
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第４９号（３の１）平成２０年１月２５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成２０２０２０２０年度南丹市臨時職員年度南丹市臨時職員年度南丹市臨時職員年度南丹市臨時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    

―介護認定訪問調査員を募集します― 

●職  種 介護認定訪問調査員 １人 

  ※介護支援専門員、保健師、看護師、介護福祉士、社会福祉士のいず

れかの資格と普通自動車運転免許を有する方 

●賃  金 日額 １１，２００円 

●勤務場所 南丹市役所本庁 福祉部 高齢福祉課 

●業務内容 訪問による介護保険認定調査、事務作業（原則週３日勤務） 

●受付期間 １月２８日（月）～２月８日（金）※ただし、土・日は除く 

午前８時３０分～午後５時１５分 

●提出書類 （１）臨時職員登録申込書（人事秘書課、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） 

（３）資格を証明する書類（写し） 

      ※人事秘書課または各支所地域総務課へ提出してください。 

●そ の 他 書類選考により任用。（任用期間は平成２０年４月１日～９月３０日まで） 

―学校講師・学校給食配膳員を募集します― 

職 種 人数 賃金(時間額) 有資格条件 勤務場所 

1 学校講師 若干名 １，０００円 教員免許 

2 学校給食配膳員 若干名 ７００円 調理師免許 

南丹市内小中学校 

●勤務時間 毎週月～金曜日の午前８時３０分～午後５時１５分のうちの一定の時間 

●受付期間 １月２８日（月）～２月２９日（金）※ただし、土・日・祝日は除く 

午前８時３０分～午後５時１５分 

●提出書類 (１) 臨時職員登録申込書（人事秘書課、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） 

(３) 資格を証明する書類（写し） 

  ※人事秘書課または各支所地域総務課へ提出してください。 

●そ の 他 応募者は、臨時職員雇用予定者名簿に登録をし、平成２０年４月１日

以降、必要に応じ雇用を行います。 

 

◇問合せ先 人事秘書課 人事係 TEL ６８－０００８ FAX ６３－０６５３ 

Eメール jinji@city.nantan.kyoto.jp 

平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度南丹市南丹市南丹市南丹市嘱託嘱託嘱託嘱託職員職員職員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    

 

 下記のとおり南丹市嘱託職員を募集します。 

職 種 人数 月額(円) 職 種 人数 月額(円) 

1 保育士 ６人 148,000 

2 給食調理員（保育所） ２人 140,000 

5 用務員 

（小学校、中学校） 

若干名 124,300 

3 保健師または看護師 

（保育所勤務） 

３人 190,000 

6 給食調理員 

（学校給食） 

若干名 140,000 

4 幼稚園教諭 １人 148,000 7 給食配送運転手 １人 136,000 

※用務員以外の職種は、それぞれ有資格者であること。 

  ※賃金は、南丹市嘱託職員の任用等に関する要綱による。 

●受付期間 １月２８日（月）～２月８日（金）※ただし、土・日は除く 

午前８時３０分～午後５時１５分 

●提出書類 （１）嘱託職員申込書（人事秘書課、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） 

（３）資格を証明する書類（写し）（有資格の職種を希望する場合のみ） 

      ※人事秘書課または各支所地域総務課へ提出してください。 

●採  用 平成２０年２月１７日（日）に実施する面接試験により合格者を決定

し、平成２０年４月１日から１年間任用します。 

●そ の 他 勤務時間などは職種により異なりますので、詳しいことについては下

記へお問い合わせください。  

 

◇問合せ先 人事秘書課 人事係 TEL ６８－０００８ FAX ６３－０６５３ 

Eメール jinji@city.nantan.kyoto.jp 

平成平成平成平成２０２０２０２０年度南丹地域就農講座年度南丹地域就農講座年度南丹地域就農講座年度南丹地域就農講座のののの受講生受講生受講生受講生をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

    

京都府南丹農業改良普及センターによる就農講座を開催しますので、お知らせします。 

●対 象 者 ・年齢が６５歳以下の方で、亀岡市、南丹市、京丹波町に在住の方。 

      ・耕作可能な農地がある方、または、耕作可能な農地を確保できる方。 

      ・これから本格的に農業に取り組もうとする方、または取り組んで間

もない方。 

      ※ただし、講座期間中、継続して出席できる方に限ります。また、農

業に関する基礎講座ですので、一定レベル以上の知識や技術をすで

にお持ちの方や、家庭菜園を志向されている方は除きます。 

●定  員 ３０人。申込書を書類選考の上、３月下旬に受講決定通知を送付します。 

●開催期間 平成２０年４月から１２月まで。全１０回（原則火曜日開催） 

      時間は、各回とも午後１時３０分～４時３０分 

●会  場 京都府園部総合庁舎（園部町小山東町藤ノ木21） 

※講義の内容によっては南丹管内の別会場で実施する場合があります。 

●講座内容（予定）※講師は南丹農業改良普及センター職員などが行います。 

【講義】・水稲、野菜、豆類（黒大豆・小豆）の栽培技術の基礎 

・農業基礎知識一般（病害虫防除・土壌肥料・農業経営など） 

      ・農作業環境と健康管理  ・鳥獣害対策など 

  【実習】堆肥づくり実習など  【視察】管内特産物ほ場見学など 

●受 講 料 基本的に無料ですが、視察経費など実費負担を求めることがあります。 

●申込方法 申込書に必要事項を記入の上、３月７日（金）までに下記へ郵送（ＦＡ

Ｘ可）または持参してください。申込書は南丹農業改良普及センター、

南丹市農政課、各支所産業建設課にあります。 

 

◇申込・問合せ先 京都府南丹農業改良普及センター（園部町小山東町藤ノ木21） 

         TEL（0771）６２－０６６５ FAX（0771）６２－３９２４ 

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１ （緑色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【おもて】・平成２０年度南丹市嘱託職員を募集します 

・平成２０年度南丹市臨時職員を募集します 

・平成２０年度南丹地域就農講座の受講生を募集します 

【う ら】・特別弔慰金の請求はお済みですか？ 

・高等学校奨学金（第１次申請）を受け付けます 

・「ひとり親家庭を励ます知事と新入学児童等のつどい」 

・遊youひよし「ビデオ上映会」のお知らせ 

・第２回南丹市男女共同参画フォーラムを開催します 

・「均等・両立推進企業表彰」候補企業を公募します 

・「健康長寿日本一フォーラム」の参加者を募集します 

・京都縦断 裁判員制度ミニフォーラムのご案内 

―――― ３の２ （オレンジ色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【おもて】・平成２０年４月から新しい健診がスタートします！ 

・「はたちの献血」キャンペーン実施中 

・神経・筋難病個別相談のご案内 

・麻しん・風しん混合ワクチンの予防接種はお済みですか 

・「身体障害者巡回更生相談」を実施します 

・「ねんきん特別便」に関する相談会を開催します 

【う ら】・南丹市スポーツ・文化賞表彰について 

・第２回南丹市民ボウリング交流大会を開催します 

・第１７回かるた大会参加者募集 

・第２５回きさらぎフェアーのご案内 

・『南丹市俳句同好者の集い』開催のご案内 

・幼児から楽しめる「ほのぼのコンサート」開催します 

・氷室の郷『赤味噌（みそ）仕込み講習会』のお知らせ 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

――――    ３の３ （青色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【おもて】・所得税確定申告の相談会場のご案内 

・「かやぶき雪灯廊」にお越しください 

・園部税務署から確定申告のお知らせ 

・美山フォーラムを開催します 

・犬・猫のフンは責任を持って片付けましょう！ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「均等均等均等均等・・・・両立推進企業表彰両立推進企業表彰両立推進企業表彰両立推進企業表彰」」」」候補企業候補企業候補企業候補企業をををを公募公募公募公募しますしますしますします    

 

厚生労働省では、「女性労働者の能力発揮を促進するための積極的な取組」（ポジ

ティブ･アクション）および「仕事と育児・介護との両立支援のための取組」につい

て、他の模範ともいうべき取り組みを推進している企業を対象に「均等・両立推進

企業表彰」を実施しています。平成２０年度の各賞の候補を公募しますので、ぜひ

ご応募ください。 

●対象企業 「均等・両立推進企業表彰基準」を満たす企業    

●応募受付 ３月３１日（月）まで（当日消印有効）  

●応募方法 応募用紙に必要事項を記入の上、京都労働局雇用均等室あてにＦＡＸ

または郵送で応募してください。 

●そ の 他 実施要領・応募用紙・表彰基準などは厚生労働省ホームページに掲載

しています。（http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/index.html） 

応募用紙は京都労働局雇用均等室でも配付しています。 

表彰は平成２０年１０月に行う予定です。 

 

◇応募・問合せ先 京都労働局雇用均等室 

   〒604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町４５１ 

   TEL（075）２４１－０５０４  FAX（075）２４１－０４９３ 

第第第第２２２２回南丹市男女共同参画回南丹市男女共同参画回南丹市男女共同参画回南丹市男女共同参画フォーラムフォーラムフォーラムフォーラムをををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

女性も男性も共に平等な存在として尊重され、一人ひとりの能力や個性を発揮す

ることができる「男女共同参画社会」を実現し、だれもがキラっと輝けるまちづく

りを目指し、下記のとおりフォーラムを開催します。どなたでもご参加いただけま

すので、お誘い合わせの上、多数ご来場ください。 

●日  時 ２月２日（土）午後１時３０分開会  ●入場料 無料 

●開  場 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」ホール 

●内  容 ・基調提案 演題『男女共同参画社会に向けて』 

～身近な課題を解決するための男女の協力とは～ 

           講師 小田 博子氏（元京都府立婦人教育会館 館長） 

      ・パネルディスカッション 

パネラー：井上 知子氏（市民参加型ミュージカルを作る会） 

 工藤 良健氏（京都伝統工芸大学校 教授） 

 中西 多嘉子氏（美山町平屋ふれあいサポーター） 

 宮田 洋二氏（京都府地球温暖化防止活動推進員） 

コーディネーター：小田 博子氏 

 

◇問合せ先 市民課 人権政策係 TEL ６８－０００５ 

特別弔慰金特別弔慰金特別弔慰金特別弔慰金のののの請求請求請求請求はおはおはおはお済済済済みみみみですですですですかかかか？？？？    

 

 戦没者などの死亡時のご遺族で、平成１７年４月１日において、公務扶助料、遺

族年金などを受ける方がいない場合に、特別弔慰金が支給されます。 

請求期限は、平成２０年３月３１日までです。対象となるご遺族の方で、まだ請

求されていない方は、下記請求窓口へお問い合わせの上、請求してください。この

期限を過ぎますと、法律の規定により、特別弔慰金を受ける権利が消滅します。 

●給付内容 額面４０万円、１０年償還の記名国債 

 

◇請求窓口・問合せ先 社会福祉課 福祉総務係 TEL ６８－０００７ 

各支所 健康福祉課 TEL 八木 ６８－００２２ 

日吉 ６８－００３２ 美山 ６８－００４１ 

高等学校奨学金高等学校奨学金高等学校奨学金高等学校奨学金（（（（第第第第１１１１次申請次申請次申請次申請））））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    

 

平成２０年度高等学校奨学金の第１次申請を下記により受け付けます。 

●申請対象 南丹市内に居住する市町村民税非課税世帯の子で、次の世帯のいずれ

かに属する者（対象学年：平成２０年度高等学校新１年生） 

１、母子世帯 ２、父子世帯 ３、児童世帯 ４、障がい者世帯 

５、長期療養者世帯 

●必要書類 高等学校奨学金等支給申請書、同意書、平成１９年度市町村民税非課

税証明書（平成１８年中の所得に係る証明） 

●申請受付 ２月１日（金）～２２日（金）に、京都府南丹保健所、または南丹市

役所の各支所健康福祉課および社会福祉課に申請書を提出してくださ

い。（支給申請書などの書類は、市役所の各支所健康福祉課および社会

福祉課にあります） 

 

◇問合せ先 社会福祉課 TEL ６８－０００７ 

各支所 健康福祉課 TEL 八木 ６８－００２２ 

日吉 ６８－００３２ 美山 ６８－００４１ 

「「「「ひとりひとりひとりひとり親家庭親家庭親家庭親家庭をををを励励励励ますますますます知事知事知事知事とととと新入学児童等新入学児童等新入学児童等新入学児童等のつどいのつどいのつどいのつどい」」」」    

 

小学校に入学する児童のおられる母子家庭・父子家庭の親子を京都府内各地から

招待し、知事が激励されるとともに、親子のふれあいや互いの交流を図ることを目

的に上記の事業を開催します。該当されるご家庭のご参加をお待ちしています。 

●日  時 ３月１６日（日）午前１０時４５分～午後２時３０分 

●場  所 京都テルサ（京都市南区新町通九条下ル） 

●内  容 知事と一緒にレクリエーション、記念品贈呈 

●申し込み ２月１４日（木）までに、はがきに「新入学児童のつどい参加希望」、

住所、電話番号、保護者名、新入学児童および同行される兄弟姉妹の

名前・フリガナ・性別、最寄り駅、参加人数を記入し、郵送で下記送

付先へお申し込みください。希望者多数の場合は抽選となります。 

●送 付 先 〒604-0874 京都市中京区清水町375 京都府立総合社会福祉会館内 

      （母子家庭の方は）京都府母子寡婦福祉連合会へ 

      （父子家庭の方は）京都府民生児童委員協議会へ 

●そ の 他 京都市在住者を除く。昼食付き。当日欠席者は記念品なし。 

 

◇問合せ先 京都府南丹保健所 福祉室 TEL（0771）６２－０３６１ 

京都縦断京都縦断京都縦断京都縦断    裁判員制度裁判員制度裁判員制度裁判員制度ミニフォーラムミニフォーラムミニフォーラムミニフォーラムのごのごのごのご案内案内案内案内    

 

平成２１年５月までに始まる裁判員制度。ある強盗致傷事件の模擬裁判ビデオに

基づいて、裁判官と事件について議論する「評議」を皆さんも体験してみませんか？ 

皆さんの疑問や不安にお答えします。「裁判員制度ミニフォーラム」の最終回に

なりますので、奮ってご参加ください。 

参加を希望される方は、事前に京都地方裁判所総務課広報担当へ、電話でお申し

込みください。 

●日  時 ２月２３日（土）午後１時～４時 

●場  所 京都テルサ 東館 ２階 第２・３セミナー室（地下鉄九条駅徒歩５分） 

●内  容 模擬裁判ビデオの上映と模擬評議 

●入 場 料 無料 

●定  員 １００人 ※先着順 

●参加申込 １月２８日（月）以降に下記へ電話でお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 京都地方裁判所 総務課 広報担当 

TEL（075）２１１－４１１１（内線２１４０） 

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」」」」のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

南丹市日吉町生涯学習センターで、「いつか読書する日」のビデオ上映会を開催します。 

モントリオール世界映画祭審査員特別大賞、報知映画賞最優秀主演女優賞、ヨコ

ハマ映画祭主演女優賞・助演男優賞、毎日映画コンクール女優主演賞など、数々の

賞を受賞した作品を、「遊youひよし」ホールでゆっくりとご鑑賞ください。入場料

は無料で、事前申し込みは不要です。 

●日  時 ２月１７日（日）午後１時３０分～（午後１時開場） 

●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 監督：緒方明／出演者：田中裕子、岸部一徳、仁科亜希子ほか 

（上映時間１２９分、カラー） 

  独身の美奈子は、牛乳配達を終えるとスーパーに出勤してレジを打ち、夜は本がた

くさん詰まった家でひとり過ごす。市役所の福祉課に勤務する槐多（かいた）は、末

期がんの妻を自宅で看病している。かつて高校時代、美奈子と槐多は付き合っていた

のだが、ある事件をきっかけに、疎遠になってしまった。だが美奈子はずっと槐多へ

の思いを胸に抱き続けてきたのだ。その思いを美奈子はラジオのＤＪに、とく名で書

きつづる。「私には大切な人がいます。でも私の気持ちは絶対に知られてはならないの

です･･･」孤独と戸惑いを単調な生活に秘める美奈子と、美奈子にこだわりながらも妻

と暮らし続ける槐多が織り成す、田中裕子、岸部一徳主演、大人のための純愛ドラマ。 

 

◇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 

 

「「「「健康長寿日本一健康長寿日本一健康長寿日本一健康長寿日本一フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム」」」」のののの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    

 

●開催日時 ２月２９日（金）午後３時～４時３０分 

●開催場所 京都府立口丹波勤労者福祉会館（八木町西田金井畠9） 

●内  容 講演『知って得する健康の話 ～守りたい あなたのからだ たばこから～』 

        講師：京都府立医科大学大学院 医学研究科 地域保健医療疫学  

           繁田 正子 先生 

      表彰『たばこ川柳』優秀賞、体験コーナー（午後２時３０分～） 

●参加申込 参加を希望される方は、下記へお申し込みください。（参加費無料） 

 

◇申込・問合せ先 きょうと健やか21推進南丹地域府民会議事務局 

          （京都府南丹保健所 保健室 健康支援担当） 

〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21 

         TEL（0771）６２－４７５３ FAX（0771）６３－０６０９ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第４９号（３の２）平成２０年１月２５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「はたちのはたちのはたちのはたちの献血献血献血献血」」」」キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン実施中実施中実施中実施中    

 

厚生労働省では、毎年１月１日から２月末日までの２ヵ月間を「はたちの献血」

キャンペーン期間と定め、新しく成人となられた方々を中心に広く献血の協力を呼

びかけています。この時期は、血液が大変不足し、また安全性の高い血液の確保の

ため、４００ｍｌ献血にぜひご協力をお願いします。赤十字血液センターの採血車

による２月の献血および骨髄ドナー登録会の日程は下記のとおりです。 

日 程 場 所 受付時間 

２月２７日（水） 南丹市八木公民館 
午前１０時～１１時３０分 

午後０時３０分～３時３０分 

 

◇問合せ先 健康課 健康増進係 TEL ６８－００１６ 

神経神経神経神経・・・・筋難病個別相談筋難病個別相談筋難病個別相談筋難病個別相談のごのごのごのご案内案内案内案内    

  

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。気になる

症状のある方も、お気軽に保健所までご相談ください。 

●日  時 ２月６日（水）午後１時３０分～４時３０分 

●場  所 亀岡総合庁舎（旧亀岡保健所） 

●対  象 神経・筋難病で療養中の方、手足がふるえる・筋肉がやせる・力が入

りにくい・足がふらつく・最初の一歩が出にくい・話しにくいなどの

症状がある方 

●内  容 専門医による個別相談（相談料無料） 

●担 当 医 国立病院機構 宇多野病院 神経内科 村瀬 永子 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 

「「「「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」」」」ににに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    

  

京都府内全市町村で、「ねんきん特別便」に関する相談会を実施します。 

南丹市と周辺各自治体では、次の日程表のとおりです。 

開催予定日 市町村 場 所 受付時間 

１月２９日（火） 京丹波町 京丹波町中央公民館 午前１０時～午後４時 

１月３０日（水） 綾部市 

Ｉ・Ｔビル 研修室 

(綾部市西町一丁目49-1) 

午前９時３０分～午後４時 

２月１５日（金） 南丹市 園部公民館 午前１０時～午後４時 

２月１８日（月） 亀岡市 ガレリアかめおか 午前９時３０分～午後４時 

●対 象 者 「ねんきん特別便」が届いた方 

●相談内容 「ねんきん特別便」の記入方法など  

●必要書類 ご来場の際は、社会保険庁から届いた「ねんきん特別便」、年金証書、印

鑑等をご持参ください。転職または転居されたことがある方は、勤務先名･

所在地･勤務期間、転居前住所を歴順に整理したメモをご持参ください。 

＜ご本人以外の代理人がお越しになる場合＞ 

 上記の「ねんきん特別便」などのほかに、「依頼状」と、依頼を受けられる方のお

名前などを確認できるもの（免許証など）をご持参ください。 

 

◇問合せ先 京都西社会保険事務所 TEL（075）３２３－１１７０ 

       国保医療課 TEL（0771）６８－００１１ 

平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年４４４４月月月月からからからから新新新新しいしいしいしい健診健診健診健診ががががスタートスタートスタートスタートしますしますしますします！！！！    

 

 平成２０年４月から始まる健診は、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）

予防の考え方を取り入れて、少しでも早い時期に生活習慣病の発生を防ぐためのも

のとなっています。さらに健診結果によって、メタボリックシンドロームのリスク

（発症の危険度）に応じた保健指導を行っていきます。 

市民健診につきまして、ご質問などがあれば、お気軽にお問い合わせください。 

●健 診 

健 診 名 対象年齢 要  件 

メタボ予防健診 ３０～３９歳 南丹市に住所を有する方 

特定健診 ４０～７４歳 

南丹市国民健康保険に加入されている方 

※ただし、加入要件があります 

すこやか健診 ７５歳以上 南丹市に住所を有する方 

●その他の検診（各がん検診・結核検診） 

検 診 名   対象年齢 検 診 名   対象年齢 

肺がん検診 ４０歳以上 肝炎検診 ４０歳の節目の方 

結核検診   〃 乳がん検診(視触診のみ） ３０～３９歳（女性） 

胃がん検診   〃 

大腸がん検診   〃 

乳がん検診(視触診とマ

ンモグラフィー併用) 

４０歳以上（女性） 

隔年実施 

前立腺がん検診 ５５歳以上（男性） 子宮がん検診 ２０歳以上（女性） 

※対象年齢は、平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日までに該当年齢に達する方    

●生活機能評価 

上記の健(検)診を申し込まれた６５歳以上の方には、介護予防を目的とした「生

活機能評価」を実施します。このため、事前に生活機能に関する「基本チェックリ

スト」を送付しますので、記入して当日ご持参ください。 

●人間ドック 

 人間ドックを受診される方は、上記の健(検)診を受診する必要はありませんが、

健診申込書にその旨を記入してください。 

なお、南丹市国民健康保険に加入されている方で人間ドック受診を希望される方

は、別途、「人間ドック受診申込書」を国保医療課へ提出してください。 

●健診予定期間 平成２０年５月～６月（集団）、（医療機関：平成２０年５月～7月） 

●健診申込期間 申込書配布～平成２０年２月２９日(金) 

 

◇問合せ先 健康課 健康増進係 TEL ６８－００１６ 

麻麻麻麻しんしんしんしん････風風風風しんしんしんしん混合混合混合混合ワクチンワクチンワクチンワクチンのののの予防予防予防予防接種接種接種接種はおはおはおはお済済済済みですかみですかみですかみですか    

 

麻しん・風しん（ＭＲ）混合ワクチン定期予防接種の対象者の皆さん、予防接種

はお済みになりましたか。昨年は、関東を中心に麻しん（はしか）の流行があり、

近畿でも大阪で集団感染が発生し、京都府内でも発生がみられました。予防方法の

一つとして、予防接種を受けることが有効です。定期予防接種の期間にある方で、

まだ接種をされていない方は、医療機関でなるべく早めに受けるようにしましょう。 

●定期の予防接種について 

 対象者 接種方法 

第１期 生後１２～２４ヵ月に至るまで

の間にある者 

麻しん風しん混合ワクチンを１回接種

（単独ワクチンも選択できます） 

第２期 ５歳以上７歳未満の者であって小学

校就学の始期に達する日の前日まで

の間にある者（いわゆる年長児） 

麻しん風しん混合ワクチンを１回接種

（単独ワクチンも選択できます） 

現在年長児の方は平成２０年３月３１

日までが公費負担の対象となります。 

※過去に麻しん・風しんどちらかの病気にかかったことがある場合は、単独ワクチ

ンとなります。 

 

◇問合せ先 健康課 母子保健係 TEL ６８－００１６ 

「「「「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、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。 

参加を希望される方は、事前に下記までお申し込みください。 

日 程 時 間 場 所 来訪医師 

２月５日（火） 午前１０時～１１時３０分 南丹市園部公民館 整形外科 

２月７日（木） 午前１０時～１１時３０分 南丹市園部公民館 耳鼻咽喉科 

３月１４日（金） 午後２時～３時３０分 

京都府南丹広域振興局 

（亀岡総合庁舎内）※ 

整形外科 

※お知らせなんたん第４７号（１２月２６日発行）掲載の内容から変更しています。

お間違いのないよう、ご注意ください。 

●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） 

●申込締切 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 ６８－０００７ 

各支所 健康福祉課 TEL 八木 ６８－００２２ 

           日吉 ６８－００３２ 美山 ６８－００４１ 

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    

 

＜シニアスポーツのつどい＞ 

●日  時 ２月１日（月例会）、８日、１５日、２２日、２９日（毎週金曜日） 

      午前９時～１２時  ●参加料 ２００円（当日受付） 

●場  所 丹波自然運動公園 球技場  ●対象者 おおむね６０歳以上の方 

●内  容 グラウンドゴルフ、マレットゴルフ 

＜障害者スポーツのつどい＞ 

●日  時 ２月１２日（火）午後１時３０分～３時３０分 

●場  所 丹波自然運動公園 体育館  ●参加料 無料（当日受付） 

●対 象 者 障がいのある方と介護者、ボランティアの方  々

●内  容 卓球バレー、フライングディスク、ボッチャ、グラウンドゴルフなど 

 

◇問合せ先 京都府立丹波自然運動公園 TEL（0771）８２－０５６０ 

第第第第２２２２回南丹市民回南丹市民回南丹市民回南丹市民ボウリングボウリングボウリングボウリング交流大会交流大会交流大会交流大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    

 

ボウリング競技の普及と技術の向上を図り、市民相互の親睦交流を深めることを目的

に第２回南丹市民ボウリング交流大会を開催します。どなたでも気軽にご参加ください。 

●日  時 ２月２２日（金）午後８時開始（午後７時３０分受付） 

●会  場 アルプラザボウル（亀岡市篠町野条 TEL 0771-24-3386） 

●競技方法 ①１人３ゲームトータルピンにて順位を決定する。 

②性別、年齢によってハンディを与える。 

●参加資格 １８歳以上の南丹市内在住、在勤者（高校生は不可） 

●参 加 料 １人１，６００円（当日受付にて徴収します。貸し靴代は別途必要） 

●申込方法 ２月１５日（金）午後５時までに、電話またはＦＡＸにより、住所、

氏名、年齢、性別、連絡先(電話番号)などを下記へご連絡の上、お申

し込みください。 

●そ の 他 表彰は、優勝者にトロフィ（持ち回り）を授与します。また、成績に

より賞品などを主催者で準備します。（参加賞あり） 

会場への道中ならびに競技中の負傷について、主催者は一切の責任を

負いません。 

●主  催 南丹市ボウリングクラブ／後援 南丹市教育委員会・南丹市体育協会 

 

◇問合せ先 南丹市ボウリングクラブ事務局（池上） TEL ０９０－４３０３－１４５０ 

申込み先 社会教育課 TEL ６８－００５７ FAX ６３－２８５０ 

第第第第１７１７１７１７回回回回かるたかるたかるたかるた大会参加者募集大会参加者募集大会参加者募集大会参加者募集    

 

新春の恒例行事となりました園部町文化協会主催の「かるた大会」を今年も開催

します。小倉百人一首が奏でる五・七・五・七・七の「雅」の世界の言葉に、慌た

だしい時間を忘れ、楽しいひとときを過ごしませんか。 

３人一組で源平に分かれて対戦する「源平戦」と、数人でかるたを取り合う「チ

ラシ」の二つの部門を行います。源平戦は、１～２人で申し込みをされても他の申

込者とチーム編成をして対戦を行いますので、お気軽にご参加ください。応援だけ

でも大歓迎です。当日参加も受け付けますが、準備の都合上、できるだけ事前に下

記へお申し込みください。 

●日  時 ２月２日（土）午後１時３０分～（受付は午後１時） 

●場  所 南丹市園部公民館（園部町上本町南2－22）２階和室 

●参加対象 南丹市在住・在勤・在学の方  ●参加費 無料 

●賞品授与 源平の部・チラシの部、各１位に特別賞を授与します。 

 

◇申込・問合せ先 園部町文化協会事務局（社会教育課 社会教育係） 

TEL ６８－００５７ FAX ６３－２８５０ 

『『『『南丹市俳句同好者南丹市俳句同好者南丹市俳句同好者南丹市俳句同好者のののの集集集集いいいい』』』』開催開催開催開催のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

多くの方々に“俳句の心”を楽しんでいただきたいと思い、南丹市文化協会連絡

協議会の主催で『南丹市俳句同好者の集い』を開催します。俳句同好者の方はもち

ろん、初めての方も大歓迎です。お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。 

●日  時 ２月１５日（金）午後１時～  ●参加費 無料 

●会  場 南丹市日吉町生涯学習センター 第１・２会議室 

●内  容 開会行事、講話『俳句の心』（京鹿子同人会副会長 丸山冬鳳先生）、句会 

●そ の 他 俳句同好者の方は、当日受付にて２句ご提出ください。 

 

◇問合せ先 南丹市文化協会連絡協議会（副会長 小畑 弘） 

TEL（0771）７６－０３５９    

氷室氷室氷室氷室のののの郷郷郷郷『『『『赤味噌赤味噌赤味噌赤味噌（（（（みそみそみそみそ））））仕込仕込仕込仕込みみみみ講習会講習会講習会講習会』』』』のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

地元の米と、地元の大豆を使った安心・安全の、大好評の仕込み味噌を作りませんか！ 

●日  時 ２月１０日（日）午前９時３０分～１２時 

●場  所 南丹市八木農村環境公園『氷室の郷』体験室 

●内  容 煮豆・こうじ・塩を混ぜて仕込みます。（１人５㎏～） 

      作った仕込み味噌は、持ち帰って家で熟成していただきます。 

●参加人数 １０人まで（定員になり次第、締め切ります） 

●講 習 費 ５００円 ※別途、味噌代（１㎏当たり４００円）が必要です。 

●持 ち 物 エプロン、三角巾、持ち帰り用の容器 

 

◇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 

幼児幼児幼児幼児からからからから楽楽楽楽しめるしめるしめるしめる「「「「ほのぼのほのぼのほのぼのほのぼのコンサートコンサートコンサートコンサート」」」」開催開催開催開催しますしますしますします 

 

京都府中部文化芸術祭の一環で、幼児から楽しめる「ほのぼのコンサート」を開

催します。クラシックコンサートというと、少し難しく、敷居が高いというふうに

考えがちですが、「子どもの泣き声も楽器のひとつ」と考え、幼児から大人まで誰も

が参加でき、楽しんでいただける弦楽四重奏によるクラシックコンサートです。多

数の方々のご来場をお待ちしています。 

●日  時 ２月３日（日）午後１時３０分開演（午後１時開場） 

●場  所 ガレリアかめおか ２階 大広間 

●演  奏 関西フィルハーモニー管弦楽団による弦楽四重奏 

●演  目 アイネ･クライネ・ナハトムジーク（モーツアルト）ほか 

●入 場 料 無料  ●定員 ３００人（先着順）  ●受付 当日会場受付 

●主  催 京都府中部文化芸術祭実行委員会 

 

◇問合せ先 亀岡市役所 生涯学習課 

TEL（0771）２５－５００２ FAX（0771）２２－６３７２ 

第第第第２５２５２５２５回回回回    きさらぎきさらぎきさらぎきさらぎフェアーフェアーフェアーフェアーのごのごのごのご案内案内案内案内 

 

南丹市婦人会では、きさらぎフェアーを開催します。会員の皆さんの手づくり作

品の展示・販売や、手づくり体験コーナー、ミニコンサートもありますので、多数

の方々のご来場をお待ちしています。 

●日  時 ２月１７日（日）午前９時３０分～午後５時 

●場  所 南丹市国際交流会館 イベントホール 

●内  容 会員手づくり作品展示・販売、手づくり体験コーナー（ガラスアート、

手づくりネックレス）、ミニコンサート（オカリナほか）、地元産お土

産販売、コーヒーコーナー 

 

◇問合せ先 南丹市婦人会 TEL（0771）６２－０１４１ 

南丹市南丹市南丹市南丹市スポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・文化賞表彰文化賞表彰文化賞表彰文化賞表彰についてについてについてについて    

 

南丹市では、スポーツや文化活動において優秀な成績を収められた方々や団体を

表彰しています。被表彰者の推薦について、市内小中学校や各関係機関および団体

に所属していない方などで、下記の表（南丹市スポーツ・文化賞表彰規程抜粋）に

該当される方は、下記までご連絡ください。 

表彰の種類 表 彰 基 準 

優秀 

スポーツ賞 

特に優秀な成績を収めた者 

①京都府大会または近畿大会およびこれに準ずる大会において出場権

を得て全国大会に出場した者 

②近畿大会またはこれに準ずる大会において上位入賞（３位以内）した者 

③京都府大会またはこれに準ずる競技大会において優勝した者 

スポーツ賞 

優秀な成績を収め、将来その活躍が期待される者 

①京都府大会またはこれに準ずる競技大会において上位入賞（３位以

内）した者 

②近畿大会またはこれに準ずる大会において入賞（６位以内）した者 

優秀文化賞 
①文化・芸術の分野において、特に優秀な成績を収めた者または団体 

②文化の振興および発展に多年にわたり功績のあった者または団体 

文 化 賞 

①文化・芸術の分野において、優秀な成績を収めた者または団体 

②全国大会またはそれに準ずる大会などに学校推薦または予選を経て

出場した者または団体 

功 労 賞 優秀な選手などの育成、指導に特に功績があった者 

●対  象 今回の表彰は、平成１９年中に収められた成績が対象となります。 

●特記事項 個人および団体において、すでに表彰を受けた者が再び表彰の推薦を

受ける場合は、前回以上の成績を収めた場合に限らせていただきます。 

●締め切り 平成２０年２月５日（火）までにご連絡ください。 

 

◇問合せ先 社会教育課 TEL ６８－００５７ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第４９号（３の３）平成２０年１月２５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

園部税務署園部税務署園部税務署園部税務署からからからから確定申告確定申告確定申告確定申告のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ 
 

平成１９年分の所得税確定申告の税務署窓口での相談受付は、２月１８日(月)～３月

１７日(月)までです。園部税務署は、確定申告期間中を含む全ての土・日・祝日は閉庁

しています。閉庁時に申告書などを提出される方は、時間外収受箱をご利用ください。 

なお、上京･左京･中京･東山･下京･右京･伏見税務署では、２月２４日、３月２日の日

曜日に限り確定申告の相談、仮受付を行います。(それ以外の土･日は閉庁しています) 

＜平成１９年分の所得税から適用される主な改正事項＞ 

・定率減税が廃止されました。（改正前は所得税額の１０％。１０％相当額が１２万

５千円を超える場合には１２万５千円） 

・所得税の税率構造が下記のとおり改められました。 

改正前  改正後 

課税所得 税率  課税所得 税率 

３３０万円以下の金額 １０％  １９５万円以下の金額 ５％ 

９００万円以下の金額 ２０％ ⇒ ３３０万円以下の金額 １０％ 

１８００万円以下の金額 ３０％  ６９５万円以下の金額 ２０％ 

１８００万円超の金額 ３７％  ９００万円以下の金額 ２３％ 

   １８００万円以下の金額 ３３％ 

   １８００万円超の金額 ４０％ 

・地震保険料などの支払金額を所得から控除します。（限度額５万円）これに伴い、

損害保険料控除は廃止されましたが、経過措置として、平成１８年末までに締結

した長期損害保険契約などに係る保険料など（保険期間が１０年以上で満期返戻

金あり）については、従来の損害保険料控除が適用されます。 

＜税務署に行かずに、ご自宅で簡単に申告書が作成できます！＞ 

 確定申告期は、多数の納税者の方々が税務署にお越しになり、大変混雑します。 

大阪国税局や国税庁のホームページでは、ご自宅で簡単に申告書が作成できる「確

定申告書等作成コーナー」を記載していますので、ぜひご利用ください。なお、作

成された申告書は、郵送等により提出していただくと、税務署に行く必要がなく便

利です。さらに、あらかじめ登録すれば、ご自宅からインターネットを通じて、申

告や納税などを行うことができる「国税電子申告・納税システム（通称：e-Tax）」

のサービスも提供しています。（国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp） 

 

◇問合せ先 園部税務署 TEL（0771）６２－１０１９（個人課税部門直通） 

TEL（0771）６２－０３４０（代表） 

所得税確定申告所得税確定申告所得税確定申告所得税確定申告のののの相談会場相談会場相談会場相談会場のごのごのごのご案内案内案内案内 
  

市民税などの申告や相談と併せて、所得税の確定申告についての相談・受付を本

庁および各支所で実施します。申告会場が混雑し、ご迷惑をお掛けしますが、ご協

力をよろしくお願いします。 

●期  間 ２月１８日（月）～３月１７日（月）※土・日・祝日は除きます。 

●時  間 午前８時３０分～午後５時１５分（正午～午後１時を除く） 

●場  所 ・南丹市役所本庁 ２号庁舎１階 １０１会議室 

      ・八木支所 １階 市民ルーム ／ ・日吉支所 ２階 申告会場 

      ・美山文化ホール ２階 第１会議室 

 ※不動産譲渡所得申告については、できるだけ税務署での申告をお願いします。 

＜市・府民税、国民健康保険税の申告について＞ 

 市・府民税、国民健康保険税の申告は、所得税の申告が不要な方も金額の多少に

かかわらずしていただかなければなりません。（申告をされないと所得証明書などの

発行、老人医療、福祉医療などの制度が受けられなくなりますのでご注意ください） 

 ただし、所得税の確定申告をした方や、給与所得のみで年末調整した給与支払報

告が市に提出されている方、公的年金などを受給されている方は、市・府民税の申

告は必要ありません。 

なお、市・府民税申告書を請求される方、社会保険料控除、生命保険、地震保険

などの控除（市・府民税）を受けるため申告を必要とされる方はお手数ですが、下

記問合せ先へお越しください。また、遠方の方などで申告が必要な場合は電話など

にて請求いただきますと、後日郵送で送付させていただきます。 

＜平成２０年度市・府民税から適用される主な改正内容＞ 

・税源移譲に伴い、住宅ローン減税（平成１８年１２月３１日までに入居した方に

限ります）により控除される所得税額が減少する方については、翌年度の市・府

民税において、減額調整します。ただし、毎年３月１５日（今年は３月１７日）

までに申告が必要です。 

・平成１８年分所得と比べ、平成１９年分所得が減少した方で、一定の要件を満た

す方については、平成１９年度分の市・府民税を税源移譲前の水準まで減額しま

す。ただし、平成２０年７月１日から３１日までの間に申告が必要です。 

・地震保険料などの支払金額の２分の１に相当する額を所得から控除します。（限度

額２万５千円）これに伴い、損害保険料控除は廃止されましたが、経過措置とし

て、平成１８年末までに締結した長期損害保険契約などに係る保険料など（保険

期間が１０年以上で満期返戻金あり）については、従来の損害保険料控除が適用

されます。 

・年齢６５歳以上の方のうち前年の合計所得金額が１２５万円以下の方に対する非

課税措置を平成２０年度分の市・府民税から完全に廃止します。 

  

◇問合せ先 税務課 市民税係 TEL ６８－０００４ 

各支所 地域総務課 総務係 TEL 八木 ６８－００２０ 

日吉 ６８－００３０ 美山 ６８－００４０ 

「「「「かやぶきかやぶきかやぶきかやぶき雪灯廊雪灯廊雪灯廊雪灯廊」」」」におにおにおにお越越越越しくしくしくしくだだだださいさいさいさい    

 

美山の冬は、かやぶき民家や辺りの山々がすっぽりと純白な雪におおわれます。

そんな中、南丹市で数少ない冬の風物詩として行われるのが美山町北集落の「かや

ぶき雪灯廊」。国の伝統的建造物群保存地区の指定を受けた、かやぶきの里（北集落）

で地域の方と一緒に小さなかまくら（雪とうろう）を作り、辺りが暗くなった頃に

一斉に灯をともします。かやぶき民家と純白の雪、そしてロウソクの明かりがかも

し出す幻想的な美山を、ぜひ皆さんご家族お誘い合わせの上、体験してください。 

また、２月１０日（日）は、（財）美山町自然文化村内で『第１６回美山雪まつり』

が開催されます。雪灯廊から雪祭りまでの２月３日（日）～９日（土）は、雪灯廊

とかやぶき民家のライトアップを行います。 

詳しいイベント内容や宿泊などご希望の方は下記へお問い合せください。 

●日  時 ２月２日（土）午後３時～ 受付・雪灯廊づくり 

午後５時～ 雪灯廊点灯、かやぶき民家ライトアップ 

午後６時３０分～ 花火打ち上げ 

その他、屋台（そば・ぜんざいほか）、土産物など 

●場  所 南丹市美山町北（かやぶきの里） 

※天候などの都合で時間や内容が変更になる場合があります。 

雪がない場合は竹灯廊を使って開催します。 

 

◇問合せ先 美山町知井振興会 URL http://www15.ocn.ne.jp/~m-chii/ 

TEL（0771）７７－０００１ FAX（0771）７７－０２３１ 

美山美山美山美山フォーラムフォーラムフォーラムフォーラムをををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

 「美山の魅力と可能性Ⅱ －守る活動と創る活動－」と題してフォーラムを開催します。

このフォーラムでは、他地域でのまちおこしの先進事例の報告や美山で活動されている

方をパネリストとして、討論を通じて、美山の魅力の再発見とその可能性を探り、『何を

守り、何を創っていくべきなのか』を明らかにしていきます。ぜひお越しください。 

●開催日時 ２月１７日（日）午後１時～５時  ●参加費 無料 

●会  場 南丹市美山文化ホール 大ホール（美山町島島台51 南丹市美山支所横） 

●内  容 ①基調講演：テーマ「人は誰でも主役になれる」 講師：横石 知二 氏 

徳島県上勝町(65歳以上の高齢者が約半数を占める人口約2,000人の

町)で、料理に添える花や葉っぱなどの「つまもの」の生産・販売を

主な事業とする「株式会社いろどり」の副社長。70 歳、80 歳代の高

齢の生産者が中心となり年間約３億円を売り上げ、まちおこしに貢献

されています。 

②報告・討論：テーマ「美山を守り、美山を創る」 

美山ゆかりの４人の方から発表・討論 

 

◇問合せ先 美山支所 地域総務課 TEL ６８－００４０ FAX ７５－０８０１ 

犬犬犬犬・・・・猫猫猫猫ののののフンフンフンフンはははは責任責任責任責任をををを持持持持っっっってててて片片片片付付付付けましけましけましけましょうょうょうょう！！！！    

 

他人の土地や家の前、道路、公園などで犬・猫のフンが放置されるという苦情が

寄せられています。フンの放置は不衛生で不快なものです。自分のペットが他人の土

地や家の前、道路、公園などでフンをした場合は、必ず飼い主が持ち帰ってください。 

また、自宅の敷地内で排せつさせる習慣をつけさせましょう。しつけは飼い主の

責任です。飼い主のマナーやモラルを高めましょう。 

 

◇問合せ先 環境課 環境企画係 TEL ６８－００１５ 

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


