
市営住宅入居者を募集します 
 

● 募集する住宅  

 ・園部向河原団地（公営住宅）  １ルーム  ３戸 

  ・園部向河原団地（公営住宅）  ３ＤＫ   １戸 

・園部向河原団地（公営住宅）  ２ＤＫ   １戸 

 ・園部向河原団地（特公賃住宅） ３ＬＤＫ  ６戸 

  ・園部向河原団地（特公賃住宅） １ＤＫ   ５戸 

  ・府営屋賀上団地（公営住宅）  ４ＤＫ   １戸 

・日吉片野団地（公営住宅）   ３Ｋ    １戸 

  ・日吉貝尻団地（公営住宅）   ３ＤＫ    １戸 

  ・美山鶴ケ岡団地（公営住宅）  ３ＤＫ    １戸 

●入居資格の主なもの  

（１）現に同居し、または同居しようとする親族がある方。 

（２）公営住宅法に定められた基準収入以下であること。 

（３）現に住宅に困窮していることが明らかな方であること。 

（４）現に南丹市内に住所、または勤務場所があること。 

（５）市町村税等を滞納していない方であること。 

（６）申込者または同居しようとする親族が暴力団員（「暴力団員による不当な行

為の防止に関する法律」第２条第６号に規定する暴力団員）でないこと。 

※入居資格については、関係機関に照会します。 

（７）南丹市内に居住し、独立の生活を営み、申込者と同程度またはそれ以上の

収入を有する連帯保証人が２人あること。 

●申込方法 

  住宅入居申込書と添付書類（誓約書、入居予定者全員の住民票、所得を証明す
る書類、市税等納付証明書など）を提出してください。申込書等の様式は住宅

課および各支所産業建設課にありますので、お問い合わせください。 

●申込受付 

（１）受付場所 住宅課または各支所産業建設課 

（２）受付期間 ８月１１日（月）～２２日（金）（土・日を除く） 

午前９時～１１時３０分・午後１時～４時３０分 

●入居選考 

（１）選考方法 入居資格を有する者の内から、「南丹市営住宅の設置及び管理に

関する条例」、「南丹市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関す

る条例」等に基づき選考します。 

（２）選考決定日 ９月下旬（予定） 

●入居時期 １０月中旬（予定） 

 

◇申込・問合せ先 住宅課 TEL（0771）68-0062 

市政モニターを募集します 
 

 南丹市では、市政について多くの市民の方にもっと関心を持っていただくととも

に、「森・里・街がきらめくふるさと南丹市」の実現に向けた新しい事業の立案や、

今行っている事業の見直しの参考とするため、市民の皆さんの思いや考えについて

お聞かせいただく「市政モニター」を募集します。 

 市政モニターとしての活動内容は、年２回程度実施する市政アンケートにお答え

いただくことと、市政に対する意見や提案をお寄せいただくことです。積極的なご

応募お待ちしています。 

●応募資格 南丹市の発展と、市政の推進にご協力いただける南丹市在住の１８歳以上

の方。ただし、南丹市の理事者、南丹市議会議員、南丹市管理職員は除く。

●募集人員 ２８０人  ●任期 委嘱の日から２年間 
●応募方法 専用の応募用紙または任意の様式に、①住所、②氏名、③生年月日、

④性別、⑤電話番号、⑥職業、⑦パソコンのメールアドレス（ある方

のみ）、⑧主な通信手段（「郵送」または「Ｅメール」のいずれか）を

記載し、８月２５日（月）必着で、郵送・Ｅメール・ＦＡＸ・持参の

いずれかにより下記までご応募ください。電話でのお申し込みはお断

りします。なお、ご提供いただいた個人情報については、南丹市個人

情報保護条例に基づき取り扱いをさせていただきます。 

●そ の 他 市政モニターは、苦情や要望、陳情をしていただくものではありませ

んので、ご理解の程よろしくお願いします。 

 

◇応募・問合せ先 総合政策課 総合政策係 TEL（0771）68-0065 FAX（0771）63-0653

                    E ﾒｰﾙ  seisaku@city.nantan.kyoto.jp

嘱託職員（学校給食配送員）を募集します 
 

下記のとおり、平成２０年度南丹市嘱託職員を募集します。 

●職  種 学校給食 配送員  

●賃  金 京都府最低賃金に基づく、南丹市嘱託職員の任用等に関する要綱による。 

      月額 １３６，０００円 

●勤  務 勤務場所：美山学校給食共同調理場 

      勤務開始：平成２０年９月１日～ 

      勤務時間：週５日４０時間勤務（午前８時３０分～午後５時１５分） 

●受付期間 ８月１１日（月）～２０日（水） 午前８時３０分～午後５時１５分 

※ただし、土・日は除く 

●申込方法 上記受付期間に、下記の提出書類をそろえて、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。 

●選考方法 面接による 

●提出書類（１）嘱託職員登録申込書（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） 

 

◇申込・問合せ先 人事秘書課 人事係 TEL（0771）68-0008 FAX（0771）63-0653 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

         第６２号（３の１）平成２０年８月８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「TEL４２－２３００」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枚目 （緑色） ――――――――――――――――― 
【 表 】 ・市政モニターを募集します 

・嘱託職員（学校給食配送員）を募集します 

・市営住宅入居者を募集します 

【 裏 】 ・八木公民館講座『おとなの社会見学』受講者募集 

・普通救命講習会受講者募集 

・平成２０年度第２回調理師試験およびふぐ調理師試験 

・産業廃棄物の適正処理等に関する実務研修会の開催について 

・なんたんテレビ番組表（８月１６日～３１日） 

― ３の２枚目 （オレンジ色） ――――――――――――――― 
【 表 】 ・「未成年心身障害者年金」を支給します 

・平成２０年度南丹市戦没者追悼式を挙行します 

・９月の母子保健事業日程表 

・児童手当の現況届 未提出の方へ 

・「在宅重度身体障害者介護者激励金」を支給します 

・長寿（後期高齢者）医療保険料の軽減割合が拡大されました 

【 裏 】 ・各種スポーツ大会を開催します 

・日吉町生涯学習センター民謡コンサートのお知らせ 

・「生きいき健康体操ストレッチ＆筋トレ教室」受講生募集 

・南丹市商工会からのお知らせ 

― ３の３枚目 （青色） ――――――――――――――――― 
【 表 】 ・市政懇談会（園部第二小学校会場）の延期について 

・「手話教室・基礎」講座の受講者募集 

・「ねんきん特別便」相談会を開催します 

・特定健康診査を受けましょう！！ 

・平成２０年度児童扶養手当現況届の提出について 

【 裏 】 ・第５回「まちや工芸市」開催のご案内 

・第２５回清流美山の鮎まつり 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

・届いていますか「きょうと府民だより」（京都府広報紙） 

 

 

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



普通救命講習会受講者募集 
― 命を救うリレーの第１走者はあなたです！ ― 

その場に居合わせた人の適切な応急処置が大切な命を救います。あなたも大切な

命を救うために勇気を出して普通救命講習会に参加してみませんか。（受講料無料） 

開催日時 開催場所 定員 内 容 

９月１３日（土） 

午後１時３０分～４時３０分 

【京丹波会場】 

京丹波町中央公民館 
２０人

９月１４日（日） 

午前９時～正午 

【園部会場】 

園部消防署 
２０人

９月１５日（月・祝） 

午前９時～正午 

【八木会場】 

園部消防署八木出張所 
１０人

人工呼吸 

心臓マッサージ

除細動（AED） 

止血法 

●申込締切 各会場とも開催日の前日までとし、定員となり次第締め切ります。 

      お早めにお申し込みください。 

◇申込・問合せ先 園部消防署  救急係 TEL（0771）62-0119 

         園部消防署 八木出張所 TEL（0771）42-3119 

         園部消防署 丹波出張所 TEL（0771）82-0119 

産業廃棄物の適正処理等に関する実務研修会の開催について 
 

産業廃棄物の排出事業者または処理業に従事され、実務を行われている方を対象

に、標記研修会が開催されます。受講される方は、下記までお問い合わせください。 

●研修日時、場所 北部会場：京都府立中丹勤労者福祉会館（福知山市） 

          ９月６日（土）、２６日（金）両日とも午後１時～４時 

         南部会場：京都テルサ（京都市） 

          １０月４日（土）、２４日（金）両日とも午後１時～４時 

●講義内容  法律等の概要（７０分）、実務の概要Ⅰ（４０分）、実務の概要Ⅱ 

（４０分）、 許可制度の概要Ⅰ（４５分）、許可制度の概要Ⅰ（４５分）、

許可制度の概要Ⅱ（４５分）、京都府内における産業廃棄物の現状と課

題（仮題）（５０分） 

●受講料・資料代 社団法人京都府産業廃棄物協会会員・従事者は金５，０００円

その他は１０，０００円 
●定員 各会場１００人 ●申込期限 各研修会第１日目の１週間前まで 

 

◇問合せ先 社団法人京都府産業廃棄物協会 TEL（075）694-3402 

八木公民館講座『おとなの社会見学』受講者募集 
 

南丹市が誕生して３年、私たちは南丹市のことをどれだけ知っているでしょうか？ 

八木公民館では市内各地にある施設や地域資源を見学することにより、南丹市を再

発見し、郷土愛と市民交流を高めることを目的に、公民館講座「おとなの社会見学

（なんたん再発見）」を開講しています。第２回は、自動車の変速機を主に生産して

いるジヤトコ株式会社八木事業所の工場見学を行います。 

多くの皆さんの受講をお待ちしています。 

●受講資格 南丹市民および市内に勤務･通学されている２０歳以上の方 

●受 講 料 ３００円（講座の際に徴収します） 

＜今回(第２回講座)募集＞ 

●実施日時 ８月２１日（木）午前１０時～(９時４０分集合) 

●見学場所 ジヤトコ株式会社八木事業所 

●集合場所 南丹市八木公民館（見学施設には直接行かれても入れませんので集合

場所にご参集願います） 

●申込方法 受講を希望される方は、８月１５日（金）までに南丹市八木公民館に

お申し込みください(電話・ＦＡＸ可)。 

 

◇申込・問合わせ先 南丹市八木公民館 TEL（0771）68－0026 FAX（0771）42-5616

平成２０年度第２回調理師試験およびふぐ処理師試験 

 
＜平成２０年度第２回調理師試験＞ 

●日 時 １０月２６日（日） 午前１０時～正午 
●場 所 関西文理学院（京都市北区） ●受験手数料 ６，１００円 
●申込方法 ９月８日（月）～１２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） 
＜平成２０年度ふぐ処理師試験＞ 

●日 時 筆記 １０月２６日（日） 午前１０時～１１時３０分 
     実技 １１月２日（日） 午前９時～午後５時 
●場 所 筆記 関西文理学院（京都市北区） 
     実技 京都調理師専門学校（京都市中京区） ●受験手数料 ６，５００円 
●申込方法 ９月１６日（火）～１９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 京都府南丹保健所環境衛生室 TEL（0771）62-4754 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

南丹市情報センター なんたんテレビ（自主放送) 番組表 （2008年８月１６日～８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 

 

９ちゃん もぎたて☆テレビ 

一週間の出来事、特集、おたよりほか 

 

８月１６日【土】20時・22時 

１７日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時

１８日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時

１９日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

スクールフェイス 

「園部幼稚園 七夕音楽会」 

「園部保育所 ５歳児おとまり保育」 

 

８月１９日【火】20時・22時 

２０日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時

２１日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

南丹市くらしのあんない版 

  ｢総合政策課｣のご紹介と人権尊重啓発番組 

「ふれあいひろば」をお送りします。 

 

８月２１日【木】20時・22時 

２２日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時

２３日（土） 7時・9時・12時・15時・18時 

   

 

９ちゃん もぎたて☆テレビ 

一週間の出来事、特集、おたよりほか 

     

８月２３日【土】20時・22時 

２４日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時

２５日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時

２６日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

スクールフェイス 

    「園部幼稚園 ５歳児宿泊保育」 

     「城南保育所 ５歳児お泊り保育」 

     

８月２６日【火】20時・22時 

２７日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時

２８日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

南丹ふるさとナビ 

公開講座2008 森のしくみとその役割① 

    「芦生研究林の概要と芦生の森」 

   芦生研究林長 芝 正巳 京都大学准教授 

 

８月２８日【木】20時・22時 

２９日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時

３０日（土） 7時・9時・12時・15時・18時 

 

 

９ちゃん もぎたて☆テレビ 

一週間の出来事、特集、おたよりほか 

 

８月３０日【土】20時・22時 

３１日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

９月1日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

２日（火） 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放送は、新システム切り替え作業中のため、 

しばらく休止させていただきます。放送希望の方は、ご

連絡いただければご相談させていただきます。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

★ ７月１日から全市域で自主放送デジタルサービス 

をスタートいたしました。従来のアナログテレビでご覧

の場合、画面サイズが変わりますが、ご了承ください。

またデジタルテレビでご覧の場合、チャンネル設定が必

要となります。詳しくは、お買い求めの電気店、また南 

丹市情報センターまでお尋ねください。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

★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、南丹市情報セ

ンターのホームページ、テレビ回覧板をご覧ください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

★ 南丹市情報センターのホームページで、週ごとのニ

ュースがご覧いただけます。 

なんたんネットワークhttp://www.cans.ne.jp 



「未成年心身障害者年金」を支給します 
 

未成年の心身障がい者および保護者の負担軽減を図ることを目的に、助成金を支

給します。（平成２０年度から市民税非課税世帯のみ支給対象となりました） 

●対象者 市民税非課税世帯で、次の全てにあてはまる方 

①住居 平成２０年４月１日現在において市内に３年以上居住 

②年齢 平成２０年４月１日現在において２０歳未満 

③障がいの範囲 身体障害者手帳１～２級か療育手帳所持者または日常生活を著

しく制限されているか介護の必要がある方 

●助成金額 年額２万円 

●申請方法 社会福祉課・各支所健康福祉課で申請用紙をお渡ししますので、 

９月１日（月）までに下記へ提出してください。 

 

◇申請・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 

「在宅重度身体障害者介護者激励金」を支給します 

 
 重度身体障がい者を在宅で介護されている方を対象に、介護者の負担軽減を図る

ことを目的に激励金を支給します。（平成２０年度から市民税非課税世帯のみ支給対

象となりました） 
●対象者 市民税非課税世帯で、次の①、②両方にあてはまる方 
①重度身体障がいにより寝たきりの状態が６か月以上継続している２０歳以上 
６５歳未満の障がい者を介護している方。 ※民生委員による確認が必要です 
②重度身体障がい者および介護者が、基準日（平成２０年８月１日）に南丹市に

在住。 
ただし、次のいずれかにあてはまる場合は、支給対象になりません。 
・基準日において、施設に入所している場合 
・基準日において、病院などに引き続き３か月以上入院している場合 
・介護者または障がい者が、基準日の６か月以内に市外から転入された場合 
●助成金額 年額６万円 
●申請方法 社会福祉課・各支所健康福祉課で申請用紙をお渡ししますので、民生委員

の証明を受けていただき、９月１日（月）までに下記へ提出してください。 
 
◇申請・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 

平成２０年度南丹市戦没者追悼式を挙行します 

  
先の大戦で尊い命を失われた数多くの戦没者の方々に追悼の誠をささげ、遺族を

慰謝、激励するとともに、世界の恒久平和と郷土の豊かで活力ある発展を願い、戦

没者追悼式を挙行します。なお、会場の都合上、参列者は南丹市遺族の内、各支部遺

族会より代表者の方（４５０人）にご出席いただきますのでご了承ください。参列者

のとりまとめについては各町遺族会でお世話になります。 
●日 時 １０月２３日（木）午前１０時開式 

●式 場 京都府立口丹波勤労者福祉会館   ●主 催 南丹市 

 

◇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 

９月の母子保健事業日程表 
 

９月の母子保健事業は下記のとおりです。 

実施日 事業名 対象（月齢等） 場所 

９月 １日（月） 母親教室（ヨガ・栄養） 妊婦 

９月 ５日（金） ９～１０ヵ月児健診 平成１９年１１月生 

９月 ８日（月） ２歳５ヵ月児健康相談 平成１８年 ３月生 

９月１２日（金） ３～４ヵ月児健診 平成２０年 ５月生 

９月１９日（金） ３歳５ヵ月児健診 平成１７年 ３月生 

９月２４日（水） 離乳食教室 
生後４ヵ月～１歳ご

ろの乳児と保護者 

９月２５日（木） １歳８ヵ月児健診 平成１８年１２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（0771）68-0016 

児童手当の現況届 未提出の方へ 
 

児童手当を受給されている方は、毎年６月１日現在の状況を確認するため、現況

届の提出が必要です。すでに現況届を提出いただくようお知らせしていますが、ま

だ提出されてない方は、子育て支援課または各支所健康福祉課まで、早急に提出し

てください。なお、この届の提出がないと、６月分以降の手当が受けられなくなり

ますので、ご注意ください。 

●届けに必要なもの 

・健康保険被保険者証等の写し（請求者が厚生年金等加入の場合に添付必要。国

民年金に加入の方、年金未加入の方は不要） ・印鑑 

※平成２０年１月１日現在、南丹市に住民登録されていない方は、前住所地の市区

町村発行の平成２０年度課税証明書（または児童手当用所得証明書）が必要です。

 

◇提出・問合せ先 子育て支援課 （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 

長寿（後期高齢者）医療保険料の軽減割合が拡大されました 
 
 政府・与党において、長寿（後期高齢者）医療制度の円滑な運営のため保険料の負

担軽減拡大や支払方法について議論され、特別対策を実施することが決定されました。

これを受け、保険者である京都府後期高齢者医療広域連合において、特別対策に係る

保険料の軽減割合の拡大等の実施について、臨時議会で議決され決定されました。 

この特別対策は次のとおりです。 
 
①平成２０年度の保険料の均等割額が７割軽減されている世帯の方（７月中旬にお送

りした平成２０年度後期高齢者医療保険料額決定通知書の保険料算定の基礎「⑦軽

減額」が３１，５７７円の方）の軽減率が一律８.５割軽減となります。 

 保険料の均等割額が、１３，５３３円 ⇒ ６，６００円になります  

②平成２０年度後期高齢者医療保険料額決定通知書の「①賦課のもととなる所得金額」

が ５８０，０００円以下の方は、「③所得割額」の半額が軽減されます。 
 

上記の対象となる方には、保険料額の変更決定通知書等を８月中旬ごろにお送り

させていただきますのでご確認ください。 

また、対象となられなかった方につきましても、納付書でお納めいただく方には、

第２期以降の納付書をお送りさせていただきます。 
 
●特別対策の一環として納付方法が変更できます 

長寿（後期高齢者）医療保険料について、特別徴収（年金からの天引き）で納め

ていただく方のうち、下記のいずれかの要件を満たす方は、国保医療課または各支

所健康福祉課へ専用の「申出書」を提出していただくことにより、保険料の納付方

法を特別徴収から口座振替（普通徴収）に変更して納めていいただくことが可能に

なります。口座振替の手続きが金融機関において必要となりますので、事前に国保

医療課または各支所健康福祉課へご相談ください。なお、申出書提出の時期により

納付方法変更の時期が異なりますのでご了承ください。 

①国民健康保険の保険税を確実にお支払いいただいていた方（被保険者本人）が、

口座振替によりお支払いいただく場合。 

②被保険者の年金収入（非課税年金除く）が１８０万円未満であり世帯主または

配偶者がいる方で、その世帯主（実質的な世帯主を含む）または配偶者が、被

保険者の保険料を代わって口座振替によりお支払いいただく場合。 
 
●社会保険料の控除について 

長寿（後期高齢者）医療制度において、保険料が特別徴収（年金からの天引き）

の方は、この保険料の社会保険料控除が適用されるのは、年金の受給者自身（被保

険者）となります。しかし、納付方法を特別徴収から口座振替（普通徴収）に変更

していただくことにより、保険料を被保険者に代わって納めていただく世帯主（実

質的な世帯主を含む）または配偶者の社会保険料控除として適用していただけます。 

 

◇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  

長寿（後期高齢者）医療保険料の軽減割合が拡大されました 
 
 政府・与党において、長寿（後期高齢者）医療制度の円滑な運営のため保険料の負

担軽減拡大や支払方法について議論され、特別対策を実施することが決定されました。

これを受け、保険者である京都府後期高齢者医療広域連合において、特別対策に係る

保険料の軽減割合の拡大等の実施について、臨時議会で議決され決定されました。 

この特別対策は次のとおりです。 
 
①平成２０年度の保険料の均等割額が７割軽減されている世帯の方（７月中旬にお送

りした平成２０年度後期高齢者医療保険料額決定通知書の保険料算定の基礎「⑦軽

減額」が３１，５７７円の方）の軽減率が一律８.５割軽減となります。 

 保険料の均等割額が、１３，５３３円 ⇒ ６，６００円になります  

②平成２０年度後期高齢者医療保険料額決定通知書の「①賦課のもととなる所得金額」

が ５８０，０００円以下の方は、「③所得割額」の半額が軽減されます。 
 

上記の対象となる方には、保険料額の変更決定通知書等を８月中旬ごろにお送り

させていただきますのでご確認ください。 

また、対象となられなかった方につきましても、納付書でお納めいただく方には、

第２期以降の納付書をお送りさせていただきます。 
 
●特別対策の一環として納付方法が変更できます 

長寿（後期高齢者）医療保険料について、特別徴収（年金からの天引き）で納め

ていただく方のうち、下記のいずれかの要件を満たす方は、国保医療課または各支

所健康福祉課へ専用の「申出書」を提出していただくことにより、保険料の納付方

法を特別徴収から口座振替（普通徴収）に変更して納めていいただくことが可能に

なります。口座振替の手続きが金融機関において必要となりますので、事前に国保

医療課または各支所健康福祉課へご相談ください。なお、申出書提出の時期により

納付方法変更の時期が異なりますのでご了承ください。 

①国民健康保険の保険税を確実にお支払いいただいていた方（被保険者本人）が、

口座振替によりお支払いいただく場合。 

②被保険者の年金収入（非課税年金除く）が１８０万円未満であり世帯主または

配偶者がいる方で、その世帯主（実質的な世帯主を含む）または配偶者が、被

保険者の保険料を代わって口座振替によりお支払いいただく場合。 
 
●社会保険料の控除について 

長寿（後期高齢者）医療制度において、保険料が特別徴収（年金からの天引き）

の方は、この保険料の社会保険料控除が適用されるのは、年金の受給者自身（被保

険者）となります。しかし、納付方法を特別徴収から口座振替（普通徴収）に変更

していただくことにより、保険料を被保険者に代わって納めていただく世帯主（実

質的な世帯主を含む）または配偶者の社会保険料控除として適用していただけます。 

 

◇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  
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「生きいき健康体操ストレッチ＆筋トレ教室」受講生募集 
 

 南丹市日吉町生涯学習センター「遊ｙｏｕひよし」では、「生きいき健康体操（ス

トレッチ＆筋力トレーニング）教室」を開催します。健康に自信を持ち積極的な人

生を生きるために過度なトレーニングでなく、安全で効果的な運動プログラムで健

康づくりしませんか。日ごろ運動不足が気になる方は、ぜひご参加ください。 

●開催日時 ９月２日～１０月１４日の毎週火曜日（全６回） 

（９月２３日の秋分の日は除く） 午後７時３０分～午後８時３０分 

●場  所 南丹市日吉町生涯学習センター「遊ｙｏｕひよし」 ホール 

●指 導 者 松尾智恵子さん 社団法人 日本３Ｂ体操協会公認指導士 、（財）日
本レクリエーション協会公認レクリエーションコーデ

ィネーター・レクリエーションインストラクター 
●受 講 料 ２，０００円（全６回分） 

●服  装  運動しやすい服装 

●持 ち 物  タオル、水分（お茶など）、敷物（ヨガマット、バスタオルなど） 

●対 象 者 市内在住、在勤および在学の方を優先します。（先着３０人）  

●申込方法 ８月２０日（水）までに、日吉町生涯学習センター「遊ｙｏｕひよし」 

事務室へ直接、または電話・ＦＡＸ（氏名、住所、電話番号を明記）

でお申し込みください。※定員に達し次第、締め切ります。  

●そ の 他  都合により、一部日程を変更させていただく場合があります。 

      申込人数が少数の場合は、教室を開催しない場合があります。 

 

◇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 

日吉町生涯学習センター民謡コンサートのお知らせ 
 

 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」では、民謡合唱団「篝（かがり）」

の民謡コンサートを開催します。入場は無料で事前申し込みも不要です。地元丹波

音頭をはじめ京都の民謡を楽しみ、丹波音頭を一緒に踊りませんか。お誘い合わせ

てお越しください。 

●日  時 ８月３１日（日）午後２時～（午後１時３０分開場） 

※演奏時間 約６０分 

●場  所 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」ホール 

●出演者 民謡合唱団「篝」の皆さん 

●演奏曲目 美山の子守唄、嫁入り唄(京丹後市)、げんが婆たちゃ(与謝野町)ほか 

●定  員 ２００人 ※申込不要 

＜民謡合唱団「篝（かがり）」＞ 

 京都を活動拠点とする音楽家（作曲家）で構成された「日本音楽研究会」の特設

合唱団を母体として、「京都の民謡の発掘と再創造」を活動の柱に１９７０年に創団。

以来、京都府内各地に残る民謡の採録活動を精力的に行うとともに、これらの元唄

を再創造し、合唱、独唱、歌芝居などさまざまな形式による演奏活動を行っている。

団員は、公務員、教師、町工場経営者、保育士、会社員と多様な職業人のアマチュ

ア合唱団ながら、民謡の持つ心は現代の人々の心の中でも共有できることを信じて

３０年余り、観客、聴衆の皆さんに楽しんでいただくことを最大の喜びに歌い続け

ている。現在までに採録された曲は延べ１，０００曲近く、その記録集も１３集を

数える。 

 

◇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 

南丹市商工会からのお知らせ 
 

＜「第６２回南丹市やぎの花火大会」開催のお知らせとお願い＞ 

●開催日 ８月１４日（木）荒天の場合１８日（月）に順延 

●場 所 大堰橋上下流河川敷 

●灯ろう（施餓鬼）の受付 午前９時～午後５時 

●オープニングイベント 午後６時４０分～ 

●灯ろう流し 午後６時３０分～ ●花火の打ち上げ 午後８時～約１時間 

※駐車施設が極少数のためお車でのご来場はご遠慮ください。公共の交通機関でご

来場いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

※皆さんのご理解・ご協力を賜り、花火大会が楽しい夜のひとときとなるよう安全

面に十分お気を付けていただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 

＜「２００８南丹そのべ夏まつり」開催のお知らせ＞ 

●開催日 ８月１５日（金） 

●園部町内パレード 午前１０時～ 

 （ルート）上本町→本町→美園町→市役所駐車場→園部公民館 

●映画上映（無料） 午後１時４０分～ 園部公民館大ホール 「犬と私の１０の約束」 

●ジャズコンサート 午後６時～ 南丹市園部国際交流会館イベントホール 

          入場料１，０００円（１ドリンク付） 

 

◇問合せ先 （花火大会）南丹市商工会 TEL（0771）42-5380  

      （夏まつり）南丹市商工会園部支所 TEL（0771）62-0766  

各種スポーツ大会を開催します 

＜第３１回京都府民総合体育大会ソフトバレーボール南丹市代表選考会＞ 
●日時 ９月７日（日）受付 午前９時  
●会場 南丹市園部B＆G海洋センター体育館 
●参加資格 南丹市に在住または在勤の方で、１１月１６日（日）本大会に出場可

能なチームならびに選手 
●参加申込 ８月３１日（日）までに下記申込み先まで郵送か手渡しでお申し込みくだ

さい。申込用紙は、ソフトバレーボール連盟事務局に請求してください。

●参加料 無 料 
●主催 南丹市体育協会  ●協力 南丹市ソフトバレーボール連盟 
◇問合せ先 南丹市ソフトバレーボール連盟事務局TEL 090-3263-6489（高谷） 
 

＜第３１回京都府民総体南丹市陸上競技選考会＞ 
●日時 ８月２４日（日）受付 午後３時～（小雨決行） 競技開始 午後４時～ 

●会場 南丹市園部公園陸上競技場 

●参加資格 １８歳以上の南丹市に在住または在勤の方 

●種別 （１）一般男子（３５歳未満）・平成２０年４月１日現在 

    （２）成年男子（３５歳以上）・平成２０年４月１日現在 

（３）成年女子（１８歳以上）・平成２０年４月１日現在 

●実施種目 男子 １００ｍ・３，０００ｍ・走り幅跳び・砲丸投げ 

女子 １００ｍ・３，０００ｍ・走り幅跳び・砲丸投げ 

●競技規定 

（１）平成２０年度日本陸上競技連盟競技規則による。 

（２）砲丸は、男子６ｋｇ、女子４ｋｇとする。 

（３）フィールド競技は、３回試技とし、上位８人によりさらに３回試技を行う。

（４）スパイクシューズの使用を認める。 

（５）記録は公認されない。 

（６）その他の参加人数により主催者で変更することがあるので、競技役員の指示

に従うこと。 

●参加料 無 料  ●表彰 優勝者に賞状と賞品を授与する。 

●申込方法 ８月２０日(水)午後５時までに電話またはＦＡＸで下記までお申し込

みください。[必要事項：種別・種目・住所・氏名・性別・生年月日・

連絡先（電話番号等）] 

●その他 自己の記録に挑戦する気持ちで、お気軽に参加してください。 

●主催 南丹市体育協会  ●協力 船井郡陸上競技協会 

◇問合せ先 南丹市園部Ｂ＆Ｇ海洋センター TEL（0771）68-0084 
 

＜南丹市ソフトテニス大会＞（兼 京都府民総体代表選考会） 
●日時 ９月７日（日）受付 午前９時３０分（小雨決行） 

[雨天予備日 ９月１４日（日）] 

●会場 南丹市園部公園テニスコート（園部中学校前） 

●参加資格 南丹市内の在住および在勤・在学者。（１８歳以上、ただし高校生は除く）

      （ペアでも個人でも参加できます） 

●種目 ①ペアの合計年齢が１１０歳未満の部 

②ペアの合計年齢が１１０歳以上の部 

     ・男性・女性・男女混合ペアにかかわらず合計年齢のみで行う。 

     ・当日の参加人数により変更する場合があります。 

     ・年齢は平成２０年４月1日現在とする。 

●試合方法 リーグ戦により行う。 

日本ソフトテニス連盟ソフトテニスハンドブックによる７回ゲーム。

●参加料 無 料   

●表彰 各種目第１位から第３位までに表彰状および賞品を授与する。 

●申込方法 ８月２４日(日)午後５時までに電話またはＦＡＸで下記までお申し込

みください。[必要事項：種目・住所・氏名・性別・生年月日・連絡先

（電話番号等）]※おひとりでも参加申込できますが、ペアについては

主催者が決定します。 

●その他 会場への道中ならびに競技中の負傷については、一切の責任を負えません 

     ソフトテニスクラブでは、クラブ員を募集しています。初心者も歓迎！ 

●主催 南丹市体育協会  ●主管  南丹市ソフトテニスクラブ 

◇問合せ先 南丹市園部Ｂ＆Ｇ海洋センター TEL（0771）68-0084 
 

＜南丹市ソフトボール連盟秋季大会＞（兼 京都府民総体代表選考会） 
●日時 ９月７日（日） 開会式 午前８時３０分 試合開始 午前９時 

[雨天予備日 ９月２１日（日）] 

●会場 園部公園スポーツ広場 [雨天予備日の場合は秋季大会のみ（府民総体には

夏季大会優勝チームが出場）となり、会場は園部公園多目的グラウンド] 

●参加資格 新規参入チームは南丹市ソフトボール連盟（対象：成年男子チーム）

に加入する事を条件とする。なお、加盟にあたっては、加盟金等必要

事項があるので、事前に承諾をいただくことになります。 

●試合方法 試合時間は１試合８０分、５回終了時７点差以上でコールドゲームとする

●申込方法 ８月２２日(金)午後５時までに電話またはＦＡＸで下記までお申し込み

ください。[必要事項：チーム名・代表者の住所・氏名・連絡先（電話番

号等）]（新規参入チームには南丹市ソフトボール連盟より連絡します） 

●主催 南丹市体育協会  ●主管 南丹市ソフトボール連盟 

◇問合せ先 南丹市園部Ｂ＆Ｇ海洋センター TEL（0771）68-0084 

 

☆各種目共通事項☆ 
◇申込み先 南丹市体育協会事務局 TEL（0771）68-0057 FAX（0771）63-2850 

日吉町生涯学習センター民謡コンサートのお知らせ 
 

 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」では、民謡合唱団「篝（かがり）」

の民謡コンサートを開催します。入場は無料で事前申し込みも不要です。地元丹波

音頭をはじめ京都の民謡を楽しみ、丹波音頭を一緒に踊りませんか。お誘い合わせ

てお越しください。 

●日  時 ８月３１日（日）午後２時～（午後１時３０分開場） 

※演奏時間 約６０分 

●場  所 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」ホール 

●出演者 民謡合唱団「篝」の皆さん 

●演奏曲目 美山の子守唄、嫁入り唄(京丹後市)、げんが婆たちゃ(与謝野町)ほか 

●定  員 ２００人 ※申込不要 

＜民謡合唱団「篝（かがり）」＞ 

 京都を活動拠点とする音楽家（作曲家）で構成された「日本音楽研究会」の特設

合唱団を母体として、「京都の民謡の発掘と再創造」を活動の柱に１９７０年に創団。

以来、京都府内各地に残る民謡の採録活動を精力的に行うとともに、これらの元唄

を再創造し、合唱、独唱、歌芝居などさまざまな形式による演奏活動を行っている。

団員は、公務員、教師、町工場経営者、保育士、会社員と多様な職業人のアマチュ

ア合唱団ながら、民謡の持つ心は現代の人々の心の中でも共有できることを信じて

３０年余り、観客、聴衆の皆さんに楽しんでいただくことを最大の喜びに歌い続け

ている。現在までに採録された曲は延べ１，０００曲近く、その記録集も１３集を

数える。 

 

◇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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



「ねんきん特別便」相談会を開催します 

 
 昨年から年金受給者・加入者を対象に送付しています「ねんきん特別便」につい

て社会保険事務所による「ねんきん特別便」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。 
開催予定日 場    所 時間 

８月１１日（月） 南丹市役所日吉支所 ３階第２・３会議室 午前９時～午後５時

８月１８日（月） 南丹市役所２号庁舎 ３階３０１会議室 午前９時～午後５時

８月２５日（月） 美山文化ホール１階 第１会議室 午前９時～午後５時

●持ち物 ・「ねんきん特別便」、年金手帳など（基礎年金番号が確認できるもの） 

・印鑑、本人確認ができる物（免許証や保険証など） 

 ・ご本人以外の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、待ち時間を要する場合などがありますので

ご了承ください。 
 
◇問合せ先 京都西社会保険事務所 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 

特定健康診査を受けましょう！！ 
 

平成２０年４月から特定健康診査・特定保健指導が始まりました。運動不足、食べ

過ぎ、喫煙などの不健康な生活習慣を続けると、いわゆるメタボ状態となり、やがて

糖尿病や脳卒中などの生活習慣病を引き起こします。特定健診や特定保健指導を受

け、自分の健康状態を知り、生活習慣を改善させて生活習慣病の発症や重症化の予防

をしていきましょう。受診がまだの人はぜひ、この機会に受けてください。 

●対象者 満４０～７４歳（平成２０年度内）の南丹市国民健康保険加入者（被保

険者）です。（平成２０年度の対象者は昭和９年４月１日～昭和４４年３

月３１日の間に生まれた方になります）なお、平成２０年度内にすでに、

この健診を受診された方、人間ドックを受診された方は受診できません。 

●自己負担金 受診される医療機関で、自己負担金１，０００円をお支払いください。

（年度末の年齢が７０歳以上の方は無料） 

●受診時に必要なもの 

特定健康診査受診券、国民健康保険被保険者証、特定健診受診票、自己負担金 

●健診内容 問診、身体計測（腹囲を含む）、尿検査（糖、蛋白）、血圧測定、血液

検査（脂質肝機能、血糖、腎機能、HbA1c、貧血）心電図、診察 

●その他 この健診を受診された方は、国保の人間ドックは受診できませんのでご

注意ください。健診結果は、各医療機関から連絡されます。また健診結

果に基づき、必要な方は、保健師が保健指導を実施します。 
●受診方法および受診医療機関 

受診を希望される方は、国保医療課または各支所健康福祉課まで受診申し込みをして

ください。（用紙は、申し込み窓口にあります。電話でのお申込みも可）お申し込み後、

受診券、受診票を郵送しますので、下記の南丹市特定健診実施医療機関の中から受診

を希望される医療機関に直接お電話で予約の上、健診を受けてください。なお、社会

保険の被扶養者の方で、医療保険者から発行される特定健康診査受診券をお持ちの方

は、下記の○印のついた医療機関で健診を受けることができます。（健診内容等が異な

りますのでご了承ください）該当の医療保険者等にお問い合わせください。 

●平成２０年度南丹市特定健診実施医療機関（順不同） 

所在 医療機関名 国保加入者 社会保険被扶養者 電話番号 

川西診療所 ○ ○ 62-0139 

園部丹医会病院 ○ ○ 62-1581 

冨井内科医院 ○ ○ 68-2550 

仁丹医院 ○ ○ 62-0234 

広野医院 ○ ○ 62-0218 

園部町 

吉田小児科内科医院 ○ ○ 63-1458 

きむら診療所 ○ ○ 43-0860 

坂井内科医院 ○ ○ 42-2531 

福井医院 ○ ― 42-4723 
八木町 

山田医院 ○ ○ 42-2306 

胡麻佐野診療所 ○ ― 74-0022 

藤岡五ケ荘診療所 ○ ― 73-0203 

明治国際医療大学付属病院 ○ ― 72-1221 
日吉町 

吉田医院 ○ ○ 72-0022 

美山町 美山診療所 ○ ― 75-1113 

※必ず診療時間内に電話予約をしてください。 

 

◇問合せ先 国保医療課 国保年金係 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  

「手話教室・基礎」講座の受講者募集 
 

「手話をくわしく学んで、日常会話ができるようになりたい」という方を対象に、

基礎講座の参加者を募集します。 

●日  時 ８月３０日、９月６日・２０日・２７日、１０月４日・１８日・２５日、

１１月８日・１５日・２９日、１２月６日（いずれも土曜日）全１１回 

毎回午前１０時～午後３時（休憩１時間） 

●会  場 南丹市園部公民館または南丹市役所（日によって異なります） 

●対象者 １６歳以上の方。手話で簡単な自己紹介や日常会話ができる方、 
または「手話教室･入門」を修了した方。 

●定  員 ４０人 

●費  用 受講料は無料（ただし、テキスト代１,４７０円は実費負担） 

●申込方法 ８月２０日（水）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（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 

市政懇談会（園部第二小学校会場）の延期について 
 

南丹市のまちづくりの方針を市民の皆さんに伝え、市政へのご理解をいただくと

ともに、市民参加のまちづくりを推進するため、７月２３日から「市政懇談会」を

開催しています。７月２８日に開催予定していた園部第二小学校会場については、

大雨洪水警報が発表されたため中止しました。８月２０日（水）に改めて開催しま

すので、皆さんの参加をお待ちしています。その他の会場は、変更ありません。 

なお、どの会場に参加していただいても結構です。 

●テーマ 南丹市総合振興計画の実施と行財政改革の推進について 

●対象者 どなたでも参加できます 

●出席者 市長、副市長、教育長、参与など 

●会 場 ８月１８日（月）以降の会場は下記のとおりです 

・８月１８日（月） 午後８時～９時３０分 日吉市民センター 

・８月１９日（火） 午後８時～９時３０分 大野地域総合サービスセンター

・８月２０日（水） 午後７時３０分～９時 園部第二小学校２階視聴覚室 

・８月２１日（木） 午後８時～９時３０分 美山文化ホール１階会議室 

・８月２２日（金） 午後８時～９時３０分 美山農業振興総合センター 

・８月２５日（月） 午後８時～９時３０分 美山知井会館 

・８月２６日（火） 午後８時～９時３０分 美山林業者等健康管理センター

 

◇問合せ先 情報推進課 広報広聴係 TEL（0771）68-0019 

平成２０年度児童扶養手当現況届の提出について 
 

児童扶養手当を受給されている方（全額支給停止となっている方も含みます）は、

毎年１回受給者と児童の状況について現況届を提出していただくことになっていま

す。この現況届によって今後１年間の手当の受給資格について審査しますので、下

記の期限までに現況届と必要な書類を、子育て支援課または各支所健康福祉課に提

出してください。現況届を２年間続けて提出しないと、手当を受ける資格がなくな

りますので注意してください。 

●提出期限 ９月１日（月） 

●受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日を除く） 

 

◇問合せ先 子育て支援課 （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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

         第６２号（３の３）平成２０年８月８日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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



届いていますか「きょうと府民だより」（京都府広報紙）

 
京都府が発行している「きょうと府民だより」は、毎月第１日曜日に、新聞折り

込み（京都、朝日、読売、毎日、産経、日経の各新聞）により、皆さんのご家庭に

お届けしています。新聞を購読されていないなどの理由で届いていない場合、ご連

絡いただければ無料でお送りします。また、府内在住の視覚障がいのある方を対象

に点字版、文字拡大版およびテープ版も発行しています。ご希望の方は京都府広報

課までご連絡ください。 
 
◇問合せ先 京都府広報課 TEL（075）414-4074 FAX（075）414-4075 

丹波自然運動公園からのお知らせ 

 
＜第２期女性スポーツ教室・テニス教室＞ 

●日 時 ９月３日～１０月２２日の各水曜日（８回） 
女性スポーツ 午前９時４５分～１１時３０分 
テニス    午後１時３０分～３時３０分 

●場 所 体育館・テニスコート  ●対象者 １８歳以上の方 
●定 員 女性スポーツ３０人、テニス５０人 
●参加料 女性スポーツ４,０００円、テニス５,０００円（保育ルームあり） 
●内 容 女性スポーツ（健康体操、軽スポーツ）、テニス（初心者、初級者） 
●申込み ８月１１日（月）～２５日（月）にハガキかＦＡＸで、住所、氏名、年齢、

教室名を明記して、丹波自然運動公園にお申し込みください。 
＜京都丹波ロードレース出場者募集＞ 

●日 時 １１月３日（月・祝） 午前８時３０分受付 
●場 所 丹波自然運動公園発着コース 
●主 催 船井郡陸上競技協会・京都府立丹波自然運動公園 
●後 援 京丹波町、南丹市、京丹波町体育協会、南丹市体育協会、京都新聞社 
●種目・参加料 １０㎞ ３,０００円 ５㎞ ２,０００円（中学生１，５００円）
        ３㎞ ２,０００円（中学生以下１,５００円） 
●申込み ９月２６日（金）までに京都丹波ロードレース事務局にお申し込みくだ

さい。（電話 090-3351-3254） 
●ボランティア募集 大会当日、選手受付、誘導、ドリンクサービスなどをお手伝

いいただけるボランティアを募集しています。参加いただける方は、９月３０日

（火）までに丹波自然運動公園へご連絡ください。 
 
◇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 

 

第５回「まちや工芸市」開催のご案内 
 

 ＮＰＯ法人「京都匠塾」では、園部町本町にある町家工房「息吹」で、恒例の「ま
ちや工芸市（第５回）」を開催します。当市は、京都伝統工芸大学校の卒業生ら若手

職人が創作した工芸品の展示・販売を２ヵ月に一度行うイベントです。 

日本の伝統と技術を受け継ぎ、守り育てていく若き匠（たくみ）たちの作品をご

覧いただき、ぜひ伝統文化の魅力を感じてください。 

また、工芸品は「贈り物」としてもよろこんでいただけると思います。工房の見

学もしていただけますので、お誘い合わせて気軽にお越しください。 

●開催日時 ８月２４日（日）午前１１時～午後４時 

●場  所 町家工房「息吹」（園部町本町28番地） 

●内  容 木工芸、竹工芸、陶芸作品などの展示・販売 

 

◇問合せ先 ＮＰＯ法人「京都匠塾」 TEL (0771)68-1731 

第２５回清流美山の鮎まつり 
 

美しい川・緑豊かな山・おいしい空気の里をキャッチフレーズに、今年も恒例の「第

２５回清流美山の鮎まつり」を開催します！ 

●日時 ８月１５日（金）正午～ ●場所 （財）美山町自然文化村内 

●内容 ・正午～ 屋台オープン、もちつき、ビンゴゲーム、うなぎつかみほか 

    ・午後５時３０分～ ちんどんショー、大道芸、歌謡ショー、灯ろう流し 

・午後８時～ 花火大会、音頭・踊り、福引大会 

●鮎つかみどり（開始時間） 

・８月１５日（金） ①午後１時～ ②午後２時３０分～ ③午後４時～ 

（受付は、自然文化村河鹿荘玄関先で行っています） 

・８月９、１０、１３、１４日（４日間） ①正午～ ②午後２時～ 

（受付は、知井振興会事務所と自然文化村河鹿荘で行っています） 

 ※開始３０分前をめどに受付を締め切ります。早めに受付を済ませてください。

 ※上記４日間に限り、南丹市内小学生つかみどり無料参加券が使用できます。 

  なお、小学生以下は無料ですが、大人が付き添いの上、入川してください。 

 

◇問合せ先 第２５回清流美山の鮎まつり実行委員会（知井振興会事務局） 

TEL（0771）77-0001 

      ホームページ（ＵＲＬ）http://www15.ocn.ne.jp/~m-chii/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


