
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第９７号（３の１）平成２２年１月２２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 】 ・南丹市「地域づくり出前講座」を受け付けています 

・府職員出前語らい・専門職員派遣を受け付けています 

・南丹市職員採用試験を実施します（追加募集） 

・嘱託職員（山村留学センター指導員）を募集します 

・多重債務無料法律相談のご案内 

【 裏 】 ・町家フォーラム「考える街・園部＜旧山陰街道と町家の風景＞」 

・まちなか再発見！『そのべ本陣・冬』を開催します 

・新春講演会「２０１０年政治と経済の展望」のご案内 

・ゼミナールハウス スケッチ教室「冬の山里 スケッチの旅」 

・歴史・健康ウオーキング参加者を募集します 

・氷室の郷から赤味噌仕込み講習会のお知らせ 

・発達障害支援講座Ⅵ「相談・セッション事業の具体的事例のはなし」 

・なんたんテレビ番組表（２月１日～１５日） 

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

【 表 】 ・園部税務署から確定申告のお知らせ 

・所得税確定申告の相談会場のご案内 

・平成２１年度第６回「家族介護者教室」のご案内 

・第３回南丹市ボランティア交流会を開催します 

・献血・骨髄ドナー登録にご協力ください 

・２月の母子保健事業日程表 

・肝臓機能障がいに係る身体障害者手帳の申請について 

・文化博物館臨時休館と無料開放のお知らせ 

【 裏 】 ・第１３回日吉ダムマラソン大会の開催が決定！ 

・八木スポーツフォアオール休館のお知らせ 

・第６回南丹市民ボウリング交流大会を開催します 

・小学生卓球講習会の参加者を募集しています 

・第１９回かるた大会参加者募集 

     ・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 】 ・八木・美山図書室蔵書点検に伴う休館のお知らせ 

・読書ボランティア養成講座参加者募集 

・児童文学作家・富安陽子氏 講演会開催のお知らせ 

・「なんたにあんKids’カーニバル」参加者募集 

・『振り込め詐欺』にご注意ください！ 

・＜○○地域版お知らせ＞ 

嘱託職員嘱託職員嘱託職員嘱託職員（（（（山村留学山村留学山村留学山村留学センターセンターセンターセンター指導員指導員指導員指導員））））をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

平成２２年度南丹市嘱託職員を募集します。 

●●●●職種職種職種職種 山村留学センター指導員 ●●●●勤務場所勤務場所勤務場所勤務場所 美山山村留学センター 

●●●●賃金賃金賃金賃金 月額 ２３０，５００円  ●●●●募集人員募集人員募集人員募集人員 １人 ●●●●選考方法選考方法選考方法選考方法 面接による 

●●●●勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間 週５日（３８時間４５分）勤務 

休日：週２日（木曜日および交替制で他１日）※土・日は勤務 

午前６時～午前８時１５分と、午後４時３０分～午後１０時 

●●●●職務内容職務内容職務内容職務内容 山村留学センターで生活している児童約１０人の親代わりとなり、住

み込みで日常の生活指導と休日（土日）の指導。 

●●●●任用期間任用期間任用期間任用期間 平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日 

●●●●受付期間受付期間受付期間受付期間 １月２５日（月）～２月５日（金）の午前８時３０分～午後５時１５分 

※土・日曜日は除く。 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 上記受付期間に、下記の提出書類を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。 

●●●●提出書類提出書類提出書類提出書類 嘱託職員登録申込書（人事秘書課、各支所地域総務課に備え付けています） 

 

◇問合せ先 学校教育課 TEL（0771）68-0056 

府職員出前語府職員出前語府職員出前語府職員出前語らいらいらいらい・・・・専門職員派遣専門職員派遣専門職員派遣専門職員派遣をををを受受受受けけけけ付付付付けていますけていますけていますけています    

 

 京都府の重点施策や、福祉・環境など暮らしに身近なテーマについて、会議や集

会に府職員が伺い説明し、府民の皆さんと意見交換します。派遣費用は無料です。

申し込みは、希望日の４週間前までに下記申込・問合せ先にお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 京都府府民総合センター・相談センター TEL 075-414-4234 

南丹市南丹市南丹市南丹市「「「「地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり出前講座出前講座出前講座出前講座」」」」をををを受受受受けけけけ付付付付けていけていけていけていますますますます    

 

南丹市では、「地域づくり出前講座」を開催しています。この講座は市民の皆さ

んに市政へ関心を持っていただき、地域づくりに役立てていただくため、皆さん方

の会議や集会に市職員が伺い、市の事業や施策などについて説明するものです。 

出前講座を希望される場合は、希望日の３週間前までに下記申込・問合せ先にお

申し込みください。会場の手配やその経費、教材費が必要な場合は申込者の負担と

なります。 

詳しい内容やテーマは、南丹市ホームページの「南丹市地域づくり出前講座」に

掲載しています。または、下記申込・問合せ先にお問い合わせください。 

 

◇申込・問合せ先 情報推進課 TEL（0771）68-0019 

南丹市職員採用試験南丹市職員採用試験南丹市職員採用試験南丹市職員採用試験をををを実施実施実施実施しますしますしますします（（（（追加募集追加募集追加募集追加募集））））    

 

平成２１年度（平成２２年度採用）の職員採用試験（追加募集）を実施します。 

●募集内容募集内容募集内容募集内容 

職種 採用予定人数 受験資格 

保育士・ 

幼稚園教諭職 

２人程度 

昭和５５年４月２日～平成２年４月１日までに生まれ

た人で、「保育士資格」と「幼稚園教諭免許」の両方を

有する人（平成２２年３月末までに取得見込みを含む） 

※地方公務員法第１６条の規定による欠格条項（成年被後見人または被保佐人など）

に該当する人は、受験できません。 

●試験内容試験内容試験内容試験内容 

試験区分 試験日時 場所 試験科目 

第１次試験 

２月１４日（日） 

午前９時３０分～ 

午後３時３０分（予定） 

①教養試験（短大卒程度） 

②保育士専門試験 

③作文試験 

第２次試験 

３月７日（日） 

（時間は第１次試験合格者

に文書でお知らせします） 

南丹市役所 

口述試験（個別面接） 

●受験手続受験手続受験手続受験手続 

受験申込書

の配布など 

受験申込書および採用試験実施要項は、南丹市役所１号庁舎２階人事

秘書課で配布します。（配布期間は下記の受付期間内） 

※南丹市ホームページ（http://www.city.nantan.kyoto.jp/jinji.html）

からダウンロードも可能です。 

提出書類 

受験申込書、履歴書（写真貼付、自筆のもの）、最終学校卒業証明書ま

たは卒業見込書、成績証明書、資格を証明する書類（写）または取得

見込み証明書 

受付期間 ２月３日（水）まで（午前８時３０分～午後５時）※土・日曜日は除く。 

受付場所 

人事秘書課（南丹市役所１号庁舎２階）へ持参してください。 

※郵送での受付はしません。また、提出書類は返却しません。 

●採用予定日採用予定日採用予定日採用予定日 平成２２年４月１日 

 

◇問合せ先 人事秘書課 TEL（0771）68-0008  

多重債務無料法律相談多重債務無料法律相談多重債務無料法律相談多重債務無料法律相談のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

借金の返済でお悩みの方を対象に、弁護士が相談に応じます。借金問題は必ず解

決できます。まずはお問い合わせください。秘密厳守。相談無料。 

●●●●日時日時日時日時 ２月９日（火）、２３日（火）午後４時～７時（1人４５分以内） 

●●●●場所場所場所場所 園部公民館 

●●●●予約予約予約予約 開催日の前日までに下記問合せ先にお申し込みください。 
 

◇問合せ先 商工観光課 TEL（0771）68-0050 各支所 産業建設課 

南丹広域振興局 商工労働観光室 TEL（0771）23-4438 

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） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新春講演会新春講演会新春講演会新春講演会「「「「２０１０２０１０２０１０２０１０年政治年政治年政治年政治とととと経済経済経済経済のののの展望展望展望展望」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

●日時日時日時日時 １月２８日（木）午後２時～ ●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館 コスモホール 

●テーマテーマテーマテーマ 報道から見た、これが日本の姿！！「２０１０年政治と経済の展望」 

●講師講師講師講師 杉尾 秀哉 氏（ＴＢＳ特別解説委員） 

東京大学文学部社会学科卒業後、ＴＢＳに入社。報道畑一筋に活躍。｢ニュース

の森｣キャスター、ワシントン特派員、同支局長を経て、編成制作本部報道局編集

センター解説委員となる。現在、「みのもんたの朝ズバッ！」など多数出演中。 

●そのそのそのその他他他他 入場無料。事前申し込み不要。 

 

◇問合せ先 南丹市商工会 TEL（0771）42-5380 

歴史歴史歴史歴史・・・・健康健康健康健康ウオーウオーウオーウオーキングキングキングキング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    

 

今回は、御室成就山(２３６ｍ)の１周３．８㎞、四国八十八ヶ所の砂を納めた上にお堂

を建設された２時間あまりで巡拝できる「第３４回八十八ヶ所霊場めぐりコース」です。 

●●●●日程日程日程日程 ２月１４日（日）（雨天中止）※前日の夜のＮＨＫの天気予報で京都南部の

午前、午後の降水確率が５０％以上の時は中止とします。 

●●●●コ ー スコ ー スコ ー スコ ー ス  ＪＲ花園駅 ― 法金剛院 ― 府道花園停車場御室線 ― 仁和寺山門 

― 境内中門 ― 金堂 ― 西門 ― 八十八ヶ所一番札所 ― 仁和寺西門 

― 仁和寺休憩所 ― 山門 ― 妙心寺 ― ＪＲ花園駅（歩程約８ｋｍ） 

●●●●集合場所集合場所集合場所集合場所・・・・時間時間時間時間 ＪＲ花園駅改札口前  午前９時１０分 

※花園駅までＪＲ利用の場合 日吉7：52＝園部8：16＝八木8：24＝花園駅9：02着 

●●●●解散場所解散場所解散場所解散場所・・・・時間時間時間時間 ＪＲ花園駅改札口前 午後２時（予定） 

●●●●対象対象対象対象 １人で８ｋｍ以上歩ける方。（当日体調の悪い方、歩くのに付き添いが必要な方

はご遠慮ください）※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・汗ふきタオル・帽子・手袋 

●●●●費用費用費用費用 参加費３００円（保険代、資料代ほか ※会員は免除）、交通費各自負担 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ２月１２日(金)までに下記申込・問合せ先までご連絡ください。 

 ※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 

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・・・・冬冬冬冬』』』』をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

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

ぎと郷愁を覚えるこのかいわいで市民交流のイベントを開催します。（来場無料） 

●●●●日時日時日時日時 ２月１１日（木・祝）午前１０時～午後４時ごろ 

●●●●場所場所場所場所 そのべ本陣（元小林酒店）周辺（園部町本町） 

●●●●内容内容内容内容 親子でつくるジャンボ巻き寿司（参加費：大人３００円、子ども１００円） 

 ※事前申し込み必要（TEL 0771-62-0016 樋口・布安商店まで） 

蚤（のみ）の市、オープンカフェ 

●●●●後援後援後援後援 南丹市、南丹市教育委員会、南丹市商工会 

 

◇問合せ先 そのべ本陣（竹中） TEL（0771）62-0302 

氷室氷室氷室氷室のののの郷郷郷郷からからからから赤味噌仕込赤味噌仕込赤味噌仕込赤味噌仕込みみみみ講習会講習会講習会講習会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

赤味噌（みそ）を安心・安全な地元の米と大豆を使って自分の手で作ってみませんか！  

●●●●日時日時日時日時 ２月７日（日）午前９時３０分～正午  ●●●●体験料体験料体験料体験料 １，０００円 

●●●●場所場所場所場所    八木農村環境公園「氷室の郷」体験室 

●●●●内容内容内容内容 煮豆・こうじ・塩を混ぜて仕込みます。 

●●●●持持持持ちちちち物物物物 エプロン・三角巾・味噌を仕込む容器  

●●●●定員定員定員定員 １５人（定員になり次第締め切ります） 

※作った仕込み味噌を、５㎏以上家で熟成される方に限ります。（１㎏４００円） 

＜２月３日の節分には、氷室の郷特製“恵方巻き寿司”を巻きます＞ 

今年の恵方（西南西）に向かって巻き寿司を丸かぶりすると、福を呼び込むとい

います。“恵方巻き寿司”の予約注文を受け付けています。（１本３５０円） 

●●●●申込締切申込締切申込締切申込締切 １月３１日（日）  ●●●●引引引引きききき渡渡渡渡しししし ２月３日（水）午後 
 

◇申込・問合せ先 八木農村環境公園「氷室の郷」（月曜日定休） 

TEL（0771）43-1128 FAX（0771）43-2109 

ゼミナールハウスゼミナールハウスゼミナールハウスゼミナールハウス    スケッチスケッチスケッチスケッチ教室教室教室教室「「「「冬冬冬冬のののの山里山里山里山里    スケッチスケッチスケッチスケッチのののの旅旅旅旅」」」」    

 

厳しい季節の中で輝く美しい自然、山里の人々の温かい心と暮らし。あなたの感性

で冬の情景をスケッチブックに描きとめてください。初心者大歓迎！丁寧に指導します。 

●日程日程日程日程 ２月６日（土）～７日（日） ●スケッチスケッチスケッチスケッチ会場会場会場会場 美山・京北各所 

●指導指導指導指導 日本画家 藤原 玲子 先生 

●参参参参加費加費加費加費 ①１泊４食 １３，０００円 ②日帰り（昼食付）３，８００円 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 下記申込・問合せ先に電話でお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 京都府立ゼミナールハウス TEL（0771）54-0216 

町家町家町家町家フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム「「「「考考考考えるえるえるえる街街街街・・・・園部園部園部園部＜＜＜＜旧山陰街道旧山陰街道旧山陰街道旧山陰街道とととと町家町家町家町家のののの風景風景風景風景＞」＞」＞」＞」    

 

慣れ親しんだ暮らしの中の風景に、残していきたいものが数多くあります。園部

町新町から上本町にかけての旧山陰街道には町家が点在し、歴史と文化の香る城下

町の風景を残しています。身近な風景を地域の資産として生かし、街の創造を考え

る場（プラットフォーム）として、第２回町家フォーラムは創造的観光まちづくり

についての講演会を開催します。事前申し込みは不要です。気軽にお越しください。 

●●●●日時日時日時日時 第２回：２月１１日（木・祝）午後２時～３時３０分 

●●●●場所場所場所場所 合羽家旅館（園部町本町） ●●●●主催主催主催主催 にぎわいコンソーシアム園部、南丹市 

●●●●講師講師講師講師 宗田 好史 氏（京都府立大学生命環境学部准教授） 

●●●●演題演題演題演題 「生活者が楽しむ街の風景づくり」 

 

◇問合せ先 商工観光課 TEL（0771）68-0050 

南丹市情報センター なんたんテレビ（自主放送) 番組表 （２０１０年２月１日～２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 

 

ものづくり南丹文化伝承特別講演会 

財団法人冷泉家時雨亭文庫 

常務理事 冷泉貴実子氏  「伝統工芸と文様」 

    

２２２２月月月月２２２２日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

３日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

４日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

図書館だより ～２月新刊のご案内～ 

    

２２２２月月月月４４４４日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

５日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

６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 

    

２２２２月月月月６６６６日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

７日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・ ―   

８日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

９日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

    

 

南丹市議会議員一般選挙 開票速報 

【生中継】２２２２月月月月７７７７日日日日【【【【日日日日】】】】21212121時時時時～～～～（予定）    

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

農村ＭＰＩＳ施設 自主放送番組コンクール 

優秀賞 受賞作品 

「南丹市の祭  鳥羽八幡神社の秋祭り」 

    

２２２２月月月月９９９９日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１０日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１１日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

月イチきょうと府 

京都府の主要な施策や話題をお送りする情報番組 

    

２２２２月月月月１１１１１１１１日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１２日（金）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１３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 

    

２２２２月月月月１３１３１３１３日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１４日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１５日（月） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１６日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

テレビ週報 

（毎日）11：00／14：00／番組の後ろ（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（変更あり） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★ 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 

情報センターホームページをご覧ください。 

★ 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 

発達障害支援講座発達障害支援講座発達障害支援講座発達障害支援講座ⅥⅥⅥⅥ「「「「相談相談相談相談・・・・セッションセッションセッションセッション事業事業事業事業のののの具体的事例具体的事例具体的事例具体的事例のはなしのはなしのはなしのはなし」」」」    

 

●●●●日時日時日時日時 ２月１９日（金）午前１０時～正午（受付：９時３０分～） 

●●●●場所場所場所場所    京都府南丹保健所 ＡＢＣ会議室 ●●●●参加費参加費参加費参加費 正会員 無料、一般 １，０００円 

●●●●講師講師講師講師 灘 裕介 氏（有限会社あーと・ねっと 作業療法士） ●●●●定員定員定員定員 ８０人 

●●●●後援後援後援後援 南丹保健所、南丹教育局、南丹市、亀岡市、京丹波町 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ２月１８日（木）までに氏名、連絡先を電話またはＦＡＸで下記申込・

問合せ先に連絡の上、お申し込みください。なお、託児ルーム（有料：５００円）

の利用を希望される場合は、２月１２日（金）までに予約してください。 
 

◇申込・問合せ先 ＮＰＯ法人発達障害を考える会 ぶどうの木 TEL・FAX（0771）63-0351 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第９７号（３の２）平成２２年１月２２日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

―申告は、正しく、自分で書いて、お早めに！納税は、期限内に！― 

 

 平成２１年分の申告と納税について、所得税および贈与税は３月１５日（月）まで、

消費税および地方消費税は３月３１日（水）までです。期限間近になると税務署は大変

混雑し、長時間お待ちいただくことが予想されます。申告は、正しく、自分で書いて、

お早めに提出してください。また、納税には安心・便利・確実な「振替納税」をご利用

ください。なお、園部税務署は確定申告期間中を含むすべての土、日、祝日は閉庁して

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

＜税務署に行かずに、自宅で簡単に申告書が作成できます！＞ 

 国税庁ホームページでは、自宅で簡単に申告書が作成できる「確定申告書等作成

コーナー」を設けていますので、ぜひご利用ください。なお、作成した申告書は、

郵送などにより提出していただくと、税務署に行く必要がなく便利です。また、あ

らかじめ登録すれば、自宅からインターネットを通じて申告や納税などを行うこと

ができる「ｅ－Ｔａｘ（国税電子申告・納税システム）」のサービスも提供しています。 

●国税庁国税庁国税庁国税庁ホームページホームページホームページホームページ    http://www.nta.go.jp 

 

◇問合せ先 園部税務署 TEL（0771）62-0340 

第第第第３３３３回南丹市回南丹市回南丹市回南丹市ボランティアボランティアボランティアボランティア交流会交流会交流会交流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    

 

●日時日時日時日時 ３月２０日（土）午前１０時３０分～午後３時（受付：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 ●参加費参加費参加費参加費 ２００円 

●内容内容内容内容 午前１０時３０分～全体会（アトラクション、レクリエーション、サークル発表） 

    午後１時～分科会（コーディネーターを交え意見交換） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ２月２６日（金）までに下記申込・問合せ先に電話でお申し込みください。 

●主催主催主催主催 南丹市社会福祉協議会ボランティアバンク運営委員会 ●後援後援後援後援 南丹市 

 

◇申込・問合せ先 南丹市社会福祉協議会 本所 TEL（0771）72-0950，72-3220 

          各支所 TEL 園部（0771）62-4125 八木（0771）42-5480 

                 日吉（0771）72-0947 美山（0771）75-0020 

献血献血献血献血・・・・骨髄骨髄骨髄骨髄ドナードナードナードナー登録登録登録登録にごにごにごにご協力協力協力協力くださいくださいくださいください    

 

赤十字血液センターの採血車による献血と骨髄ドナー登録会を実施します。 

人の生命を救える大切な献血。多くの方のご協力をお願いします。 

日時 場所 

１月２６日（火） 
午前１０時～１１時３０分 

午後０時３０分～３時３０分 
京都府園部総合庁舎 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

２２２２月月月月のののの母子保健事業日程表母子保健事業日程表母子保健事業日程表母子保健事業日程表    

 

日程 事業名 対象（月齢など） 場所 

２月 ５日（金） 乳児後期健診 平成２１年３月生 

２月 ８日（月） 

２歳５カ月児健康

相談 

平成１９年８月７日

～８月２２日生 

２月１２日（金） 乳児前期健診 平成２１年１０月生 

２月１５日（月） 母親教室 妊婦 

２月１９日（金） ３歳５カ月児健診 平成１８年８月生 

２月２３日（火） 離乳食教室 

生後４カ月～１歳 

ごろの乳児と保護者 

２月２５日（木） １歳８カ月児健診 平成２０年５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 TEL（0771）68-0016 

平成平成平成平成２１２１２１２１年度第年度第年度第年度第６６６６回回回回「「「「家族介護者教室家族介護者教室家族介護者教室家族介護者教室」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

認知症介護についての講演会を開催します。お誘い合わせの上、ご参加ください。 

●●●●日時日時日時日時 ３月６日（土）午後１時３０分～３時３０分 

●●●●場所場所場所場所 日吉市民センター 大ホール（市役所日吉支所 ４階） 

●●●●講師講師講師講師 藤川 幸之助 氏（詩人・児童文学作家） 

●●●●演題演題演題演題 「支える側が支えられるとき～認知症の母が教えてくれたこと～」 

●●●●そのそのそのその他他他他 参加費無料。事前申し込み不要。当日会場に直接お越しください。 

 

◇問合せ先 南丹市社会福祉協議会 本所 TEL（0771）72-0950 

文化博物館臨時休館文化博物館臨時休館文化博物館臨時休館文化博物館臨時休館とととと無料開放無料開放無料開放無料開放のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

南丹美術工芸教育展・南丹工芸文化祭が１月３０日（土）・３１日（日）に開催さ

れます。これに伴い、会場となる文化博物館では、展示準備および撤収などに必要

な下記の期間、臨時休館とさせていただきます。 

なお、美術工芸教育展・工芸文化祭の開催期間中は入館無料となります。 

●●●●休館期間休館期間休館期間休館期間 １月２５日（月）～２９日（金） 

      ２月８日（月）～１２日（金）※月曜日・祝日は通常休館日です。 

●●●●南丹美術工芸教育展南丹美術工芸教育展南丹美術工芸教育展南丹美術工芸教育展 １月３０日（土）・３１日（日） 

●●●●南丹工芸文化祭南丹工芸文化祭南丹工芸文化祭南丹工芸文化祭   １月３０日（土）～２月７日（日） 

 

◇問合せ先 文化博物館 TEL（0771）68-0081 

肝臓機能障肝臓機能障肝臓機能障肝臓機能障がいがいがいがいにににに係係係係るるるる身体障害者手帳身体障害者手帳身体障害者手帳身体障害者手帳のののの申請申請申請申請についてについてについてについて    

 

平成２２年４月１日から、肝臓機能に障がいがあり、国の定める認定基準を満た

す方に対しては、身体障害者手帳が交付されることとなりました。該当される方は

下記の要領で申請手続きをしてください。 

●●●●手帳交付対象者手帳交付対象者手帳交付対象者手帳交付対象者 次の（１）または（２）に該当する方 

（１）認定基準に該当する肝臓機能障がいのある方 

（２）肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方 

●●●●認定基準認定基準認定基準認定基準    主として肝臓機能障がいの重症度分類であるＣｈｉｌｄ－Ｐｕｇｈ

（チャイルド・ピュー）分類（※注１）によって判定します。３カ月以上グレードＣ

（※注２）に該当する方が、おおむね身体障害者手帳の交付対象となります。た

だし、診断前の６カ月間にアルコールを摂取している方などは対象となりません。 

※注１：Ｃｈｉｌｄ－Ｐｕｇｈ（チャイルド・ピュー）分類とは、肝性脳症、

腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値

によって肝臓機能障がいの重症度を評価します。 

※注２：グレードＣとは、一般的には肝硬変が重症化し、非代償期（症状が現

れる段階）に至った状態です。 

●●●●申請手続申請手続申請手続申請手続 申請書、診断書、写真（縦４㎝×横３㎝）を社会福祉課または各支所

健康福祉課へ提出してください。なお、診断書は身体障害者手帳指定医が作成し

たものに限り、様式は提出先の各窓口に備え付けています。 

●●●●申請受付申請受付申請受付申請受付 ２月１日（月）から開始  ●●●●手帳手帳手帳手帳のののの交付交付交付交付 ４月１日以降 

 

◇申込・問合せ先 社会福祉課 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 

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

  

市民税などの申告や相談と合わせて、所得税の確定申告についての相談・受付を下記

のとおり実施します。申告会場が大変混雑し、ご迷惑をお掛けしますがご協力ください。 

●●●●期間期間期間期間 ２月１６日（火）～３月１５日（月）※ただし、土・日曜日は除く。 

●●●●時間時間時間時間 午前８時３０分～午後５時１５分（正午～午後１時を除く） 

●●●●場所場所場所場所 園部会場：南丹市役所本庁 ２号庁舎 １階 １０１会議室 

八木会場：南丹市役所八木支所 １階 市民ルーム 

    日吉会場：南丹市役所日吉支所 ２階 申告会場 

美山会場：美山文化ホール ２階 第１会議室 

＜市・府民税、国民健康保険税の申告について＞ 

 市・府民税、国民健康保険税の申告は、所得税の申告が不要な方も金額の多少に

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

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

 ただし、所得税の確定申告をした方や、給与所得のみで年末調整した給与支払報

告を市に提出されている方、公的年金などを受給されている方は、市・府民税の申

告は必要ありません。なお、市・府民税申告書を請求される方、社会保険料控除、

生命保険、地震保険などの控除（市・府民税）を受けるため申告を必要とされる方

はお手数ですが下記問合せ先へお越しください。 

 

◇問合せ先 税務課 TEL（0771）68-0004 

各支所 地域総務課 TEL 八木（0771）68-0020 

 日吉（0771）68-0030 美山（0771）68-0040 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学生卓球講習会小学生卓球講習会小学生卓球講習会小学生卓球講習会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ていますしていますしていますしています    

 

小学生への卓球の普及と技術の向上を目的に講習会を開催します。卓球の基本を

学び楽しくゲームができるようになることを目指して、初めて卓球をしようと思う

人、もっと上手になりたい人、どんなスポーツか興味のある人を対象に開催します。 

●●●●日時日時日時日時 ２月２１日（日）午前９時３０分～正午 ●●●●指導者指導者指導者指導者 南丹市卓球協会 

●●●●場場場場所所所所 園部海洋センター（Ｂ＆Ｇ）体育館（TEL 0771-68-0084） 

●●●●対象者対象者対象者対象者 南丹市内の小学生 ●●●●参加費参加費参加費参加費 １人１００円（当日受付にて徴収します） 

●●●●準備物準備物準備物準備物 運動できる服装、体育館シューズ（ラケット・ピン球などは用意します） 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ２月１２日（金）までに、下記申込先に備え付けの卓球講習会参加申

込書によりお申し込みください。電話、ＦＡＸでお申し込みの場合は「住所・氏

名・性別・小学校名・学年・連絡先（電話番号）」などを下記へご連絡ください。

なお、講習会当日に認印をご持参の上、参加申込書を提出してください。 

 

◇申込・問合せ先 

平日（月～金）：社会教育課 TEL（0771）68-0057 FAX（0771） 63-2850 

休日（土・日）：園部海洋センター（Ｂ＆Ｇ） TEL（0771）68-0084 

八木八木八木八木スポーツフォアスポーツフォアスポーツフォアスポーツフォアオールオールオールオール休館休館休館休館のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

設備改修工事に伴い、八木スポーツフォアオールを次のとおり休館します。 

なお、ほかの社会体育施設（八木運動公園、八木西地区コミュニティ公園、八木

文覚ふれあい公園）の受付業務は平常通り行います。 

●●●●対象施設対象施設対象施設対象施設 八木スポーツフォアオール（浴場、トレーニングルームなど） 

●●●●期間期間期間期間 ２月１８日（木）～３月１１日（木） 

 

◇問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 

八木スポーツフォアオール TEL（0771）42-5366 

第第第第６６６６回南丹市民回南丹市民回南丹市民回南丹市民ボウリングボウリングボウリングボウリング交流大会交流大会交流大会交流大会をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

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

に第６回南丹市民ボウリング交流大会を開催します。どなたでも気軽にご参加ください。 

●●●●日時日時日時日時 ２月２０日（土）午後８時開始（受付：午後７時３０分～） 

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

●●●●競技方法競技方法競技方法競技方法 １人３ゲームトータルピンで順位決定。性別、年齢によってハンディあり。 

●●●●参加資格参加資格参加資格参加資格 １８歳以上の南丹市内在住、在勤者（高校生は不可） 

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

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ２月１５日（月）午後５時までに、電話またはＦＡＸで「住所・氏名・

年齢・性別・連絡先（電話番号）」などを下記へご連絡の上、お申し込みください。 

●●●●そのそのそのその他他他他    優勝者にトロフィ（持ち回り）を授与。主催者で参加者全員に賞品を準備。

会場への道中ならびに競技中の負傷について、主催者は一切の責任を負いません。 

●●●●主催主催主催主催 南丹市ボウリングクラブ ●●●●後援後援後援後援 南丹市教育委員会、南丹市体育協会 

 

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

大会参加の申込先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 FAX（0771）63-2850 

第第第第１３１３１３１３回日吉回日吉回日吉回日吉ダムマラソンダムマラソンダムマラソンダムマラソン大会大会大会大会のののの開催開催開催開催がががが決定決定決定決定！！！！    

 

日吉ダム周辺の美しい景観や自然にふれて自然環境の大切さを再認識するととも

に、参加者それぞれが自分の体力に合ったコースを走破し、体力づくりをしながら

親睦を図り、お互いの気持ちをリフレッシュすることと合わせ、市内外の住民との

交流を深める機会として「日吉ダムマラソン大会」を開催します。 

●●●●期日期日期日期日 ４月２５日（日）午前１１時スタート 

●●●●コースコースコースコース 日吉ダム周辺コース 府民の森ひよしスタート・ゴール 

種目 部 種別 備考 

１ 男子４０歳未満 １８歳以上、高校生不可 

２ 男子４０歳代  

３ 男子５０歳代  

４ 男子６０歳以上  

５ 女子４０歳未満 １８歳以上、高校生不可 

６ 女子４０歳代  

ハーフマラソン 

（参加料：３，０００円／人） 

７ 女子５０歳以上  

８ 男子 高校生以上 １０㎞ロードレース 

（参加料：２，０００円／人） 
９ 女子 高校生以上 

１０ 中学生男子  

１１ 中学生女子  

１２ 小学生男子  

３㎞ロードレース 

（参加料：１，０００円／人） 

１３ 小学生女子  

ファミリーレース（３㎞） 

（参加料：１，０００円／人） 

１４ ファミリー 幼児は同伴者が必要 

※申込受付後、いかなる場合も参加料の返金はできません。 

●●●●表彰表彰表彰表彰 ・各種目６位まで表彰します。 

・完走者全員に、当日会場で記録証を発行します。 

    ・参加者全員に参加賞をお渡しします。 

●●●●申込申込申込申込締切締切締切締切 ３月５日（金） 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法    南丹市役所、各支所および関係機関に設置している既定の申込用紙ま

たは電話、ＦＡＸ、インターネット、携帯サイトでお申し込みください。（参加料

のほかに申し込み手数料、振込手数料などがかかります）申し込み締め切り後、

実行委員会事務局より詳細事項を通知します。 

＜ランテスによる申し込み＞ 

・インターネット・携帯サイト http://runnet.jp/ 

＜スポーツエントリーによる申し込み＞ 

・インターネット・携帯サイト http://www.sportsentry.ne.jp 

・TEL 0570-037-846（平日 午前１０時～午後５時３０分、祝日除く） 

・FAX 0120-37-8434 

 

◇申し込みに関する問合せ先 日吉ダムマラソン大会エントリーセンター 

TEL 0794-70-8200（平日 午前９時～午後５時、祝日除く） 

〒675-1395 兵庫県小野市王子町800番地1 小野商工会館1階 

 

――――日吉日吉日吉日吉ダムマラソンボランティアスタッフダムマラソンボランティアスタッフダムマラソンボランティアスタッフダムマラソンボランティアスタッフ大募集大募集大募集大募集！！！！――――    

日吉ダムマラソン実行委員会では、大会当日にボランティアスタッフとして参加して

いただける方を募集しています。毎年、多くのランナーが参加するこの大会には、市民

の皆さんの協力が必要不可欠となります。全国各地から参加されるランナーと一緒に大

会を盛り上げて、感動を共に味わいましょう。今年はスタッフジャンパー復活です！ 

●●●●内容内容内容内容 給水係・監察係・受付係・駐車場係など ●●●●申込資格申込資格申込資格申込資格 高校生以上（住所不問） 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 郵便、ＦＡＸ、Ｅメールなどで「氏名・ふりがな・年齢・性別・郵便

番号･住所・連絡先（電話番号）・特記事項」などを明記の上、２月２８日（日）

までに下記の日吉ダムマラソン実行委員会事務局へお申し込みください。 

●●●●そのそのそのその他他他他 ①スタッフには、スタッフジャンパーおよび当日の昼食を用意します。 

②４月中旬に事前打ち合わせ会議を開催しますので出席をお願いします。 

 

◇ボランティアスタッフ申込・大会に関する問合せ先 

日吉ダムマラソン実行委員会事務局（社会教育課内） 

TEL（0771）68-0057 FAX（0771）63-2850 

Ｅメール be-syakai@city.nantan.kyoto.jp 

〒622-8651 南丹市園部町小桜町47 

第第第第１９１９１９１９回回回回かるたかるたかるたかるた大会参加者募集大会参加者募集大会参加者募集大会参加者募集    

 

園部町文化協会主催の「かるた大会」を今年も開催します。小倉百人一首が奏でる五・

七・五・七・七の「雅（みやび）」の世界の言葉に、慌ただしい時間を忘れ、楽しいひと

ときを過ごしませんか。３人１組で源平に分かれて対戦する「源平戦」と数人でかるた

を取り合う「チラシ」の二つの部門を行います。源平戦に１～２人で申し込みをされた

場合でも、他の申込者とチーム編成をして対戦を行いますので、気軽にご参加ください。 

●●●●日時日時日時日時 ２月６日（土）午後１時３０分～（受付：午後１時～） 

●●●●場所場所場所場所 園部公民館 ２階 和室  ●●●●参加費参加費参加費参加費 無料 

●●●●参加対象参加対象参加対象参加対象 南丹市在住・在勤・在学の方（応援だけでも大歓迎です） 

●●●●賞品賞品賞品賞品 「源平の部」「チラシの部」の各１位に特別賞を授与します。 

●●●●申申申申しししし込込込込みみみみ 当日参加も受け付けますが、準備の都合上、事前申し込みをお願いします。 

 

◇申込・問合せ先 園部町文化協会事務局（園部公民館内） 

          TEL（0771）63-5820 FAX（0771）63-5840 

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かかからのおらのおらのおらのお知知知知らせらせらせらせ    

 

＜グラウンド・ゴルフ大会＞ 

●●●●日時日時日時日時 ３月１６日（火）午前９時～  ●●●●場所場所場所場所 陸上競技場、補助競技場 

●●●●対象者対象者対象者対象者 どなたでも ●●●●定員定員定員定員 ２４０人 ●●●●参加料参加料参加料参加料 １,５００円（弁当、茶付き） 

●●●●内容内容内容内容 ６ラウンドの個人戦 

●●●●申申申申しししし込込込込みみみみ ３月８日（月）までにはがきまたはＦＡＸで「住所、氏名、生年月日」

を記入の上、下記申込・問合せ先へお申し込みください。 

＜グラウンド・ゴルフのつどい＞ 

●●●●日時日時日時日時 ２月５日（月例会）、１２日、１９日、２６日（各金曜日）午前９時～正午 

●●●●場所場所場所場所 球技場  ●●●●参加料参加料参加料参加料 ２００円（当日受付） 

＜スポーツを楽しもう＞ 

●●●●日時日時日時日時 ２月９日（火）（毎月第２火曜日、当日受付）  ●●●●場所場所場所場所 体育館 

●●●●内容内容内容内容 午前９時～ 卓球を楽しもう（３００円） 

    午後１時３０分～ 障害者スポーツのつどい（無料） 

    午後６時～ スポーツの夕べ（３００円） 

＜２月のスポーツを楽しむ日＞ 

●●●●日時日時日時日時 ２月１０日、１７日、２４日（各水曜日）  ●●●●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 軽スポーツ（卓球、ソフトバレーボールなど） 

    午後１時３０分～４時 テニス  ●●●●参加料参加料参加料参加料 ３００円 

 

◇申込・問合せ先 丹波自然運動公園 TEL（0771）82-0560 FAX（0771）82-0480 

〒622-0232 船井郡京丹波町曽根崩下代110－7 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第９７号（３の３）平成２２年１月２２日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「なんたにあんなんたにあんなんたにあんなんたにあんKidsKidsKidsKids’’’’カーニバルカーニバルカーニバルカーニバル」」」」参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

 

 子どもたちが多文化体験を通じて国際交流を楽しみ親しむ機会としての国際交流

イベントを開催します。海外旅行気分で「なんたにあんパスポート」を持って、南

丹市在住の外国人の方々の協力を得て用意する各国ブースで遊びや文化を体験し、

歌やゲームを楽しみませんか。おやつコーナーもあります。事前申し込みは不要で

すので、当日会場へお越しください。 

またイベントを一緒につくり盛り上げていくお手伝いをしていただける中学生以

上のボランティアスタッフも募集中です！ 

●●●●日時日時日時日時    ２月２８日（日）午後１時～４時 

●●●●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館 １階 イベントホール 

●●●●対象対象対象対象 子ども～一般（幼児～小学生低学年の参加は保護者同伴でお願いします） 

●●●●参加費参加費参加費参加費 ３００円（おやつ代を含む） 

●●●●共催共催共催共催 南丹市国際交流協会、南丹市情報センター 

 

◇問合せ先 南丹市国際交流協会事務局（電話受付：火・水・木曜日 正午～午後４時） 

TEL（0771）63-1840 FAX（0771）63-1841 

Ｅメール nantania@cans.zaq.ne.jp 

『『『『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 

読書読書読書読書ボランティアボランティアボランティアボランティア養成講座参加者募集養成講座参加者募集養成講座参加者募集養成講座参加者募集    

 

絵本の読み語りなどの基礎から学べる研修会を開講します。 

日程 場所 

第１回 ２月２４日（水） 八木公民館 ２階 集会室 

第２回 ３月 ３日（水） 日吉町生涯学習センター ２階 会議室 

第３回 ３月１０日（水） 美山文化ホール 会議室 

第４回 ３月１７日（水） 

午前１０時 

～正午 

文化博物館 １階 ロビー 

●●●●講師講師講師講師    仲野 恵子 氏（福知山市 みかんの木文庫主宰） ●●●●定員定員定員定員    ３０人 

●●●●募集期間募集期間募集期間募集期間    １月２６日（火）から（受付順、定員になり次第締め切ります） 

●●●●参加資格参加資格参加資格参加資格    原則として南丹市内在住で、おおむね４回すべて参加が可能な方 

●●●●そのそのそのその他他他他        参加費無料。動きやすい服装でご参加ください。 

 

◇申込・問合せ先 中央図書館 TEL（0771）68-0080 

児童文学作家児童文学作家児童文学作家児童文学作家・・・・富安陽子氏富安陽子氏富安陽子氏富安陽子氏    講演会開催講演会開催講演会開催講演会開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

平成２１年度文部科学省「子ども読書の街づくり」推進事業により、「ムジナ探偵

局」シリーズや「やまんばあさん」などの作品でおなじみの児童文学作家・富安陽

子氏による講演会を開催します。 

●●●●日時日時日時日時 ２月２０日（土） 午後１時３０分～３時３０分 

●●●●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館 コスモホール  ●●●●参加費参加費参加費参加費 無料 

●●●●講師講師講師講師 富安 陽子 氏（児童文学作家） 

●●●●定員定員定員定員 １５０人 ※入場整理券を最寄りの図書館にて配布します。 

●●●●募集期間募集期間募集期間募集期間    １月２６日（火）から（受付順、定員になり次第締め切ります） 

●●●●参加資格参加資格参加資格参加資格    原則として南丹市内在住の方  ●●●●主催主催主催主催 南丹市立図書館    
 

◇問合せ先 中央図書館 TEL（0771）68-0080 

八木八木八木八木・・・・美山図書室蔵書点検美山図書室蔵書点検美山図書室蔵書点検美山図書室蔵書点検にににに伴伴伴伴うううう休館休館休館休館のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

２月１日（月）～５日（金）の間、八木図書室・美山図書室は共に、蔵書点検に

伴い休館します。ご不便をお掛けしますが、ご理解いただきますようお願いします。 

●●●●期間期間期間期間    ２月１日（月）～５日（金） 

●●●●対象館対象館対象館対象館 八木図書室、美山図書室（中央・日吉は通常通り開館） 

     ※期間中、八木・美山では返却のみ取り扱います。 

 

◇問合せ先 中央図書館 TEL（0771）68-0080 八木図書室 TEL（0771）68-0027 

日吉図書室 TEL（0771）68-0036 美山図書室 TEL（0771）68-0046 

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


