤、在学の１６歳以上で手話を初めて学ぶ方。 

●費用費用費用費用 受講料は無料（ただし、テキスト代１，２００円、特別講座は実費負担） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ４月２８日（火）までに下記申込・問合せ先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 
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犬犬犬犬のののの登録等手続登録等手続登録等手続登録等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（犬の所在地や飼主など）に変更が生じた場合や愛犬が

死亡したときは、変更届（死亡届）をしてください。 

 

狂犬病予防注射狂犬病予防注射狂犬病予防注射狂犬病予防注射をををを年年年年１１１１回必回必回必回必ずずずず受受受受けさせましょうけさせましょうけさせましょうけさせましょう！！！！    

狂犬病予防注射を年１回（４月から６月の間に）受けることが法律で定めら

れています。※くわしくは、裏面を見てください。 

 

犬犬犬犬はははは責任責任責任責任とととと愛情愛情愛情愛情をもってをもってをもってをもって飼飼飼飼いましょういましょういましょういましょう！！！！      

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




