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お知らせ
空き家を活用した文化芸
術活動を募集します
空き家や空き店舗の活用促
進と文化芸術活性化のため、
誰もが気軽に文化芸術に親し
める場づくりの取り組みを募
集し、その費用の一部を補助
します。
●対象者 住所または活動の
拠点が市内の団体
※法人格の有無は不問
●対象事業 市内で実施する
空き家などを活用した文化
芸術の取り組み（展示会な
ど）
●補助率 1/2以内で20万円
を上限（南丹市以外の補助
制度との併用可）
●対象件数 ５件
●募集期間 ５月２日（月）〜
６月30日（木）
※詳細はお問い合せくださ
い。
問 地域振興課
TEL
（0771）68-0019

【総合問合せ窓口】

京都丹波高原国定公園指
定記念切手を販売
由良川・桂川上中流域が国
定公園の指定を受けたのを記
念して、指定区域内の優れた
景観地を題材にした記念切手
シートを作成しましたので、
希望される方に販売します。
●販売期間 ４月25日（月）
〜完売するまで
● 販売 場所 本庁市 民環 境
課、八木支所地域推進課、
日吉支所地域推進課および
美山支所地域推進課
●販売時間 いずれも午前８
時30分〜午後５時
● 価 格 1,080円（ １ シ ー ト
当たり）
※数に限りがありますので、
購 入 は1人 当 た り 上 限5シ
ートとします。
※完売し次第、販売は終了し
ます。
※購入の予約受け付けはしま
せん。
問 市民環境課
TEL
（0 771）68-0005

軽自動車税の納期限は５
月２日です
軽自動車税は、原動機付自
転車、軽自動車、小型特殊自
動車（農耕作業用を含む）、二
輪の小型自動車を４月１日現
在に所有している方に課され
る税です。
今年度の納期限は５月２日
（月）ですので、期限内に必ず
納付してください。
軽自動車税は、期限内に限

（0 771）68-0001㈹ FAX（0771）63-0653

TEL

りコンビニエンスストアでも
納付できます。
車検に必要となる納税証明
書が納税通知書と一体になっ
ていますので、納付後は大切
に保管してください（車検対
象外の車種または前年度以前
に未納がある場合は、証明書
有効期限を「＊」で消していま
す）。なお、５月１日までに
車検を受けられる場合は、平
成27年度の納税証明書が使
用できます。
口座振替で納付される方に
は、納付確認後（５月中旬）に
口座振替済通知書兼納税証明
書を送付します。送付までに
納税証明書が必要な方や紛失
された方は、税務課または各
支所地域推進課窓口で発行し
ますので、納付が確認できる
領収書や振替口座通帳、およ
び本人確認書類（免許証など）
をご持参ください。
問 税務課
TEL
（0 771）68-0004
問 各支所地域推進課
TEL 八 木
（0771）68-0020
日吉（0771）68-0030
美山（0771）68-0040
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南丹病院における休日面
会の取り扱いについて
土・日・祝日における面会
者の出入口は、本館北側救急
入口からのみとさせていただ
きます。また、患者さんに安
心して療養できる環境を提供
するため、警備の都合上、土・
日・祝日における面会者には
許可証を発行することになり
ました。
病棟訪問時には手続きが必
要となりますが、患者さんの
安全管理のため、趣旨をご理
解の上、ご協力をお願いしま
す。
●許可が必要な方
土・日・祝日に面会で病棟
を訪問される方
※救急受診患者、入院患者、
緊急呼び出しの方、コンビ
ニ利用者は除く
●面会時の手続き
救急入口（本館１階北側）警
備員室で、面会申出書をご記
入の上、許可証を着用してく
ださい。
※許可証は、お帰りの際に交
付を受けた場所に返却して
ください。
●その他
※休日における第２病棟（新
病棟）側の入口は、透析患
者さんの利用を除き終日閉
鎖します。
※車いすの方や長い距離を歩
行できない方は、事前にご
連絡いただくか、第２病棟
入口横のインターホンでそ
の旨をお申し出ください。
（警備員が第２病棟入口ま
で駆け付け対応します）
問 公立南丹病院総務課
TEL
（0771）42-2510
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資源ごみ集団回収事業の
団体登録について

高齢者向け給付金の申請
受付を開始します

ごみの減量と資源の有効利
用を図るため、市内で資源ご
み（古紙および古布）の集団回
収を実施される団体に対し、
報奨金を交付しています。
報奨金の交付を受けるに
は、毎年度、団体登録をして
いただく必要がありますの
で、事業を実施される団体は
平成28年度資源ごみ集団回
収事業実施団体登録申請書の
提出をお願いします。
●提出期限 ５月31日（火）
●対象・様式など 団体の要
件お よび 団体 登 録の 様式
は、市ホームページでご確
認ください。
●注意事項 団体登録決定以
前の回収活動は、報奨金の
交付対象となりませんので
ご注意ください。
問 市民環境課
TEL
（0771）68-0005

「一億総活躍社会」の実現に
向け、賃金引上げの恩恵がお
よびにくい低所得の高齢者を
支援し、平成28年前半の個
人消費の下支えにも資する
ため、高齢者向け給付金（年
金生活者等支援臨時福祉給付
金）を支給します。対象の方
は申請を行ってください。
●対象者 平成27年度の臨
時福祉給付金の支給対象者
のうち、平成29年３月31
日までに65歳以上になる
方（昭和27年４月１日以前
に生まれた方）で、平成27
年度分の住民税が課税され
ていない方（住民税におい
て、課税者の扶養親族とな
っている方は除く）
※平成27年度臨時福祉給付
金を支給した方には、申請
書類を送付します。
●給付額 ３万円（１人当た
り）
●申請期間 ５月９日（月）〜
８月９日（火）
●提出先 社会福祉課または
各支所市民生活課
問 社会福祉課
TEL
（0771）68-0007

５月は赤十字運動月間で
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。赤十字の活動は、
赤十字の精神と活動に賛同し
てくださる社員の皆さんによ
る社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（日）
〜31日（火）を「赤十字運動月
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。皆さんからのご支援、
ご協力をよろしくお願いしま
す。
問 南丹市社会福祉協議会
TEL
（0771）72-3220
問 社会福祉課
TEL
（0771）68-0007
問 ＝申込・問合せ先

図書館の臨時開館につい
て
毎月最終木曜日は図書整理
のため休館日としています
が、次の日については開館し
ます。
● 開 館 日 ４ 月28日、 ７ 月
28日、８月25日、11月24
日（各木曜日）
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
TEL

＝ 電話番号

FAX

＝ FAX番号

南丹都市計画道路事業の
事業認可について
都市計画法第59条第１項
の規定に基づき、7・7・205
号上本町線の事業が次のとお
り認可されましたので、お知
らせします。
●施行者の名称 南丹市

＝メールアドレス

●都市計画事業の種類および
名称 南丹都市計画道路事
業 7・7・205号上本町線
●事業地区 京都府南丹市園
部町上本町地内
●設計の概要
・延長：110m
・幅員：5.0m
・車線の数：１車線

HP＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号

●事業施行期間 平成28年
３月17日〜平成34年３月
31日
※事業認可図書は、都市計画
課で縦覧いただけます。
問 都市計画課
TEL
（0771）68-0052

第247号
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人材募集
国民健康保険南丹病院組
合の職員を募集します
●職種 看護助手
●資格 高校卒業あるいは同
程度の学力を有する方で、
昭和36年４月２日以降に
生まれた方
●採用時期 随時（応相談）
●採用者数 若干名
●選考方法 作文および面接
※公立南丹病院本館診療棟２
階大会議室で行います。日
程については、ご相談くだ
さい。
●申込方法 国民健康保険南
丹病院組合職員採用試験申
込書（公立南丹病院総務課
に備え付け）
に、履歴書（自
筆、写真添付）、成績証明
書、卒業証明書もしくは卒
業見込証明書、健康診断書
（本年度に受診したもの）を
添えて、持参または郵送で
提出してください。
※国民健康保険南丹病院組合
職員採用試験申込書は、公
立南丹病院ホームページか
らもダ ウン ロード でき ま
す。
●申込期間 随時
※平日の午前９時〜午後５時
＝メールアドレス

●その他 身分、給与、勤務
時間、休暇など詳細につい
ては、ホームページでご確
認ください。
問 公立南丹病院総務課
TEL
（0771）42-2510
HP http://nantanhosp.or.jp/
news/recruit-info/

相談会
法律・家庭・人権無料相
談所開設のお知らせ
法律、家庭および人権の問
題でお困りの方は、気軽にご
相談ください。
【無料】
●日程 ①５月２日、②９日
（各月曜日）
●時間 いずれも午前10時
15分〜午後３時
※受付は、午前10時〜午後2
時30分
●場所 ①京都市左京区役所
１階大会議室B、②高島屋
京都店屋上階特設会場
●主催 京都弁護士会、京都
地方検察庁、京都地方法務
局、京都地方裁判所、京都
家庭裁判所
●協賛 日本司法支援センタ
ー京都地方事務所（法テラ
ス京都）

HP＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号

●その他 予約は不要です。
直 接会 場にお 越し くだ さ
い。
問 京都地方裁判所総務課
TEL
（075）257-9123

南丹市無料法律相談会を
開催します
京都弁護士会にご協力いた
だき、無料法律相談会を開催
します。お気軽にご利用くだ
さい。
【要申込】
※今後は、各地域で順次開催
をする予定です。
●日時 ５月10日（火）
午後１時〜４時
●場所 八木公民館１階和室
●相談時間 30分（１人当た
り）
●定員 ６人
●申込方法 前日の正午まで
に、電話でお申し込みくだ
さい。
問 総務課
TEL
（0771）68-0002

第247号
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行政書士による無料相談
会の開催について
相続、遺言、成年後見、農
地など不動産の売買、賃貸、
各種許認可手続などでお困り
やお悩みの方、まちの身近な
法律家が相談に応じます。
【無
料】
●日時 ５月11日（水）
午後１時〜４時
●場所 八木公民館１階和室
●主催 京都府行政書士会第
３支部
問 京都府行政書士会第３支部
園部地区相談担当
TEL 080-4398-2565

子育て支援（催し）
育児用品提供者を募集し
ます
不要になった育児用品の有
効活用を目的に
「あげます・
ください会」の開催を予定し
ています。物品をご提供いた
だける方はご連絡ください。
●開催日 ７月上旬（予定）
●場所 子育てすこやかセン
ター
※物品提供者が少ない場合な
どは、開催を中止します。
●提供物品についてのお願い
・無償でご提供ください。
・提供していただくものは、
育児用品に限ります。
・残った場合は、提供者にお
持ち帰りいただきます。
・提供品は洗濯、点検などを
行ってください。
※汚損しているものなどは
不可
・チャイルドシートやベビー
カーなどは説明書および保
証書を添付してください。
問 子育てすこやかセンター
TEL
（0771）68-0082
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子育てすこやかセンター
５月事業のお知らせ
＜共通事項＞
●対象 市内在住の親子限定
とします。
●申 込 方法 参 加 希 望の方
は、 事 前 に 来 所 い た だ く
か、電話でお申し込みくだ
さい。
●集合時間 開始時間の15
分前までにお集まりくださ
い。
＜子育て講座＞
●日時 ５月12日（木）
午前10時30分〜11時30分
●内 容 白波瀬 歯 科 衛生士
による「子どもの歯を守ろ
う！〜まず親の口の健康か
ら〜」
＜子育て広場１歳〜＞
●日時 ５月13日（金）
午前10時30分〜11時30分
●内容 ふれあい遊び
＜子育て広場０歳〜＞
●日時 ５月16日（月）
午前10時30分〜11時30分
●内容 「ふれあい＆プラス」
●持ち物 バスタオル
＜お話会＞
●日時 ５月18日（水）
午前10時30分〜11時
＜歌＆折り紙＞
●日時 ５月20日（金）
午前10時30分〜11時30分
●内容 よし笛の音色や歌、
折り紙を楽しもう
※日本よし笛の会京都美山教
室にご協力いただきます。
＜親子リトミック＞
●日時 ５月25日（水）
午前10時30分〜11時30分
＜ベビーマッサージ＆ミニ講
座＞
●日時 ５月26日（木）
午前10時30分〜11時30分
●持ち物 バスタオル
問 子育てすこやかセンター
TEL
（0771）68-0082

問 ＝申込・問合せ先

催し
春季企画展「昭和の暮ら
しと道具展」
を開催します
●期間 ５月29日（日）まで
※毎週火・水曜日および5月
６日（金）は休館。ただし、
５月３日（火・祝日）、４日
（水・祝日）は開館。
●時間 いずれも午前９時〜
午後５時（入館は午後４時
30分まで）
●場所 日吉町郷土資料館
● 費 用 大 人200円、 学 生
150円、小人100円
※市内在住の小学生は無料、
20名以上の団体は２割引
●内容 昭和30年代後半か
らはじまった高度経済成長
は社会全体に大きな変革を
もたらし、生活の中で使用
するさまざまな道具や素材
は合理化が進められ、プラ
スチックやステンレス製な
どへと置き換えられていき
ました。
この展示会では、主に昭
和時代に活躍した道具を紹
介します。現在のものと比
較すると少し不便な道具で
すが、先人たちの知恵や工
夫がたくさん詰まっていま
す。
問 日吉町郷土資料館
TEL
（0771）68-0069

春季企画展「学校のあゆ
み-八木地区編」を開催
●期間 ５月29日（日）まで
※毎週月曜日は休館
●時間 いずれも午前９時〜
午後５時（入館は午後４時
30分まで）
●場所 文化博物館
●費用 市内在住の方は無料
※市外在住の方：大人300円、
学生200円、小人100円
※20人以上の団体は２割引
●内容 八木町域の学校がど
TEL

＝ 電話番号

＝ FAX番号

FAX

のようにして誕生し、地域
に根ざしていったかを紹介
するとともに、各学校の沿
革誌や学校日誌などを手掛
かりとして、当時の学校と
地域の関わりについて考え
ていきます。また、明治初
期の学 校設 立に奔 走し た
人々や、教育に情熱を注ぎ
こんだ教師たちにも改めて
スポットをあてます。
問 文化博物館
TEL
（0771）68-0081

丹波自然運動公園からの
お知らせ
＜共通事項＞
当日受け付けの事業は申し
込み不要です。
＜エンジョイテニス＞
「夜の部」
●日時 ５月２日、16日（各
月曜日）午後６時〜９時
●場所 テニスコート
●対象 18歳以上
●費用 400円（当日受付）
＜ツリークライミング教室＞
【要申込】
●日時 ５月５日（木・祝日）
午前10時〜午後３時30分
（体験時間は約１時間）
●場所 こどもの広場
●対象 小、中学生
●内容 専用のロープを使用
して木に登ります。
●費用 1,000円
●定員 80人
●申込方法 前日までに、住
所、氏名、年齢、電話番号を、
はがき、FA X、Eメールの
いずれかで連絡の上、お申
し込みください。
＜丹波ちびっこまつり＞
●日時 ５月５日（木・祝日）
午前10時〜午後３時
●場所 子どもの広場および
体育館周辺

＝メールアドレス

●内容 約１万匹の金魚のつ
かみどり、フライングディ
スクコーナー、ステージコ
ーナー、ロードトレイン、
特設売店 など
＜グラウンド・ゴルフのつど
い＞
●日時 ５月６日
（月例大会）、
13日、20日、27日（ 各 金
曜日）午前９時〜11時45
分
●場所 球技場
●費用 300円（当日受付）
＜障がい者スポーツのつど
い＞
●日時 ５月10日（火）
午後１時30分〜３時30分
●場所 体育館
●内容 卓球バレー、ボッチ
ャ、フライングディスク、
グラウンド・ゴルフなど
●費用 無料（当日受付）
＜スポーツを楽しむ日＞
●日時 ５月10日（火）
午後６時〜９時
●場所 体育館
●内容 バドミントン、卓球、
テニスなど
●費用 400円（当日受付）
＜レディーススポーツデー＞
● 日 時 ５ 月11日、18日、
25日（各水曜日）午前９時
30分〜11時30分
●場所 体育館
●対象 18歳以上の女性の
方
●内容 健康体操、軽スポー
ツ
●費用 300円（当日受付）
＜エンジョイテニス＞
「昼の部」
●日時 ５月11日（水）
午後１時30分〜５時
●場所 テニスコート
●対象 18歳以上
●費用 300円（当日受付）
＜太極拳教室＞
●日時 5月13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）
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●定員 30人
＜テニス教室＞【要申込】
● 日 程 ５ 月18日、25日、
６ 月 １ 日、 ８ 日、15日、
22日、29日、７月６日（各
水曜日・全８回）
●時間 午後１時30分〜３
時30分
●場所 テニスコート
●対象 18歳以上の方
●内容 初心者および初級者
向けのテニス教室。初めて
の方も安心して始められま
す。
●費用 5,000円
●定員 50人
●申込方法 ５月18日（水）
ま で に、 住 所、 氏 名、 年
齢、電話番号を、はがき、
FA X、Eメールのいずれか
で連絡の上、お申し込みく
ださい。
●その他 無料保育ルームを
用意しています（要予約）
＜ゲートボール大会＞
【要申込】
●日時 ６月７日（火）
午前９時〜
●場所 補助競技場
●対象 どなたでも可
●内容 予選リーグおよび決
勝トーナメント
● 費 用 2,000円（ １ チ ー ム
当たり）
●定員 32チーム
●申込方法 ５月31日（火）
ま で に、 チ ー ム 名 お よ び
代 表 者 の 住 所、 氏 名、 年
齢、電話番号を、はがき、
FA X、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
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女性の館「随時講座」を
開催します
「母の日」の感謝の気持ちを
込めたプレゼントとして、ま
た頑張っている自分へのご褒
美として作成しませんか。
【要
予約】
＜フラワーアレンジメント＞
●日時 ５月７日（土）
午前10時〜正午
●場所 美山文化ホール１階
会議室
●講師 森谷万知子 氏
●費用 2,500円
※運営協力金、材料費として
●定員 20人（先着順）
●申込方法 ４月30日（土）
までに、電話でお申し込み
ください。
＜クレイアート（粘土細工）＞
●日時 ５月７日（土）
午後１時〜３時30分
●場所 園部女性の館
●講師 長井久容 氏
●費用 2,000円
※運営協力金、材料費として
●定員 20人
●申込方法 ４月30日（土）
までに、電話でお申し込み
ください。
問 園部女性の館運営委員会
（園部女性の館内）
TEL
（0771）63-2986

短期ピアノレッスンの参
加者を募集します
音のある楽しい毎日を始め
ませんか。楽譜が読めなくて
も大丈夫です。この機会に１
曲だけでもマスターしません
か。
【要申込】
● 日 程 ５ 月10日、24日、
６ 月 ７ 日、21日、 ７ 月 ５
日（各火曜日・全６回）
※残りの１日は未定です。
● 時 間 い ずれ も午後 ２時
30分〜３時30分
●場所 みんなの居場所「わ
っかっか！」
（日吉町殿田）
7
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●対象 65歳以上のピアノ
初心者で、全６回参加でき
る方
●定員 ６人（先着順）
●費用 １回毎に500円
（お茶代込み）
●持ち物 筆記用具
●申込方法 電話またはEメ
ール でお 申し 込みく ださ
い。
●後援 南丹市
問 みんなの居場所
「わっかっ
か！」
TEL 090-7343-2326
wakkakka.2014@gmail.
com

南丹市国際交流協会から
のお知らせ
社会人を対象とした英会話
教室の受講生を募集します。
どのコースも全て英語での授
業ですので、自然と英会話が
身に付きます。ご自分に合わ
せたレベルで、英会話に磨き
をか けて みま せ んか。
【 要申
込】
＜社会人英会話講座（初級）＞
やさしい英語を使って、実
用的な会話を習得します。
● 日 程 ５ 月20日、27日、
６ 月 ３ 日、10日、17日、
24日、 ７ 月 １ 日、 ８ 日、
15日、22日（各金曜日）
●時間 いずれも午後２時〜
３時30分
●場所 八木公民館第３集会
室
●内容 ネイティブ講師（ク
リス先生）による英会話グ
ループレッスン
●費用 7,000円（全10回分）
※初回に徴収します。
＜ 日 常 英 会 話 講 座 入 門（ 中
級）＞
日常的な英会話に加え、英
語で自分の意見を伝えられる
ように練習します。
● 日 程 ５ 月10日、17日、
24日、31日、 ６ 月 ７ 日、
14日、21日、28日、 ７ 月
問 ＝申込・問合せ先

５日、12日（各火曜日）
●時間 いずれも午後７時〜
８時30分
●場所 園部公民館3階会議
室
●内容 ネイティブ講師（デ
ボラ先生）による英会話グ
ループレッスン
●費用 8,000円（全10回分）
※初回に徴収します。
＜共通事項＞
●対象 市内在住、在勤のお
おむね18歳以上の方およ
び会員
●定員 各コース10人（先着
順）
● 申 込 方 法 希 望 教 室、 氏
名、年齢、住所、電話番号、
当日連絡先（携帯電話番号
な ど ）を、 電 話、FA X、E
メールのいずれかで連絡の
上、お申し込みください。
●主催 南丹市国際交流協会
●後援 南丹市教育委員会
問 南丹市国際交流協会
TEL
（0771）63-1840
※火〜金の午後12時30分〜4
時30分
FAX
（0771）63-1841
nantania@offc
i e.zaq.jp

鉄道模型走行会を開催し
ます
鉄道模型（Nゲージ）の運転
体験をしてみませんか。
●日時 ５月14日（土）、15
日（日）いずれも午前10時
〜午後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（飲み
物代込み）
※小学生以下は無料
●その他 Nゲージ車両の持
ち込みも可とします。ただ
し、破損、故障などは自己
責任とします。
●後援 南丹市
問 みんなの居場所
「わっかっ
か！」
TEL 090-7343-2326
TEL

＝ 電話番号

＝ FAX番号

FAX

あうる京北からのお知ら
せ
あうる京北では、春のゴル
フ実践レッスンを開催しま
す。シングルプレーヤを含む
4人で、その場に則したアド
バイスを受けながら18ホー
ル をラ ウン ド しま す。
【要申
込】
●日時 ６月２日（木）
午前９時36分スタート
※雨天決行
●場所 太閤坦カントリーク
ラブ
● 対象 ①ラ ウンド レッ ス
ン：スコアが100
（アベレ
ージ）前後の方、②初心者：
クラブを握るのも初めての
方および経験の浅い方
● 定員 ①ラ ウンド レッ ス
ン：21人、②初心者：６人
※応募者多数の場合は抽選
●費用 ラウンドレッスン：
9,000円、 初 心 者：6,500
円
※70歳以上はゴルフ場利用
税
（600円）が免除になりま
す。
●申込方法 ５月10日（火）
までに、電話でお申し込み
ください。
●その他 詳しくはお問い合
わせください。
問 あうる京北
（京都府立ゼミ
ナールハウス）
TEL
（075）854-0216

公民館講座「たのしい話
し方教室」受講生募集
元放送局アナウンサーの講
師と一緒に、楽しい話し方を
学びませんか。
【要申込】
●日程 ５月27日、６月24
日、７月22日、８月26日、
９ 月23日、10月14日（ 各
金曜日・全６回）
●時間 いずれも午前10時
〜正午
●場所 園部公民館
●対象 市内在住、在勤の成
＝メールアドレス

人の方
●定員 20人（先着順）
●講師 中野とも子 氏
●費用 1,500円（６回分）
※初回参加時にお支払いくだ
さい。
●申込方法 ５月６日（金）〜
５ 月25日（ 水 ）の 間 に、 住
所、氏名、電話番号を、来
館、 電 話、FA Xの い ず れ
かで連絡の上、お申し込み
ください。
問 園部公民館
TEL
（0771）63-5820
FAX
（0771）63-2850

美山地域情報
みやまスポーツクラブの
つどいのお知らせ
みやまスポーツクラブで
は、誰でも気軽に参加できる
いろんな種目のスポーツを用
意しています。
平成28年度は、バスケッ
トボール教室も実施しますの
で、ご参加ください。
●費用 会員：無料、会員以
外：１回100円
＜よさこい①＞
●日時 ５月７日（土）
午後８時〜
●場所 旧平屋小学校
＜ゲートボール＞
●日時 ５月７日（土）
午後１時30分〜
※ 雨 天 の 場 合 は ５ 月14日
（土）に延期
●場所 上司ゲートボール場
＜剣道＞
●日程 ５月10日（火）
● 時 間 ① 少 年 の 部： 午 後
６時30分〜、②青年の部：
午後７時30分〜
●場所 美山中学校
＜エアロビクスとヨガ①＞
●日時 ５月12日（木）
午後８時〜
●場所 美山保健福祉センタ
ー
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＜インディアカ①＞
●日時 ５月13日（金）
午後８時〜
●場所 美山小学校
＜ソフトバレーボール＞
●日時 ５月13日（金）
午後８時〜
●場所 旧平屋小学校
＜インディアカ②＞
●日時 ５月18日（水）
午後８時〜
●場所 旧知井小学校
＜ウオーク＞
●日時 ５月20日（金）
午前11時〜
●場所 美山町自然文化村駐
車場集合
＜バスケットボール＞
●日時 ５月20日（金）
午後８時〜
●場所 美山中学校
＜よさこい②＞
●日時 ５月21日（土）
午後８時〜
●場所 旧平屋小学校
＜エアロビクスとヨガ②＞
●日時 ５月26日（木）
午後８時〜
●場所 美山保健福祉センタ
ー
＜親子リトミック＞
●日時 ５月30日（月）
午前10時〜
●場所 美山保健福祉センタ
ー
＜バドミントン＞
●日時 ５月30日（月）
午後８時〜
●場所 美山中学校
＜その他＞
詳細については「スポーツ
のつどい行事カレンダー」を
ご確認ください。
問 みやまスポーツクラブ事務
局
TEL 090-8571-7125
（クラブマネージャ）
問 社会教育課美山担当
TEL
（0771）68-0044
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なんたんテレビ番組表 （平成28年5月1日〜15日）
■４月に美山小学校が開校しました。美山町旧５つの小学校の歴史や地域の皆
さんの活動を振り返り、美山小学校の開校を記念した特別番組を放送します。
ぜひご覧ください。

◇南丹市情報センター
（0771）63-1777

TEL

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

FAX

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（0 771）68-0065 FAX（0771）63-0653
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