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お知らせ
園部公民館および八木公
民館の休館について
園部公民館および八木公民
館については、平成27年度
に実施した施設の耐震診断の
結果を踏まえ、次のとおり貸
館事業を休止することとしま
したのでお知らせします。
皆さんには大変ご不便、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。
＜園部公民館大ホール＞
園部公民館大ホールについ
ては、Is値が0.3未満のため、
４月１日から閉鎖します。
＜園部公民館エントランス、
研修棟および八木公民館＞
園部公民館のエントラン
ス、研修棟および八木公民館
に つ い て は、Is値 が0.3以 上
0.6未満のため、平成29年３
月31日をもって休館します。
問 社会教育課
ＴＥＬ（0771）
68-0057

木造住宅耐震化支援事業の交付対象募集について
木造住宅耐震診断士派遣事業および木造住宅耐震改修費補助
金交付事業の交付対象を募集をしています。
＜木造住宅耐震診断士派遣事業＞
●対象住宅 次の①②の条件を満たす住宅
①昭和56年５月以前に建築された一戸建の木造住宅であること
②延床面積の２分の１以上が住居として使用されていること
●実負担額 3,000円
※費用53,000円のうち、50,000円を市が負担します
●申込方法 住宅課および各支所に備え付けの申込書、
「 誰でも
できるわが家の耐震診断」、建築年および所有者が確認できる
ものをそろえて住宅課に提出してください。
※建築年および所有者が確認できるものとは、建築確認検査
済証、登記事項証明書、固定資産税課税明細書（写し）、固
定資産評価証明書など
＜木造住宅耐震改修費補助金交付事業＞
「耐震改修工事の場合」
●対象住宅 南丹市木造住宅耐震診断士派遣事業が実施された
住宅で、その耐震診断の評点が0.7未満の住宅であって、評点
を0.7以上に向上させる改修工事を実施した住宅
●補助金交付額 改修設計費および改修事業費に４分の３を乗
じて得た額（上限90万円）
●減税措置 評点を1.0以上に向上させる耐震改修は、所得税額
の特別控除を受けることができます。
「簡易耐震改修工事の場合」
●対象住宅 次の①〜③全ての条件を満たす住宅
①昭和56年５月以前に建築された一戸建の木造住宅であること
②延床面積の２分の１以上が住居として使用されていること
③屋根の軽量化、または耐震診断士が評点が向上すると認めた
対象工事を実施した住宅であること
●補助金交付額 改修設計費および改修事業費に４分の３を乗
じて得た額（上限30万円）
「共通事項」
・補助金の交付を受けるためには、事前相談の上で、申請（必要
書類を添付）が必要です。
・詳細はお問い合わせください。
問 住宅課 ＴＥＬ（0771）
68-0062
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第246号
info@city.nantan.kyoto.jp

1

春の全国交通安全運動に
ついて
「春の全国交通安全運動」を
実施しています。
家庭や学校、職場などで交
通安全について話し合ってい
ただき、交通ルールの遵守と
正しい交通マナーの実践をお
願いします。
●実施期間 ４月６日（水）〜
15日（金）
・交通事故死ゼロを目指す
日：４月10日（日）
・子どもの交通事故防止推進
日：４月11日（月）
●運動スローガン
「無事故への スタートラ
イン 停止線」
●運動重点 運動の基本：子
どもと高齢者の交通事故防
止
・自転車の安全利用の推進
（特に自転車安全利用5則
の周知徹底）
・後部座席を含めた全ての座
席のシートベルトとチャイ
ルドシートの正しい着用の
徹底
・飲酒運転の根絶
・歩行者の安全な通行の徹底
・二輪の事故防止
●自転車安全利用５則
１．自転車は、車道が原則、
歩道は例外
２．車道は左側を通行
３．歩道は歩行者優先で、車
道寄りを徐行
４．安全ルールを守る
・飲酒運転、二人乗り、並進
の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時
停止、安全確認
５．子どもはヘルメットを着
用
問 総務課
ＴＥＬ（0771）
68-0002
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後期高齢者医療保険料率が決定しました
＜保険料の計算方法＞
京都府における平成28年度の年額保険料は、次式により求め
ることができます。
・京都府の保険料（年額）
【限度額：57万円】＝
均等割額【被保険者１人当たり48,220円】＋所得割額【（総所
得金額等−基礎控除額（33万円））×京都府の所得割率9.61
％】
＜所得の低い方の軽減措置＞
●均等割額の軽減 所得の低い方は、世帯（被保険者全員と世帯
主）の所得合計に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
総所得金額等（被保険者全員＋世帯主）が
次の基準を超えない世帯

軽減割合

8.5割軽減の対象となる世帯のうち、被保険者全員
が年金収入80万円以下（その他の各種所得がない）
の世帯の方
基礎控除額（33万円）

9割
8.5割

基礎控除額（33万円）＋26.5万円×被保険者の数

5割

基礎控除額（33万円）＋48万円×被保険者の数

2割

※年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方につ
いては、公的年金等に係る所得金額から15万円が控除され
ます。
※専従者給与（控除）および譲渡所得の特別控除の税法上の規
定は適用されません。
※被保険者の数は、賦課期日（原則４月１日。年度途中に資格
取得した場合は資格取得日）時点の人数です。
●所得割額の軽減 所得割額の算定に係る基礎控除後の総所得
金額等が58万円以下の方について、所得割額が5割軽減されま
す。
＜被扶養者であった方の軽減措置＞
制度加入の前日まで会社の健康保険や協会けんぽ、共済組合
の被扶養者であった方は、所得割は掛からず、均等割額が9割軽
減されます。
※国民健康保険や国民健康保険組合の加入者は該当しません。
問 保健医療課 ＴＥＬ（0771）
68-0011

当事者団体活動に助成金
を交付します
南丹市内で活動する当事者
団体の充実、発展のため、赤
い羽根共同募金を財源に活動
に必要な資金を助成します。
※「当事者団体」とは、同じハ
ンディキャップのある方々
が、悩みや問題を共有し、
問題の解決を図ることを目
的に組織されたグループを
いいます。ただし、指定助
問 ＝申込・問合せ先

成 団 体（ 各 町 介 護 者 の 会、
南丹市身体障害者福祉会、
精神保健福祉推進家族会、
難聴者の会）は除きます。
●対象団体 市内で活動する
当事者団体
●対象経費 ４月１日〜平成
29年３月31日の間に、活
動資金として要する費用の
うち、①謝金、②旅費交通
費、③消耗品費、④研修費、
⑤印刷製本費、⑥通信運搬
費、⑦賃借料、⑧備品購入
ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

費および⑨その他必要と認
める経費
●助成金額
構成人数
３〜19人
20〜49人
50〜99人
100〜499人
500人以上

助成額
（上限）
２万円
５万円
10万円
20万円
30万円

●申請期間 ４月15日（金）
〜５月16日（月）
●申請方法 所定の申請用紙
（申請窓口に備え付け）に必
要事項を記入し、必要書類
を添付の上、南丹市共同募
金委員会事務局または市役
所各支所、社会福祉協議会
各支所の窓口に提出して下
さい。
●決定方法 審査委員会にお
いて、書類審査およびヒア
リングを行い決定します。
●実施報告 活動終了後に、
報告書および決算書を提出
してください。
問 南丹市共同募金委員会事務
局
・南丹市社会福祉協議会地域
福祉課
ＴＥＬ（0771）
72-3220
・社会福祉課
ＴＥＬ（0771）
68-0007

献血・骨髄ドナー登録に
ご協力ください
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。
人の命を救える大切な献血
です。多くの方のご協力をお
願いします。
●日程 ４月15日（金）
●時間 午前10時〜11時30
分、 午 後 ０ 時30分 〜 ３ 時
30分
●場所 園部公民館
問 保健医療課
ＴＥＬ（0771）
68-0016
＝メールアドレス

母子家庭奨学金支給申請
について
京都府独自の母子家庭福祉
施策として、母子家庭奨学金
を支給しています。今回、平
成28年度の支給申請を受け
付けます。昨年度受給された
方も申請が必要です。
なお、ひとり親家庭福祉推
進員または民生委員・児童委
員の証明のない申請書は受け
付けできませんのでご注意く
ださい。
●支給金額
（年額、
１人当たり）
・乳幼児：11,000円
・小学生：21,500円
・中学生：43,000円
・高校生：64,000円
※高校生には入学支度金とし
て、 １ 人 当 た り35,000円
が別途支給されます。
※提出期限以降に申請された
場合や、４月１日以降に新
規支給対象となられた方な
どは、申請月の翌月分から
の月割支給となります。
●申請方法 申請用紙（申請
窓口に備え付け）に必要事
項を記入し、印鑑と貯金通
帳を持参の上、子育て支援
課または各支所市民生活課
へ提出してください。
※高校生の場合は、在学証
明も必要です
●提出期限 ５月31日（火）
＜ひとり親家庭福祉推進員の
証明日＞
ひとり親家庭福祉推進員の
証明日を次の日程で設けま
す。
●日時 ①５月６日（金）午後
６ 時 〜 ８ 時、 ② ５ 月15日
（日）午後１時〜３時
●場所 園 部 公 民 館 ２ 階 和
室、八木公民館１階和室、
日吉町生涯学習センター第
１会議室、美山基幹集落セ
ンター
※５ 月 ６ 日（ 金 ）に つ い て
は、美山基幹集落センタ
ーでは行いません。

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号

問 子育て支援課

ＴＥＬ（0771）
68-0017

「なんたん健康ポイント
50」を始めます
「なんたん健康ポイント
50」は、市民の皆さんの健康
づくりを応援する事業で、各
種健康診査やがん検診の受
診、健康教室などへの参加、健
康づくりの実践などでポイン
トを貯めて応募すると、抽選
で記念品（健康グッズなど）が
当たる取り組みです。応募者
全員に参加賞もプレゼントし
ます。50ポイントを目指し
て一人一人が健康づくりに取
り組み健康になりましょう。
●対象者 20歳以上の市民
●対象期間 ４月〜12月
※職場健診、人間ドックは平
成28年１月受診分から対
象です。
●ポイントの貯め方 ①〜③
の方法でポイントが貯まり
ます。
①市民健診、職場健診、人間
ドックなどの受診
②市主催の健康教室などに参
加
③個人で健康目標を立てた健
康づくりの実践
●取組手順
①ポイントカードを入手しま
す。
※ポイントカードは、保健福
祉センター、保健医療課、
福祉事務所、各支所市民生
活課、園部公民館、八木公
民館、日吉町生涯学習セン
ター、美山文化ホールに備
え付けています。また、集
団健診受診時にも配布しま
す。市ホームページからも
ダウンロードできます。
②健診の受診や教室に参加し
て、
ポイントカードにスタン
プを押してもらいます。職場
健診、人間ドックなどは自
分で受診日を記入します。
≪裏面に続く≫
第246号
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※自己目標を立てて実践する
場合は、ポイントカードに
目標と実践した日付を記入
します。
③50ポイント以上貯まった
ら、保健医療課または各支
所市民生活課へポイントカ
ードを持参して参加賞と交
換します。
●その他
応募いただいた方の中から
抽選で記念品をプレゼントし
ます。詳しくはポイントカー
ドに掲載していますのでご覧
ください。
問 保健医療課
ＴＥＬ（0771）
68-0016

「まちと田舎の交流農縁
（農園）」の利用者募集
日吉町上胡麻地区におい
て、地域の活性化と地区外の
方との交流、また野菜作りな
どを楽しんでいただける、交
流農縁（農園）の利用者を募集
しています。野菜作りの経験
がない方でも、地元住民がお
手伝いをしますので、お気軽
にお申し込みください。
● 場所 日吉町上胡麻地内
（上胡麻区民センター横）
●農地の概要 １区画当たり
約７坪（縦５m×横５m）
● 費 用 年 額5,000円（ 参 加
費）
●申込方法 申込・問合せ先
へお電話ください。
※４月１日から募集を開始
しています。申し込みが
18区画に達した時点で
募集を終了します。
＜現地説明会＞
●日時 ５月８日（日）
午前10時〜
●場所 上胡麻区民センター
※この取り組みは「南丹市ふる
さとの誇りと絆支援事業補
助金」を活用しています。
問 上胡麻区
「交流農縁」事業委
員会
ＴＥＬ 080-2518-6081
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新刊図書のご案内
南丹市立図書館「新刊図書」のご案内
南丹市立図書館の新刊図書の一部を紹介します。
＜一般書＞
◆思い出をデジタル化して永久保存する本（2016年最新版）◆ア
ドラー100の言葉（和田秀樹監修）◆週末移住からはじめよう（友
枝康二郎）◆お金のこと、子どもにきちんと教えられますか？（河
村京子）◆日本人はどこから来たのか？（海部陽介）◆王様のくす
り図鑑（木村美紀）◆フランス人は10着しか服を持たない２
（ジェ
ニファー・L.スコット）◆羊毛フェルトで作る絵本の主人公（須
佐沙知子）◆暦の手仕事（中川たま）◆サラリーマン・シノダ部長
のてっぱんメシ（篠田直樹）◆満腹！ガツン弁当（小林まさみ）◆
ミニマリストという生き方（辰巳渚）◆はじめての多肉植物ガー
デン（羽兼直行監修）◆使いこなしてみたい大和言葉の形容詞（本
郷陽二）◆セーラー服の歌人 鳥居（岩岡千景）◆神の値段（一色さ
ゆり）◆西洋菓子店プティ・フール（千早茜）◆赤毛のアンナ（真
保裕一）◆天才（石原慎太郎）◆６月31日の同窓会（真梨幸子）◆ど
うぶつたちの贈り物（小川洋子他）◆本屋稼業（波多野聖）◆電球
交換士の憂鬱（吉田篤弘）◆倒れるときは前のめり（有川浩）◆112
日間のママ（清水健）◆他人のふたご（サマンサ・ファターマン）
◆３時のおやつ ふたたび（松井今朝子他）
＜児童書＞
◆野菜からそだてるカレー（真木文絵）◆くだものいっぱい！お
いしいジャム（石澤清美監修・料理）◆大人になるまでに読みた
い15歳の短歌・俳句・川柳１ 愛と恋（黒瀬珂瀾）◆墓守りのレオ
（石川宏千花）◆アカンやん、ヤカンまん（村上しいこ）◆いえが
できるまで（砺波周平/取材・構成写真）◆消えた１日をさがして
（日本児童文学者協会編）
＜絵本＞
◆ダンゴムシのコロリンコくん（カズコ・G.ストーン）◆おばけ
のスパルタカス（ヒド・ファン・ヘネヒテン）◆くろくまくんの
スカーフ（小林ゆき子）◆かあちゃんえほんよんで（かさいまり）
◆まじょになったら（ヘルガ・バンシュ）◆あいであ（こうのあお
い）◆アイデアたまごのそだてかた（コビ・ヤマダ）◆しおちゃん
とこしょうちゃん（ルース・エインズワース）◆ブルくんのだい
じなひ（キャンデス・フレミング）◆ライオン1頭（ケイティ・コッ
トン）
問 中央図書館 ＴＥＬ（0771）
68-0080
問 八木図書室 ＴＥＬ（0771）
68-0027
問 日吉図書室 ＴＥＬ（0771）
68-0036
問 美山図書室 ＴＥＬ（0771）
68-0046

問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

自衛隊幹部候補生などの
募集について

人材募集
南丹市介護相談員を募集
します
南丹市介護相談員は、市
内の介護保険施設を訪問し、
サービスを利用されている皆
さんからお話しをお聴きする
ことで、悩みや不安の解消、
介護サービスの質的向上など
を図ることを目的に、利用者
と施設や行政との橋渡し役と
なる活動を行っています。
●応募資格 次の①〜⑤に該
当する方。ただし、①②に
ついては、いずれかに該当
すれば可とします。
①保健、福祉、医療などに係
る介護問題について、専門
知識または関心がある方
②民生児童委員や家族介護、
ボランティア活動などの保
健福祉関係の経験がある方
③南丹市に住民登録があり、
自動車またはバイクの運転
が可能な方
④介護サービス事業所を有す
る法人に属していない方
⑤月２日程度の活動と、年２
回程度の会議に出席できる
方
●人数 若干名
●報酬 １日当たり6,500円
（食費、交通費を含む）
●申込方法 ５月13日（金）
までに、市販の履歴書に必
要事項を記入の上、志望動
機を記した作文（400字程
度）を添えて、高齢福祉課
または各支所市民生活課に
持参または郵送でお申し込
みください。
●採用 書類選考の上、面接
で決定し、市が指定する介
護相談員養成研修（５日間
程度）を受講した後に活動
していただきます。
●任期 ２年間
問 高齢福祉課
ＴＥＬ（0771）
68-0006
＝メールアドレス

自衛隊幹部候補生および自
衛官候補生を募集します。
＜幹部候補生＞
● 試 験 日 ５ 月14日（ 土 ）、
15日（日）※15日（日）は飛
行要員のみ
●受験資格
・一般（大卒者程度）：22歳
以上26歳未満の方 ※修士
課程修了者（見込含）につい
ては28歳未満
・一般（大学院卒者）：修士課
程修了者（見込含）で28歳
未満の方
●受付期限 ５月６日（金）
＜自衛官候補生＞
●試験日 受付時に連絡
●受験資格 18歳以上27歳
未満の男子
●受付 年間を通じて実施
＜説明会など＞
不明な点は、随時開催して
いる説明会などでお問い合わ
せていただくか、ホームペー
ジでご確認ください。
HP http://www.mod.go.
jp/pco/kyoto/
問 防衛省自衛隊亀岡募集案内
所
ＴＥＬ（0771）
24-4170

身体障害者巡回更生相談
のお知らせ
●日時 ５月10日（火）
午後２時〜３時30分
●場所 市役所２号庁舎３階
会議室
●巡回医師 整形外科医
●内容 補装具の交付および
修理に係る判定と医療相談
【無料・要申込】
●持ち物 身体障害者手帳、
使用中の補装具、印鑑（支給
申請が必要な場合に使用）
●申込方法 ４月28日（木）
までに、電話でお申し込み
ください。
問 社会福祉課
ＴＥＬ（0771）
68-0007

催し
「八木図書室のつどい」
を開催します

相談会
多重債務無料法律相談の
ご案内
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。
【無料・要申込】
●日時 ４月26日（火）
午後５時〜６時30分
※１人30分以内
●場所 園部公民館
●申込方法 ４月25日（月）
午後４時までに、電話でお
申し込みください。

HP ＝ホームページアドレス

※他の無料相談会場も案内し
ています。まずはご相談く
ださい。
問 南丹市消費生活相談窓口
（商工観光課内）
ＴＥＬ（0771）
68-0100
問 南丹広域振興局商工労働観
光室
ＴＥＬ（0771）
23-4438

〒 ＝郵便番号

こども読書週間の行事とし
て、４月の「図書室のつどい」
を次のとおり開催します。
【無
料】
●日時 ４月17日（日）
午前10時30分〜
●場所 八木公民館１階和室
●内容 ①人形劇「おおきな
かぶ」、②簡単工作「がよう
しのかぶと じぶんでデザ
インしてみよう！」
問 八木図書室
ＴＥＬ（0771）
68-0027
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なんたん元気アップ体操
教室のお知らせ
なつかしい曲や明るい音楽
に合わせて気持ち良く体を動
かすリズム体操、筋トレ、脳
ト レ、ストレッチを行いま
す。南丹市介護予防サポータ
ー「元気アップなんたん」の仲
間と一緒に楽しく体を動かし
て、生き生きとした元気な生
活を目指しませんか。
＜旧摩気小学校＞
● 日 程 ４ 月18日、25日、
５ 月 ９ 日、16日、23日、
30日、６月６日、13日（各
月曜日）
●時間 いずれも午前10時
30分〜正午
＜美山保健福祉センター＞
● 日 程 ４ 月19日、26日、
５ 月10日、16日、24日、
31日、６月７日、14日（各
火曜日）
※５月16日は月曜日
●時間 いずれも午後２時〜
３時30分
＜八木老人福祉センター＞
● 日 程 ４ 月15日、22日、
５ 月 ６ 日、13日、20日、
27日、６月３日、10日（各
金曜日）
●時間 いずれも午前10時
30分〜正午
＜胡麻基幹集落センター＞
● 日 程 ４ 月15日、22日、
５ 月 ６ 日、20日、27日、
６月３日、10日、17日（各
金曜日）
●時間 いずれも午後２時〜
３時30分
＜共通事項＞
●参加費 500円/回 ※直接
会場にお越しください。
●体操指導 元気アップなん
たん（南丹市介護予防サポ
ーター）
問 NPO法人元気アップAGE
プロジェクト
ＴＥＬ 080-4242-4734
問 保健医療課
ＴＥＬ（0771）
68-0016
6
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「南丹将棋教室」の参加
者を募集します
考えることの面白さ、礼儀
を大切にする心、集中力、粘
り強い精神力を培うととも
に、共通の趣味を通じて世代
を超えた仲間づくりをしませ
んか。お気軽にお申し込みく
ださい。
【要申込】
●日程 ※概ね毎週末に開催
・４月：16日（土）、23日（土）
・５月：７日（土）、15日（日）、
21日（土）、29日（日）
●時間 ※途中退館可
・初心者コース：午前10時
〜正午
・経験者コース：午後１時〜
５時
●場所 園部公民館
●対象 小学生以上ならどな
たでも可 ※初心者可
●費用 一般：500円、高校
生 以 下：300円（ 兄 弟 姉 妹
の場合は２人で500円）
※いずれも１回当たりの費用
※別途資料代必要
●講師 日本将棋連盟公認普
及指導員、アマ６段 大山
勝義 氏
●申込方法 申込書（園部公
民館に備え付け）に必要事
項を記入の上、郵送、Eメ
ー ル、FAXの い ず れ か で
お申し込みください。
※申込書は、市ホームページ
からもダウンロードできま
す。
※申込期限はありませんが、
参加者 が 多 数 に な る 場 合
は、募集を終了することが
あります。
●その他 ２回目以降の連絡
は、講師から直接入ります。
問 園部公民館
（月・祝日休館）
ＴＥＬ（0771）
63-5820
ＦＡＸ（0771）
63-2850
be-syakai@city.nantan.
kyoto.jp

問 ＝申込・問合せ先

レクリエーション学習会
の参加者を募集します
「いつまでも 楽しく元気
に生きましょう」をテーマに
一緒に学び合いをします。
【無
料・要申込】
●日程・内容 ①第１回：４
月20日（ 水 ）・ ゲ ー ム 編、
②第２回：５月11日（水）・
クラフト編、③第３回：６
月１日（水）・歌編
※全３回シリーズですが、１
回のみの参加も可。
●時間 いずれも午後１時
30分〜３時30分
●場所 南丹市社会福祉協議
会八木支所
●講師 レクリエーションコ
ーディネーター 杉本雅子
氏
●定員 各回30人程度
●申込方法 ４月15日（金）
までに、氏名、住所、電話
番 号 を、 電 話 ま た はFAX
で連絡の上、お申し込みく
ださい。
●持ち物 ５月11日（水）の
第２回に参加の方は、はさ
み、のり、カッターナイフ、
カッターマット（お持ちの
方）、定規、１リットル牛
乳 パ ッ ク ５ 個（ つ ぶ さ ず、
洗って乾かしたもの）をお
持ちください。
問 南丹市社会福祉協会八木支
所
ＴＥＬ（0771）
42-5480
ＦＡＸ（0771）
42-4412

さくら楽習館開講記念講
演を開催します
平成28年度さくら楽習館
を開講するにあたり、記念講
演を開催します。
【無料】
●日時 ４月21日（木）
午後１時50分〜３時20分
●場所 日吉町生涯学習セン
ター大ホール
●対象 どなたでも可
ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

●内容 「交通安全教室」
講師：南丹警察署交通課職
員
※京都府交通安全コンクー
ルで１位に輝かれた劇を
披露していただきます。
問 社会教育課
ＴＥＬ（0771）
68-0057

南丹市グループワーク事
業のお知らせ
社会生活を営む中でコミュ
ニケーションが取れない、自
分をうまく表現できないな
ど、日ごろの悩みや精神的な
不安を解消し、グループ活動
を通じて人とのつながりを強
め、自信を回復していく活動
です。
【無料】
●日時 ４月22日（金）
午前10時〜11時30分
●場所 こむぎ山健康学園
●内容 茶話会
※内容を変更することがあり
ます。参加希望の方はお問
い合わせください。
問 保健医療課
ＴＥＬ（0771）
68-0016
問 社会福祉課
ＴＥＬ（0771）
68-0007
問 各支所市民生活課
ＴＥＬ 八木（0771）
68-0022
日吉（0771）68-0032
美山（0771）68-0041

丹波自然運動公園からの
お知らせ
＜太極拳教室＞
●日時 ４月22日（金）
午後２時〜４時
●場所 体育館
●内容 太極拳の基礎を学ぶ
●費用 500円 ※当日受付
●定員 30人
＜ガーデニング教室＞
●日時 ５月15日（日）
午後２時〜４時
●場所 公園センターピロテ
ィ
●対象 どなたでも可
＝メールアドレス

●内容 春から初夏に向けて
の寄せ植え
●費用 2,500円
●定員 30人（要申込）
●申込方法 ４月15日（金）
〜 ５ 月12日（ 木 ）の 間 に、
氏 名、 住 所、 年 齢、 電 話
番号を、はがき、FAX、E
メールのいずれかで連絡の
上、お申し込みください。
＜グラウンド・ゴルフ大会＞
●日時 ５月17日（火）
午前９時〜午後４時
●場所 補助競技場
●対象 どなたでも可
●内容 24ホールストロー
クプレイによる個人戦
●費用 1,500円
（お弁当、お茶付き）
● 定 員 384人（ 要 申 込・ 先
着順）
●申込方法 ４月17日（日）
から受 け 付 け を 開 始 し ま
す。参 加 希 望 の 方 は、氏 名
（ふりがな）、住所、性別、生
年 月 日、 電 話 番 号、FAX
番号を、はがき、FAX、E
メールのいずれかで連絡の
上、お申し込みください。
問 丹波自然運動公園
ＴＥＬ（0771）
82-0560
ＦＡＸ（0771）
82-0480
kouen@kyoto-tanbapark.
or.jp
〒 622-0232 京都府船井郡京
丹波町曽根崩下代110-7

南丹市女性会記念講演会
を開催します
絵本の魅力をとおして人権
の大切さを学びます。
【無料】
●日時 ４月23日（土）
午後２時〜
●場所 園部公民館
●内容 演題：絵本の気持ち
〜絵本から人権を考える〜
講師：大西敏之 氏
問 南丹市女性会事務局
（園部
公民館内）※月・祝休館
ＴＥＬ（0771）
63-5820

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号

まちなか賑わい「そのべ
軽トラ市」開催のお知らせ
まちなかのにぎわい創出を
目的に、毎月第４日曜日に開
催しています。野菜、工芸、
うまいもんなど、売り手の顔
が見える軽トラ市ならではの
楽しい市場です。
●日時 ４月24日（日）
午前10時〜午後１時30分
●場所 園部町本町通り
●出店数 約40店
●駐車場 市役所駐車場など
の来場者駐車場をご利用く
ださい。
●主催 南丹市中心市街地活
性化推進委員会
●その他
※出店者やボランティアスタ
ッフは随時募集していま
す。
※廃食用油の回収もしていま
すので、ご利用ください。
問 市座プロジェクトチーム
ＴＥＬ（0771）
63-2451

歌声喫茶を開催します
昔懐かしい童謡や昭和の歌
を生伴奏で一緒に歌い、楽し
いひとときを過ごしません
か。
●日時 ４月24日（日）
午後２時〜４時
●場所 みんなの居場所「わ
っかっか！」
（日吉町殿田）
●運営協力金 500円（小学
生以下無料）
※この事業は「南丹市市民提
案型まちづくり事業」とし
て実施しています。
問 みんなの居場所
「わっかっ
か！」
ＴＥＬ 090-7343-2326
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氷室の郷「わんぱくアー
スＤＡＹ」を開催します
氷室の郷で、元気に「考え・
学び・ふれあう」わんぱくで
エコな１日を過ごしません
か。
【入場無料】
※当日は、ごみゼロの日を目
指します。また家庭用使用
済み天ぷら油の回収も実施
します。
●日時 ４月24日（日）
午前10時〜午後３時
●場所 八木農村環境公園
「氷室の郷」
※雨天の場合はホール内で
行ないます。
●内容
＜プログラム＞
餅つき大会（ふるまい餅）、
和太鼓の演奏、ヒップホップ
ダンス披露、シティーポップ
ス、八木中学校吹奏楽部演奏
披露、南丹PRユニット演奏
披露、大型紙芝居の読み聞か
せ
＜体験コーナー＞
折り紙ひこうき飛ばし大
会、かき餅焼き体験、木製パ
ズル作り体験 など
※一部有料体験有り
＜Ecoコーナー＞
ゴ ー ヤ 苗 無 料 配 布（ 先 着
150人）、バイオ燃料で動く
レーシングカート展示および
試乗
＜美味コーナー＞
たこ焼き、焼きそば、うど
ん、 よ も ぎ 餅、 ピ ザ、 パ ン
など
問 南丹市八木農村環境公園
「氷室の郷」
（月曜休み）
ＴＥＬ（0771）
43-1128

中・高校生の「クアスポチ
アスクール」受講生募集
●日程 ５月２日（無料体験
日 ）、 ９ 日、16日、23日、
30日（各月曜日）
●時間 いずれも午後７時〜
８時30分
8
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●場所 ク ア ス ポ く ち た ん
（口丹波勤労者福祉会館）
●対象 中学生および高校生
●内容 カワイダンスエージ
ェンシー川井千枝先生の指
導による、中学生および高
校生向けのチアスクール
●費用 4,000円（受講料）
●申込方法 氏名、住所、電
話番号を、直接来館いただ
くか電話、FAX、Eメール
で連絡の上、お申し込みく
ださい。
※当日申し込みも可
●主催 NPO法人八木町ス
ポーツ協会
●後援 南丹市教育委員会、
南丹市体育協会、京都新聞、
京都丹波・まるごとスタジ
アム化推進協議会準備会
問 NPO法人八木町スポーツ
協会（口丹波勤労者福祉会
館内）
ＴＥＬ（0771）
42-5484
ＦＡＸ（0771）
42-5684
fualx504@cans.zaq.ne.jp

「手話教室（入門講座）
」
の受講者を募集します
手話であいさつや自己紹介
ができるよう、手話を学んで
みませんか。
【要申込】
● 日 程 ５ 月12日、19日、
６ 月 ２ 日、 ９ 日、16日、
30日、 ７ 月 ７ 日、14日、
21日、８月４日（各木曜日・
全10回）
●時間 いずれも午後１時〜
４時
●場所 園部公民館
●対象 市内在住、在勤、在
学 の 満16歳 以 上 で、 手 話
を初めて学ぶ方
※保育はありません
● 費 用 3,240円（ テ キ ス ト
代）
●申込方法 ５月２日（月）ま
でに、電話でお申し込みく
ださい。
●その他 本講座以外にも特
別講座（施設見学など）があ
問 ＝申込・問合せ先

ります。

問 社会福祉課

ＴＥＬ（0771）
68-0007

問 ふない聴覚言語障害センタ

ー
ＴＥＬ（0771）
63-6448

亀岡登山教室の参加者を
募集します
登山に必要な講義と実際に
登山を行う教室です。
【無料・
要申込】
●日程 ①講義：５月31日、
６ 月28日、 ８ 月 ２ 日、30
日、９月27日（各火曜日・
全５回）、②登山：６月５日、
７月３日、８月７日、９月
４日、10月２日（各日曜日・
全５回）
※講義と登山がセットです。
●時間 ①講義：いずれも午
後 ７ 時 〜 ８ 時40分、 ② 登
山：いずれも終日 ※詳細
はおって連絡
●場所 ①講義：ガレリアか
めおか、②登山：牛松山、
愛宕山、長老ヶ岳、金比羅
山、武奈ヶ岳
●対象 登山愛好者
●内容 登山とは、読図①、
読図②、山の愉しみ、安全
登山ほか
●定員 15人
●申込方法 ５月24日（火）
までに、郵便番号、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、性
別、電話番号を、電話また
はFAXで 連 絡 の 上、 お 申
し込みください。
●後援 南丹市
問 京都・亀岡山の会事務局
ＴＥＬ ＦＡＸ（0771）
24-1757

京都サンガF.C.ホーム
ゲームに招待します
京都サンガF.C.では、京都
府教育委員会および南丹市教
育委員会などに後援をいただ
き、親と子のふれあいの場を
創造するとともに、プロ選手
ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

の真剣勝負を生で観る楽しさ
や感動を小中高校生に体験し
ていただくため、西京極ホー
ムゲームに招待する事業を実
施します。
【要申込】
●対象試合
①５月28日（土）午後２時キ
ックオフ・対 横浜FC
②６月12日（日）午後４時キ
ックオフ・対 レノファ山
口FC
③８月７日（日）午後７時キ
ックオフ・対 東京ヴェル
ディ
●場所 西京極総合運動公園
陸上競技場兼球技場
●対象
・小中高校生：府内在住、在
学の児童および生徒
・大人：小中高校生の保護者
※大人だけの応募はできま
せん。
●費用 小中高校生：無料
大人：1,000円
●申込方法 各試合の１週間
前まで（必着）に、応募用リ
ーフレット（往復ハガキ）ま
たはサンガホームページか
らお申し込みください。
※１件につき４人まで応募で
きます。
●その他
・定員など詳細については、
リーフレットやホームペー
ジでご確認ください。
・応募用リーフレットは、市
内の各小中学校などを通じ
て配布する予定です。
・応募用ホームページは、４
月中旬から受け付けを開始
します。
HP h t t p s : / / s 3 6 0 . j p /
form/31122-1155/
問 京都サンガF.C.ホームタウ
ン推進課
ＴＥＬ（0774）
55-7603

＝メールアドレス

国際青少年研修協会から
のお知らせ
＜青少年国際交流キャンプ＞
富士山麓の自然豊かなキャ
ンプ場で、全国から集まる青
少年が、キャンプ生活や富士
登山などの野外活動を共にし
ながら友情を深め、さまざま
な体験を通して「仲間作り」や
「チャレンジ」の大切さ、友だ
ちと協力し助け合う楽しさを
学ぶことを目的に開催しま
す。
【要申込】
●日程 ８月１日（月）〜５日
（金）※４泊５日
●場所 静岡県立朝霧野外活
動センター
●対象 小学３年生〜中学３
年生
●費用 小学生：６万８千円、
中学生：８万円 ※共に旅
費（京都駅出発）を含む
● 定 員 日 本 人：80人 外
国人：20人
●申込期限 ７月８日（金）
●説明会 ６月18日
（土）
午後
３時30分〜（京都テルサ）
※説明会は無料、自由参加で
す。会場を変更する場合が
ありますので、事前にご確
認ください。
＜冬休み海外研修交流プログ
ラム＞
海外生活や交流体験をとお
して国際感覚を養う事を目的
に実施します。一人で参加さ
れる方や、はじめて海外へ行
かれる方が７割以上です。事
前研修会の仲間作りからサ
ポートしますので、安心して
ご参加ください。
【要申込】
●日程 12月23日（金）〜31
日（土）のうち６〜７日間
※コースにより異なります。
●内容 ホームステイ、クリ
スマス体験、文化交流など
※コースにより体験内容をお
選びいただけます
●研修国 オーストラリア、
サイパン、フィリピンのい
ずれか

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号

●対象 小学校３年生〜高校
３年生 ※コースによる
● 費 用 26万 ８ 千 円 〜 43
万８千円
●定員 各コース20人
●申込期限 11月２日（水）
＜共通事項＞
詳細はお問い合わせいただ
くか、資料請求またはホーム
ページでご確認ください。
問 公益財団法人国際青少年研
修協会
ＴＥＬ（03）
6417-9721
HP http://www.kskk.or.jp
〒 141-0031 東京都品川区西
五反田7-15-4 第三花田ビ
ル4階

南丹市メール配信サービ
スにご登録ください
登録は、空メール送信アド
レスに空メールを送信し、送
られて来たメールに従い手続
きをお願います。
＜なんたんメール＞
南丹市関係の気象警報や地
震情報などをメールで配信し
ます。
※南丹市に関係する各種警
報、大雨情報、竜巻注意報、
土砂災害警戒情報、震度３
以上の地震情報などが発表
された場合には、自動的に
メールが配信されます。
●空メール送信先
info.nantan-city@raiden.
ktaiwork.jp
●受信許可が必要アドレス
nantan-city@raiden.
ktaiwork.jp
問 情報政策課
ＴＥＬ（0771）
68-0066

第246号
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なんたんテレビ番組表 （平成28年4月16日～30日）

◇南丹市情報センター
ＴＥＬ（0771）
63-1777

受付時間：午前８時30分〜午後５時 （月・祝日休業）
ＦＡＸ（0771）
63-1682

sictv@sic.cans.ne.jp

HP http://nantantv.or.jp/

【発行】南丹市情報政策課 〒 622-8651 南丹市園部町小桜町47 ＴＥＬ（0771）68-0065 ＦＡＸ（0771）63-0653
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