
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第９９号（２の１）平成２２年２月２６日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滞納整理事務滞納整理事務滞納整理事務滞納整理事務はははは「「「「京都地方税機構京都地方税機構京都地方税機構京都地方税機構」」」」にににに移管移管移管移管しますしますしますします    

    
平成２２年４月から広域連合「京都地方税機構」で滞納整理業務を実施します。

平成２１年８月に設立した「京都地方税機構」は、京都府と府内市町村（京都市を

除く）の税業務を共同して行い、納税者の利便性向上を図りながら、より一層の公

平・公正な税務行政の実現を目指す広域連合です。 

●●●●業務内容業務内容業務内容業務内容    納期限を一定経過した未納案件について、府および市町村から移管を

受け、滞納整理事務を行います。また、課税業務の共同化に向けた諸準備も順次

進めていく予定です。    

●●●●南丹市南丹市南丹市南丹市からからからから京都地方税機構京都地方税機構京都地方税機構京都地方税機構へのへのへのへの案件案件案件案件のののの移管移管移管移管はははは平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月以降月以降月以降月以降、、、、順次行順次行順次行順次行いますいますいますいます 

 ・平成２１年度までに滞納となっている案件…平成２２年４月に移管 

 ・平成２２年度以降に納期限を一定経過した未納案件…随時移管 

 ※移管後の滞納整理事務は、京都地方税機構で行われます。 

●●●●京都地方税機構京都地方税機構京都地方税機構京都地方税機構のののの窓口窓口窓口窓口    京都地方税機構は、本部（京都府庁内）において大口案

件、府内９カ所の地方事務所でそのほかの案件の滞納整理事務を行います。南丹

市を管轄する地方事務所は「中部地方事務所」（亀岡府総合庁舎内）となります。 

 

◇問合せ先 税務課 TEL（0771）68－0009 

クラブミーティングルームクラブミーティングルームクラブミーティングルームクラブミーティングルーム登録団体登録団体登録団体登録団体のののの申請申請申請申請受付中受付中受付中受付中    

 

日吉町生涯学習センター「クラブミーティングルーム」は約２０人の会議ができ、登

録された団体が年間に何回でも利用できます。平成２２年度の登録を受け付けています。 

●●●●使用期間使用期間使用期間使用期間・・・・時間時間時間時間 平成２２年４月～平成２３年３月・午前９時～午後１０時 

●●●●休室日休室日休室日休室日 月曜日、祝日、１月１日～４日、１２月２８日～３１日 

●●●●登録団体登録団体登録団体登録団体 ①団体の構成員が５人以上で、その半数以上が市内利用者であること。 

②社会教育の推進または文化芸術活動の推進に寄与する団体であること。 

③センターの運営に積極的に協力できる団体であること 

●●●●登録料登録料登録料登録料 年間１０，０００円（１０月以降に申請の場合は５，０００円） 

●●●●利用利用利用利用 利用登録団体が相互に連携し合って利用していただきます。 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ３月１９日（金）までに下記申込・問合せ先へお越しください。申請

書は窓口にあります。申請には、団体構成員名簿、活動実績・活動計

画関係書類も併せて提出してください。 

 

◇申込・問合せ先 日吉町生涯学習センター「遊youひよし」 TEL（0771）68-0035・72-3300 

歴史歴史歴史歴史・・・・健康健康健康健康ウオーキングウオーキングウオーキングウオーキング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    

 

今回は、「宮津・天橋立松並木～第二十八番成相寺コース」です。白砂青松の日本三景

天橋立に、自然が作り出した阿蘇海、宮津湾の潮風を満喫しながら砂嘴を歩きませんか。 

●●●●日程日程日程日程 ３月１４日（日）（雨天決行） 

●●●●コースコースコースコース  園部公園＝天橋立駅―智恩寺―天橋立砂嘴（さし）―元伊勢籠神社―

傘松公園（またのぞき）―（昼食）―成相寺＝園部公園（歩程約７ｋｍ） 

●●●●集合場所集合場所集合場所集合場所・・・・時間時間時間時間 園部公園駐車場（園部高校正門横） 午前８時 

ＪＲ園部駅西口広場 午前８時１５分 

園部大橋バス停 午前８時２０分  

●●●●解散場所解散場所解散場所解散場所・・・・時間時間時間時間 園部公園駐車場 午後５時ごろ解散予定 

●●●●対象対象対象対象 １人で７ｋｍ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）※参加者は自己の責任で、健康、自己管理をしてください。 

●●●●持持持持ちちちち物物物物 保険証のコピー、弁当、水筒、汗ふきタオル、帽子、手袋（雨天時雨具） 

●●●●参加費参加費参加費参加費 一般２，３００円（バス代、保険代、資料代ほか）、会員２，０００円 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ３月１１日（木）までに下記申込・問合せ先までご連絡ください。 

※注意：今回は、バスを利用しますので、定員になり次第締め切ります。 

※申込の取り消し、欠席がある場合は必ずNantan健歩会まで連絡してください。 ３

月１１日以後のキャンセルは、キャンセル料として２，０００円いただきます。 

 

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

健康課 TEL（0771）68-0016 

３３３３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    

 

日程 事業名 対象（月齢など） 場所 

３月 ５日（金） 乳児後期健診 平成２１年４月生 

３月 ８日（月） ２歳５カ月児健康相談 平成１９年８月２３日～９月生 

３月１２日（金） 乳児前期健診 平成２１年１１月生 

３月１７日（水） 離乳食教室 生後４カ月～１歳ごろの乳児と保護者 

３月１８日（木） １歳８カ月児健診 平成２０年６月１日～７月１２日生 

３月１９日（金） ３歳５カ月児健診 平成１８年９月生 
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※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 TEL（0771）68-0016 

英国滞在歴英国滞在歴英国滞在歴英国滞在歴によるによるによるによる献血制限献血制限献血制限献血制限のののの見直見直見直見直しがしがしがしが行行行行われましわれましわれましわれましたたたた    

 

英国滞在歴に関する献血制限の見直しが行われ、平成２２年１月２７日以降は、

１９８０年から１９９６年の英国滞在歴が通算３０日までの方は献血にご協力いた

だけることとなりました。※これまでは１９８０年から１９９６年の間に英国に１

日（１泊）以上滞在された方からの献血はご遠慮いただいていました。 

今後も多くの方々の献血のご協力をよろしくお願いします。 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

下水道下水道下水道下水道にににに接続接続接続接続してしてしてして、、、、地域地域地域地域のののの生活環境生活環境生活環境生活環境のののの改善改善改善改善をしましょうをしましょうをしましょうをしましょう    

 

 下水道が完成すると、水洗トイレが使用でき、台所やお風呂などの汚水も下水道に流

すことができます。しかし、せっかく出来上がった下水道も各家庭で接続していただか

ないと地域の生活環境の改善が進みません。下水道が使えるようになった地域は、１日

も早く下水道に接続しましょう。下水道に接続されると次のような効果があります。 

①トイレを水洗化できます  

 くみ取り便所から水洗トイレになり、幼いお子さんやお年寄りも安心して快適

な生活が送れます。 

②家の周りが清潔になります 

  家庭などからの排水が下水道管に流れますので、家の周りに汚れた水がたまら

ず、清潔になります。 

③川や海がきれいになります 

  家庭などからの排水が下水処理場で処理されてから河川に流されますので、川

や海などがきれいになり、水環境が改善されます。 

 

◇問合せ先 下水道課 TEL（0771）68-0054 

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 】 ・滞納整理事務は「京都地方税機構」に移管します 

・下水道に接続して、地域の生活環境の改善をしましょう 

・３月の母子保健事業日程表 

・英国滞在歴による献血制限の見直しが行われました 

・歴史・健康ウオーキング参加者を募集します 

・クラブミーティングルーム登録団体の申請受付中 

【 裏 】 ・平成２２年度伝統文化こども教室募集のご案内 

・ゼミナールハウスからのお知らせ 

・氷室の郷からのお知らせ 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

・なんたんテレビ番組表（３月１日～１５日） 

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

【 表 】 ・平成２１年度父子家庭奨学金等支給事業のご案内 

・災害時の支援登録のご案内 

・技能修得資金の支給申請を受け付けます（第１次申請） 

・「身体障害者巡回更生相談」を実施します 

・「なんたん障害者就業支援セミナー」を開催します 

・「なんたん福祉職場就職フェア２０１０」のご案内 

【 裏 】 ・多重債務無料法律相談のご案内 

・平成２２年度電気通信サービスモニターを募集します 

・体験講座｢こんにゃくをつくろう｣の参加者募集 

・森林・環境ネットワークから参加者募集のお知らせ 

・＜○○地域版お知らせ＞� 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゼミナールハウスゼミナールハウスゼミナールハウスゼミナールハウス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    

 

＜さをり織り 素敵なスカーフづくり＆ランチ＞ 

●●●●日時日時日時日時 ３月の毎週金・土曜日のうち、いずれか２日間 午前１０時～午後４時 

※連続した日でなくても可能。満員の場合は調整させていただきます。 

●●●●場所場所場所場所 京都府立ゼミナールハウス 

●●●●参加費参加費参加費参加費 ５，０００円（昼食２食付、材料代含）※１日のみの参加は３，５００円 

●●●●指導者指導者指導者指導者 手織り工房「ときわ樹」主宰 呉屋 玲子 さん（京北在住） 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 下記申込・問合せ先に電話でお申し込みください。 

＜春のチャリティー映画鑑賞会「６０歳のラブレター」＞ 

夫から妻へ、妻から夫へ。日本中で交わされた８６，４４１通の愛の実話の映画化。 

●●●●日時日時日時日時 ３月２０日（土）午後１時開場、１時３０分～上映 

●●●●場所場所場所場所 京都府立ゼミナールハウス １階 総合ゼミ室 

●●●●出演出演出演出演 中村 雅俊、原田 美枝子、井上 順、戸田 恵子、イッセー尾形、綾戸 智恵 

●●●●入場料入場料入場料入場料 全額チャリティー基金に寄付します。目安として一般５００円、小・

中・高校生１００円を当日いただきます。 

 

◇申込・問合せ先 京都府立ゼミナールハウス TEL（0771）54-0216 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度伝統文化伝統文化伝統文化伝統文化こどもこどもこどもこども教室募集教室募集教室募集教室募集のごのごのごのご案内案内案内案内    

    
「伝統文化こども教室」は、わが国の長い歴史と伝統の中から生まれ、守り伝え

られてきた伝統文化を、将来にわたって確実に継承し、発展させることを目的とし

て、次代を担う子どもたちに伝統文化を体験・修得する機会を提供するものです。 

●●●●対象対象対象対象となるとなるとなるとなる教室教室教室教室    わが国で継承されてきた伝統文化のうち、子どもが体験・修得

することが適切と認められるもの。（民俗芸能、工芸技術、邦楽、日本舞踊、武道、

茶道、華道、囲碁、将棋、伝統的な子どもの遊び、わらべうた、昔話、地域の年

中行事、伝統的な物づくり、郷土食、歴史、史跡探訪、百人一首など）    

●●●●実施期間実施期間実施期間実施期間・・・・回数回数回数回数    平成２２年５月１日から平成２３年２月２８日までの間で、土・

日曜日や夏休みなどを有効に活用して、継続的・計画的に実施してください。実

施回数は原則として１０回以上とします。 

●●●●開催場所開催場所開催場所開催場所    原則として教室を行う目的・内容にふさわしい文化施設、学校、体育

施設などの公共施設。ただし、地域の実情に応じて、そのほかの施設で行うこと

も可能です。 

●●●●参加者参加者参加者参加者のののの範囲範囲範囲範囲    原則として小学校１年生から中学校３年生までとし、参加人数に

ついては１０人以上の規模で行ってください。なお、参加者は原則１０回以上の

カリキュラムを受講することとします。 

●●●●申請方法申請方法申請方法申請方法    ３月１２日（金）必着で、社会教育課に申請書類を提出してください。

（申請書類などは社会教育課に備え付けてあります） 

    

◇資料請求・問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 

財団法人 伝統文化活性化国民協会  TEL（03）3538-7261 FAX（03）5250-6680 

URL http://www.dentoubunka-kodomo.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    

 

＜天文教室＞ 

●●●●日時日時日時日時 ３月２０日（土）午後７時～９時  ●●●●場所場所場所場所 丹波天文館 

●●●●対象者対象者対象者対象者 小学生以上の方  ●●●●定員定員定員定員 ６０人  ●●●●参加料参加料参加料参加料 ２００円 

●●●●内容内容内容内容 月、土星の観望（雨天の場合はビデオなどで学習） 

＜パターゴルフ大会＞ 

●●●●日時日時日時日時 ３月２１日（日・祝）午前９時～１１時  ●●●●場所場所場所場所 パターゴルフ場 

●●●●定員定員定員定員 ５０人  ●●●●参加料参加料参加料参加料 大人５００円、小中学生３００円 

●●●●内容内容内容内容 １８ホールにより実施 

＜天文教室・パターゴルフ大会の申込方法＞ ３月１日（月）～１６日（火）に、

はがき、ＦＡＸまたはメールで住所、氏名、年齢、電話番号を下記申込・問合せ

先にご連絡の上、お申し込みください。 

＜グラウンド・ゴルフのつどい＞ 

●●●●日時日時日時日時 ３月５日（月例会）、１２日、１９日、２６日（各金曜日）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 ３月９日（火）（当日受付）  ●●●●場所場所場所場所 体育館 

●●●●内容内容内容内容 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） 

＜３月のスポーツを楽しむ日＞ 

●●●●日時日時日時日時 ３日、１０日、１７日、２４日、３１日（各水曜日） ●●●●場所場所場所場所 体育館 

●●●●内容内容内容内容 午前９時～１１時３０分 軽スポーツ（卓球、ソフトバレーボールなど） 

     午後１時３０分～４時 テニス  ●●●●参加料参加料参加料参加料 ３００円 

 

◇申込・問合せ先 丹波自然運動公園 TEL（0771）82-0560 FAX（0771）82-0480 

         〒622-0232 船井郡京丹波町曽根崩下代110－7 

Ｅメール kouen@kyoto-tanbapark.or.jp 

氷室氷室氷室氷室のののの郷郷郷郷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    

    
＜布ぞうり作り体験教室＞ 

●●●●日時日時日時日時 ３月２５日（木）午前１０時～午後３時 ●●●●場所場所場所場所 「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）、はさみ 

●●●●体験料体験料体験料体験料 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 ２０人（定員になり次第締め切り） 

＜椎茸（シイタケ）原木作り体験＞ 

●●●●日時日時日時日時 ３月２７日（土）午前１０時～正午  ●●●●場所場所場所場所 「氷室の郷」 

●●●●内容内容内容内容 ドリルで穴開け、シイタケ菌打ち込みほか 

●●●●持持持持ちちちち物物物物 作業ができる服装、軍手 ●●●●定員定員定員定員 ２０人（定員になり次第締め切り） 

●●●●体験料体験料体験料体験料 ３，５００円（菌入り原木５本持ち帰り） 

 

◇申込・問合せ先 八木農村環境公園「氷室の郷」（月曜日定休）TEL（0771）43-1128 

南丹市情報センター なんたんテレビ（自主放送) 番組表 （２０１０年３月１日～３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 

 

スクールフェイス 

「平屋小学校 学習発表会」 

３３３３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 ～３月新刊のご案内～ 

３３３３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・ ―  ・ ― 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

平成22 年 

第１回南丹市議会３月定例会① 

３３３３月月月月６６６６日日日日【【【【土土土土】】】】14141414時時時時            再放送 ３月８日18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

週刊ニュース もぎたて☆テレビ 

３３３３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・ ― ・ ― ・22時 

９日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

スクールフェイス 

｢神吉小学校 ジャンプ集会｣ 

３３３３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・ ― ・ 

 ―・22時半 

９日（火） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半    

 

スクールフェイス 

｢殿田小学校 学習発表会｣ 

「八木東幼児学園 作品展」    

３３３３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お送りする情報番組 

３３３３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・ ― ・ ― 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

スクールフェイス 

「城南保育所 ２･３歳児生活発表会」 

３３３３月月月月１１１１１１１１日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

１２日（金）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

１３日 (土) 7時半・9時半・12時半・ ― ・ ― 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

平成22 年 

第１回南丹市議会３月定例会② 

３３３３月月月月１３１３１３１３日日日日【【【【土土土土】】】】14141414時時時時        再放送 ３月15日18時 

 

************************************* 

★ 南丹市情報センターホームページ なんたんネッ

トワークで一週間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 

 

週刊ニュース もぎたて☆テレビ 

３３３３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・ ―  ・ ― ・20時・22時 

１５日（月） 7時・9時・12時・15時・― ・― ・― 

１６日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

美山中学校 卒業式 

３３３３月月月月１３１３１３１３日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

１４日（日） 7時半・9時半・12時半・ ― ・ ―  ・ 

20時半・22時半  

１５日（月） 7時半・9時半・12時半・15時半・― ・ 

―  ・  ― 

１６日（火） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

平成22 年 

第１回南丹市議会３月定例会③ 

３３３３月月月月１４１４１４１４日日日日【【【【日日日日】】】】14141414時時時時        再放送 ３月15日18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

テレビ週報 

（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） 

*************************************

★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

センターホームページをご覧ください。 

★我が家のペット大募集！！出演ご希望の方は、南丹市

情報センターまでお電話ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第９９号（２の２）平成２２年２月２６日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「なんたんなんたんなんたんなんたん障害者就業支援障害者就業支援障害者就業支援障害者就業支援セミナーセミナーセミナーセミナー」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

 南丹圏域に「障害者就業・生活支援センター」が設置され、２年が経過しようとして

います。地域で暮らす障がいのある人の「働きたい」「働きつづけたい」という願いを実

現するために、障がい者就業への理解を広く求める機会として、セミナーを開催します。 

●●●●日時日時日時日時 ３月２０日（土）午後２時～５時  ●●●●参加費参加費参加費参加費 無料（事前申し込み必要） 

●●●●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館 地階 コスモホール ●●●●定員定員定員定員 １００人（先着順） 

●●●●内容内容内容内容 講演１「人間尊重の経営で、会社がどう変わったのか」 

有限会社 思風都 代表取締役会長 

京都中小企業家同友会 副代表理事 土井 善子 氏 

    講演２「〝働きたい〟をかなえたい」 

社会福祉法人 加島友愛会 かしま障害者センター 副館長  

NPO法人 ジョブコーチ・ネットワーク 理事 酒井 大介 氏 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 下記申込・問合せ先に電話でお申し込みください。 

●●●●主催主催主催主催    なんたん障害者就業・生活支援センター ●●●●共催共催共催共催 南丹圏域障害者総合支援セン

ター結丹（ゆに） ●●●●後援後援後援後援 京都労働局・ハローワーク園部、南丹広域振興局、南丹市、

亀岡市、京丹波町、南丹市商工会、亀岡商工会議所、京丹波町商工会、京都新聞社 

 

◇申込・問合せ先 社会福祉法人 松花苑 なんたん障害者就業・生活支援センター 

TEL（0771）24-2181 FAX（0771）20-1246 

「「「「なんたんなんたんなんたんなんたん福祉職場就職福祉職場就職福祉職場就職福祉職場就職フェアフェアフェアフェア２０１０２０１０２０１０２０１０」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

●●●●日時日時日時日時 ３月１４日（日）午前１１時～午後４時（合同就職説明会は午後０時３０分～） 

●●●●場所場所場所場所 ガレリアかめおか ２階 大広間（ＪＲ亀岡駅からバス１０分・徒歩２０分） 

●●●●対象対象対象対象 南丹地域にお住まいの方で福祉の仕事に関心がある方 

南丹地域の福祉職場への就職を希望する方 

●●●●内容内容内容内容 ・福祉のしごと入門セミナー（午前１１時～午後０時１５分） 

※福祉職場の仕事内容や就職のための心構えなどを講師が体験談を交え

て分かりやすく説明 

・「面接ワンポイントアドバイス」（午後０時３０分～３時３０分） 

※個別対応形式のロールプレイングにより、講師が面接の受け方をワンポイ

ントアドバイス。応募書類の添削も。（１人３０分程度、定員１４人） 

・介護・福祉事業所の合同就職説明会（午後０時３０分～４時） 

※南丹地域の約１５の介護・福祉事業所が出展し、仕事内容などを説明 

・就業相談・求職登録（午後０時３０分～４時） 

※福祉人材センターによる福祉職場への就業に関する総合相談、求職登録 

●●●●参加方法参加方法参加方法参加方法 事前申し込み不要、参加費無料 

●●●●主催主催主催主催 京都府、京都府福祉人材・研修センター、京都ジョブパーク 

 

◇問合せ先 京都府福祉人材・研修センター TEL（075）252-6297 

技能修得資金技能修得資金技能修得資金技能修得資金のののの支給申請支給申請支給申請支給申請をををを受受受受けけけけ付付付付けますけますけますけます（（（（第第第第１１１１次申請次申請次申請次申請））））    

 

 京都府では、中学校・高等学校を卒業されて、技能修得施設（専門学校など）へ

進学される方を支援するために、技能修得資金を支給しています。 

●●●●対象対象対象対象 南丹市内に居住し、経済的な理由により技能修得が困難な方 

※所得制限などがあります。詳しくは下記問合せ先へお問い合わせください。 

●●●●申請申請申請申請期限期限期限期限    ３月２３日（火）まで 

●●●●申請先申請先申請先申請先 南丹保健所、社会福祉課、各支所健康福祉課（申請書類も備え付けています） 

 

◇問合せ先 南丹保健所 福祉室 TEL（0771）62-0363 

「「「「身体障害者巡回更生相談身体障害者巡回更生相談身体障害者巡回更生相談身体障害者巡回更生相談」」」」をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

    
京都府身体障害者更生相談所では、府内を巡回し、補装具・医療相談を実施しています。 

日程 時間 場所 来訪医師 

３月１２日（金） 午後２時～３時３０分 園部公民館 整形外科 

４月１３日（火） 亀岡市役所市民ホール 整形外科 

５月１１日（火） 園部公民館 整形外科 

７月 ６日（火） 

午前１０時～ 

１１時３０分 

京丹波町瑞穂保健福祉センター 整形外科 

※上記以降の南丹市内での実施は、９月１０日（金）（日吉･整形外科）、平成２３年２月

３日（木）（園部･耳鼻科）、平成２３年３月１１日（金）（美山･整形外科）の予定です。 

●●●●内容内容内容内容 補装具交付・修理に係る判定、医療相談（整形外科） 

●●●●持持持持ちちちち物物物物 身体障害者手帳、使用中の補装具、印鑑（支給申請が必要な場合に使用） 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 参加を希望される方は、それぞれの相談日の３日前（土・日・祝日を除く）

までに下記申込・問合せ先に電話またはＦＡＸでお申し込みください。 

＜「＜「＜「＜「身体障身体障身体障身体障がいにがいにがいにがいに関関関関するするするする相談会相談会相談会相談会」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします＞＞＞＞    

南丹市では、現在１０人の方が「身体障害者相談員」として京都府から委嘱を受

け、身体障がいに関する相談に応じています。３月１２日（金）の「身体障害者巡

回更生相談」会場に相談室を設け、相談会を実施しますので、何かお困りの事があ

れば、ご来場の上、気軽にご相談ください。（午後２時～３時３０分、予約不要） 

 

◇申込・問合せ先 社会福祉課 TEL（0771）68-0007 FAX（0771）68-1166 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

平成平成平成平成２１２１２１２１年度父子家庭奨学金等支給事業年度父子家庭奨学金等支給事業年度父子家庭奨学金等支給事業年度父子家庭奨学金等支給事業のごのごのごのご案内案内案内案内    

    
南丹市では、父子家庭の児童に対し奨学金を支給し、児童福祉の推進とその健全

な育成を援助するため、父子家庭奨学金等支給制度を設けています。 

●●●●支給対象者支給対象者支給対象者支給対象者 平成２１年４月１日から引き続き南丹市に居住している父子家庭の

児童（京都府の奨学金制度の適用を受けている方は対象外） 

※平成２１年４月２日以降に、父子家庭となった場合および転入さ

れた父子家庭は、今年度の支給対象ではありません。 

●●●●支給額支給額支給額支給額 父子家庭の児童に対し、幼児 ６，０００円、小学生 １２，０００円、

中学生 ２４，０００円、高校生 ３６，０００円を支給（年額） 

●●●●申請申請申請申請にににに必要必要必要必要なものなものなものなもの ・印鑑 ・申請者名義の普通預金口座 ・高校生の場合は在

学証明書（高校を卒業している場合は在籍証明書） 

●●●●申請方法申請方法申請方法申請方法 ３月１９日（金）までに、対象児童の保護者は下記申請・問合せ先に申請

してください。※該当すると思われる方には、個別に申請書を送付します。 

 

◇申請・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 

災害時災害時災害時災害時のののの支援登録支援登録支援登録支援登録のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

高齢者や障がいのある方など災害時に自力で避難することに不安のある方が、地

域の中で避難支援を素早く受けていただくため、また日ごろの見守り活動を行うた

めに平成２０年度から南丹市たすけあいネットワーク制度として「南丹市災害時要

援護者支援台帳整備事業」を実施しています。各関係機関が要援護者の情報を把握

することにより、地域の皆さんが安心して暮らすことのできる支援体制を整備する

ことを目的としていますので、登録を希望される方は申請をしてください。 

●●●●登録登録登録登録のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなる方方方方    

①身体障害者手帳１、２級をお持ちの方  ②療育手帳のＡをお持ちの方 

③精神障害者保健福祉手帳の１級をお持ちの方 

④介護保険の要介護３以上で在宅の方  ⑤６５歳以上のひとり暮らしの世帯 

⑥７５歳以上のみ（２人以上）で構成されている世帯 

⑦人工透析を受けている方  ⑧そのほか援護が必要と思われる方 

●●●●情報情報情報情報をををを提供提供提供提供するするするする機関機関機関機関・・・・団体団体団体団体    

南丹市（社会福祉課、総務課、高齢福祉課、各支所健康福祉課および地域総務課） 

京都中部広域消防組合園部消防署（各出張所含む）、南丹市消防団（各支団・各部含む） 

南丹警察署、南丹市社会福祉協議会（各支所含む） 

担当地区の民生委員・児童委員、居住されている地域の自治区 

●●●●登録申請登録申請登録申請登録申請のののの方法方法方法方法    

 登録を希望される方は、下記申請・問合せ先に備え付けの登録申請書により、３

月１９日（金）までに申請してください。 

●●●●留意留意留意留意点点点点    

・申請にあたっては、個人情報保護条例により、各関係機関に情報提供するため

に本人の同意が必要となりますので、同意の署名をお願いします。 

・地域支援者の方の登録が必要となりますので、同じ地域にお住まいの方にあら

かじめ同意を得てください。 

 ・すでに登録されている方と、平成２１年１２月末現在で新たに登録対象となら

れた方には、個別にご案内と申請書を郵送します。ただし、上記「登録の対象

となる方」⑦の人工透析を受けている方については、更正医療の申請をされて

いる方のみのご案内となります。 

 

◇申請・問合せ先 社会福祉課 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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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を対象に、弁護士が相談に応じます。借金問題は必ず解

決できます。まずはお問い合わせください。秘密厳守。相談無料。 

●●●●日時日時日時日時 ３月９日（火）、２３日（火）、３０日（火）午後４時～７時（１人４５分以内） 

●●●●場所場所場所場所 園部公民館 ●●●●予約予約予約予約    開催日の前日までに下記問合せ先にお申し込みください。 

 

◇問合せ先 商工観光課 TEL（0771）68-0050 各支所 産業建設課 

南丹広域振興局 商工労働観光室 TEL（0771）23-4438 

体験講座体験講座体験講座体験講座｢｢｢｢こんにゃくをつくろうこんにゃくをつくろうこんにゃくをつくろうこんにゃくをつくろう｣｣｣｣のののの参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

 

日吉町郷土資料館で収穫したこんにゃく芋を使って、昔ながらの食文化を楽しみ

ながら学びます。私たちの身近な食材こんにゃくを自分で作ってみませんか。 

●●●●日時日時日時日時 ３月２１日（日・祝）午後１時～ ●●●●場所場所場所場所 日吉町郷土資料館 かやぶき民家 

●●●●参加費参加費参加費参加費 大人５００円、高校大学生４５０円、小中学生４００円（入館料、材料代含む） 

●●●●定員定員定員定員 １０人（定員になり次第締め切り） ●●●●持持持持ちちちち物物物物 エプロン、三角巾、ゴム手袋 

※こんにゃく芋はアクが強いので、かゆみを生じる事があります。 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 電話またはＦＡＸで、下記申込・問合せ先へお申し込みください。 

※参加確認の連絡は行いませんので、申込者は当日会場へお越しください。 

 

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

森林森林森林森林・・・・環境環境環境環境ネットワークネットワークネットワークネットワークからからからから参参参参加者募集加者募集加者募集加者募集のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

＜おとなの「森楽（しんがく）塾・間伐材利用～森小屋づくり」参加者募集＞ 

杉林の間伐方法を学び、間伐した材を加工して、森小屋をつくります。森の手入れや

木材加工などに興味のある方、経験の有無は問いませんので、ぜひご参加ください。 

●●●●日時日時日時日時 ３月１４日（日）午前１０時～午後５時（小雨決行、天候により内容変更あり） 

●●●●集合場所集合場所集合場所集合場所 八木町船枝  ●●●●参加費参加費参加費参加費 ８００円（保険料、昼食代）※当日徴収 

●●●●持持持持ちちちち物物物物 作業できる服装と靴、防寒着、飲み物  ●●●●対象者対象者対象者対象者 一般 

●●●●主催主催主催主催 森林・環境ネットワーク  ●●●●後援後援後援後援 南丹市 

＜こどもの「森の楽校（がっこう）」参加者募集＞ 

子どものころから身近な森林に親しみ、豊かな心を育む「森の楽校」の来年度の

新規参加者を若干名募集します。（継続的に取り組むため、年間登録制になります） 

●●●●日時日時日時日時 ４月～来年３月の毎月第２土曜日（８月と１月を除く、２月は第３土曜日） 

午後１時～３時３０分（全１０回）※小雨決行、日程は変更する場合あり 

●●●●集合場所集合場所集合場所集合場所 八木町船枝  ●●●●対象者対象者対象者対象者 ４歳～小学６年生 

●●●●持持持持ちちちち物物物物 動きやすい服装と靴、必要に応じて雨具や防寒着、着替え、飲み物など 

●●●●参加費参加費参加費参加費 １０，０００円（クラブＴシャツ、年間保険料、安全管理費）※初日に徴収 

●●●●主催主催主催主催 森林・環境ネットワーク  ●●●●後援後援後援後援 南丹市教育委員会 

＜共通事項＞ ●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ＦＡＸ、電話またはメールで、参加者氏名、年齢、住

所、電話番号、緊急連絡先（「森の楽校」参加希望者はＴシャツサイズも）を下記

申込・問合せ先へご連絡ください。 

 

◇申込・問合せ先 森林・環境ネットワーク URL http://www.nposhinrin.net 

TEL/FAX（0771）42-5559（用澤方：水・金曜日の午前９時～正午） 

Ｅメール mail@nposhinrin.net 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度電年度電年度電年度電気通信気通信気通信気通信サービスモニターサービスモニターサービスモニターサービスモニターをををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

総務省では、電気通信サービスに関する利用者の意見や要望を幅広くお聞かせい

ただくため、電気通信サービスモニターを募集します。 

●●●●応募資格応募資格応募資格応募資格 電話・インターネットなどの電気通信サービスに関心がある満２０歳

以上の方で、次の活動を行うことが可能な方（ただし、総務省および電気通信事

業者に勤務経験のある方ならびにその方の家族を除く） 

●●●●活動内容活動内容活動内容活動内容 （１）アンケート調査への回答（年２回実施予定、全員の方） 

（２）モニター会議への出席（年１回開催予定、別途出席をお願いする方） 

●●●●委嘱期間委嘱期間委嘱期間委嘱期間 平成２２年６月１日～平成２３年３月３１日までの１０カ月間 

●●●●募集人員募集人員募集人員募集人員 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県在住の方１３０人 

●●●●応募方法応募方法応募方法応募方法 ホームページから直接申し込むか、ＦＡＸ、はがき、封書のいずれか

で、郵便番号、住所、氏名（フリガナ）、電話番号、年齢、性別、職業、メールア

ドレス（任意）、応募の動機を記入し、「モニター希望」と明記してご応募ください。 

●●●●応募期間応募期間応募期間応募期間 ３月１日（月）～４月２日（金）（ホームページ、ＦＡＸでの応募は、

締め切り日の午後５時まで有効。はがき、封書は当日消印有効） 

●●●●謝礼金謝礼金謝礼金謝礼金 アンケート調査協力者およびモニター会議出席者に、別途謝礼金あり 

●●●●選考結果選考結果選考結果選考結果のののの通知通知通知通知 応募者の中から地域、年齢、性別などの構成を考慮して選考し

ます。選考の結果、モニターをお願いする方には、５月末日までに通知するとと

もに、委嘱状を送付します。なお、不採用者への通知は行いません。 

●●●●そのそのそのその他他他他 応募により収集した個人情報は、本モニター制度の運営にのみ利用します。 

 

◇応募・問合せ先 近畿総合通信局 情報通信部 電気通信事業課 

〒540-8795 大阪市中央区大手前1-5-44 

         TEL（06）6942-8518  FAX（06）6920-0609 

URL http://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/ 


