
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第５３号（３の１）平成２０年３月２８日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 】 ・資源ごみ集団回収事業実施「団体登録」申請は年度ごとに 

・自動車税･自動車取得税の減免申請は５月２６日まで 

・軽自動車税の減免申請は４月２３日まで 

【 裏 】 ・美山・第２３回大野ダムさくら祭り開催のご案内 

・「節句の山のぼり」に参加しませんか 

・９ちゃんねる番組表（４月１日～１５日） 

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

【 表 】 ・４月から家族介護用品支給制度が変わります 

・４月の乳幼児健診日程表 

・「手話教室・入門」講座の受講者募集 

・「ふないサロン」で学びませんか 

・有料広告を募集します 

・そのべＢＩＧマーケット出店者を募集します 

・公立南丹病院 看護師・助産師の募集 

【 裏 】 ・「オカリナでさくら満開コンサート」を開催します 

・遊youひよし「ビデオ上映会」のお知らせ 

・南丹市八木公民館「英会話教室」受講生募集 

・平成２０年度八木公民館講座『南丹大学』学生募集 

・ランナーにご声援をお願いします 

・普通救命講習会（Ⅰ）を開催します 

・京都府立口丹波勤労者福祉会館からのお知らせ 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

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

【 表 】 ・「第２８回京都府女性の船」の参加者を募集します 

・『お父さんたちのお話し会VOL.４』開催のお知らせ 

・平成２１年１月、上場会社の株券が電子化されます 

・＜そのべ地域版お知らせ＞� 

軽自動車税軽自動車税軽自動車税軽自動車税のののの減免申請減免申請減免申請減免申請はははは４４４４月月月月２３２３２３２３日日日日までまでまでまで    

 

４月は軽自動車税の納付月です。４月１日現在、障害者手帳などの交付を受けて

おられる方で、下記の((((１１１１))))～～～～((((４４４４))))のいずれかに該当される方は、申請をしていただく

ことにより、１台のみ軽自動車税の減免を受けることができます。ただし、自動車

税の減免を受けられている方は、軽自動車税の減免を受けることはできません。 

軽自動車税の減免を申請される方は、税務課または各支所地域総務課窓口に減免

申請書を用意していますので、納税通知書がお手元に届いた後、４月２３日（水）

までに必ず提出してください。期限内の提出ができない場合には、期限までに税務

課または各支所地域総務課へご相談ください。 

なお、昨年度に減免を受けておられる方については、納税通知書と同時期に納税

義務者あてに申請書を送付させていただきます。 

●必要書類必要書類必要書類必要書類 納税通知書（納付書）、減免申請書、車検証、障害者手帳等、免許証、

印鑑 

((((１１１１)))) 身体障害者手帳の交付を受けておられる方 

障害の区分 障害の級別 

視覚障害 １～４級までの各級 

聴覚障害 ２～４級までの各級 

平衡機能障害 ３・５級 

音声機能障害 

３級（喉頭(こうとう)摘出による

音声機能障害がある場合に限る） 

上肢不自由 １～３級までの各級 

下肢不自由 １～６級までの各級 

体幹不自由 １～３級までの各級および５級 

上肢機能 １～３級 乳幼児期以前の非進行性脳病変に

よる運動機能障害 移動機能 １～６級までの各級 

心臓機能障害 １・３級および４級 

じん臓機能障害 １・３級および４級 

呼吸器機能障害 １・３級および４級 

ぼうこうまたは直腸の機能障害 １・３級および４級 

小腸の機能障害 １・３級および４級 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害       １～４級までの各級 

((((２２２２)))) 戦傷病者手帳の交付を受けておられる方 

障害の区分 重度障害の程度または障害の程度 

視覚障害 特別項症～第６項症までの各項症 

聴覚障害 特別項症～第４項症までの各項症 

平衡機能障害 特別項症～第４項症までの各項症 

音声機能障害 

特別項症～第２項症までの各項症（喉頭(こうと

う)摘出による音声機能障害がある場合に限る） 

上肢不自由 特別項症～第６項症までの各項症 

下肢不自由 

特別項症～第６項症までの各項症および第１款症

～第３款症までの各款症 

体幹不自由 

特別項症～第６項症までの各項症および第１款症

～第３款症までの各款症 

心臓機能障害 特別項症～第３項症までの各項症 

じん臓機能障害 特別項症～第３項症までの各項症 

呼吸器機能障害 特別項症～第３項症までの各項症 

ぼうこうまたは直腸の機能障害 特別項症～第３項症までの各項症 

小腸の機能障害 特別項症～第３項症までの各項症 

((((３３３３)))) 療育手帳の交付を受けておられる方のうち、重度の障がいを有する方 

((((４４４４)))) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けておられる方のうち、１級の障がいを有

する方 

※なお、障がいのある方と生計を一にされている方が障がいのある方のために運転され

る場合および、障がいのある方などのみの世帯の介護を常時されている方が障がいの

ある方のために運転される場合でも、軽自動車税の減免の対象となることがあります。

詳しい条件については、税務課または各支所地域総務課にお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 税務課 市民税係 TEL ６８－０００４ FAX ６３－０６５３ 

Eメール zeimu@city.nantan.kyoto.jp 

資源資源資源資源ごみごみごみごみ集団回収事業実施集団回収事業実施集団回収事業実施集団回収事業実施「「「「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、南丹市内で資源ごみ（古紙および古布）

の集団回収を市要綱に基づき自主的に実施する団体に対し、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くことになります。登録以前の回収活動は、報奨金交付対象

となりません。また、登録は年度ごとに必要となります。 

平成２０年度の団体登録はできるだけ４月１日（火）から５月３０日（金）まで

に団体登録申請書をご提出いただきますようお願いします。 

 

◇問合せ先 環境課 生活衛生係 TEL ６８－００１５ 

自動車税自動車税自動車税自動車税・・・・自動車取得税自動車取得税自動車取得税自動車取得税のののの減免申請減免申請減免申請減免申請はははは５５５５月月月月２６２６２６２６日日日日までまでまでまで    

 

心身に障がいのある方で一定の要件に該当する場合、申請により自動車税・自動

車取得税の減免が受けられます。申請は４月１日（火）から５月２６日（月）まで

です。京都府南丹広域振興局 税務室（亀岡総合庁舎内）で申請の受付・相談を受け

ます。下記の日程のみ同広域振興局 園部地域総務室（園部総合庁舎内）でも臨時窓

口を開設します。 

申請内容によっては、市役所社会福祉課または各支所健康福祉課で使用状況などの確

認が必要な場合があります。要件・申請方法や不明な点は下記へお問い合わせください。 

＜臨時窓口の開設＞ 

実施日時実施日時実施日時実施日時    実施場所実施場所実施場所実施場所    

４月２３日（水） 

５月１４日（水） 

５月２１日（水） 

午前９時～午後４時３０分 

南丹広域振興局 園部地域総務室 

（園部総合庁舎内） 

 

◇申請・問合せ先 京都府南丹広域振興局 税務室（亀岡総合庁舎内） 

TEL（0771）２２－０３３０ 

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。 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美山美山美山美山・・・・第第第第２２２２３３３３回大野回大野回大野回大野ダムダムダムダムさくらさくらさくらさく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    

    

大野ダム公園において、第２３回大野ダムさくら祭りを開催します。皆さまのご

来場をお待ちしています。 

●●●●期期期期        間間間間 ４月５日（土）～１３日（日）午前９時～午後９時 

●●●●会会会会        場場場場 美山・大野ダム周辺（美山町樫原） 

●●●●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・雄進浩太鼓」 

      ・園部吹奏楽団による演奏・佛教大学チアリーダ部による演舞 

      ・炎の回廊・季節はずれの「大花火」・さくらの下で「もちつき大会」 

      ・虹の湖を楽しもう「ボート、遊覧船など（有料）」 

      ほかにも、さまざまな企画をご用意しています。 

※催しについては、変更になる場合がありますのであらかじめご了承ください。 

●●●●入入入入    場場場場    料料料料 無料（ただし、会場環境協力金５００円の協力をお願いしています） 

●●●●主主主主        催催催催 さくら祭り実行委員会 

 

◇問合せ先 大野振興会   TEL（0771）７５－９１１０ 

さくら祭り会場 TEL（0771）７５－２０６０（期間中のみ） 

「「「「節句節句節句節句のののの山山山山のぼりのぼりのぼりのぼり」」」」にににに参加参加参加参加しませんかしませんかしませんかしませんか    

 

昔、節句の日に子どもたちは巻きずしを持って、裏山で一日中遊んで過ごしたそうで

す。山の上からは人も村も小さく見えました。近くの山から地域を見直してみませんか。 

●●●●日日日日        時時時時 ４月３日（木）午前１１時～午後２時 ※雨天の場合は５日(土)に延期 

●●●●場場場場        所所所所 南丹市八木町北広瀬（北広瀬西集会所前集合）～筏森山 

●●●●対対対対        象象象象 小学生～一般、幼児（保護者同伴で可） ●●●●定員定員定員定員    ３０人 

●●●●内内内内        容容容容 山のぼり、山頂でお昼（巻き寿司）、森の散策ほか 

●●●●持持持持    ちちちち    物物物物 肌の露出の少ない動きやすい服装、歩きやすい靴、雨カッパ、お茶 

●●●●参参参参    加加加加    費費費費 一人５００円（巻き寿司、保険料を含む） 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ＦＡＸ、電話またはＥメールで、参加者氏名、年齢、住所、電話番号、

緊急連絡先を下記へご連絡ください。（定員になり次第締め切ります） 

●●●●主主主主        催催催催 NPO森林・環境ﾈｯﾄﾜｰｸ ／ 協力：八木町森林組合 

後援：南丹市、南丹市教育委員会 

 

◇申込・問合せ先 NPO森林･環境ﾈｯﾄﾜｰｸ（用澤方：水～金の午前９時～１２時） 

TEL/FAX（0771）４２－５５５９ Eメール mail@nposhinrin.net 

摩気小学校 卒業式 

4444月月月月1111日日日日（（（（火火火火））））20202020時時時時・・・・22時    

2日（水） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

八木小学校 卒業式 

4444月月月月1111日日日日（（（（火火火火））））21212121時時時時・・・・23時    

2日（水） 8時・10時・13時・16時・19時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

吉富小学校 卒業式 

4444月月月月2222日日日日（（（（水水水水））））20202020時時時時・・・・22時    

3日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

神吉小学校 卒業式 

4444月月月月2222日日日日（（（（水水水水））））20202020時時時時40404040分分分分・・・・22時40分    

3日（木） 7時40分・9時40分・ 

12時40分・15時40分・18時40分 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

富本小学校 卒業式 

4444月月月月2222日日日日（（（（水水水水））））21212121時時時時20202020分分分分・・・・23時20分    

3日（木） 8時20分・10時20分・ 

13時20分・16時20分・19時20分 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

図書館だより 

「４月新刊のご案内」 

4444月月月月3333日日日日（（（（木木木木））））20202020時時時時・・・・22時    

4日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

5日（土） 7時・9時・12時・－・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

新庄小学校 卒業式 

4444月月月月3333日日日日（（（（木木木木））））20202020時時時時30303030分分分分・・・・22時30分    

4日（金） 7時30分・9時30分・ 

12時30分・15時30分・18時30分 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

知井小学校 卒業式 

4444月月月月3333日日日日（（（（木木木木））））21212121時時時時20202020分分分分・・・・23時20分    

4日（金） 8時20分・10時20分・ 

13時20分・16時20分・19時20分 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

平屋小学校 卒業式 

4444月月月月4444日日日日（（（（金金金金））））20202020時時時時30303030分分分分・・・・22時30分    

5日（土） 7時30分・9時30分・ 

12時30分・－・18時30分 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

鶴ヶ岡小学校 卒業式 

4444月月月月4444日日日日（（（（金金金金））））21212121時時時時20202020分分分分・・・・23時20分    

5日（土） 8時20分・10時20分・ 

13時20分・－・19時20分 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

※ 卒業式特集の再放送は初回放送後、当日と翌日にお

送りいたします。 

平成２０年第1回 

      南丹市議会３月定例会 （その３） 

4444月月月月5555日日日日（（（（土土土土））））14141414時時時時    

7日（月） 18時（その３・その４） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９ちゃん もぎたて☆テレビ 

4444月月月月5555日日日日（（（（土土土土））））20202020時時時時・・・・22時    

6日（日） 7時・9時・12時・－・18時・20時・22時 

7日（月） 7時・9時・12時・15時・－・－・－ 

8日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

宮島小学校 卒業式 

4444月月月月5555日日日日（（（（土土土土））））20202020時時時時30303030分分分分・・・・22時30分    

6日（日） 7時30分・9時30分・ 

12時30分・－・18時30分 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

大野小学校 卒業式 

4444月月月月5555日日日日（（（（土土土土））））21212121時時時時20202020分分分分・・・・23時20分    

6日（日） 8時20分・10時20分・ 

13時20分・－・19時20分 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

平成２０年第1回 

      南丹市議会３月定例会 （その４） 

4444月月月月6666日日日日（（（（日日日日））））14141414時時時時    

7日（月） 18時（その３・その４） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

園部幼稚園 修了証書授与式 

4444月月月月6666日日日日（（（（日日日日））））20202020時時時時30303030分分分分・・・・22時30分    

7日（月） 7時30分・9時30分・ 

12時30分・15時30分・－ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

すこやか学園 修了証書授与式 

4444月月月月8888日日日日（（（（火火火火））））20202020時時時時・・・・22時    

9日（水） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

聖家族幼稚園 修了証書授与式 

4444月月月月8888日日日日（（（（火火火火））））21212121時時時時・・・・23時    

9日（水） 8時・10時・13時・16時・19時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

胡麻保育所 卒園式 

4444月月月月9999日日日日（（（（水水水水））））20202020時時時時・・・・22時    

10日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日吉中央保育所 卒園式 

4444月月月月9999日日日日（（（（水水水水））））20202020時時時時40404040分分分分・・・・22時40分    

10日（木） 7時40分・9時40分・ 

12時40分・15時40分・18時40分 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

※ 放送内容は、一部変更になる場合がありますので、

京都新聞丹波版「まちかどガイド」または、９チャ

ンネルのテレビ回覧板をご覧ください 

興風保育所 卒園式 

4444月月月月9999日日日日（（（（水水水水））））21212121時時時時20202020分分分分・・・・23時20分    

10日（木） 8時20分・10時20分・ 

13時20分・16時20分・19時20分 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

月イチ☆きょうと府 

4444月月月月10101010日日日日（（（（木木木木））））20202020時時時時・・・・22時    

11日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

12日（土） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

城南保育所 保育修了式 

4444月月月月10101010日日日日（（（（木木木木））））20202020時時時時30303030分分分分・・・・22時30分    

11日（金） 7時30分・9時30分・ 

12時30分・15時30分・18時30分 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

園部保育所 保育修了式 

4444月月月月10101010日日日日（（（（木木木木））））21212121時時時時20202020分分分分・・・・23時20分    

11日（金） 8時20分・10時20分・ 

13時20分・16時20分・19時20分 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

八木中央幼児学園 卒園式 

4444月月月月11111111日日日日（（（（金金金金））））20202020時時時時30303030分分分分・・・・22時30分    

12日（土） 7時30分・9時30分・ 

12時30分・15時30分・18時30分 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

八木東幼児学園 卒園式 

4444月月月月11111111日日日日（（（（金金金金））））21212121時時時時20202020分分分分・・・・23時20分    

12日（土） 8時20分・10時20分・ 

13時20分・16時20分・19時20分 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９ちゃん もぎたて☆テレビ 

4444月月月月12121212日日日日（（（（土土土土））））20202020時時時時・・・・22時    

13日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

14日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

15日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

南丹市立図書館 文化講演会 

「なぜ勉強するのですか？～夜間中学の生徒たち～」 

4444月月月月15151515日日日日（（（（火火火火））））20202020時時時時・・・・22時    

16日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

17日（木） 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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

ＦＡＸ放送 

（学校・市役所など各施設からのお知らせ） 

放送設備改修工事のため休止しています。 

９ちゃんねる番組表 （2008 年4 月1 日～4 月15 日） 

南丹市情報センター  TEL：（0771）63-1777 ／ FAX：（0771）63-1682 ／ Mail：sictv@sic.cans.ne.jp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第５３号（３の２）平成２０年３月２８日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４４４４月月月月のののの乳幼児健診日程表乳幼児健診日程表乳幼児健診日程表乳幼児健診日程表    

 

４月の乳幼児健診は下記のとおりです。 

日程日程日程日程    事業名事業名事業名事業名    対象月齢対象月齢対象月齢対象月齢    場所場所場所場所    

４月 ４ 日（金） ９～１０ヵ月児健診 平成１９年６月生 

４月１１日（金） ３～４ヵ月児健診 平成１９年１２月生 

４月１４日（月） ２歳５ヵ月児健康相談 平成１７年１０月生 

４月１８日（金） ３歳５ヵ月児健診 

平成１６年１０月生 

（美山９月生含む） 

４月２４日（木） １歳８ヵ月児健診 平成１８年７月生 

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。 

 

◇問合せ先 健康課 母子保健係 TEL ６８－００１６  

公立南丹病院公立南丹病院公立南丹病院公立南丹病院    看護師看護師看護師看護師・・・・助産師助産師助産師助産師のののの募集募集募集募集    

 

●●●●応募資格応募資格応募資格応募資格 看護師・助産師免許取得者あるいは免許取得見込みの方で、病棟三交

替勤務ができる方 

●●●●年年年年        齢齢齢齢 昭和３８年４月２日～昭和６３年４月１日までに生まれた方 

●●●●採用予定採用予定採用予定採用予定 看護師２人、助産師５人  ●●●●身分身分身分身分 地方公務員 

●●●●勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間 日 勤：午前８時３０分～午後５時１５分 

      準夜勤：午後４時３０分～午前１時１５分 

      深夜勤：午前０時３０分～午前９時１５分 

      ※三交替制、完全週休２日制、年次有給休暇２０日間、特別休暇有 

●●●●初初初初    任任任任    給給給給 看護師：（短３卒）１９８，３００円、（短２卒）１８８，９００円 

助産師：（大 卒）２０３，９００円、（短大卒）１９８，３００円 

※国の基準より１号俸上位。経験者は当病院の規程により加算します。 

●●●●提出書類提出書類提出書類提出書類 履歴書（自筆、写真貼付）、成績証明書・卒業証明書、有資格の方は看

護師・助産師免許証（写し）、健康診断書 各１通 

●●●●申申申申しししし込込込込みみみみ 上記の提出書類一式を下記へご提出ください。作文・面接により、随

時、選考を行います。詳しいことは、下記へお問い合わせください。 

 

◇提出・問合せ先 公立南丹病院 総務課 人事係 TEL（0771）４２－２５１０ 

          〒629-0197 南丹市八木町八木上野25番地 

４４４４月月月月からからからから家族介護用品支給制度家族介護用品支給制度家族介護用品支給制度家族介護用品支給制度がががが変変変変わりますわりますわりますわります    

 

４月から介護用品の支給方法が、南丹市全域において「給付券方式」から「償還

払い方式」に変わります。「償還払い方式」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す方式です。介護用品購入の際は領収書

を保管いただき、領収書を添付して申請してください。詳しくは下記へお問い合わ

せください。（日吉町・美山町に在住の方は、これまでと同様です） 

●●●●対対対対    象象象象    者者者者 要介護認定で要介護４または５と認定された方を介護している市民税

非課税世帯の家族（年額７５,０００円以内） 

●●●●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、購入日、購入金額および介護用品名が明記されていること。 

※南丹市内に限らずどこで購入いただいても助成の対象となります。 

 

◇申請・問合せ先 高齢福祉課 高齢者福祉係 TEL ６８－０００６ 

   各支所 健康福祉課  TEL 八木 ６８－００２２ 

日吉 ６８－００３２ 美山 ６８－００４１ 

「「「「ふないふないふないふないサロンサロンサロンサロン」」」」でででで学学学学びませんかびませんかびませんかびませんか    

 

ふない聴覚言語障害センターでは、耳が聞こえにくくなってきた方、耳が聞こえ

ない方のお手伝いをしています。センターの事務所を開放して、耳が不自由なご高

齢の方や難聴者、聴覚言語障がい者のコミュニケーション方法である「手話」「要約

筆記」を学びたい方に集まっていただき、自由に交流し、学んでいただく「ふない

サロン」を開きます。手話や要約筆記の初心者の方でも大歓迎です。お気軽にお越

しください。不明な点は、下記へお問い合わせください。 

●●●●場場場場        所所所所 ふない聴覚言語障害センター（南丹市園部公民館２階） 

●●●●開開開開    催催催催    日日日日 毎月第１水曜：難聴者（奇数月）・要約筆記（偶数月） 

 第３水曜：手話 ※ろうあ者の皆さんは第３水曜にお越しください。 

●●●●時時時時        間間間間 午前１０時～午後１時 ※祝日は、お休みです。 

 

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

そのべそのべそのべそのべＢＩＧＢＩＧＢＩＧＢＩＧマーケットマーケットマーケットマーケット出店出店出店出店者者者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    

 

そのべ龍神まつり会場で、リサイクル品などを販売する「そのべＢＩＧマーケッ

ト」を開催します。出店者を募集しますので、奮ってご参加ください。 

●●●●開催日時開催日時開催日時開催日時 ５月３日（土・祝）午前１０時～午後４時 

●●●●場場場場        所所所所 南丹市園部町宮町 シンボルロード周辺 

●●●●出店資格出店資格出店資格出店資格 代表者が南丹市在住、在勤、在学で１８歳以上の個人またはグループ 

●●●●禁止事項禁止事項禁止事項禁止事項 飲食物・生き物のほか、法律で販売が禁止・規制されているもの、公

序良俗に反するものなどの販売は禁止。また、業者の出店およびくじ

引き、当てものなども不可。（出店後でも主催者の判断により退店いた

だく場合があります） 

●●●●出店料等出店料等出店料等出店料等 １ブース ５００円（２ｍ×２ｍの手荷物ブース、予定数３０区画） 

●●●●申込期間申込期間申込期間申込期間 ３月３１日（月）～４月１８日（金）（予定数を満たし次第、締め切り） 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 申込書・要項を下記へご請求の上、郵送またはＦＡＸでお申し込みく

ださい。 

 

◇申込・問合せ先 そのべ龍神まつり実行委員会（企画推進課内） 

TEL ６８－０００３ FAX ６３－０６５３ 

「「「「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。 

●●●●日日日日        時時時時 ５月１０日～７月１９日の毎週土曜日（全９回） 

※ただし、５月３１日、６月２８日は休み 

毎回 午前１０時～午後３時（休憩１時間） 

※６月２６日（木）は特別講座（聴覚障がいのある方との交流など） 

●●●●会会会会        場場場場 南丹市園部公民館 

●●●●対対対対    象象象象    者者者者 市内に在住、または通勤・通学する１６歳以上の方。 

●●●●費費費費        用用用用 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２５日（金）午後５時１５分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 

有料広告有料広告有料広告有料広告をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 
南丹市では、市民サービスの向上を図るために新たな財源を確保するとともに、

地域経済の活性化に資することを目的に、「南丹市ホームページ」および「南丹市営

バス」を活用した有料広告を募集します。 

＜南丹市ホームページ＞ 

概概概概    要要要要    

行政情報や観光情報などを発信 

トップページへのアクセス数：約１６，０００件／月 

広告広告広告広告のののの規格等規格等規格等規格等    

バナー広告 

・大きさ：縦６０ピクセル×横１４０ピクセル 

・データ形式：ＧＩＦ・ＪＰＥＧ形式（アニメーション不可） 

・容量：６キロバイト以内 

広告掲載料広告掲載料広告掲載料広告掲載料    ５，０００円（月額） 

＜南丹市営バス＞ 

概概概概    要要要要    

広告を掲載する車両数：６両 

広告を掲載するバス運行路線数：８路線 

運休日：土・日・祝日および年末年始（一部路線を除く） 

広告広告広告広告のののの規格等規格等規格等規格等    Ｂ３横版（縦３６４ｍｍ×横５１５ｍｍ） 

広告掲載料広告掲載料広告掲載料広告掲載料    １枠２，０００円（月額） 

広告掲載場所広告掲載場所広告掲載場所広告掲載場所    車内壁面 

 
◇申込・問合せ先【ホームページ】情報推進課 広報広聴係 TEL ６８－００１９ 

【市 営 バ ス】企画推進課 交通対策係 TEL ６８－０００３ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通救命講習会普通救命講習会普通救命講習会普通救命講習会（（（（ⅠⅠⅠⅠ））））をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

日吉ダムマラソン実行委員会では、「第１１回日吉ダムマラソン大会」の開催に伴

い、園部消防署のご協力により普通救命講習会（Ⅰ）を開催します。 

万一に備えて、応急手当の講習を受講されませんか。ＡＥＤを用いた応急手当の

実技講習も予定していますので、興味のある方は下記へ電話でお申し込みください。 

●●●●日日日日        時時時時 ４月１２日（土）午後１時～４時 

●●●●会会会会        場場場場 園部公民館 ３階 練習室 

●●●●申込期限申込期限申込期限申込期限 ４月９日（水）午後５時まで（先着３０人） 

●●●●そそそそ    のののの    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、当日ご持参ください） 

 

◇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 ６８－００５７ 

南丹市八木公民館南丹市八木公民館南丹市八木公民館南丹市八木公民館「「「「英会話教室英会話教室英会話教室英会話教室」」」」受講生募集受講生募集受講生募集受講生募集    

    

八木公民館では、基礎的な日常会話の習得ならびに「ことば」を通じて外国文化

への理解を深めることを目的として「英会話教室」を実施しています。 

本年４月から７月の間に開講する同教室の受講生を募集します。多くの皆さまの

受講をお待ちしています。 

●●●●開講開講開講開講クラスクラスクラスクラス ①初級 昼クラス（定員２０人） 

日時：４月２３日（水）～７月１６日（水）の毎週水曜日 

午後３時～４時（都合により臨時休講する場合があります） 

②初級 夜クラス（定員２０人） 

日時：４月２４日（木）～７月１７日（木）の毎週木曜日 

午後８時～９時（都合により臨時休講する場合があります） 

●●●●対対対対        象象象象 南丹市在住、在勤の満１８歳以上の方 

●●●●講講講講        師師師師 英語指導助手 Ｍｒ．Ｇｒｅｇｏｒｙ Ｗａｒｒｅｎ Ｋｈｅｚｒｎｅｊａｔ 

                （グレゴリー ウォレン ケズナジャット） 

●●●●開講場所開講場所開講場所開講場所 南丹市八木公民館（八木町八木東久保23 南丹市役所八木支所東隣） 

●●●●受受受受    講講講講    料料料料 一人２，０００円（受講日初日に徴収します） 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 八木公民館に備え付けの申込書に必要事項を記入の上、４月１５日

（火）までにお申し込みください。（各クラス定員になり次第締め切り） 

 

◇申込・問合せ先 南丹市八木公民館 TEL（0771）４２－３１３２ 

平成平成平成平成２０２０２０２０年度八木公民館講座年度八木公民館講座年度八木公民館講座年度八木公民館講座『『『『南丹大学南丹大学南丹大学南丹大学』』』』学生募集学生募集学生募集学生募集    

    

南丹市八木公民館では、生涯学習推進事業の一環として、高齢者の生涯学習支援

を目的に、さらに豊かな知識と教養を身につけ、相互の連携を図り生涯を通して生

きがいのある生活を築くため「南丹大学」を開設しています。 
●●●●応募資格応募資格応募資格応募資格 南丹市内に在住されている方で、６０歳以上の方。 

※年間を通じて出席できる方に限ります。 
●●●●受受受受    講講講講    料料料料 運営費として、年間２，０００円を納めていただきます。 

※事業内容により実費をいただくことがあります。 
●●●●内内内内        容容容容 南丹大学では、教養学部と専門学部を開設します。 

教養学部：月に一回程度健康・福祉・文化などについての講演会、社

会見学や南丹大学祭を開催。受講生の全員に出席していた

だきます。 
専門学部：受講生による自主的な運営を基本として、希望者のみがそ

れぞれの学部を選択して受講します。（書道部・歌謡部・料

理部・写真部・コーラス部・押し花部・社交ダンス部） 
●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 八木公民館に備え付けの入学願書に必要事項を記入の上、４月１５日

（火）までに運営費２，０００円を添えて同公民館にお申し込みくだ

さい。 
 

◇申込・問合せ先 南丹市八木公民館 TEL（0771）４２－３１３２ 

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２０日（日）に開催する「第１１回日吉ダムマラソン大会」には、約     

２，０００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。また、主会場となる府民

の森では、スポーツ用品や『なんたんのうまいもん』を販売する予定です。ぜひ、

ご来場ください。 
なお、大会当日は、午前１０時３０分から午後１時３０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。（午前１１時２０分頃までは

日吉ダム方面から主会場への入場はできます。また、主会場から日吉ダム方面への

退場は終日できます）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。 
 

◇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 ６８－００５７ 

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    
    

＜グラウンド・ゴルフのつどい＞ 

●●●●日日日日        時時時時 ４月４日（月例）、１１日、１８日、２５日の金曜日 午前９時～１２時 

●●●●場場場場        所所所所    球技場  ●●●●対象対象対象対象者者者者 どなたでも  ●●●●参加料参加料参加料参加料 ２００円（当日受付） 

●●●●内内内内        容容容容    グラウンド・ゴルフ、マレットゴルフなどを楽しむ 

＜障害者スポーツのつどい＞ 

●●●●日日日日        時時時時 ４月８日（火）午後１時３０分～３時３０分 

●●●●場場場場        所所所所    体育館  ●●●●参加料参加料参加料参加料 無料（当日受付） 

●●●●対対対対    象象象象    者者者者 障がいのある方とその家族、ボランティアなど   

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

＜卓球を楽しもう＞ 

●●●●日日日日        時時時時 ４月８日（火）午前９時～１１時３０分 

                     ※８月を除く毎月第２火曜日の午前に実施 

●●●●場場場場        所所所所    体育館  ●●●●対象対象対象対象者者者者 どなたでも  ●●●●参加料参加料参加料参加料 ３００円（当日受付） 

●●●●内内内内        容容容容    卓球を自由に楽しんでいただき、健康増進を図る 

＜スポーツを楽しむ夕べ＞ 

●●●●日日日日        時時時時 ４月８日（火）午後６時～９時 ※８月を除く毎月第２火曜日の夜に実施 

●●●●場場場場        所所所所    体育館  ●●●●参加料参加料参加料参加料 ３００円（当日受付） 

●●●●対対対対    象象象象    者者者者 どなたでも（小中学生は保護者同伴） 

●●●●内内内内        容容容容    卓球、バドミントン、ソフトバレーボールなどを自由に楽しんでいただく 

    

◇問合せ先 （財）京都府立丹波自然運動公園協力会 TEL（0771）８２－０５６０ 

「「「「オカリナオカリナオカリナオカリナでさくらでさくらでさくらでさくら満開満開満開満開コンサートコンサートコンサートコンサート」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 
 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」では、「オカリナでさくら満開コ

ンサート」を開催します。暖かな春、オカリナの音色で心を癒やしてください。 

当日はさくら満開であることを期待して、皆さんのお越しを心からお待ちしています。  

●●●●日日日日        時時時時 ４月６日（日）午後２時～ 

●●●●場場場場        所所所所 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」ホール 

●●●●演演演演    奏奏奏奏    者者者者 南丹ラベンダーズ  ●●●●入場料入場料入場料入場料 無料（事前申し込み不要） 

●●●●演演演演    奏奏奏奏    曲曲曲曲 なごり雪、さくらさくら、春のメドレー、おおひばり、カントリーロ

ード、グリンスリーブス ほか（予定） 

 

◇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 

京都府立京都府立京都府立京都府立口丹波勤労者福祉会館口丹波勤労者福祉会館口丹波勤労者福祉会館口丹波勤労者福祉会館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    
    

＜太極拳教室＞ 

●●●●開開開開    催催催催    日日日日 ４月１１日（金）～毎月第２・４金曜日（全２４回） 

●●●●時時時時        間間間間 午後１時３０分～３時３０分  ●●●●場所場所場所場所 体育館  ●●●●参加対象参加対象参加対象参加対象 府民 

●●●●参参参参    加加加加    料料料料 １２，０００円（４，０００円×３期に分けて納入） 

＜囲碁入門教室＞ 

●●●●開開開開    催催催催    日日日日 ４月１２日（土）～毎月第２・４土曜日（全２４回） 

●●●●時時時時        間間間間 午前１０時～１２時  ●●●●場所場所場所場所 会議室  ●●●●参加対象参加対象参加対象参加対象 府民 

●●●●参参参参    加加加加    料料料料 １２，０００円（４，０００円×３期に分けて納入） 

＜木彫能面教室＞ 

●●●●開開開開    催催催催    日日日日 ５月１１日（日）～毎月第２日曜日、第４土曜日（全２４回） 

●●●●時時時時        間間間間 午後１時３０分～４時  ●●●●場所場所場所場所 会議室  ●●●●参加対象参加対象参加対象参加対象 府民 

      ※体験説明会（無料）：４月１３日（日）午後１時３０分～３時３０分 

●●●●参参参参    加加加加    料料料料 月額２，５００円 

参加を希望される方は、電話、ＦＡＸまたは直接来館の上、お申し込みください。 

    

◇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 

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」」」」ののののおおお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は、「白い船」のビデオ上映会を開催します。 

夢をかなえようとする素直な心と優しい気持ちの可能性を描いた、感動エンター

テインメント。喜びで胸がいっぱいになる、みんなの物語を「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。 

●●●●日日日日        時時時時 ４月１３日（日）午後１時３０分～（午後１時開場） 

●●●●場場場場        所所所所 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 監督：錦織良成／出演者：中村麻美、濱田岳、中村嘉葎雄ほか 

島根県平田市の小さな小さな塩津小学校と、沖合いを行く大きなフェ

リーとの心温まる交流実話に材をとった物語。「あの船に乗りたい」と

願った子どもたちと「乗せてあげたい」と誓った大人たち。一人の少

年の素直な心は、やがて小さな奇跡の波を立て、傷心の若い女性教師

も生きる力を取り戻していく。（上映時間１０８分、カラー） 

◇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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第５３号（３の３）平成２０年３月２８日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「第第第第２８２８２８２８回京都府女性回京都府女性回京都府女性回京都府女性のののの船船船船」」」」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    

 

京都府では、地域づくりやＮＰＯ活動などに関心のある女性に学習・交流の機会

を提供し、ネットワーク構築を図って、男女共同参画による豊かな京都府づくりを

目指す「女性の船」事業の参加者を募集しています。 

高速フェリーで北海道を訪問し、船上や訪問先で男女共同参画に関する諸課題に

ついて研修、交流を深めましょう。 

●●●●実施時期実施時期実施時期実施時期 ６月１２日（木）～１５日（日） 

事前研修：６月１日（日） 

事後研修：８月２日（土） 

●●●●応募資格応募資格応募資格応募資格 京都府内にお住まいの２０歳以上（平成２０年４月１日現在）の女性

で、次の各項に該当する人 

① この研修を生かして、地域づくりやＮＰＯ活動などに積極的に参加

しようとする意欲のある人 

② 健康で、この研修に十分耐え得る体力のある人 

③ 団体生活に適応できる人 

④ 事前研修から事後研修まで、全てに参加できる人 

※これまでの「京都府女性（婦人）の船」修了者の再参加については、

現在具体的に地域社会などで活躍し、その活動を発展させたい人で、

支援スタッフとして参加する意志のある人に限り、府内で１０人ほ

ど募集。（ただし、過去２年以内の参加修了者は除く） 

●●●●参参参参    加加加加    費費費費 ４０，０００円 

●●●●申申申申しししし込込込込みみみみ ４月１６日（水）までに、参加申込書と作文を提出してください。 

●●●●作文作文作文作文テーマテーマテーマテーマ【初参加者】「私の活動の成果と課題」（４００字以上８００字以内） 

【修 了 者】「修了者として今回の京都府女性の船に臨む決意」 

（１２００字以内） 

 

◇申込・問合せ先 市民課 人権政策係 TEL ６８－０００５ 

        各支所 健康福祉課 TEL 八木 ６８－００２２ 

日吉 ６８－００３２ 美山 ６８－００４１ 

『『『『おおおお父父父父さんたちのおさんたちのおさんたちのおさんたちのお話話話話しししし会会会会VOL.VOL.VOL.VOL.４４４４』』』』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    

  

毎年開催している『お父さんたちのお話し会』。今年は、人形劇とちょっと懐かし

い紙芝居をします。皆さんご家族でお越しいただき、春休みの一日をお過ごしくだ

さい。 

●●●●日日日日        時時時時 ３月３０日（日）午後１時～３時３０分 

●●●●場場場場        所所所所 南丹市立文化博物館 １階ロビー 

●●●●内内内内        容容容容 【第一部】人形劇団『そらまめ』による公演 

            演目：『リズム』『ねずみのすもう』など 

【第二部】京都国際マンガミュージアムでおなじみの『らっきょむさ

んの紙芝居』 

演目：『黄金バット』『なぞなぞ紙芝居』など 

●●●●対対対対    象象象象    者者者者 主に市内在住の幼児・小学生と保護者および一般 

 

◇問合せ先 南丹市立図書館 TEL 中央 ６８－００８０ 八木 ６８－００２７ 

日吉 ６８－００３６ 美山 ６８－００４６ 

平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年１１１１月月月月、、、、上場会社上場会社上場会社上場会社のののの株券株券株券株券がががが電子化電子化電子化電子化されますされますされますされます    

 

 平成２１年（２００９年）１月の施行で準備が進められている株券電子化により、

上場会社の株券は無効となり、株主の権利は証券会社などの金融機関の口座で電子

的に管理されることとなります。 

お手元の株券が本人名義になっていない場合は、電子化により株主としての権利

を失う恐れがありますので注意が必要です。ご自宅や貸金庫などで長期間保管され

ている株券の中には、名義書換や転居の際の住所変更などが済んでいないものもあ

ると考えられますので、この機会に確認されることをお勧めします。 

株券電子化により、株式の管理や取引がより効率的に、より安全に行えるように

なります。 

 

◇問合せ先 日本証券業協会 証券決済制度改革推進センター 

       TEL（03）３６６７－４５００（平日の午前９時～午後５時） 

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


