
１０月から国保税の年金からの特別徴収が始まります 

 
 国民健康保険について、６５歳から７４歳までの方のみが加入されている世帯にお

いては、本年より世帯主の方の年金から国民健康保険税を納付いただくことになって

います。南丹市においては１０月受給分の年金から特別徴収が開始されます。 
ただし、下記の①、②のいずれの要件も満たす方は、納付方法を特別徴収（年金天

引き）から普通徴収（口座振替）に変更が可能です。※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。普通徴収への変更をされない方

は、特に手続きをしていただく必要はありません。 

 

①これまで、保険税を滞納することなくお支払いいただいている方 
②これからの保険税を、口座振替によりお支払いいただける方 

 
●申出方法 事前に金融機関の窓口にて口座振替の手続きを行っていただいた後、専

用の申出書を国保医療課または各支所健康福祉課へ提出してくださ

い。（申出書は、国保医療課および各支所健康福祉課にあります） 
●持参いただくもの 口座振替申込者控分（ご本人控え）、印鑑 

※代理の方が申し出いただく場合は、委任状と代理でお越し

になる方の身分証明書をご持参ください。 
●注意事項・すでに口座振替によりお支払いいただいている方は、新たに口座振替の

手続きをしていただく必要はありません。申出書のみ提出してください。 

・申出書提出者の方には納入（更正）通知書をお送りしますので、ご確

認ください。 

  

◇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  

長寿（後期高齢者）医療保険料の支払方法の変更について 
 
長寿（後期高齢者）医療保険料について、特別徴収（年金天引き）で納めていただ

く方のうち、下記①、②いずれかの要件を満たす方は、保険料の納付方法を特別徴収

から普通徴収（口座振替）に変更が可能です。 
※１１月２８日までに申し出をされると平成２１年２月の特別徴収から普通徴収

に変更となります。１２月１日以降に申し出された場合は、申し出の時期により支

払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（ご本人の口座）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 
 
●申出方法 事前に要件に該当することを下記問合せ先でご確認の上、金融機関の

窓口にて口座振替の手続きを行っていただいた後、専用の申出書を国

保医療課または各支所健康福祉課へ提出してください。 
（申出書は、国保医療課および各支所健康福祉課にあります） 

●持参いただくもの 口座振替申込者控分（ご本人控え）、印鑑 

※代理の方が申し出いただく場合は、委任状と代理でお越し

になる方の身分証明書をご持参ください。 
＜確定申告時の社会保険料の控除について＞ 

お支払い方法により、税金の控除ができる方が異なります。 

年金天引きの場合 年金の受給者に、社会保険料控除が適用されます。（年金天

引きの場合、本人以外の社会保険料控除に適用できません） 
口座振替または納

付書の場合 
口座振替または納付書により保険料を支払った方に、社会

保険料控除が適用されます。 
 
◇問合せ先 国保医療課 高齢福祉医療係 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 

長寿（後期高齢者）医療保険料について 
 
長寿（後期高齢者）医療制度加入の前日まで会社の健康保険や共済組合の被扶養

者であった方は、１０月から保険料をお支払いいただくことになります（手続きの

必要はありません）。お支払いの手間をお掛けしないよう、原則として年金からのお

支払いとなります。（場合によっては、納付書などでお支払いいただくこともあります）

なお、特例措置として、平成２０年度は４月から９月までの保険料は免除し、１０

月から保険料額の９割を軽減した、均等割額の１割のご負担となります。(お支払い
いただく保険料額は、２，２５５円です) 
※年金からのお支払いの場合、申し出により支払方法を変更していただくことがで

きますので、本紙右上の記事「長寿（後期高齢者）医療保険料の支払方法の変更

について」をご確認ください。 
 
◇問合せ先 国保医療課 高齢福祉医療係 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

         第６６号（３の１）平成２０年１０月１０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 】 ・長寿（後期高齢者）医療保険料について 

・長寿（後期高齢者）医療保険料の支払方法の変更について 

・１０月から国保税の年金からの特別徴収が始まります 

【 裏 】 ・ジヤトコフェスタＩＮ八木・京都 ２００８ 

・「薬と健康の週間」を実施します 

・「お知らせなんたん第６５号」掲載内容のお詫びと訂正 

・「お花教室」参加者を募集します 

・社交ダンス初心者講習会のご案内 

・氷室の郷から「石けん作り体験」のお知らせ 

・なんたんテレビ番組表（１０月１６日～３１日） 

― ３の２枚目 （オレンジ色） ――――――――――――――― 
【 表 】 ・南丹市競争入札参加資格申請の追加受付について 

・交通安全はみんなの願い 

・第３回「キラリなんたん！」実行委員を募集します 

・１１月の母子保健事業日程表 

・「きこえと補聴器の相談会」のご案内 

【 裏 】 ・日吉町生涯学習センター「狂言」のお知らせ 

・遊youひよし「ビデオ上映会」のお知らせ 

・日吉町文化祭のお知らせ 

・「日吉町生涯学習センターパソコン教室」受講生募集 

・明治国際医療大学第３１回「たには祭」を開催します 

・“天地ノ音 あめつちのこえ”豊年祭奏舞開催のご案内 

・美山育成苑「第１７回苑まつり」を開催します 

     ・「美山やすらぎホームふれあいまつり」を開催します 

・京都府最低賃金改定のお知らせ 

― ３の３枚目 （青色） ――――――――――――――――― 
【 表 】 ・「健康・生きがい講座」を開催します 

・行政相談所・心配ごと相談所開設のご案内 

・マイ・バック・キャンペーンを実施しています 

・「第１回 レインボーカップ バスケットボール大会」開催 

・第２６回南丹市八木駅伝競走大会参加者を募集します 

・小規模企業共済制度、経営セーフティ共済のご案内 

【 裏 】 ・第６回「まちや工芸市」開催のご案内 

・発達障害支援講座「サポートブックの作り方」を開催します 

・平成２０年度「女性の館」文化祭のご案内 

・膠原病（こうげんびょう）個別相談のご案内 

・「ぜんそく児の家族教室」の参加者を募集します 

・秋の健康ウォーキングの参加者を募集します 

・丹波自然運動公園からのお知らせ 

・オウム真理教特別手配被疑者の検挙にご協力を！ 

 

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



社交ダンス初心者講習会のご案内 
 

趣味悠々、社交ダンスにチャレンジしてみませんか。素敵なメロディーに身をまか

せ、ステップ軽やかに踊るダンスは至福のひととき。そんな感動を味わってみません

か。初めての方に、最適のレッスンと楽しくをモットーに、親切・丁寧に指導します。 

●日時 １１月６日、１３日、２０日（各木曜日）午後８時～９時４５分 

●会場 南丹市八木公民館 ３階 大集会室 ●受講料 無 料 

●対象 南丹市に在住･在勤の成年男女の初心者 

●内容 ジルバ、マンボ、ブルース、ディスコなど ●主催 八木町社交ダンス愛好会 

 

◇問合せ先 南丹市八木公民館 TEL（0771）68-0026または西田義雄（0771）42-2442 

ジヤトコフェスタ ＩＮ 八木・京都 ２００８ 

 
 自動車部品製造業ジヤトコ株式会社では、市民の皆さんとの交流を目的に、周辺

地域の方々の協力・参加、南丹市の後援を得てイベントを開催します。入場料は無

料です。ご家族、ご近所、ご友人などお誘い合わせの上、ご来場ください。 
●日時 １０月２６日（日）午前１１時～午後３時３０分 
    （受付：午前１０時～）※雨天決行 
●場所 ジヤトコ第三事業所八木工場（八木町室橋、ＪＲ吉富駅より４km） 
●送迎 ＪＲ吉富駅発 午前１０時～正午、午後２時３０分～３時３０分の間に 

１５分間隔でシャトルバスを運行（無料） 
●内容 ステージ（ゴーオンジャーショー、よさこい踊り、太鼓演奏ほか）、バザー、

模擬店、ボールプール、四輪カート、豪華商品抽選会 など 
●お願い 環境に配慮した催しにしたいと考えています。できる限り公共交通機

関・弊社送迎バスの利用、マイ箸（はし）の持参にご協力ください。 

 
◇問合せ先 ジヤトコ㈱第三事業所 業務管理課 TEL（0771）43-2200 

氷室の郷から「石けん作り体験」のお知らせ 
 

食用オリーブオイルで作る、素肌にやさしい最高の石けん作りをしませんか！！ 

●日時 １１月５日（水） 午前１０時～正午 

●場所 南丹市八木農村環境公園「氷室の郷」 草木工房 

●持ち物 エプロン・ゴム手袋  ●体験料 ８００円（石けん１個お持ち帰り） 

●内容 オリーブオイルとカセイソーダーを使って作ります。 

●定員 ２０人（定員になり次第締め切ります） 

 

◇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 

「お知らせなんたん第６５号」掲載内容のお詫びと訂正
 
９月２６日発行の「お知らせなんたん第６５号」の掲載内容について、下記のと

おり誤りがありました。お詫びし、訂正させていただきます。 
●３の１（園部以外は４の１）裏面、「１０人１１脚大会を開催します」参加資格 

 （誤）小学３、４、５年生 ⇒ （正）小学３、４、５、６年生 
 
◇問合せ先 情報推進課 広報広聴係 TEL（0771）68-0019 

「お花教室」参加者を募集します 
 

 八木スポーツ・フォア・オールでは、お花教室を開催しています。たくさんの皆

さんに楽しく参加いただきたいと思っています。教室への参加をお待ちしています。 

●日時・テーマ ①１１月１９日（水）午前１０時～ クリスマス 

②１２月２４日（水）午前１０時～ お正月 

●受講料 １回２，５００円 

●申込 各教室の１週間前まで受け付けています。 

●その他 花バサミをお持ちの方は、ご持参ください。 

 

◇申込・問合せ先 スポーツ・フォア・オール TEL・FAX（0771）42－5366 

「薬と健康の週間」を実施します 

 
１０月１７日～２３日は「薬と健康の週間」です。医薬品は、使用することによ

り人体に作用を及ぼし、効能効果を発揮させるものですが、同時に、程度の差こそ

あれ何らかのリスクを併せ持つものです。薬剤師などの専門家から適切な情報を受

け、使用上の注意を守って正しく使用してください。 
また、１０月１日～１１月３０日は、麻薬・覚せい剤乱用防止運動実施中です。

薬物乱用のない明るい社会を作りましょう。 

 
◇問合せ先 京都府南丹保健所 衛生・検査担当 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１０月１６日～１０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 

南丹市くらしのあんない版 

～市政懇談会の概要について～ 

 

１０月１６日【木】20時・22時 

１７日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時

１８日（土） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

平成20年度 摩気小学校運動会 

１０月１６日【木】20時半・22時半 

１７日（金） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

１８日（土） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

９ちゃん もぎたて☆テレビ 

１０月１８日【土】20時・22時 

１９日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時

２０日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時

２１日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

スクールフェイス 

「胡麻郷小学校音楽鑑賞会  

ラリーランサムとニューバッパーズ」 

１０月１８日【土】20時半・22時半 

１９日（日） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

２０日（月） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

２１日（火） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

興風保育所 運動会 

神吉小学校 運動会  

１０月２１日【火】20時・22時 

２２日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時

２３日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

ふれあいひろば 

～高齢者がいきいきと暮らせるまちへ～ 

１０月２３日【木】20時・22時 

２４日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時

２５日（土） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

吉富小学校 運動会 

１０月２３日【木】20時半・22時半 

２４日（金） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

２５日（土） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

９ちゃん もぎたて☆テレビ 

１０月２５日【土】20時・22時 

２６日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時

２７日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時

２８日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

★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

ンターのホームページをご覧ください。 

鶴小運動会２００８(鶴ヶ岡小学校)  

１０月２５日【土】20時半・22時半 

２６日（日） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

２７日（月） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半 

２８日（火） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

大野小学校 体育大会 

 みやま保育所・知井保育所合同運動会 

１０月２８日【火】20時・22時 

２９日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

３０日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

園部幼稚園・すこやか学園 運動会 

日吉中央保育所 運動会 

１０月３０日【木】20時・22時 

３１（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１１月１日（土） 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 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

★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



交通安全はみんなの願い 
 

「第３回南丹船井交通安全大会」にご参加をお願いします。 

●日時 １０月２６日（日） 午前１０時～ 

●場所 スプリングスパーク「ひよし水の杜フェスタ２００８」会場内 

●記念式典 交通安全宣言、表彰など 

●イベント ☆白バイ・パトカー展示 
☆幼児・児童の交通安全ミニ教室 
☆シートベルト体験車の試乗（着用効果の体験） 
☆「高齢者マーク」プレゼントクイズ 
☆飲酒疑似体験メガネ 

●主催 南丹船井交通安全協会、南丹警察署 

 

※南丹市・京丹波町管内で本年交通死亡事故が８件９人（９月末）と多発していま

す。スピードは控えめに、交通マナーを守りましょう。 

 

◇問合せ先 企画推進課 交通対策係 TEL（0771）68-0003 FAX（0771）63-0653 

「きこえと補聴器の相談会」のご案内 

 
ふない聴覚言語障害センターでは、下記のとおり「きこえと補聴器の相談会」を

毎月行います。補聴器店員も相談に乗ります。どなたでも気軽にご相談ください。 
日  時 時間 会場 相談内容（予定） 

１０月２２日（水） 補聴器の相談 
１１月２６日（水） 補聴器の相談 
１２月２４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） 聴力測定、きこえの相談 

●対象者 難聴者・中途失聴者、そのご家族など、身体障害者手帳はないが、きこ

えにくい方や補聴器を必要とされている方 
●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） 
●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）･･･センター職員・言語聴覚士が担当 
・補聴器の相談(補聴器の調整・修理・電池交換・購入・試聴など)･･･補聴器店の店
員が担当 
●その他 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数回予定していますが、日程が一部未定です。 
言語聴覚士による相談をご希望の方は、下記まで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 

１１月の母子保健事業日程表 
 

１１月の母子保健事業は下記のとおりです。 

日程 事業名 対象（月齢等） 場所 

１１月７日（金） ９～１０カ月児健診 平成２０年１月生

１１月１０日（月） ２歳５カ月児健康相談 平成１８年５月生

１１月１４日（金） ３～４カ月児健診 平成２０年７月生

１１月２１日（金） ３歳５カ月児健診 平成１７年５月生

１１月２７日（木） １歳８カ月児健診 平成１９年２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 

第３回「キラリなんたん！」実行委員を募集します 
 

女性も男性も共に平等な存在として尊重され、さまざまな機会が均等に与えられ、

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」を実現するこ

とを目指し、第３回南丹市男女共同参画フォーラム『キラリなんたん！』を開催しま

す。女性も男性も力を合わせて地域づくりを進めることをテーマとし、市民の皆さん

による実行委員会を組織してネットワークを広げながら取り組みを進めます。フォー

ラムに参画していただける実行委員を募集しますので、ぜひご応募ください。 

●フォーラム開催日 平成２１年２月（予定） 

＜実行委員募集＞ 

●活動内容 第３回「キラリなんたん！」で取り組む内容などについて企画立案し、

実施運営に携わっていただきます。 

●応募資格 南丹市内在住・在勤・在学の方で、グループ・団体・個人を問いません。 

男性・女性の別なくご参加いただけます。 

●任  期 平成２１年３月３１日まで 

●応募方法 応募用紙に必要事項を記入の上、下記まで郵送、ファックス、電子メ

ール、もしくは直接持参して提出してください。 

●応募用紙 下記申込・問合せ先に備え付けています。電話連絡などで郵送も可。

南丹市ホームページからもダウンロードできます。 

●募集締切 １０月２４日（金） 

   

◇申込・問合せ先 市民課 人権政策係 TEL（0771）68-0005 FAX（0771）63－0653 

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

各支所 健康福祉課 

八木 TEL（0771）68-0022 FAX（0771）42-5616 

          日吉 TEL（0771）68-0032 FAX（0771）72-1005 

美山 TEL（0771）68-0041 FAX（0771）75-0801 

南丹市競争入札参加資格申請の追加受付について 

  
南丹市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、物品・役務等に

係る競争入札に参加を希望される方は、入札参加申請書を提出してください。 

●申請のできない者 

【建設工事関係】 

・建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定による国土交通大臣また

は都道府県知事の許可を受けていない者 

・建設業法第２７条の２３に規定する経営に関する客観的事項の審査により、総

合評定値（Ｐ点）の通知を受けていない者 

※ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の審査基準日および審査結果

通知日が、平成１９年４月１日から平成２０年１０月３１日までにあるもので、

かつ平成２０年１０月３１日時点で最新のもの 

【測量・建設コンサルタント等業務関係】 

・測量法（昭和２４年法律第１８８号）、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）

などの規定による登録を受けていない者 

【物品・役務等関係】 

・営業に関し、許可、認可などを必要とする場合において、これを得ていない者 

【以下共通】 

・成年被後見人および被保佐人ならびに破産者で復権を得ない者 

・資格審査申請書を提出するときに市税および家賃、保育料、上下水道料金、介

護保険料などの税や公共料金、南丹市ケーブルテレビ・インターネット使用料

を滞納している者 

・資格審査申請書およびその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者または重

要な事実の記載をしなかった者 

●提出書類 南丹市ホームページ（http://www.city.nantan.kyoto.jp/）「入札・契

約情報」から入手してください。 

●提出部数 １部 

●提出方法 別紙要領の書類を１から順に重ねたものをとじて、持参のうえ提出し

てください。（市外業者については、郵送も可とする） 

●申請の受付期間 １１月４日（火）～２８日（金） 

         （土・日・祝日を除く、午前９時～正午・午後１時～５時） 

※ 業種別の受付期間（できるだけ下表の期間で提出願います） 

測量・建設コンサルタント等業務関係 １１月 ４日（火）～１１月 １１日（火）

物品・役務等関係 １１月１２日（水）～１１月１９日（水）

建設工事関係 １１月２０日（木）～１１月２８日（金）

●提出先 監理課（市内業者の物品・役務等に限り美山支所でも受け付けます） 

●参加資格の有効期間 平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日（１年間） 

ただし建設工事については、平成２１年４月１日～平成２３年３月３１日（２年間） 

●注意 平成２０・２１（２２）年度の定期受付は平成１９年１１月に終了してお

り、今回はその申請漏れ、またはその後、業種の追加などの変更が生じた

場合を対象としています。したがって、すでに申請済みの場合もしくは変

更がない場合は、今回の追加申請は不要です。 

 

◇問合せ先 監理課 TEL（0771）68-0086 FAX（0771）62-3122 
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毎月 第２・第４金曜日 発行                        ＵＲＬ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｎａｎｔａｎ．ｋｙｏｔｏ．ｊｐ （南丹市） 



京都府最低賃金改定のお知らせ 

  
京都府最低賃金は、１７円引き上げ、時間額７１７円に改正され、本年１０月 

２５日から適用されることになります。京都府下の事業所で働くすべての労働者に

対して、時間額７１７円以上の賃金を支払う必要があります。 

なお、一部の産業については、上記の金額より高い「産業別最低賃金額」が定め

られています。 

 

◇問合せ先 京都労働局労働基準部賃金室 TEL（075）241-3215 

“天地ノ音 あめつちのこえ”豊年祭奏舞開催のご案内 

～美山かやぶき美術館からのお知らせ～ 
 
かやぶき民家の囲炉裏に火を入れ、日本古来の暮らしと流れるような動きの舞が

調和し、独特な雰囲気をかもしだします。 

●日時 １０月２５日（土） 午後５時開場 ●場所 美山かやぶき美術館 

●内容 午後５時～：開場後、旬の有機野菜を使った簡単なお食事 

    午後６時：開演 午後７時１０分：終演予定 

●入場料 ２，０００円（美術館入館料込・軽食付 ※事前に予約必要）  

     当日券２，０００円（美術館入館料込・軽食は付きません）  

●出演 ①ｙｏｋｏ（唄／三線／太鼓）、②大城敦博（バイオリン） 

    ③ウベ・ワルタ（尺八／パフォーマー）、④石原孝之（舞踏家／振付家） 

 

◇予約・問合せ先 美山かやぶき美術館 TEL（0771）75-1777 

遊youひよし「ビデオ上映会」のお知らせ 

 
南丹市日吉町生涯学習センターでは、ビデオ上映会を開催します。入場料は無料

で、事前申し込みは不要です。どうぞお誘い合わせてお気軽にご鑑賞ください。 
●日時 １１月１６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 「みすゞ」鈴と、小鳥と、それから私、みんなちがって、みんないい

大正１２年日本海の港町下関。二十歳のテルはみすゞというペンネームで詩を雑誌

に投稿していた。西条八十に見いだされた彼女の作品は人気誌に次々と掲載される。

輝かしい希望に満ちた日々、心ひそかに慕う人がいる中みすゞは意にそまぬ相手と

政略結婚をさせられる。最愛の娘をもうけるも、道楽の限りを尽くし、遊郭に入り

浸る夫から病をうつされてしまう。病状の悪化に重ねて夫から詩作と投稿仲間との

文通までも禁じられたみすゞは、徐々に心身とも陰りを見せ始めていく。まだ肌寒

き春の夜、みすゞはある一つの決断をする・・・（上映時間 １０５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 FAX（0771）72-3311 

「日吉町生涯学習センターパソコン教室」受講生募集 
 

 南丹市日吉町生涯学習センターでは、次のとおりパソコン教室を開催します。受

講希望の方は電話またはＦＡＸ（氏名、住所、電話番号を明記）で１０月２２日（水）

までにお申し込みください。 

＜初級Ｅｘｃｅｌコース（全６回）＞ 

●日時 １１月５日～１２月１０日（毎週水曜日） 午後７時３０分～９時３０分   

●内容  文字入力がスムーズにできる方を対象に、簡単な表計算（Ｅｘｃｅｌ）か

ら中級程度まで学ぶコース（Ｗｉｎｄｏｗｓ．ＸＰを使用します） 

●受講料  負担金３，０００円（全６回分）、テキスト代（実費） 

●対象者 市内在住の１８歳以上の方を優先とする。    

●定員 １２人（先着順）※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「狂言」のお知らせ 

  
南丹市日吉町生涯学習センターでは、舞台芸術鑑賞事業「狂言」を開催します。

生の舞台を見て、役者の汗・大きな声に驚き、笑い、そして狂言をより身近に、気

軽に楽しんでみませんか？皆さんのお越しをお待ちしています。 

●日時 １１月３０日（日）午後２時～（午後１時３０分開場）※公演時間９５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 

●内容 

 「萩大名（はぎだいみょう）」 出演者 茂山千三郎、茂山正邦、丸山やすし 

「水掛聟（みずかけむこ）」 出演者 茂山千五郎、茂山茂、島田洋海 

●入場料金 高校生以上５００円、小・中学生３００円 

●定員 ２００人（全席自由席） 

●入場券販売場所 南丹市日吉町生涯学習センター、社会教育課 

  

◇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 

日吉町文化祭のお知らせ 
 

今年も日吉町地内で活動している文化サークル・文化団体および個人の発表の場

として日吉町文化祭を開催します。どうぞお誘い合わせて気軽にご来場ください。

なお、日吉町内各地域からの送迎バスを運行しますのでご利用ください。詳しく

は文化祭チラシ裏面のバス時刻表をご覧ください。 

●日時 ＜展示＞ １０月２５日（土） 午後１時～８時 

         １０月２６日（日） 午前１０時～午後３時 

    ＜ステージ発表＞ １１月２日（日） 正午～午後４時（予定） 

●場所 ＜展示＞ スプリングスひよし 体育館 

    ＜ステージ発表＞ 日吉町生涯学習センター「遊youひよし」ホール 

● 出展および出演内容 

＜展示＞書道、絵画、写真、陶芸、手芸、草木染、生花などの展示、アロマテラピ

ー製作体験コーナー、喫茶コーナー 
＜ステージ発表＞大正琴、舞踊、コーラス、オカリナ、琴、バレエなどの発表、お茶席

●主催 日吉町文化祭実行委員会 

 

◇問合せ先 日吉町文化祭実行委員会事務局 

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 

「美山やすらぎホームふれあいまつり」を開催します 
  

美山やすらぎホームでは「美山やすらぎホームふれあいまつり」を開催します。 

 地域の皆さんに施設を身近に感じていただき、ご利用者との交流を深めていただ

ける機会と思っています。皆さんのお越しをお持ちしています。 

●日時 １０月１８日（土） 正午～午後３時３０分 

●場所 特別養護老人ホーム 美山やすらぎホーム（美山町島小栗栖山13-1）  

●ステージ（予定） ワークセンターびび「和太鼓演奏」、ネオブルーウクレレバン

ド「ウクレレ演奏」、女性の船「よさこいソウラン」、ＮＰＯ法人アプリ「擬音笛コ

ンサート・紙芝居」、谷口 巍「ハモニカ演奏」、北桑田高校吹奏楽部 

●お店（予定） たこやき、回転焼き、おでん、プライドポテト、やきそば など 

  

◇問合せ先 美山やすらぎホーム TEL（0771）75-0847 FAX（0771）75-0903 

美山育成苑「第１７回苑まつり」を開催します 
 

 美山育成苑では、今年も「苑まつり」を開催します。魅力ある催しとなるよう努

力します。多数のご来苑を心よりお待ちしています。 

●日時 １０月２６日（日） 午前１０時～午後２時 ●場所 美山育成苑体育館 

●イベント 和太鼓演奏（大野小学校児童）、亀岡市吹奏楽団演奏、利用者カラオケ 

●バザー 日用品バザー(午前１０時３０～) 

●模擬店 たこ焼き・うどん・しめじご飯・おでん・カレーライス・みたらし団子・

利用者の作品・そのほか多数準備しています。 

●展示 利用者の生活・行事・作業風景の紹介・作品展示 

＜ご協力のお願い＞ 

日用品バザーの品物をご提供いただける方、ご一報ください。手作りの品物・手

芸品・家庭用品・日用雑貨など。引き取りにお伺いします。 

 

◇連絡・問合せ先 美山育成苑 苑まつり実行委員会 TEL（0771）75-1561 

明治国際医療大学 第３１回「たには祭」を開催します 

 
第３１回「たには祭」を明治国際医療大学キャンパスにて盛大に開催します。ス

ペシャルライブや涼空花火大会、ビンゴ大会などイベントが盛りだくさん。たこ焼

き、クレープ、ヨーヨー釣り、金魚すくいなどの模擬店も数多く出店しますので、

ぜひ皆さんご来場ください。 
●第１日 １０月１８日（土） 午前１０時～午後７時３０分 
10:30～ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ、11:00～地元有志「舞夢」、14:00～京都学生祭典ｽﾍﾟｼｬﾙﾊﾟﾌｫｰ

ﾏﾝｽ、15:00～平井喜美ｽﾍﾟｼｬﾙﾗｲﾌﾞ、17:30～韻ｼｽﾄｽﾍﾟｼｬﾙﾗｲﾌﾞ、19:00～涼空花火大会 

●第２日 １０月１９日（日） 午前１０時～午後４時３０分 

10:30～馬とのふれあい or 乗馬（馬に乗ろう）、12:00～女装ｺﾝﾃｽﾄ、14:00～地元有

志「爽龍隊」、15:30～ビンゴ大会 

●その他 入場無料。駐車場有り。 

 

◇問合せ先 明治国際医療大学 学生・就職チーム TEL（0771）72-1181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



マイ・バッグ・キャンペーンを実施しています 

 
１０月を「マイ・バッグ・キャンペーン期間」とし、レジ袋を自粛して買い物袋

を持参するという全国統一行動が実施されています。レジ袋は年間約３００億枚、

１人当たり月に２０枚以上使われています。日常の買い物の中でごみの減量を考え、

買い物袋を持参してレジ袋は断りましょう。また、事業者の方は、ゴミとなるもの

をつくらない、売らないようにすることを心掛けましょう。 
●期間 １０月３１日（金）まで 
 
◇問合せ先 環境課 環境企画係 TEL（0771）68-0015 

小規模企業共済制度、経営セーフティ共済のご案内 
 
＜小規模企業共済制度＞ 

個人事業主または会社などの役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、

生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく国がつくった

共済制度で、いわば「小規模企業の経営者のための退職金制度」といえます。この

制度の特徴は、掛金は全額所得控除。受け取る共済金も退職所得扱いまたは公的年

金などの雑所得扱いとなります。 

＜経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済制度）＞ 

取引先の突然の倒産が原因で、経営悪化の危機に直面してしまったときに資金を

借り入れることができる制度で、中小企業を守るために国がつくった共済制度。無

担保・無保証人で、積み立て掛金の１０倍の範囲内（最高３，２００万円）で被害

額相当の共済金が借り入れ可能。毎月の掛金も税法上、必要経費または損金に算入

できます。 

※両制度の詳しい内容のお問い合わせと加入申し込みは、商工会、金融機関の本支

店の窓口で取り扱いしています。 

 

◇ 問合せ先 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 共済相談室 

TEL 050-5541-7171 URL http：//www.smrj.go.jp/kyosai/index.html 

第２６回南丹市八木駅伝競走大会参加者を募集します 
 

●日時 １１月９日（日） 午前９時開会式、１０時スタート 

（受付：午前８時３０分～９時） 

●会場 南丹市八木運動公園（八木町西田） 

●コース ６区間 約１６.７ｋｍ  第１区・八木運動公園→吉富小学校(３．５ｋｍ)、

第２区・吉富小学校→新庄小学校(３．５ｋｍ)、第３区・新庄小学校→日置公民館(２．

６ｋｍ)、第４区・日置公民館→氷所集荷場(１．３ｋｍ)、第５区・氷所集荷場→東部文

化センター(３．１ｋｍ)、第６区・東部文化センター→八木運動公園(２．７ｋｍ) 

●競技種別 一般の部(男子・女子)、中学生の部（男子・女子）、小学生の部（男子・

女子） 

●チーム編成 （１）チームは、監督１人、選手６人、補欠２人とします。 

（２）監督は選手を兼ねることができます。 

（３）選手編成は男女混合でも可能とします。ただしその場合は男

子チームでのエントリーとなります。 

●参加料 一般の部１，０００円 中学生の部５００円 小学生の部５００円 

●参加申込 申込用紙に必要事項を記入し、１０月３１日（金）午後５時までに八木

公民館、八木スポーツフォアオール、府立口丹波勤労者福祉会館のい

ずれかに申し込んでください。（申込用紙は申込先に備え付けています） 

●主催 ＮＰＯ法人八木町スポーツ協会（南丹市体育協会八木支部） 

●後援 南丹市教育委員会 

 

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

「健康・生きがい講座」を開催します 
 

高齢化社会を迎え、高齢者が健康で生きがいを持ち、安心して幸せな生活ができ

るような地域保健福祉サービスの確立を目指し、住民の健康と生きがいづくりの意

識啓発を進め、健康の保持増進を図るため、「健康・生きがい講座」を開催します｡

多くの方のご参加をお待ちしています。 

●日時 １１月２２日（土） 午後１時～４時 

●会場 南丹市国際交流会館 イベントホール（園部町小桜町） 

●内容 講座 １．「元気でいきいき健康寿命を延ばすコツ」 

         講師 京都府国民健康保険団体連合会 保健師 松本 晃子 氏

       ２．「笑って得する！内臓脂肪がたまらないお話」 

         ～これならできる！人生を楽しむ１０コの習慣～ 

         講師 京都府医療センター 臨床研究センター 予防医学研究室

                          研究員 同道 正行 氏

●募集人員 １００人程度 ●受講対象 京都府内在住の方 ●受講料 無 料 

●受付期間 １０月１日（水）～１１月７日（金） 

●申込方法 受講申込書（各戸配布していますが、国保医療課、各支所健康福祉課窓

口にもあります）に必要事項を記入の上、１１月７日（金）までにお申し込みくださ

い。 

申込用のハガキとなっていますが、窓口に直接、ご持参いただいても結構です。 

●主催 京都府国民健康保険団体連合会・南丹市京丹波町国保研究協議会 

●後援 南丹市・京丹波町 

 

◇問合せ先 京都府国民健康保険団体連合会 TEL（075）354-9054 

国保医療課 TEL（0771）68-0011 

行政相談所・心配ごと相談所開設のご案内 
 

総務省では、行政に対する皆さんのご意見をお聴きし行政運営に反映させる行政

相談を行っており、１０月２０日（月）～２６日（日）を行政相談週間として、そ

の周知を図っています。南丹市では年間通じて定期的に行政相談所を開設しており、

本年度後半の開設日は以下の予定となっています。お気軽にご利用ください。 

 なお、弁護士による法律相談をご希望の場合は、事前にご予約をお願いします。 

●相談所開設予定（１０月以降） ※太枠は弁護士による無料法律相談併設日です。 

※時間はいずれも午後１時から午後４時です。 

 会場 
月 

園部 
（第１火曜日） 

八木 
（第２火曜日） 

日吉 
（第３火曜日）

美山 
（第４火曜日）

１０月  １４日 ２１日 ２８日 
１１月 ４日 １１日 １８日 ２５日 
１２月 ２日 ９日 １６日 ２２日(月曜日) 
１月 ６日 １３日 ２０日 ２７日 
２月 ３日 １０日 １７日 ２４日 
３月 ３日 １０日 １７日 ２４日 

＜会場およびお問合せ＞※無料法律相談は要予約 

園部会場 南丹市園部公民館 TEL（0771）62-4125（社協園部支所） 

八木会場 南丹市八木公民館 TEL（0771）42-5480（社協八木支所） 

(偶数月)南丹市社会福祉協議会日吉支所 
日吉会場 

(奇数月)南丹市日吉胡麻基幹集落センター 

TEL（0771）72-0947 

（社協日吉支所） 

美山会場 南丹市美山基幹集落センター TEL（0771）75-0020（社協美山支所）

 
◇問合せ先 総務課 行政係 TEL（0771）68-0002 

「第１回 レインボーカップ バスケットボール大会」開催 
 

幅広い年齢層で、誰もが気軽にバスケットボールを楽しみ親しんでいただくとと

もに、バスケットボールを通じて参加者の健康増進と親睦を図ることを目的として

「第１回レインボーカップ」を下記のとおり開催します。経験のない方でも、バス

ケットボールに興味のある方は大歓迎です。お誘い合わせの上ぜひご参加ください。 

●日時 １１月２９日（土）午後１時～（受付：午後０時３０分～） 

●会場 スプリングスひよし 体育館 

●対象者 南丹市在住・在勤・在学の方を基本としたチーム（１チーム５人以上） 

●参加費 １チーム５００円（当日受付にて徴収します） 

●部門 ①一般の部、②シニアの部（４０歳以下２人まで出場可能）、③小学生の部 

※男女混合チームでの参加も可能です。ルールは、ミニバスのルールに準

ずるローカルルールです。 

●申込方法 ①「チーム名」、②「代表者の氏名と連絡先」、③「メンバーの氏名と

年齢」を記載したものを１０月３１日（金）までに、社会教育課（社会体育係）

または各支所（社会教育担当）に提出してください。ＦＡＸでも可能です。 

※申し込み多数の場合は、出場チームを制限させていただきます。 

●主催 南丹市バスケットボール協会 

●後援 南丹市教育委員会・南丹市体育協会・南丹市スポーツ少年団 

 

◇問合せ先 社会教育課 社会体育係 TEL（0771）68-0057 FAX（0771）63-2850 
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毎月 第２・第４金曜日 発行                        ＵＲＬ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｎａｎｔａｎ．ｋｙｏｔｏ．ｊｐ （南丹市） 



膠原病（こうげんびょう）個別相談のご案内 
  
膠原病は、適切な治療を受け、うまくつきあうことが大切です。病気や治療につ

いて心配ごとのある方は、お気軽にご相談ください。 

●日時 １１月１９日（水） 午後１時３０分～４時３０分 

●場所 京都府南丹保健所  ●内容  専門医による個別相談 

●対象 膠原病で療養中の方。または、次の症状がある方 

・皮膚が日光にあたると過敏になる。発疹ができる。皮膚が硬くなりつま

みにくいなど 

・手指がこわばる、指先が冷えると白くなり痛む、普段している動作なの

になぜか力が入りにくいなど 

●担当医 京都第二赤十字病院 代謝・内分泌・腎臓内科 井上 衛 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） ●相談料 無料

 

◇申込・問合せ先 京都府南丹保健所 保健室 TEL（0771）62-2979 

「ぜんそく児の家族教室」の参加者を募集します 
  
お子さんの気管支ぜんそくでお悩みのご家族の方を対象に家族教室を実施します。 
●日時 １０月２８日（火） 午後２時～４時３０分 ●定員 ５０人（先着順） 
●場所 京都府南丹広域振興局（亀岡総合庁舎）別館 亀岡市荒塚町1-4-1 
●対象 気管支ぜんそくのお子さんのおられるご家族の方など  
●内容 ・講演会「正しく知ろう！小児ぜんそく」 講師 田中医院 田中 善紹 医師 
    ・家族交流会 
●申込 １０月２２日（水）までにお電話でお申し込みください。保育ルームがあ

りますので、利用される場合は事前にお問い合わせください。 
 
◇問合せ先 京都府南丹保健所 保健室 TEL（0771）62-4753 

第６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６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カ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。 
 工芸品は「贈り物」としても喜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。 
●日 時 １０月１８日（土） 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 
＜朗読会（工芸市と同時開催）＞ 

●時 間 ①午後１時～、②午後２時～ （各３０分） 

●出 演 朗読お茶会（朗読：星野祐美子、チェロ：三宅かおり） 

●内 容 朗読＆チェロ「注文の多い料理店」（宮沢賢治）ほか 

●その他 入場料無料。申込不要。 

 

◇問合せ先 ＮＰＯ法人「京都匠塾」 TEL（0771）68-1731 

平成２０年度「女性の館」文化祭のご案内 

 
 「女性の館」では、文化祭の催しとして展示と体験講座を実施します。ぜひ、ご

来場いただき、講座・サークル活動のすばらしい作品をご覧ください。手作り作品

の販売もしています。 
●場所 南丹市園部国際交流会館 イベントホール 
＜展示の部＞ 

●日時 １１月１日（土）～２日（日） 午前９時～午後４時 
●展示作品 さをり織り、フラワーアレンジメント、パッチワーク、きものリフォ

ーム、エコクラフト、手編み、グラスアート、押し花、はり絵、クレイアート、書

道、ガラス絵、いけ花、吊り草、かげろうタッチの水彩画 
＜体験の部＞ 

●日時 １１月２日（日）午後１時～３時３０分 

●参加費 ３００円（材料費が別途５００円程度必要） 

●内容 ・フラワーアレンジメント…美しい秋のアレンジが楽しめます 

    ・クレイアート…かわいい来年の干支づくり 

●申込期限 １０月２５日（土） 

 

◇問合せ先 南丹市園部女性の館 TEL（0771）63-2986 

発達障害支援講座「サポートブックの作り方」を開催します 

 
 発達障がいの理解を深め、支援の方法を学ぶ機会として支援講座を企画しました。

障がいのある子の親を中心とした支援者に「サポートブックの作り方」を学んでい

ただくための講座です。多くの皆さんの参加をお待ちしています。 
●日時 １０月１６日（木） 午前１０時～正午 （受付：午前９時４５分～） 
●場所 京都府園部総合庁舎 ＡＢＣ会議室 
●講師 山村 可奈子氏（花ノ木医療福祉センター心理判定員） 
●定員 ５０人（電話またはＦＡＸで事前申し込み必要。定員になり次第受付終了）

●参加費 正会員：無料、非会員：１，０００円、賛助会員：５００円 
●その他 託児ルームあり（有料３００円。１０月１３日までに予約してください）

●主催 ＮＰＯ法人発達障害を考える会 ぶどうの木 
●後援 京都府南丹保健所、南丹市、南丹市教育委員会 
 
◇問合せ先 ＮＰＯ法人発達障害を考える会 ぶどうの木 

      TEL 090-7889-0340（西田） FAX（0771）62-0813 

丹波自然運動公園からのお知らせ 

 
＜丹波公園まつり＞ 

●日時 １０月２５日（土）～１１月３日（月・祝）●場所 中央広場など 
●内容 ・菊花展…南丹市、京丹波町などの菊愛好家による作品展示など 
    ・１１月３日（月・祝）…口丹波ふるさと特産展うまいもの市、京都丹波

ロードレース大会、乗り物コーナー、スポーツコーナーなど 
＜グラウンド・ゴルフ大会＞ 

●日時 １１月２３日（日・祝） 午前９時３０分～午後４時３０分 
●場所 陸上競技場 ●定員 ２４０人 ●参加料 １,５００円（弁当、茶付き） 
●申込期間 １１月１日（土）～１４日（金） 
＜第３期女性スポーツ教室・テニス教室＞ 

●日時 １１月５日～１２月１０日（毎週水曜日） 
・女性スポーツ（健康体操、軽スポーツ）午前９時４５分～１１時３０分 
・テニス（初心者、初級者）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３,０００円、テニス４,０００円（保育ルームあり） 
●申込期間 １０月１６日（木）～３０日（木） 
 
※大会、教室の申し込みは、ハガキ、ＦＡＸで、住所、氏名、年齢、教室名、電話

番号、ＦＡＸ番号を記入の上、下記までお申し込みください。 
 
◇申込・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 

秋の健康ウォーキングの参加者を募集します 

 
のどかな丹波高原の秋の風景と、さわやかな風を受けながら丹波に残る貴重な史

跡や旧跡をたずねる健康ウォーキングに参加してみませんか。 
●日時 １１月９日（日） 午前９時２０分～午後２時３０分 （小雨決行） 
●集合場所 丹波自然運動公園 公園センター横中央広場 
●対象 亀岡市・南丹市・京丹波町にお住まいの方で９㎞歩ける方 
●コース 丹波自然運動公園周辺の史跡・旧跡をめぐる約９㎞ 
     （「nantan健歩会」企画コース） 
●持ち物 お弁当、お茶、敷物、保険証のコピーを各自ご持参ください。 
●定員 １５０人 ●参加費 無料 ●申込期限 １０月３１日（金） 
●主催 きょうと健康長寿推進南丹地域府民会議運動普及啓発部会 
 
◇申込・問合せ先 京都府南丹保健所 保健室 健康支援担当 TEL（0771）62-4753 

オウム真理教特別手配被疑者の検挙にご協力を！ 

 
 あの凶悪な事件を忘れていませんか？あなたの情報が検挙に結びついた場合には、

民間で組織されたオウム真理教特別手配被疑者検挙のための懸賞広告実行委員会か

ら、手配被疑者一人当たり２００万円の懸賞金が支払われます。 

         

平田 信（マコト）（４３歳）

【公証役場事務長逮捕監禁

致死事件】 

身長１８３センチ位 

ひげが濃く歯並びが悪い 

左首筋に５ミリ位のホクロ

高橋 克也（５０歳） 

【地下鉄サリン事件】 

身長１７３センチ位 

眉毛が濃い 

近視（めがね使用あり） 

菊地 直子（３６歳） 

【地下鉄サリン事件】 
身長１５９センチ位 

右目下に１ミリ位のホクロ 

右こめかみに小豆大（４

ミリ位）のホクロ 

 

◇通報先 南丹警察署 TEL（0771）62-0110 

フリーダイヤル TEL 0120-006024（オウム２４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


