
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１０２号（３の１）平成２２年４月９日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入学祝金入学祝金入学祝金入学祝金のののの申請申請申請申請についてについてについてについて    

  
南丹市に居住（住民登録など）し、今年度に小学校および中学校に入学された児

童を養育されている父母などに入学祝金を支給します。６月３０日（水）までに子

育て支援課または各支所健康福祉課まで申請してください。申請が遅れると支給で

きませんのでご注意ください。 

●支給額支給額支給額支給額 小学校入学：３０，０００円 中学校入学：４０，０００円 

●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、預金通帳（申請者名義の普通口座）。※南丹市立以外の小・

中学校入学の場合は、在学が証明できる書類（在学証明書、生徒手帳）の写しが必要。 

 

◇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 

資源資源資源資源ごみごみごみごみ集団回収補助集団回収補助集団回収補助集団回収補助のののの「「「「団体登録団体登録団体登録団体登録」」」」申請申請申請申請はははは年度年度年度年度ごとにごとにごとにごとに    

 

ごみの減量と資源の有効利用を図るため、資源ごみ（古紙および古布）の集団回

収を行う団体に対し、報奨金を交付しています。報奨金の交付を受けるには、「団体

登録」を済ませていただき、その後、報奨金交付申請をしていただきます。登録は

年度ごとに必要となり、登録以前の回収活動は、報奨金交付対象となりません。平

成２２年度の団体登録申請書は５月３１日（月）までに提出してください。            

 

◇問合せ先 環境課 TEL（0771）68-0015 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度母子家庭奨学金等支給申請年度母子家庭奨学金等支給申請年度母子家庭奨学金等支給申請年度母子家庭奨学金等支給申請のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

 京都府では、母子家庭の福祉を推進し、経済的かつ精神的な面を援助するため、教育

または養育に要する経費に対し奨学金および高等学校入学支度金を支給する母子家庭奨

学金支給制度を設けていますので、該当される方は、申請してください。なお、母子福

祉推進員または民生児童委員の証明のない申請書の受付はできませんので注意してくだ

さい。（母子福祉推進員の証明は、証明日を設けていますのでお問い合わせください） 

●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、預金通帳（申請者名義の普通口座）、母子福祉推進員ま

たは民生児童委員の証明。※高校生は在学証明が必要。 

●支給金額支給金額支給金額支給金額（（（（年額年額年額年額）））） 

乳幼児：１人当たり１１，０００円 小学生：１人当たり２１，５００円 

 中学生：１人当たり４３，０００円 高校生：１人当たり６４，０００円 

 ※高等学校入学支度金：１人当たり３５，０００円 

●提出期限提出期限提出期限提出期限 ５月３１日（月） ●提出場所提出場所提出場所提出場所    子育て支援課または各支所健康福祉課 

※４月１日以降に支給対象（新規）となった方などは、申請月の翌月分から月割支

給となります。 

※母子家庭奨学金などの給付を受けると、高等学校等修学資金の貸与は受けられな

くなりますので注意してください。 

 

◇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 

「「「「子子子子どもどもどもども手当手当手当手当」」」」のののの支給支給支給支給についてについてについてについて    

    

 次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、平成２２年度において、中

学校修了までの子どもを対象に、月額１３，０００円の「子ども手当」を支給します。 

●平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度におけるにおけるにおけるにおける子子子子どもどもどもども手当手当手当手当のののの概要概要概要概要（「児童手当」が「子ども手当」として拡充） 

 児童手当 子ども手当 

対象となる子どもを養育している方 手当を受け取るこ

とができる方 所得制限あり 所得制限なし 

子どもの対象年齢 

小学校修了前 

（１２歳到達の最初の年度末） 

中学校修了前に拡大 

（１５歳到達の最初の年度末） 

支給額 

子どもの年齢、人数などによ

り5,000円～10,000円／月 

一律 13,000円／月 

支給される月 ６月、１０月、２月（それぞれの前月分までの手当を支給） 

手続きが必要な方 

①４月に中学２年生、または中学３年生になる子どもを養育さ

れている方 

②所得制限超過などのため、児童手当を受けていない方 

※平成２２年３月３１日において、南丹市から児童手当を受け

ている子ども分については、手続きは不要です。 

●申請申請申請申請およびおよびおよびおよび認定認定認定認定についてについてについてについて    

・手続きが必要な方（上記①、②に該当の方）に対し、４月下旬以降、申請書類を送付

する予定です。９月３０日（木）までに申請いただければ、４月分から支給します。 

・４月１日以降、出生・転入などで手当の対象となる場合は速やかに手続きしてくださ

い。原則として申請をされた月の翌月分から手当を支給します。 

・公務員の方については、勤務先で手続きを行ってください。 

 

◇問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月１１１１日付日付日付日付けけけけ南丹市職員南丹市職員南丹市職員南丹市職員のののの人事異動人事異動人事異動人事異動    

 

平成２２年４月１日付けで人事異動を行いましたのでお知らせします。（管理職） 

＜部長級＞ 

新任 氏名 旧任 

市民部長兼国保医療課長  西村 良平 市民部長 

福祉部長兼福祉事務所長兼子育て支援課長 永塚 則昭 福祉部長兼福祉事務所長 

土木建築部長兼住宅課長 山内  明 土木建築部長 

＜課長級＞ 

新任 氏名 旧任 

総務部付課長（京都地方税機構派遣） 竹島 由男 市民部国保医療課長 

福祉部園部・城南保育所長 堀江 純子 福祉部興風保育所長補佐 

＜３月３１日付退職＞ 

所属・職名 氏名 

福祉部子育て支援課長 藤阪  治 

福祉部園部・城南保育所長 森本 絹子 

土木建築部住宅課長 三觜  茂 

 

◇問合せ先 人事秘書課 TEL（0771）68-0008 

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 】 ・平成２２年４月１日付け南丹市職員の人事異動 

・資源ごみ集団回収補助の「団体登録」申請は年度ごとに 

・「子ども手当」の支給について 

・入学祝金の申請について 

・平成２２年度母子家庭奨学金等支給申請のご案内 

【 裏 】 ・南丹市ファミリー・サポート・センター講習会の案内 

・『未公開株・社債』の取引は慎重に！ 

・「きこえと補聴器の相談会」を開催します 

・「アカペラコンサートinかやぶき民家」を開催します 

・なんたんテレビ番組表（４月１６日～３０日） 

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

【 表 】 ・国民健康保険税の軽減について 

・軽自動車税の納税証明書について 

・６５歳未満で給与所得と公的年金などの所得がある方へ 

・くらしのあんない版を作成しました 

・家族介護慰労金支給制度のご案内 

・家族介護用品支給制度のご案内 

・訪問理美容サービス事業のご案内 

・ランナーにご声援をお願いします 

【 裏 】 ・ねんきん特別便・定期便相談会を開催します 

・南丹市情報センター運営職員を募集します 

・ＪＲ山陰本線の映像を募集します 

・ゼミナールハウスからのお知らせ 

・八木町スポーツ協会からのお知らせ 

・平成２２年度自衛官募集のご案内 

・丹波自然運動公園から写真コンクールのお知らせ 

・歌聴風月酒蔵ＬＩＶＥを開催します 

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

【 表 】 ・５月の母子保健事業日程表 

     ・母親教室のお知らせ 

・南丹市体育協会からテニス教室・大会のお知らせ    

・＜○○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） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『『『『未公開株未公開株未公開株未公開株・・・・社債社債社債社債』』』』のののの取引取引取引取引はははは慎重慎重慎重慎重にににに！！！！    

 

 未公開株や社債の勧誘をめぐる消費者トラブルが、特に高齢者を中心に増加していま

す。少しでも不審に思う場合には取引を見合わせるなど、慎重な対応をしてください。 

 

◇消費生活相談窓口 商工観光課 TEL（0771）68-0050 

「「「「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」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

きこえの相談や補聴器相談を行います。お気軽にご相談ください。 

日時 場所 相談内容 

４月２８日（水）午後１時～３時 

５月２６日（水）午後１時～３時 

聴力測定 

きこえの相談 

６月２３日（水）午後１時～３時 

ふない聴覚言語障害 

センター 

（園部公民館２階） 補聴器相談 

※今年度の実施予定（毎月第４水曜日） 

 聴力測定・きこえの相談：４、５、８、９、１２、１月 

 補聴器相談：６、７、１０、１１、２、３月 

●対象者対象者対象者対象者 難聴者、中途失聴者、その家族など聞こえにくい方や補聴器を必要とさ

れている方 

●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です） 

●内容内容内容内容 聴力測定：予備検査程度の簡単な聴力測定 

きこえの相談：福祉機器、福祉制度などの相談 

補聴器相談：補聴器の調整・修理・電池交換・購入・試聴などの相談 

●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。身体障害者手帳・補聴器をお持ちの方は、持参してください。 

※言語聴覚士によるきこえの相談を希望の方は、下記問合せ先にお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 ふない聴覚言語障害センター TEL・FAX（0771）63-6448 

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・・・・センターセンターセンターセンター講習会講習会講習会講習会のののの案内案内案内案内    

 

＜平成２２年度第１回おまかせ会員講習会＞ 

月時 講座内容 

午前９時～１０時１５分 子どもの安全と病気の世話 

午前１０時３０分～正午 子どもの社会性・生活習慣と遊び 

５月１１日

（火） 

午後１時～４時 緊急時対策と応急処置 

午前９時～１０時１５分 子どもの権利（人権） ５月１３日

（木） 午前１０時３０分～正午 「おまかせ会員」として活動するために 

●場所場所場所場所 日吉はーとぴあ（日吉町保野田） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ４月３０日（金）までに、下記申込・問合せ先に電話でお申し込みく

ださい。詳細は電話でお問い合わせください。なお、講習は、何回かに分けて受

講していただいても結構です。（次回講習会は８月に予定） 

●そのそのそのその他他他他 講習会参加において託児を希望の方は、必ず事前にお申し込みください。 

＜「おまかせ会員」「おねがい会員」を募集中＞ 

●こんなときにこんなときにこんなときにこんなときに 保育所の送迎、買い物や通院などの外出時、冠婚葬祭時など  

●おまかせおまかせおまかせおまかせ会員会員会員会員 空いている時間、少しでも援助いただける方をお待ちしています。

講習会の受講をお願いします。 

●おねがいおねがいおねがいおねがい会員会員会員会員 ｢もしものとき」のために、登録だけでもかまいません。 

●利用時間利用時間利用時間利用時間 午前７時～午後８時（１２月２９日～１月３日を除く） 

●利用料金利用料金利用料金利用料金 平日：１時間当たり７００円、土・日・祝日：１時間当たり８００円 

 

◇申込・問合せ先 南丹市ファミリー・サポート・センター（南丹市社会福祉協議会内） 

TEL（0771）72-3220または（0771）72-0950 

「「「「アカペラコンサートアカペラコンサートアカペラコンサートアカペラコンサートininininかやぶきかやぶきかやぶきかやぶき民家民家民家民家」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

開館１０周年記念イベント｢アカペラコンサート inかやぶき民家～ふるさと・童

謡をうたう～｣を開催します。アカペラ男声三重唱グループ「ザ･ヘッド･ストーンズ」

を迎え、かやぶき民家で素敵な歌を聞きながら、楽しいひとときを過ごしませんか。 

●日時日時日時日時 ４月２９日（木・祝）①午後１時～、②午後３時～（各３０分予定） 

●場所場所場所場所 日吉町郷土資料館 かやぶき民家 ●入館料入館料入館料入館料 無料 

●出演出演出演出演 ＴＨＥ ＨＥＡＤ ＳＴＯＮＥＳ(ザ・ヘッド・ストーンズ)  

 

◇問合せ先 日吉町郷土資料館 TEL・FAX（0771）72-1130 

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４月１６日～４月３０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 

★入学式放送期間中入学式放送期間中入学式放送期間中入学式放送期間中はははは、、、、放送時間放送時間放送時間放送時間がががが変則的変則的変則的変則的になりますになりますになりますになります。。。。

ごごごご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

鶴鶴鶴鶴ヶヶヶヶ岡小学校岡小学校岡小学校岡小学校    入学式入学式入学式入学式    

(引き続き)  大野小学校大野小学校大野小学校大野小学校    入学式入学式入学式入学式 

４４４４月月月月１６１６１６１６日日日日【【【【金金金金】】】】20202020時半時半時半時半    

１７日（土） 7時半・10時半・13時半・16時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

週刊週刊週刊週刊ニュースニュースニュースニュース    もぎたてもぎたてもぎたてもぎたて☆☆☆☆テレビテレビテレビテレビ    

４４４４月月月月１７１７１７１７日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時 

１８日（日） 7時・10時・13時・16時・20時・23時   

１９日（月） 7時・10時・13時・16時・20時・23時 

２０日（火） 7時・10時・13時・16時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

吉富小学校吉富小学校吉富小学校吉富小学校    入学式入学式入学式入学式    

(引き続き)  新庄小学校新庄小学校新庄小学校新庄小学校    入学式入学式入学式入学式 

(引き続き)   神吉小学校神吉小学校神吉小学校神吉小学校    入学式入学式入学式入学式 

４４４４月月月月１７１７１７１７日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半    

１８日（日） 7時半・10時半・13時半・16時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

富本小学校富本小学校富本小学校富本小学校    入学式入学式入学式入学式    

(引き続き)    八木小学校八木小学校八木小学校八木小学校    入学式入学式入学式入学式 

４４４４月月月月１８１８１８１８日日日日【【【【日日日日】】】】20202020時半時半時半時半    

１９日（月） 7時半・10時半・13時半・16時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

胡麻郷小学校胡麻郷小学校胡麻郷小学校胡麻郷小学校    入学式入学式入学式入学式    

(引き続き)    殿田小学校殿田小学校殿田小学校殿田小学校    入学式入学式入学式入学式 

４４４４月月月月１９１９１９１９日日日日【【【【月月月月】】】】20202020時時時時半半半半    

２０日（火） 7時半・10時半・13時半・16時半 

園部第二小学校園部第二小学校園部第二小学校園部第二小学校    入学式入学式入学式入学式    

(引き続き)    摩気小学校摩気小学校摩気小学校摩気小学校    入学式入学式入学式入学式 

(引き続き)    川辺小学校川辺小学校川辺小学校川辺小学校    入学式入学式入学式入学式  

４４４４月月月月２０２０２０２０日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時    

２１日（水） 7時・10時・13時・16時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

園部小学校園部小学校園部小学校園部小学校    入学式入学式入学式入学式    

(引き続き)    西本梅小学校西本梅小学校西本梅小学校西本梅小学校    入学式入学式入学式入学式 

(引き続き) 八木中央幼児学園八木中央幼児学園八木中央幼児学園八木中央幼児学園    入園式入園式入園式入園式 

４４４４月月月月２１２１２１２１日日日日【【【【水水水水】】】】20202020時時時時    

２２日（木） 7時・10時・13時・16時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

ふくしのふくしのふくしのふくしの森森森森    

４４４４月月月月２２２２２２２２日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時    

２３日（金） 7時・10時・13時・16時・20時・23時   

２４日（土） 7時・10時・13時・16時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

園部幼稚園園部幼稚園園部幼稚園園部幼稚園    入園式入園式入園式入園式    

(引き続き)  すこやかすこやかすこやかすこやか学園学園学園学園    入園式入園式入園式入園式 

４４４４月月月月２２２２２２２２日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時半時半時半時半    

２３日（金） 7時半・10時半・13時半・16時半    

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

聖家族幼稚園聖家族幼稚園聖家族幼稚園聖家族幼稚園    入園式入園式入園式入園式    

４４４４月月月月２３２３２３２３日日日日【【【【金金金金】】】】20202020時半時半時半時半    

２４日（土） 7時半・10時半・13時半・16時半    

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

週刊週刊週刊週刊ニュースニュースニュースニュース    もぎたてもぎたてもぎたてもぎたて☆☆☆☆テレビテレビテレビテレビ    

４４４４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 

 

 

園部高校園部高校園部高校園部高校・・・・園部高校附属中学校吹奏楽部園部高校附属中学校吹奏楽部園部高校附属中学校吹奏楽部園部高校附属中学校吹奏楽部        

第第第第38383838 回定期演奏会回定期演奏会回定期演奏会回定期演奏会 

４４４４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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

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    

４４４４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 

５月１日（土） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

第第第第２２２２回南丹市民映像回南丹市民映像回南丹市民映像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    入賞作品入賞作品入賞作品入賞作品    

 

理事長賞 ｢皆既日食観測の奇跡in烏鎮｣ 

佳 作 「Dreamsハイライトシーン」 

佳 作 「わたしたちのたからもの」 

 

４４４４月月月月２９２９２９２９日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

３０日（金） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

５月１日（土） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

テレビテレビテレビテレビ週報週報週報週報    

（毎日）11：00／14：00／ 番組の後ろ（変更あり） 

ＪＡＪＡＪＡＪＡトピックストピックストピックストピックス（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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１０２号（３の２）平成２２年４月９日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ランナーランナーランナーランナーにごにごにごにご声援声援声援声援をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします    

 

４月２５日（日）に開催する第１３回日吉ダムマラソン大会には、約３，０００人の

ランナーが府民の森ひよしに集まり、日吉ダム湖畔を快走します。府民の森ひよしやダ

ム湖付近でのご声援をお願いします。なお、大会当日午前１０時３０分から午後１時３

０分まで、コースとなるダム湖周辺道路で車両通行止などの交通規制を行います。ご迷

惑をお掛けしますが、ご協力をお願いします。ただし、大会会場へは、日吉ダム堤体方

面からに限り１１時ごろまで入場可能であり、会場から日吉ダム堤体方面への退出は、

終日可能となっています。退場される際はコース横を走行しますので、通行には十分ご

注意いただき、係員の指示に従ってください。 

 

◇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 

訪問理美容訪問理美容訪問理美容訪問理美容サービスサービスサービスサービス事業事業事業事業のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

心身の障がいおよび疾病などにより理容院や美容院に出向くことが困難な在宅の

高齢者などに対し、南丹市訪問理美容サービス登録事業所の理美容師が自宅に訪問

し、理美容サービスを行います。利用回数は、年間１２回までとなります。申込方

法など詳細は、下記申請・問合せ先にお問い合わせください。 

●対象者対象者対象者対象者 おおむね６５歳以上のひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯および

障がい者の方で、自力で理容院や美容院に出向くことが困難な方 

●費用費用費用費用 理美容代金は自己負担（訪問出張費用は市負担） 

 

◇申請・問合せ先 高齢福祉課 TEL（0771）68-0006 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

家族介護用品家族介護用品家族介護用品家族介護用品支給支給支給支給制度制度制度制度のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

要介護高齢者を在宅で介護されている方の経済的負担の軽減を図るため、介護用品購

入にかかわる費用の一部を助成します。支給方法は、費用の全額をいったんお支払いい

ただき、その後申請により規定の額を払い戻します。申請は、随時受け付けています。 

●対象者対象者対象者対象者 要介護認定で要介護４または５と認定された方を在宅で介護している家

族で、要介護者と介護者ともに南丹市在住で市民税非課税世帯の方。（入院中・施

設入所中の方は対象となりません） 

●支給額支給額支給額支給額 年額１人当たり７５，０００円以内 

●対象対象対象対象となるとなるとなるとなる介護用品介護用品介護用品介護用品・紙おむつ及び尿とりパット、防水シートなど排泄関係用品 

・介護用パジャマ、介護用下着など介護衣類用品 

・介護用手袋、マスク、エプロンなど衛生関係用品 

・ドライシャンプー、清拭剤など入浴関係用品 

●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 領収書（レシート不可）、印鑑 

※領収書は、購入者名、購入日、購入金額、介護用品名が明記されたものが必要です。 

※購入業者は、南丹市内に限らずどこで購入されても助成の対象となります。 

 

◇申請・問合せ先 高齢福祉課 TEL（0771）68-0006 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

家族介護慰労金家族介護慰労金家族介護慰労金家族介護慰労金支給制度支給制度支給制度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。 

＜南丹市家族介護慰労事業＞ 

●対象者対象者対象者対象者 要介護４または５と認定された方を、介護保険サービスを利用しながら、

在宅で６カ月以上介護している同居家族（市民税非課税世帯） 

●支給額支給額支給額支給額 年額８０，０００円 

＜南丹市ねたきり老人・認知症老人等介護手当支給事業＞ 

●対象者対象者対象者対象者 介護保険サービスを利用せずに、ねたきり・認知症の高齢者の方を６カ

月以上在宅で介護している同居家族（市民税非課税世帯） 

●支給額支給額支給額支給額 ねたきり老人・認知症老人手当 月額３０，０００円 

     準ねたきり老人・準認知症老人手当 月額１５，０００円 

 

◇申請・問合せ先 高齢福祉課 TEL（0771）68-0006 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

国民健康保険税国民健康保険税国民健康保険税国民健康保険税のののの軽減軽減軽減軽減についてについてについてについて    

 

倒産、解雇、雇い止めなどにより離職された方は、申請により４月から国民健康

保険税が軽減されます。 

●対象者対象者対象者対象者 離職の翌日から翌年度末までの期間において、次の受給資格区分による

失業等給付を受ける方 

①雇用保険の特定受給資格者（例：倒産・解雇などによる離職） 

②雇用保険の特定理由離職者（例：雇い止めなどによる離職） 

※制度開始前１年以内（平成２１年３月３１日以降）に離職された方も、平成２２

年度に限り国民健康保険税が軽減されます。（平成２１年度の保険税は軽減の対象

となりません） 

●軽減額軽減額軽減額軽減額 国民健康保険税は前年の所得などにより算定しますが、軽減対象者の場

合、前年の給与所得をその１００分の３０とみなして軽減を行います。 

●軽減期間軽減期間軽減期間軽減期間 離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで 

※雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。 

※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の

健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。 

●申請方法申請方法申請方法申請方法 軽減を受けるには申請が必要です。雇用保険受給資格者証と印鑑を持

参の上、国保医療課または各支所健康福祉課で手続きを行ってください。 

●そのそのそのその他他他他 上記軽減制度のほかに、災害や大幅な所得減少などにより生活が著しく

困難となった場合、申請により国民健康保険税の減免が受けられることがありま

す。詳細については下記問合せ先までお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 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 

 

軽自動車税軽自動車税軽自動車税軽自動車税のののの納税証明書納税証明書納税証明書納税証明書についてについてについてについて    

  

４月は軽自動車税の納付月です。軽自動車税を口座振替で納付される方で、４月

３０日の振替納税が確認できた方には、５月中旬に口座振替済通知書兼納税証明書

を送付します。また、口座振替以外の方は、納税通知書と納税証明書が一体となっ

ていますので納付後すぐに納税証明書として使用できます。納税証明書は車検など

のために必要となりますので大切に保管してください（４月２８日までに車検をさ

れる場合は、平成２１年度の納税証明書を使用することができます）。なお、納税証

明書を紛失された方や、口座振替の方で納税証明書が送付される前に必要な方には、

税務課または各支所地域総務課窓口で納税証明書を発行します。ただし、納税後数

日以内に納税証明書の発行を希望される場合には、領収書や振替口座の通帳など、

納付したことを確認できるものをご持参いただきますようお願いします。 

 

◇問合せ先 税務課 TEL（0771）68-0004 

６５６５６５６５歳歳歳歳未満未満未満未満でででで給与所得給与所得給与所得給与所得とととと公的年金公的年金公的年金公的年金などのなどのなどのなどの所得所得所得所得があるがあるがあるがある方方方方へへへへ    

  
 平成２１年度は、公的年金などの所得に係る市・府民税を給与に係る市・府民税と合

算して給与から特別徴収（天引き）できませんでした。このたび法律が改正され、６５

歳未満の方の公的年金などの所得に係る市・府民税は、原則として給与から特別徴収す

ることになりました（平成２０年度以前の徴収方法と同じ）。なお、４月３０日までに、

本人からの申し出があれば、公的年金などに係る平成２２年度の市・府民税を給与から

の特別徴収ではなく、普通徴収（個人納付）にすることもできます。 

●対象対象対象対象者者者者 ４月１日時点で６５歳未満の方で平成２２年度の市・府民税が給与から

特別徴収になる予定の方 

 

◇問合せ先 税務課 TEL（0771）68-0004 

くらしのあんないくらしのあんないくらしのあんないくらしのあんない版版版版をををを作成作成作成作成しましたしましたしましたしました    

 

 転入された方に各種手続きの方法などをお知らせする「くらしのあんない版」の

冊子を作成し、市民課および各支所健康福祉課の窓口で配付しています。転入者以

外の方で、ご希望の方にもお渡ししますので上記窓口でお受け取りください。なお、

南丹市ホームページからも確認いただけます。 

（http://www.city.nantan.kyoto.jp/kurashi/annaiban.html） 

 

◇問合せ先 情報推進課 TEL（0771）68-0019 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歌聴風月酒蔵歌聴風月酒蔵歌聴風月酒蔵歌聴風月酒蔵ＬＩＶＥＬＩＶＥＬＩＶＥＬＩＶＥをををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

今年も歌聴風月酒蔵ＬＩＶＥを開催します。今年は、上田正樹さんをゲストに迎

え、おいしいお酒と地元のおばんざい、本物の音楽をお楽しみください。 

●日時日時日時日時 ６月１２日（土）開場：午後６時、開演：午後６時３０分 

●場所場所場所場所 八木酒造内 特設ステージ 

●料金料金料金料金 前売り：7,000円、当日：7,500円（4月12日前売り券発売開始。120枚限定） 

●そのそのそのその他他他他 ライブ当日、八木町本町かいわいの空き店舗で、町家を利用したカフェ

やサテライトショップを企画しています。工芸品や手づくり小物など、南丹市内

で活動する作家さんやグループの方の出店を募集します。 

☆出展料：１店舗１区画3,000円 ☆締切：４月１８日（日） 

※売り上げの１割をイベントの協賛金として寄附いただきます。 

 

◇申込・問合せ先 歌聴風月実行委員会事務局 TEL 080-5637-3181 

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    

 

＜リラックスヨガ教室＞ アロマを使用したリラックスヨガ教室 

●日時日時日時日時 ５月１１日（火）～６月２９日（火）午前１０時～１１時３０分（全８回） 

●場所場所場所場所 クアスポくちたん（府立口丹波勤労者福祉会館） ●受講料受講料受講料受講料 ７，０００円 

●申込期間申込期間申込期間申込期間 ４月３０日（金）まで 

＜手作り小物教室＞ 短時間でかわいい小物が作れる教室 

●日時日時日時日時 ５月１４日（金）～６月１８日（金）午前１０時～正午（全６回） 

●場所場所場所場所 クアスポくちたん ●受講受講受講受講料料料料 ７，５００円（材料費含む）  

●申込期間申込期間申込期間申込期間 ４月３０日（金）まで 

＜ヒップホップダンス教室＞ ポップなリズムに合わせて、簡単なステップから始

める、ヒップホップダンス教室 

●日時日時日時日時 ５月１５日（土）～８月７日（土）午後４時～５時（全１２回）※7/24休み 

●場所場所場所場所 クアスポくちたん ●受講料受講料受講料受講料 ６，０００円 

●申込期間申込期間申込期間申込期間 ５月１５日（土）まで 

＜共通事項＞ 申込期間に下記申込・問合せ先に直接来館、電話、ＦＡＸ、Ｅメー

ルで氏名、住所、電話番号をご連絡の上、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 TEL（0771）42-5484 FAX（0771）42-5684 

Ｅメール fualx504@cans.zaq.ne.jp 

ＪＲＪＲＪＲＪＲ山陰本線山陰本線山陰本線山陰本線のののの映像映像映像映像をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

３月１３日に開業したＪＲ山陰本線（京都－園部間）複線化と、今年８月２５日

に、ＪＲ山陰本線（京都－綾部間）開通１００周年を迎えるにあたり、なんたんテ

レビで記念番組を制作します。鉄道敷設から１００年間の歴史を番組で振り返るに

あたり、市民の方が所蔵しておられる映像を募集します。山陰本線を列車が走る風

景や、南丹市沿線の四季折々の駅周辺の様子など、なつかしい映像をお持ちの方は

ぜひご提供ください。番組内での使用や、取材などのご協力をお願いします。 

●記録媒体記録媒体記録媒体記録媒体 ８ミリフィルム、ＶＨＳ、ベータマックス、Ｈｉ８、ＭiniＤＶ、ＤＶ

Ｄなど何でも構いません。※再生方法など詳しくはご相談ください。 

●提供方法提供方法提供方法提供方法 ５月３０日（日）までに下記問合せ先に郵送または持参してください。 

 

◇問合せ先 南丹市情報センター TEL（0771）63-1777 FAX（0771）63-1682 

〒622-0002 南丹市園部町小桜町62-1 国際交流会館内 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度自衛官募集年度自衛官募集年度自衛官募集年度自衛官募集のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

募集種目 受付 試験期日 資格 

一般 

 ・ 

技術 

１次：5月15日・16日 

（16日は飛行要員のみ） 

２次：6月15日～17日 

（指定する1日） 

３次：7月14日～8月5日 

（飛行要員のみ、指定する日） 

２０歳以上２６歳未満の者 

（２２歳未満の者は大卒（見込含）） 

大学院修士学位取得者（海上技術幹

部候補生志願者は、理工学修士学位

取得者に限る）および自衛官は２８

歳未満 

幹
部
候
補
生
 

歯科 

・ 

薬剤科 

１次：5月15日 

２次：6月 15日～17日の

うち指定する1日 

専門の大卒（見込含）２０歳以上 

３０歳未満の者（薬剤は２０歳以上

２６歳未満の者（薬学修士学位取得

者は２８歳未満）） 

一般曹 

候補生 

４
月
１
日
 
～
 
５
月

10

日
 

１次：5月22日 

２次：6月 23日～28日の

うち指定する1日 

１８歳以上２７歳未満の者 

※一般曹候補生について、平成２３年３月高等学校卒業予定者または中等教育学校卒業

予定者の受付は、上表にかかわらず、文部科学・厚生労働両省から示された期日以降

実施します。詳細は、下記問合せ先に確認してください。 

 

◇受付・問合せ先 

自衛隊京都地方協力本部 京都市中京区御池通西洞院西入ル石橋町438－1 

TEL（075）211-3471 Ｅメール recruit1-kyoto＠pco.mod.go.jp 

ＵＲＬ http://www. mod.go.jp/pco/kyoto/ 

亀岡募集案内所 亀岡市古世町西内坪34－26 TEL（0771）24-4170 

南丹市役所 総務課 南丹市園部町小桜町47 TEL（0771）68-0002 

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＆ランチ＞ 

●日時日時日時日時 4月の毎週金・土曜日のうち、都合の良い２日間 午前１０時〜午後４時 

※連続した日でなくても可、経験のある方は 1日のみの参加も可能です。初心者の

方でも、２日で縦糸選びから始めてゆっくり織り上げることができます。 

●場所場所場所場所 ゼミナールハウス ●講師講師講師講師 手織り工房主宰 呉屋玲子 氏 

●参加費参加費参加費参加費 ５，０００円（昼食２食、材料費含） 

※1日参加は３，５００円（昼食、材料費含）。大きな作品は追加費用が必要です。 

＜デジカメ撮影と一歩進んだ作品仕上げ＞ 

●日時日時日時日時 ４月１８日（日）、１９日（月）18日：午前10時～、19日：午前8時30分～ 

●場所場所場所場所 集合：ゼミナールハウス、撮影：美山町（18日）、右京区京北（19日） 

●内容内容内容内容 野外撮影とデジカメの機能、パソコン画像処理、プリント技術の習得 

●講師講師講師講師 写真家 中谷基 氏 ●参加費参加費参加費参加費 ５，０００円（昼食付） 

※複数枚数のプリントを希望の場合は、用紙などの実費が必要な場合があります。 

●申込締切申込締切申込締切申込締切 ４月１５日（木） 

＜山野草を生ける＞ 

●日時日時日時日時 ４月３０日（金）、５月１日（土） 

３０日：午前９時３０分～、１日：午前８時３０分～ 

●場所場所場所場所 集合：ゼミナールハウス、美山町、右京区京北 

●内容内容内容内容 山野草の名前や特徴を知り、生け方を学ぶ 

●講師講師講師講師 いけばな山野草翠玲会主宰 中村翠玲 氏 

●参加費参加費参加費参加費 ３，８００円（昼食付） ●申込締切申込締切申込締切申込締切 ４月２３日（金） 

 

◇申込・問合せ先 京都府立ゼミナールハウス TEL（0771）54-0216 FAX（0771）54-0316 

ねんきんねんきんねんきんねんきん特別便特別便特別便特別便・・・・定期便相談会定期便相談会定期便相談会定期便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    

 

 年金受給者・加入者の皆さんを対象に、すでに送付している「ねんきん特別便」

や国民年金・厚生年金の現役加入者の皆さんに送付が始まっている「ねんきん定期

便」に関する相談会を下記の日程表のとおり開催しますので、お知らせします。 

日時 場所 

４月２２日（木）午前９時～午後５時 南丹市役所１号庁舎３階防災会議室 

５月２０日（木）午前９時～午後５時 南丹市八木支所３階西側会議室 

６月１７日（木）午前９時～午後５時 南丹市日吉支所３階第２会議室 

●持持持持ちちちち物物物物 お手元に届いた「ねんきん特別便」、「ねんきん定期便」、年金手帳など（基礎

年金番号が確認できるもの）、印鑑、本人確認ができるもの（免許証や保険証など）、

代理人が相談される場合は「委任状」と代理人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、お待ちいただく場合がありますのでご了承ください。 

 

◇問合せ先 京都西年金事務所 TEL 075-315-1829（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 

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写真写真写真写真コンクールコンクールコンクールコンクールのおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

●テーマテーマテーマテーマ 「自然・スポーツ・遊びなど公園内で撮影されたもの」 

●応募期間応募期間応募期間応募期間 ９月１日（水）～３０日（木） 

●規格規格規格規格 カラープリント四つ切りサイズ（ワイド可）。単写真、未発表の作品（１人

３点まで）。デジタルカメラでの撮影は、銀塩プリントで応募のこと。公園のＰＲ

に使用する場合があるので、肖像権、著作権には注意してください。応募作品は、

原則として返却しません。必要に応じ、ネガなどの提出をお願いします。 

●応募方法応募方法応募方法応募方法 作品名、住所、氏名、年齢、電話番号、撮影日を明記し、下記申込・

問合せ先に提出してください。 

●表彰表彰表彰表彰などなどなどなど 審査会を開き優秀作品を表彰し、秋の公園まつりで展示 

 

◇申込・問合せ先 丹波自然運動公園 TEL（0771）82-0560 

南丹市情報南丹市情報南丹市情報南丹市情報センターセンターセンターセンター運営職員運営職員運営職員運営職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    

 

●職種職種職種職種 ＣＡＴＶ加入情報の管理、利用料徴収・加入促進・受付業務、業務内容説

明、利用者問い合わせ対応など 

●経験経験経験経験 接客業務の経験者を優遇する。営業、経理などでパソコンを利用した管理

業務経験者（実務経験３年以上）を優遇する。 

●資格資格資格資格 普通自動車免許 ●勤務勤務勤務勤務場所場所場所場所 南丹市情報センター 

●勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間 シフト制による週５日勤務 午前８時３０分～午後５時１５分 

●基本給基本給基本給基本給 138,400～212,600円（給与、手当は当法人就業規則による） 

●受付期間受付期間受付期間受付期間 ５月７日（金）まで（月曜・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 履歴書（写真貼付）、職務経歴書 

●採用採用採用採用 試験・面接により合格者を決定します。採用日は６月１日予定です。 

    試験・面接日程は申込者に後日連絡します。 

 

◇問合せ先 （財）南丹市園部国際学園都市センター TEL（0771）63-1777 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第１０２号（３の３）平成２２年４月９日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５５５５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    

 

５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 

５月１４日（金） 乳児後期健診 平成２1年６月生 

５月１７日（月） 母親教室 妊婦 

５月２１日（金） 乳児前期健診 平成２２年1月生 

５月２５日（火） 

２歳５カ月児健康

相談 

平成１９年１１月生 

園部保健福祉センター 

(こむぎ山健康学園) 

５月２６日（水） 離乳食教室 

生後４カ月～１歳ご

ろの乳児と保護者 

日吉保健福祉センター 

（はーとぴあ） 

５月２７日（木） １歳８カ月児健診 平成２０年８月生 

５月２８日（金） ３歳５カ月児健診 平成１８年１１月生 

園部保健福祉センター 

(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。 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

母親教室母親教室母親教室母親教室のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 
妊婦さんを対象に母親教室を実施します。赤ちゃんとお母さんに大切な食事の話

を聞いていただき、マタニティーヨガで体と心をほぐす、心地良いひと時はいかが

でしょうか？ 興味・関心のある方は、ぜひご参加ください。 

●日時日時日時日時 ５月１７日（月）午後１時３０分～４時 

●場所場所場所場所 園部保健福祉センター（こむぎ山健康学園） 

●内容内容内容内容 栄養の話とマタニティーヨガ体験 

●持持持持ちちちち物物物物 母子手帳、バスタオル、５本指靴下（あれば） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 開催日の３日前までに下記申込・問合せ先にお電話ください。 

 

◇申込・問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

南丹市体育協会南丹市体育協会南丹市体育協会南丹市体育協会からからからからテニステニステニステニス教室教室教室教室・・・・大会大会大会大会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

＜南丹市民テニス大会＞ 

●日時日時日時日時 ５月２３日（日）午前９時～ ※雨天の場合は６月１３日（日）に延期 

●場所場所場所場所 園部公園テニスコート（オムニ４面使用） 

●種別種別種別種別 男子ダブルス、女子ダブルス 

●そのそのそのその他他他他 教室中の事故やけがについて主催者は一切責任を負いません。 

●参加資格参加資格参加資格参加資格 南丹市内在住、在勤、在学者の１８歳以上の方。※高校生は除く。 

●参加料参加料参加料参加料 １ペアにつき１，０００円 ●表彰表彰表彰表彰 成績優秀者に賞状等を授与 

●主催主催主催主催 南丹市硬式テニス実行委員会 ●後援後援後援後援 南丹市教育委員会・南丹市体育協会 

＜南丹市硬式テニス教室＞ 

●日時日時日時日時 ５月２３日（日）午前９時～正午 ※雨天の場合は６月１３日（日）に延期 

●場所場所場所場所 園部公園テニスコート ●対象者対象者対象者対象者 南丹市内在住、在勤、在学の方 

●参加料参加料参加料参加料 １人５００円 ●内容内容内容内容 初心者・初級・中級にクラス分けして実施 

●指導指導指導指導者者者者 南丹市硬式テニス実行委員会メンバー 

●そのそのそのその他他他他 ・運動靴と運動のできる服装でお越しください。 

     ・ラケットをお持ちの方は持参してください。お持ちでない方には主催

者でお貸ししますので、気軽にお申し出ください。 

     ・テニス教室中の事故やけがについて主催者は一切責任を負いません。 

●主催主催主催主催 南丹市硬式テニス実行委員会 ●後援後援後援後援 南丹市教育委員会・南丹市体育協会 

＜共通事項＞ 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ５月２０日（木）までに下記申込・問合せ先に電話、ＦＡＸで必要事

項を連絡の上、お申し込みください。 

☆テニス大会必要事項 種別、住所、氏名、生年月日、連絡先。※南丹市に在勤、

在学の方は、勤務先または学校名 

☆テニス教室必要事項 クラス（初心者・初級・中級）、住所、氏名、連絡先 

●そのそのそのその他他他他 ５月２３日（日）雨天の場合の実施などのお問い合わせは、園部海洋セ

ンター（TEL：68-0084）までお願いします。  

 

◇申込・問合せ先 南丹市体育協会事務局 TEL（0771）68-0014 FAX（0771）63-2850 
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