
市営住宅入居者市営住宅入居者市営住宅入居者市営住宅入居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    

 

●募集募集募集募集するするするする住宅住宅住宅住宅 

 ○園部向河原団地（公営住宅）  １ルーム  ２戸 

 ○園部向河原団地（公営住宅）  ３ＤＫ   １戸 

 ○園部向河原団地（特公賃住宅） ３ＬＤＫ  ５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   ３戸 

 ○日吉広小段団地（公営住宅）  ４ＤＫ   １戸 

 ○日吉大迫団地（特公賃住宅）  ３ＤＫ   １戸 

 ○美山鶴ケ岡団地（公営住宅）  ３ＤＫ    ２戸 

 ○美山和泉団地（公営住宅）   ３ＤＫ    １戸 

●入居資格入居資格入居資格入居資格のののの主主主主なものなものなものなもの  

（１）現に同居し、または同居しようとする親族がある方であること。 

（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）市町村税など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。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 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。 

※申込書などの様式は、住宅課および各支所産業建設課にあります。 

●申込受付申込受付申込受付申込受付（１）受付場所 住宅課（各支所産業建設課でも提出は可能です） 

（２）受付期間 ４月２７日（月）～５月１５日（金）（土・日・祝日を除く） 

午前９時～１１時３０分、午後１時～４時３０分 

●入居選考入居選考入居選考入居選考 （１）選考方法 入居資格を有する方の内から、「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」などに基づき選考します。 

（２）選考決定日 ６月下旬（予定） 

●入居時期入居時期入居時期入居時期 ７月上旬（予定） 

 

◇問合せ先 住宅課 TEL（0771）68-0062 

浄化槽浄化槽浄化槽浄化槽のののの水質検査実施水質検査実施水質検査実施水質検査実施のおのおのおのお願願願願いいいい    

 

京都府では、（社）京都保健衛生協会に委託し、水質検査を受けていない方を対象

として、浄化槽の水質検査の受検啓発活動を行います。同協会の浄化槽相談員が平

成２１年５月から浄化槽をご利用の皆さんを戸別に訪問します。水質検査は、浄化

槽の保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽の機能を発揮しているか否かを確認す

るため、浄化槽法により年１回の実施が義務付けられています。 

浄化槽の保守点検・清掃が適正に行われていないと、浄化槽から未処理のし尿が

流れ出して、公衆衛生上の問題となることがありますので、京都府が指定する検査

機関に水質検査を依頼し、必ず実施していただきますようお願いします。 

●水質検査依頼先水質検査依頼先水質検査依頼先水質検査依頼先 （社）京都保健衛生協会 

          住所 京都市南区西九条西柳ノ内町28-2 

          電話 075-681-1727 

●検査料金検査料金検査料金検査料金 

浄化槽規模 検査料金 

  ２０人槽以下  ５，０００円 ／ １回 

 ２１～１００人槽以下  ９，２００円 ／ １回 

１０１～３００人槽以下  １８，０００円 ／ １回 

３０１～５００人槽以下  ２４，０００円 ／ １回 

  ５０１人槽以上  ３０，０００円 ／ １回 

 

◇問合せ先 下水道課 TEL（0771）68-0054 

      京都府 文化環境部 水環境対策課（計画担当） TEL 075-414-5209 

南丹市都市計画審議会委員南丹市都市計画審議会委員南丹市都市計画審議会委員南丹市都市計画審議会委員をををを公募公募公募公募しますしますしますします    

 

南丹市では､都市計画法の規定に基づき､市の都市計画に関する事項を調査審議す

るため､南丹市都市計画審議会を設置しています｡このたび､市の都市計画への市民

参画を積極的に推進するため､市民の皆さんに委員を公募します。 

●募集人員募集人員募集人員募集人員 ６人以内（公募以外の委員は､学識経験者､市議会議員､関係行政機関の

職員などとなります） 

●応募条件応募条件応募条件応募条件 次の①～③すべてに該当する方。 

①南丹市内に住所のある方。 

②平成２１年４月１日現在で満２０歳以上の方。 

③南丹市の都市計画、まちづくりに関心がある方。 

●任期任期任期任期などなどなどなど 委嘱の日から２年間。会議は平日の日中に年３回程度。 

●報酬報酬報酬報酬 市の条例の規定に基づき支給 

●決定方法決定方法決定方法決定方法 書類選考。選考結果は、６月第４週発行「お知らせなんたん」で広報予定｡ 

●応募方法応募方法応募方法応募方法 専用の応募申込書（南丹市ホームページからダウンロードできます）

か、Ａ４の用紙（任意）に①住所、②氏名（ふりがな）、③生年月日、④性別、⑤

職業（現在、無職の方は前職・職歴）、⑥小論文テーマ『これからの南丹市の都市

計画、まちづくりへの提案』（８００字以内）を記載し、５月２９日（金）までに

郵送、ＦＡＸまたはＥメールで下記応募・問合せ先までご応募ください。 

 

◇応募・問合せ先 都市計画課 計画・指導係 

 TEL（0771）68-0052 FAX（0771）63-0654 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第７９号（３の１）平成２１年４月２４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「TEL４２４２４２４２－－－－２３００２３００２３００２３００」に電話をしていただければ、本庁・支所の必要な部署へ転送をしますので、市内通話料金でお問い合わせいただくことができます。 

今今回回ののおお知知ららせせ内内容容  

――――    ３の1111 枚目枚目枚目枚目    （緑色） ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 表 】 ・浄化槽の水質検査実施のお願い 

・市営住宅入居者を募集します 

・南丹市都市計画審議会委員を公募します 

【 裏 】 ・南丹市農業委員会委員一般選挙のお知らせ 

・平成２１年度 有害鳥獣捕獲期間について 

・平成２１年地価公示が発表されました 

・コイヘルペスウイルス（ＫＨＶ）病のまん延防止のお願い 

・なんたんテレビ番組表（５月１日～１５日） 

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

【 表 】 ・南丹市福祉タクシー利用券の利用について 

・５月は「赤十字運動月間」です 

・平成２１年度慰霊巡拝の参加者を募集します 

・平成２１年度南丹市グループワーク事業のお知らせ 

・麻しん・風しん（ＭＲ）混合ワクチンの接種について 

・歴史・健康ウオーキング参加者募集 

・『振り込め詐欺』にご注意ください！ 

【 裏 】 ・「ねんきん定期便」で年金加入記録が通知されます 

・自動車税･自動車取得税の減免申請について 

・平成２１年度自衛官等募集のご案内 

・平成２１年度国家公務員採用Ⅲ種試験（高校卒業程度） 

・フラワーアレンジメント講座の受講生を募集します 

・美山かやぶき美術館『春まつり』のご案内 

・「南丹こども将棋教室」の受講生を募集します 

・まちなか再発見！『そのべ本陣・春』開催のご案内 

・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 】 ・ハートフルタウン内林の宅地分譲現地案内会の開催 

・２００９美山サイクルロードを開催します 

・南丹市民テニス大会を開催します 

・南丹市硬式テニス教室の参加者を募集します 

・５月連休中の社会教育施設・社会体育施設の休業日 

・子ども体験活動ボランティアを募集します 

・園部公民館講座「社会人英会話教室」受講生募集 

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



平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度    有害鳥獣捕獲期有害鳥獣捕獲期有害鳥獣捕獲期有害鳥獣捕獲期間間間間についてについてについてについて    

 

 南丹市では、有害鳥獣による農作物などへの被害を最小限に食い止めるため、南丹

市猟友会に捕獲班を編成していただき、有害鳥獣の捕獲を年間通して実施しています。

本年度の捕獲計画の期間は次の表のとおりです。山林作業などで山に入られる場合は

目立つ服装をするなど、事故防止にご協力いただきますようお願いします。 

 なお、捕獲は土・日曜日を中心に計画的に実施しますが、より効果的に捕獲を実

施するため、有害鳥獣による被害が発生した場合は、被害場所や状況を農林整備課

または各支所産業建設課までご連絡ください。 

方法 捕獲期間 

平成２１年４月１１日（土）～５月９日（土） 

平成２１年５月１７日（日）～６月２１日（日） 

平成２１年６月２７日（土）～８月２日（日） 

平成２１年８月８日（土）～９月１９日（土） 

平成２１年９月２７日（日）～１１月１日（日） 

銃器 

平成２２年２月２０日（土）～３月２２日（月・祝） 

平成２１年４月１１日（土）～７月１２日（日） 

平成２１年７月２５日（土）～９月１９日（土） 

平成２１年９月２７日（日）～１１月１日（日） 
わな、柵、おり 

平成２２年２月２０日（土）～３月２２日（月・祝） 
 

◇問合せ先 農林整備課 TEL（0771）68-0012 

各支所 産業建設課 TEL 八木（0771）68-0024 

日吉（0771）68-0034 美山（0771）68-0043 

コイヘルペスウイルスコイヘルペスウイルスコイヘルペスウイルスコイヘルペスウイルス（ＫＨＶ）（ＫＨＶ）（ＫＨＶ）（ＫＨＶ）病病病病のまんのまんのまんのまん延防止延防止延防止延防止のおのおのおのお願願願願いいいい    

 

漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項および第１３０条第４項の

規定により、３月２７日に京都府内水面漁場管理委員会から次のとおり指示が出て

います。ＫＨＶのまん延防止のため市民の皆さんのご協力をお願いします。 

●指示指示指示指示のののの内容内容内容内容 

１．コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、府内の公共用水面およびこれ

と連接一体を成す水面において、コイを持ち出し他の水域に放流してはならない。 

２．コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、府内の公共用水面およびこれ

と連接一体を成す水面において捕獲されたコイを再放流する場合を除き、次のこ

とを遵守すること。 

①府内の公共用水面およびこれと連接一体を成す水面にコイを放流する場合は、コ

イヘルペスウイルス病のＰＣＲ検査によりそのコイ群が陰性であることを確認す

ること。 

②生死を問わず、公共用水面およびこれと連接一体を成す水面にコイを投棄しては

ならない。 

●指示指示指示指示のののの期間期間期間期間 平成２１年４月１日（水）～平成２２年３月３１日（水） 

 

◇問合せ先 商工観光課 TEL（0771）68-0050 

南丹市農業委員会委員一般選挙南丹市農業委員会委員一般選挙南丹市農業委員会委員一般選挙南丹市農業委員会委員一般選挙のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

 農業委員会の選挙による委員の任期が平成２１年６月３０日で満了するため、農

業委員会委員一般選挙を平成２１年６月１４日告示、６月２１日投・開票の日程で

執行することを決定しました。南丹市選挙管理委員会では、下記のとおり立候補予

定者等説明会を開催しますのでお知らせします。なお、農業委員会の選挙による委

員の定数は３０人です。また、旧町ごとに選挙区を設けており、各選挙区の定数は、

園部選挙区９人、八木選挙区８人、日吉選挙区６人、美山選挙区７人です。 

＜立候補予定者等説明会＞ 

●日時日時日時日時 ５月２６日（火）午前１０時～ ●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館 イベントホール 

※当日、立候補届出関係書類をお渡しします。 
 

◇問合せ先 選挙管理委員会事務局 TEL（0771）68-0002 FAX（0771）63-0653 

平成平成平成平成２１２１２１２１年地価公示年地価公示年地価公示年地価公示がががが発表発表発表発表されましたされましたされましたされました    

 

国土交通省から平成２１年の地価公示が発表されました。地価公示は、都市計画

区域その他土地取引が相当程度見込まれるものとして、標準地（国土交通省令で定

める区域で標準的な使われ方をしている土地）を選んで、その適正な土地価格を公

表し、土地を売買する際の目安にしていただくもので、適正な地価の形成に大きな

役割を果たしています。土地の形状、道路条件、駅からの距離、上下水道の整備状

況など、土地の条件を標準地と比較することで、対象地のおおよその価格がわかり

ます。土地売買の時には、まず公示価格を調べて目安としてください。 

●地価公示地価公示地価公示地価公示のののの閲覧閲覧閲覧閲覧 京都府の標準地の地価、標準地が接する道路の種類、幅員、標準

地の周辺の土地利用状況を細かく記載した地価公示の関係書面が、企画推進課で閲

覧できます。また、インターネットで全国の地価公示価格の閲覧ができます。 

 ・国土交通省土地総合情報ライブラリー http://tochi.mlit.go.jp/ 

 ・財団法人土地情報センタ－ http://www.lic.or.jp/ 

 

◇問合せ先 企画推進課 企画係 TEL（0771）63-0003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南丹市情報センター なんたんテレビ（自主放送) 番組表 （200９年５月１日～５月１５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 

 

週刊ニュース もぎたて☆テレビ 

一週間の出来事、特集、おたよりほか 

    

５５５５月月月月２２２２日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

３日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

４日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

５日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

こどもの日特集 ～願いは時をこえて～ 

子ども達の成長を願って贈られる、節句の人形や鯉の

ぼり。今も昔も変わらぬその思いは―。 

    

５５５５月月月月５５５５日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

６日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

７日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

図書館だより  

～５月新刊のご案内～ 

    

５５５５月月月月７７７７日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

８日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

９日（土） 7時・9時・12時・15時・18時 

 

 

  週刊ニュース もぎたて☆テレビ 

一週間の出来事、特集、おたよりほか 

    

５５５５月月月月９９９９日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１０日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

１１日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

１２日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～           

       スクールフェイス 

 学校行事など、子ども達の様子をお伝えします。 

    

５５５５月月月月１２１２１２１２日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１３日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１４日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

月イチきょうと府 

    

５５５５月月月月１４１４１４１４日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１５日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１６日（土） 7時・9時・12時・15時・18時 

 

 

 

テレビ週報（インフォメーション） 

（毎日）11：00／14：00と番組の前後（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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

★ ＢＳ・ＣＳデジタル放送のお申し込みは、南丹市情

報センターへ。 

 

★ 転居･転出･転入等の際には、ケーブルテレビ加入者

の各種届けが必要です。南丹市情報センターにご連

絡ください。 

 

★ 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（なんたんネットワー

ク）をご覧ください。 

 

★南丹市情報センターのホームページ 「なんたんなんたんなんたんなんたんネッネッネッネッ

トワークトワークトワークトワーク」」」」    で、一週間のニュースがご覧になれます。 

http://www.cans.ne.jp/ なんたんネットワーク    

  

 



平成平成平成平成２１２１２１２１年度慰霊巡拝年度慰霊巡拝年度慰霊巡拝年度慰霊巡拝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    

 

 平成２１年度慰霊巡拝を下記のとおり実施します。 

慰霊巡拝地域 

区分 地名 

実施予定期間 申込締切日 

旧ソ連 ハバロフスク地方 ９月１０日～１８日 ５月２８日 

旧ソ連 沿海地方 １０月７日～１８日 ６月２５日 

旧ソ連 ザバイカル地方 ８月２３日～９月４日 ５月２８日 

旧ソ連 オレンブルグ州・スベルドロフスク州 １０月５日～１７日 ６月２５日 

中国 東北地区 ９月１日～１１日 ５月２８日 

南方 フィリピン１班・２班・３班 

平成２２年 

１月１９日～２８日 

８月５日 

南方 ビスマーク・ソロモン諸島１班・２班 １１月２１日～２８日 ８月２５日 

南方 マリアナ諸島 

平成２２年 

２月１２日～１９日 

１０月２２日 

南方 トラック諸島 ８月１日～８日 ４月２８日 

南方 北ボルネオ１班・２班 １０月４日～１１日 ６月２４日 

硫黄島第１次 １１月予定 ７月２７日 

南方 

硫黄島第２次 平成２２年３月予定 ９月２９日 

※参加遺族については選考基準があり、巡拝費用についても参加者負担があります。

詳細は、下記申込・問合せ先までお問い合わせください。 

 

◇申込・問合せ先 社会福祉課 福祉総務係 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 

５５５５月月月月はははは「「「「赤十字運動月間赤十字運動月間赤十字運動月間赤十字運動月間」」」」ですですですです    

 

 日本赤十字社は、世界各地での救援活動はもとより国内での災害援助活動、医療

事業、血液事業、社会福祉事業などの人道的な諸活動を展開している国際的な民間

の救護団体です。このような赤十字の活動は、赤十字の精神と活動に賛同される社

員の皆さんによる社費（会費）や一般の方からの寄付金によって支えられています。 

 今年度も、５月１日～３１日を「日本赤十字社員増強運動月間」とし、活動資金

にご協力くださる社員増強運動を展開しますので、皆さんからのご支援、ご協力を

よろしくお願いします。 

 

◇問合せ先 社会福祉課 福祉総務係 TEL（0771）68-0007 

南丹市社会福祉協議会 TEL（0771）72-3220 

平成平成平成平成２１２１２１２１年度南丹市年度南丹市年度南丹市年度南丹市グループワークグループワークグループワークグループワーク事業事業事業事業のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

社会生活を営む中で、あらゆる人間関係でコミュニケーションがとれない、自分を

うまく表現できない、そんな日ごろの悩みや精神的な不安をグループ活動を通じて共

有し、人とのつながりを強め、人とかかわるための自信を回復していきます。 

●南丹市南丹市南丹市南丹市グループワークグループワークグループワークグループワーク計画表計画表計画表計画表（（（（５５５５月月月月・・・・６６６６月分月分月分月分）））） 

日時 内容 場所 

５月１２日（火） 「そよかぜ体験」 みやま共同作業所（美山町） 

５月１５日（金） 茶話会 憩いの家（園部町） 

５月２８日（木） いちご狩り 中川農園（美山町） 

５月２９日（金） スポーツ Ｂ＆Ｇ体育館（園部町） 

６月１２日（金） 茶話会 憩いの家（園部町） 

６月１７日（水） 映画鑑賞 ＴＯＨＯシネマズ二条（京都市） 

６月２２日（月） 七夕会 はーとぴあ（日吉町） 

６月２５日（木） ３Ｂ体操 美山保健センター（美山町） 

６月２６日（金） 演劇鑑賞 こむぎ山健康学園（園部町） 

※内容を変更することがありますので、参加希望の方は下記問合せ先までお問い合わせ

ください。 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

 各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022  

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

南丹市福祉南丹市福祉南丹市福祉南丹市福祉タクシータクシータクシータクシー利用券利用券利用券利用券のののの利用利用利用利用についてについてについてについて    

 

障がいのある方に交付する福祉タクシー利用券で支払いのできるタクシー事業所

は、下記の１１社です。下記事業所以外ではご利用いただけませんので、ご注意く

ださい。タクシー乗車前に事業所名などをご確認いただき、乗車の際には、福祉タ

クシー利用券の使用について運転手にご確認ください。 

なお、すでに利用券を申請済みで交付がまだの方につきましては、準備が整い次

第、随時交付させていただく予定です。 

※利用券の申請方法や対象者の詳細については、「お知らせなんたん第７８号」に掲

載していますので、ご参照ください。 

＜タクシー券を利用できる事業所一覧＞ 

業者名 電話番号 業者名 電話番号 

京都タクシー（株）亀岡支社 0120-051414 吉田観光タクシー 0771-73-0089 

南丹タクシー 0120-194539 (株)京都みやび交通 0120-207011 

NPO法人京都福祉センター 0120-825678 平野タクシー（有） 0120-021090 

南丹介護タクシー 0771-62-1489 学園介護タクシー 0771-20-4182 

介護タクシーあんくる 0771-25-2454 谷タクシー 0771-74-0029 

京都相互タクシー 

（京都市内での利用） 

075-861-1818   

 

◇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 

歴史歴史歴史歴史・・・・健康健康健康健康ウオウオウオウオーキングーキングーキングーキング参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

 

今回は、第２６回長岡・天満宮～光明寺西山の里巡りコース。５月のさわやかな

風に誘われて長岡天神、光明寺と由緒ある社寺を巡り、歴史探訪しませんか。 

広さ５，０００平方メートルの竹林公園を散策し、長岡京の自然を満喫しながら

楽しくウオーキングしましょう。どなたでも、お気軽に参加ください。 

●日程日程日程日程 ５月２４日（日）（少雨決行） 

●交通交通交通交通 JR日吉駅7：52＝船岡駅7：56＝園部駅8：16＝八木駅8：24＝京都駅9：16着

（乗り換え：４番ホーム各駅停車西明石行き）京都駅9：32発＝長岡天神駅9：42着 

●コースコースコースコース JR長岡天神駅⇒長岡天神⇒光明寺⇒竹林公園⇒JR桂川駅（歩程約9.5ｋｍ） 

●集合集合集合集合 ＪＲ園部駅（改札前）、午前８時集合 ●解散解散解散解散 ＪＲ園部駅 午後４時（予定） 

●対象対象対象対象 １人で９．５ｋｍ以上歩ける方（歩くのに付き添いが必要な方はご遠慮ください） 

※注意 参加者は自己の責任で、健康、自己管理をしてください。 

●持持持持ちちちち物物物物 保険証のコピー、弁当、水筒、タオル、帽子、手袋、雨天時は雨具 

●参加費用参加費用参加費用参加費用 ３００円（保険代他）。※交通費は各自必要 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ５月２１日（木）までに下記申込・問合せ先まで連絡ください。 

※申込の取り消し、欠席がある場合は必ずNantan健歩会まで連絡してください。 

 

◇申込・問合せ先 Nantan健歩会（木村） TEL（0771）62-3370 

健康課 TEL（0771）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（ＭＲ）（ＭＲ）（ＭＲ）（ＭＲ）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接種接種接種接種についてについてについてについて    

 

麻しん（はしか）は、かつて「命定めの病」とも呼ばれ、広く恐れられていまし

た。医学が進歩した今でも、麻しんを発症すると高熱や合併症を引き起こす、重篤

な病気です。今年も、関東を中心に麻しんが流行し、大阪での発生の報告もありま

した。麻しん予防で最も有効な対策は予防接種です。定期の予防接種は生後１２カ

月～２４カ月の間に１期を受けます。平成１８年度に就学前一年間（年長児）での

定期接種が加わり、昨年４月から向こう５年間に限り、これまで１回しか定期接種

の機会がなかった中学１年生と高校３年生相当の方にも定期接種を実施することに

なりました。麻しんから身を守るため対象者は早めに予防接種を受けましょう。 

 

◇問合せ先 健康課 母子保健係 TEL（0771）68-0016 

『『『『振振振振りりりり込込込込めめめめ詐欺詐欺詐欺詐欺』』』』にごにごにごにご注意注意注意注意くださいくださいくださいください！！！！    

 

 南丹市においても巧妙で悪質な「振り込め詐欺」や「架空請求」が発生しています。

不審な電話や身に覚えのない請求はがきなどが届いたら一人で悩まずご相談ください。 
 

◇消費生活相談窓口 商工観光課 TEL（0771）68-0050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第７９号（３の２）平成２１年４月２４日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



フラワーアレンジメントフラワーアレンジメントフラワーアレンジメントフラワーアレンジメント講座講座講座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    

 

 毎年恒例のフラワーアレンジメント講座（母の日のアレンジ）を開催します。 

 日ごろ頑張っている自分のために、また、プレゼントにアレンジをお楽しみください。 

●日時日時日時日時・・・・場所場所場所場所 

 ①５月９日（土）午前１０時～１１時３０分 美山文化ホール１階第１会議室 

 ②５月９日（土）午後１時３０分～３時 女性の館 

●参加費参加費参加費参加費 ２，５００円 ●講師講師講師講師 森谷万知子 氏 ●申込期限申込期限申込期限申込期限 ５月２日（土） 

 

◇申込・問合せ先 女性の館 TEL（0771）63-2986 

「「「「ねんきんねんきんねんきんねんきん定期便定期便定期便定期便」」」」でででで年金加入記録年金加入記録年金加入記録年金加入記録がががが通知通知通知通知されますされますされますされます    

 

～ 社会保険庁からのお知らせ ～ 

 

 ４月から国民年金・厚生年金の現役加入者の皆さんに、社会保険庁から「ねんき

ん定期便」を毎年誕生月に送付します。「ねんきん定期便」では、これまでの年金加

入期間、年金加入履歴、加入実績に応じた年金見込額、これまでの年金保険料の納

付額、月ごとの年金保険料の納付状況などをお知らせします。「ねんきん定期便」に

より年金記録をご確認いただき、年金記録に「漏れ」や「誤り」があった場合は、

同封の回答票で回答をお願いします。皆さんの大切な年金記録を正しいものにする

ため、「ねんきん定期便」による年金記録のご確認にご協力をお願いします。 

 

◇問合せ先 ねんきん定期便専用ダイヤル TEL 0570-058-555 

平成平成平成平成２１２１２１２１年度自衛官等募集年度自衛官等募集年度自衛官等募集年度自衛官等募集のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

募集種目 受付期間 試験期日 資格 

一般 

・ 

技術 

１次：５月１６・１７日 

（１７日は飛行要員のみ） 

２次：６月１６～１８日の

うち指定する１日 

３次：７月１５～８月６日 

（飛行要員のみ、指定する日） 

２０歳以上２６歳未満の者 

（２２歳未満の者は大卒（見

込含）） 

大学院修士学位取得者（海上

技術幹部候補生志願者は、理

工学修士学位取得者に限る）

および自衛官は２８歳未満 

幹 

部 

候 

補 

生 

歯科 

・ 

薬剤科 

１次：５月１７日 

２次：６月１７～２０日の

うち指定する１日 

専門の大卒（見込含） 

２０歳以上３０歳未満の者

（薬剤は２０歳以上２６歳

未満の者（薬学修士学位取得

者は２８歳未満）） 

一般曹候補生 

５月１２日

（火）まで 

１次：５月２３日 

２次：６月２４～２９日の

うち指定する１日 

１８歳以上２７歳未満の者 

 

◇受付・問合せ先 

自衛隊京都地方協力本部 京都市中京区御池通西洞院西入ル石橋町438－1 

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

ＵＲＬ http://www. mod.go.jp/pco/kyoto/ 

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

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

まちなかまちなかまちなかまちなか再発見再発見再発見再発見！『！『！『！『そのべそのべそのべそのべ本陣本陣本陣本陣・・・・春春春春』』』』開催開催開催開催のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

時代の移り変わりの中で日々変わっていくそのべの商店街の一角、園部町本町と新町

の周辺に今もかつての山陰街道の面影を残す町並みが残っています。このたび、安らぎ

と郷愁を覚える町家で親子を対象にしたイベントを開催しますのでご来場ください。 

●日時日時日時日時 ５月１日（金）午後２時～７時 

●場所場所場所場所 そのべ本陣（園部町本町 元小林酒店）  

●催事内容催事内容催事内容催事内容 ～祝 生身天満宮春まつり、ちびっこ全員集合～（入場無料） 

①昔のあそび（こま、めんこ、ケン玉、シャボン玉、ビーズなど） 

②絵手紙、能面展示 ③ザリガニ釣り（午後２時ごろ） 

④紙しばい（昔懐かしいお菓子 先着１００人)（午後２時３０分ごろ～） 

⑤伊勢大神楽奉納（午後３時ごろ）会場周辺  

⑥クワガタ大相撲・そのべ本陣場所（午後４時ごろ） 

⑦親子で楽しむ朗読（午後５時～）「ふくろうのそめものや」「落語絵本 ばけも

のつかい」「スーホの白い馬」その他 

●後援後援後援後援 南丹市、南丹市教育委員会 
 

◇問合せ先 まちなかを再発見する会（竹中） TEL（0771）62-0302 

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についてについてについてについて    

 

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５月２５日（月）（納付期限の一週間前）ま

でとなっています。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・

相談を行っていますが、下記の日程で臨時窓口を開設します。申請内容によっては、

社会福祉課または各支所健康福祉課にて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、下記申請・問合せ先までお問い合わせください。 

●臨時窓口臨時窓口臨時窓口臨時窓口のののの開設開設開設開設 

実施日時 実施場所 

５月１３日（水） 

５月１９日（火） 

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 TEL（0771）22-0330 

「「「「南丹南丹南丹南丹こどもこどもこどもこども将棋教室将棋教室将棋教室将棋教室」」」」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    

 

 文化庁伝統文化こども教室事業として、南丹こども将棋教室を開講します。教室

は園部と美山の２カ所で実施します。将棋の対局を通じて、子どもたちに礼儀を大

切にし、ねばり強い精神力や集中力をつけさせることを目標としています。 

●日時日時日時日時・・・・場所場所場所場所 

①園部会場 ５月２４日～１１月２２日までの第２・４日曜日 

午後１時３０分～３時  場所：園部公民館 

②美山会場 ５月２０日～１１月１８日までの第１・３水曜日 

午後６時～７時３０分  場所：美山文化ホール 

●対象者対象者対象者対象者 南丹市・亀岡市・京丹波町在住の小学生・中学生・高校生 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ①参加教室（園部または美山）、②住所 ③氏名、④学校名、⑤学年、⑥連

絡先電話番号を記入の上、５月３１日（日）までにＦＡＸで下記申込・問合せ先へお

申し込みください。 

●受講料受講料受講料受講料 無料 ●主催主催主催主催 南丹将棋同好会 ●後援後援後援後援 南丹市教育委員会 

 

◇申込・問合せ先 南丹市将棋同好会（高坂）TEL・FAX（0771）62-2000 

平成平成平成平成２１２１２１２１年度国家公務員採用年度国家公務員採用年度国家公務員採用年度国家公務員採用ⅢⅢⅢⅢ種試験種試験種試験種試験（（（（高校卒業程度高校卒業程度高校卒業程度高校卒業程度））））    

 

職種 受験資格 申込受付期間 第１次試験日 試験地 

行政事務 

税務 

土木 

林業 

昭和６３年４月２日から

平成４年４月１日までに

生まれた者 

６月２３日（火）

～３０日（火） 

９月６日（日） 

京都市 

福知山市 

など 

※申込用紙、受験案内は５月１１日（月）から配布します。 

 

◇問合せ先 人事院近畿事務局 TEL 06-4796-2191 

美山美山美山美山かやぶきかやぶきかやぶきかやぶき美術館美術館美術館美術館『『『『春春春春まつりまつりまつりまつり』』』』のごのごのごのご案内案内案内案内    

  

恒例の春まつりを開催します。日本古来のかやぶき民家で、春の１日をゆったりと

お過ごしください。期間中は美術館周辺で模擬店開催、ピザ作り体験なども行います。 

●日時日時日時日時 ５月３日（日）～４日（月・祝） 午前１０時～午後４時 

●場所場所場所場所 美山かやぶき美術館（美山町島）とその周辺 

●入館料入館料入館料入館料 美山かやぶき美術館・郷土資料館 両館ともで５００円 

●展示展示展示展示コーナーコーナーコーナーコーナー 「岡山 夢咲村工房の木工クラフト・陶器展」 

        素朴でかわいい「幸せを呼ぶふくろう」は岡山ご当地の人気商品です。 

●体験体験体験体験コーナーコーナーコーナーコーナー 

○小石に思い思いの絵を描き色づけして、ストーンアートに挑戦 

  日時 ５月３日（日）午前１０時３０分～午後３時（随時受付） 

  材料費・指導料 大人800円（入館料含む）、小人（小学生以下）300円 

  指導 夢咲村工房 藤原美里 氏、あかね 氏 

○色とりどりのガラスで世界に一つしかないステンドグラスアクセサリー作り 

  日時 ５月４日（月・祝）１回目：午前１１時～ ２回目：午後２時～ 

  材料費・指導料 大人1,500円（入館料含む）、小人（小学生以下）1,000円 

   ※材料費はガラス１ピースの金額。チェーン・皮ひもなどは別料金が必要。 

指導 ギャラリー甚弥 青山優子 氏 

 

◇体験予約・問合せ先 美山かやぶき美術館 TEL（0771）75-1777 

           宮島振興会 TEL（0771）75-5100 

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    

 

＜ちびっこまつり＞ 

●日時日時日時日時 ５月５日（火・祝）午前１０時～午後３時 ●場所場所場所場所 こどもの広場など 

●催催催催しししし物物物物 金魚のつかみどり、歌のお姉さん、大道芸、乗り物コーナーなど 

＜５月のグラウンド・ゴルフのつどい＞ 

●日時日時日時日時 ５月１日（月例）、８日、１５日、２２日、２９日（各金曜日）午前９時～正午 

●場所場所場所場所 球技場 ●内容内容内容内容 グラウンド・ゴルフ、マレットゴルフなど ●参加料参加料参加料参加料 ２００円 

＜５月のスポーツデー＞ 

●日時日時日時日時 ５月１２日（火） ●場所場所場所場所 体育館 

●内容内容内容内容 午前９時～１１時３０分 卓球を楽しもう（３００円） 

    午後１時３０分～３時３０分 障がい者スポーツのつどい（無料） 

    午後６時～９時 スポーツの夕べ（３００円） 
 

◇問合せ先 京都府立丹波自然運動公園 TEL（0771）82-0560 FAX（0771）82-0480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



南丹市南丹市南丹市南丹市民民民民テニステニステニステニス大会大会大会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    

 

第３２回京都府民総合体育大会の南丹市代表選考会を兼ねた南丹市民テニス大会

を開催します。皆さんのご参加をお待ちしています。 

●日時日時日時日時 ６月７日（日） ※雨天の場合は、６月１４日（日）に延期。 

    午前９時 開会式（受付：午前８時３０分） 午前９時１５分 競技開始 

●場所場所場所場所 園部公園テニスコート ●種別種別種別種別 ①男子ダブルス、②女子ダブルス 

●競技上競技上競技上競技上のののの規定規定規定規定およびおよびおよびおよび試合方法試合方法試合方法試合方法、、、、注意事項注意事項注意事項注意事項 

（１）競技規定 日本テニス協会テニス規則に準ずる。 

（２）試合方法 ワンセットマッチ、６－６タイブレーク、ノーアドバンテージ 

（３）審判 ①セルフジャッジとします。②コートレフェリーは置きませんので、

マナーを守って試合進行をお願いします。③競技ルールなどは競技役員が

判断します。④試合前の練習は、サーブのみとします。 

（４）試合中の事故やけがについて、主催者は一切責任を負いません。 

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

●選考方法選考方法選考方法選考方法 本大会および府市町村テニス協会が主催する大会において、上位入賞

者の中から府民総体代表を選考することとします。 

●参加料参加料参加料参加料 １ペアにつき１，０００円 ●表彰表彰表彰表彰 成績優秀者に賞状などを授与。 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ６月４日（木）までに種別、住所、氏名、生年月日、連絡先を電話ま

たはＦＡＸで下記申込・問合せ先まで連絡の上、お申し込みください。※南丹市

に在勤・在学の方は、必要事項に勤務先または学校名を加えてください。 

●そのそのそのその他他他他 ６月７日（日）雨天の場合の実施などのお問い合わせは、園部町Ｂ＆Ｇ

海洋センター（TEL：68-0084）までお願いします。 

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

 

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

南丹市硬式南丹市硬式南丹市硬式南丹市硬式テニステニステニステニス教室教室教室教室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    

 

●日時日時日時日時 ６月７日（日）午前９時～正午 ※雨天の場合は、６月１４日（日）に延期。 

●場所場所場所場所 園部公園テニスコート ●対象者対象者対象者対象者 南丹市内に在住および在勤・在学者 

●参加料参加料参加料参加料 一人５００円 ●クラスクラスクラスクラス 初心者・初級・中級 

●指導者指導者指導者指導者 南丹市硬式テニス実行委員会メンバー 

●そのそのそのその他他他他 ・運動靴と運動のできる服装でお越しください。 

     ・ラケットをお持ちの方は、持参してください。お持ちでない方は、お

貸ししますので、お気軽にお申し出ください。 

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

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ６月４日（木）までにクラス、住所、氏名、連絡先を電話またはＦＡ

Ｘで下記申込・問合せ先まで連絡の上、お申し込みください。 

●そのそのそのその他他他他 ６月７日（日）雨天の場合の実施などのお問い合わせは、園部町Ｂ＆Ｇ

海洋センター（TEL：68-0084）までお願いします。 

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

 

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

ハートフルタウンハートフルタウンハートフルタウンハートフルタウン内林内林内林内林のののの宅地分譲現地案内会宅地分譲現地案内会宅地分譲現地案内会宅地分譲現地案内会のののの開催開催開催開催    

 

都市計画区域内の道路や公園、河川など公共施設を整備すると同時に個々の土地

について、より利用しやすくなるように土地の再配置を行い、健全な市街地の形成

を面的に整備する土地区画整理事業を推進しています｡今回、ハートフルタウン内林

では分譲地を直接確認いただくことと合わせて、マイホームのご提案プランなどの

相談を含めた宅地分譲の現地案内会を開催します。マイホームをお考えの皆さんの

ご家族おそろいでのご来場をお待ちしています。 

●日時日時日時日時  ５月２日（土）～３日（日）  午前１０時～午後４時 

●場所場所場所場所  園部町内林町地内（府道園部平屋線 内林信号東へ２００ｍ） 

●主催主催主催主催  内林町土地区画整理組合  ●後援後援後援後援 南丹市 

 

◇問合せ先  都市計画課 区画整理係 TEL（0771）68-0052 FAX（0771）63-0654 

２００９２００９２００９２００９美山美山美山美山サイクルロードサイクルロードサイクルロードサイクルロードをををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

トキめき国体（新潟県）の自転車ロードレースの京都府予選会を兼ねた２００９

美山サイクルロードを開催します。各種大会で活躍している北桑田高校生や地元

小・中学生もエントリーしています。沿道で大きなご声援をお願いします。 

●日時日時日時日時 ５月３１日（日）午前７時３０分～午後１時 

●場所場所場所場所 美山文化ホール前スタート・ゴール 

●交通規制交通規制交通規制交通規制 午前８時３０分から午後１時３０分ごろまで、会場周辺道路において

通行止・駐車禁止・横断禁止などの交通規制を行います。競技中の一般車両の通

行は、競技の順方向（美山文化ホール→宮脇→下平屋→九鬼ヶ坂→静原→文化ホ

ール）のみの一方通行となります。詳しくは、現場警察官および交通整理員の指

示に従ってください。※当日美山方面にお越しの方には、交通規制によりご迷惑

をお掛けしますが、ご理解ご協力をよろしくお願いします 

●そのそのそのその他他他他 大会当日は市営バスの運行時間などが一部変更になります。詳しくは下

記問合せ先までお問い合わせください。 

＜ボランティアスタッフ募集中＞ 

大会の運営にご協力いただけるボランティアスタッフを募集しています。 

●申込資格申込資格申込資格申込資格 高校生以上 ●内容内容内容内容 会場設営、交通整理など 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ５月８日（金）までに電話またはＦＡＸで氏名、住所、連絡先を 

２００９美山サイクルロード実行委員会事務局（美山支所地域総務課

内）までご連絡の上、お申し込みください。 

●そのそのそのその他他他他 スタッフには当日の昼食を用意します。 
 

◇問合せ先 美山支所地域総務課 TEL（0771）68-0040 FAX（0771）75-0801 

園部公民館講座園部公民館講座園部公民館講座園部公民館講座「「「「社会人英会話教室社会人英会話教室社会人英会話教室社会人英会話教室」」」」受講生募集受講生募集受講生募集受講生募集    

 

英会話に興味を持っておられる方、あいさつからのスタートです。異なる文化や

習慣を持った先生のもと、楽しく英会話の一歩を受講してみませんか。 

●日時日時日時日時 ５月１３日～７月１５日（毎週水曜日、全１０回） 

昼の部 午後２時～３時３０分 夜の部 午後６時～７時３０分 

●場所場所場所場所 南丹市園部公民館 ３階 小研修室 ●受講料受講料受講料受講料 ２，０００円（１０回分） 

●講師講師講師講師 外国人専任講師 ●定員定員定員定員 各教室１５人 

●対象者対象者対象者対象者 南丹市在住・在勤の２０歳以上の方 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ４月２８日（火）～５月１２日（火）の間に、住所、氏名、連絡先、

昼の部・夜の部ご希望を下記申込・問合せ先にご連絡の上、お申し込みください。 

 定員になり次第締め切らせていただきます。 

 

◇申込・問合せ先 園部公民館 TEL（0771）63-5820 

子子子子どもどもどもども体験活動体験活動体験活動体験活動ボランティアボランティアボランティアボランティアをををを募集募集募集募集しますしますしますします 

 

南丹市教育委員会では、市内在住の子どもたちを対象に、さまざまな自然体験や

農業体験活動を実施しています。この活動にボランティア（支援者）として参加し、

子どもたちと共に活動してくださる方を募集します。 

●活動内容活動内容活動内容活動内容 自然体験（ハイキング、キャンプなど） 

      農業体験（田植え、稲刈り、野菜の栽培など） 

●応募資格応募資格応募資格応募資格 子どもが好きでボランティア活動に関心のある方。※高校生以上 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ５月８日（金）までに、電話またはＦＡＸで、氏名、性別、生年月日、

住所、連絡先（携帯可）を下記申込・問合せ先にご連絡ください。 

※個人に関する情報は、活動案内の送付やボランティア保険の加入の際に使用します。 

●留意事項留意事項留意事項留意事項 ・活動の詳細は、その都度連絡します。 

      ・ご都合がつく場合だけの参加で結構です。 

      ・ボランティア保険の加入料は教育委員会で負担します。 

      ・食費や材料費などの実費を負担していただく場合があります。 

 

◇申込・問合せ先 社会教育課 社会教育係 TEL（0771）68-0057 FAX（0771）63-2850 
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５５５５月連休中月連休中月連休中月連休中のののの社会教育施設社会教育施設社会教育施設社会教育施設・・・・社会体育施設社会体育施設社会体育施設社会体育施設のののの休業日休業日休業日休業日 

 

５月の連休に伴う社会教育施設・社会体育施設の休業日は下記のとおりです。 

施設名 休業日 

公民館（園部･八木）、日吉町生涯学習センター、

美山文化ホール、各図書館（室）、 

市内小中学校体育施設、園部町内社会体育施設 

５月３日（日）～６日（水・祝） 

文化博物館 ５月４日（月・祝） 

※上記以外の社会教育･社会体育施設は、通常どおりです。 

 

◇問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 

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


