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お知らせ

経済センサス−活動調査
に係るご協力について

　６月１日を基準日として、
「平成28年経済センサス−活
動調査」が全国一斉に行われ
ます。この調査は、商店や工
場、営業所、事務所、病院な
ど全ての事業所および企業が
対象となる大規模な統計調査
です。調査結果は、地域活性
化政策や防災政策など私たち
の生活をより良くするために
必要な基礎資料となります。
　それぞれの事業所および企
業へ、５月中頃から「調査員
証」を携行した調査員がお伺
いしますので、調査の回答に
ついて、ご理解、ご協力をお
願いします。
問総務課
ＴＥＬ（0771）68-0002

障害者就労施設の商品・作業共同受注窓口について

　障がいのある方の生きがい、働きがいをつくるため、障がい
のある方の就労を支援する市内の事業所が連携して、商品・作
業に関する共同受注窓口を開設しています。ぜひご利用くださ
い。
●提供できる主な商品・作業
商品：パン、ケーキ、クッキー、やぎミルク、七宝焼、ステン

ドグラス製品、手芸品、タワシなど
作業：封筒・袋詰め、印刷、箱折り、清掃、除草、農作業の手

伝いなど
●共同受注窓口
　南丹市障害者就労支援ネットワーク会議（京都太陽の園内）
　ＴＥＬ（0771）62-2838　ＦＡＸ（0771）62-3168
　 nantan-job.net@kyoto-taiyo.or.jp
●構成事業所

事業所名 電話番号
あしたーる工房 （0771）63-5053
あじさい園 （0771）42-5576
しぜん塾やぎ農園 （0771）86-8261
城山共同作業所 （0771）42-4562
園部共同作業所 （0771）62-3249
京都太陽の園 （0771）62-2838
園部まごころステーション （0771）68-1122
るりけい寮 （0771）65-0238
あゆみ工房 （0771）75-9500
ひより舎 （0771）72-0324

●パンフレット入手先　社会福祉課、各支所市民生活課、上記
構成事業所、南丹市ホームページ（Web版）

問社会福祉課　ＴＥＬ（0771）68-0007

●納期限　５月31日（火）
※納税通知書が届いていない

場合はご連絡ください。
問南丹広域振興局税務室
ＴＥＬ（0771）22-0330

自動車税納期限のお知ら
せ

　自動車税の納期限は次のと
おりです。近くの金融機関や
コンビニエンスストアで、納
期限までに納付してくださ
い。
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コイヘルペスウイルス病
のまん延防止のお願い

　京都府内水面漁場管理委員
会から以下の指示が出されま
した。コイヘルペスウイルス

（KHV）病のまん延防止にご
協力ください。
●コイヘルペスウイルス病と
は　マゴイとニシキゴイに
発生する病気です。発病す
ると行動が緩慢になったり
餌を食べなくなりますが、
目立った外部症状は少な
く、エラの退色やただれな
どが見られます。幼魚から
成魚までに発生し、死亡率
が高い病気です。現在、コ
イヘルペスウイルス病に対
する有効な治療法はありま
せん。コイヘルペスウイル
ス（KHV）は、感染したコ
イから水を介する接触によ
り別のコイに感染します
が、コイ以外の魚や人には
感染しません。
●指示の内容
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
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。

・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。

・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。
●指示の期間　４月１日〜平

成29年３月31日
問商工観光課
ＴＥＬ（0771）68-0050

特定公共賃貸住宅の入居者を募集しています

　特定公共賃貸住宅とは、自らが居住するための住宅を必要と
する中堅所得者（月収15万8千円以上48万7千円以下の世帯）のた
めの住宅です。
●特定公共賃貸住宅

団地名 間取り 家賃（月額） 人数要件

園部向河原団地
１DK 35,000〜45,000円 単身入居可

３LDK 65,000〜85,000円 ２人世帯以上

日吉大迫団地 ３DK 40,000〜60,000円 ２人世帯以上

美山上平屋団地 ２LDK 40,000〜50,000円 ２人世帯以上

美山中団地 ２LDK 40,000〜50,000円 ２人世帯以上

※募集住宅などは、市ホームページにて随時更新します。
●申込資格
①自ら居住するための住宅を必要としていること
②入居家族の収入合計が、法などに定める収入の範囲内である

こと
※他にも要件がありますので詳細はお問い合わせください。
●申込方法　住宅入居申込書に必要書類（入居予定者の住民票謄

本、収入を証明する書類、市税等納付証明書など）を添えて提
出してください。
●受付場所　住宅課
●受付期間　随時（毎月25日が締め切りで、25日が閉庁日の場

合は直前の開庁日）
●受付時間　午前８時30分〜午後5時15分（土・日・祝日を除く）
●入居選考　毎月25日までに受け付けた分を「南丹市特定公共賃

貸住宅の設置及び管理に関する条例」に基づき審査します。
●入居時期　締切日からおおむね50日後（５月25日までの受付

分の場合、７月中旬入居予定）
●その他　募集案内書および申込書類は、住宅課に備え付けの

ほか、市ホームページからもダウンロードできます。
問住宅課　ＴＥＬ（0771）68-0062

※募集案内書および住宅入居
申込書は、５月18日（水）
から住宅課および各支所地
域推進課に備え付けます。
また、市ホームページから
もダウンロードできます。
●受付場所　住宅課および各

支所地域推進課
●受付期間　５月23日（月）

〜６月３日（金）　午前８時
30分〜午後５時15分（土・
日曜日を除く）
●入居選考　入居資格を有す

る方の中から、「南丹市営住

市営住宅（公営住宅）の
入居者を募集します
●申込資格
①現に住宅に困窮しているこ

とが明らかであること
②現に市内に住所または勤務

場所があること
※他に、収入額などの要件が

あります。詳細はお問い合
わせください。
●申込方法　住宅入居申込書

に必要書類を添えて提出し
てください。
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宅の設置及び管理に関す
る条例」に基づき選考しま
す。
●入居予定　平成28年７月

下旬頃
●その他　募集する住宅など

の詳細は、５月18日（水）
から市ホームページなどに
掲載します。

問住宅課
ＴＥＬ（0771）68-0062

平成28年度の有害鳥獣
捕獲期間のお知らせ

　有害鳥獣による農林作物な
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、年
間を通して有害鳥獣捕獲を実
施しています。山に入られる
場合は目立つ服装をするな
ど、事故防止と捕獲に対する
ご理解ご協力をお願いしま
す。捕獲は土・日曜日が中心
です。また効果的に実施する
ため、被害発生時は被害場所
や状況を農林整備課または各
支所地域推進課にご連絡くだ
さい。
●捕獲期間
＜銃器＞
　４月９日〜５月８日、５月
14日〜６月11日、６月25日
〜７月31日、８月13日〜９
月16日、９月24日〜10月28
日、平成29年３月16日〜３
月25日
＜わな、柵、檻＞
　４月９日〜７月９日、７月
16日〜９月16日、９月24日
〜10月28日、平成29年３月
16日〜３月25日
問農林整備課
ＴＥＬ（0771）68-0012
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

障害者相談員にご相談ください

　障がいのある方やご家族が身近な地域で相談できるよう、次
の方を南丹市障害者相談員に委嘱しています。日頃の相談のほ
か、毎月相談日も設けていますので、障がいに関する悩みや不
安など、お気軽にご相談ください。秘密は厳守します。
区分 居住地 氏名 電話番号

身
体
障
害
者
相
談
員

園部町 やまぐち　つよし
山口　強 0771-62-1427

八木町 まつもと　ひろこ
松本　弘子 0771-42-3246

日吉町 きむら　さちこ
木村　幸子 090-5676-0532

美山町 ともと　せつこ
戸本　節子 090-1583-2314

知
的
障
害
者
相
談
員

園部町 こばやし　よしひろ
小林　義博 090-8826-8660

八木町 こくふ　たえこ
國府　妙子 0771-42-5789

日吉町 しおがい　のりこ
塩貝　範子 0771-72-0572

美山町 すごう　てつじ
菅生　哲二 0771-75-1751

精
神
障
害
者
相
談
員

園部町 かわはら　のぶゆき
河原　信之 090-1915-9537

八木町 おくむら　ふみよ
奥村　史代 090-4901-4992

日吉町 みずぐち　ちかこ
水口　千歌子 090-8930-5631

美山町 うえの　きよみ
上野　清美 0771-77-0251

問社会福祉課　ＴＥＬ（0771）68-0007

森の京都博ホームページが開設されています

　「森の京都」エリアである京都府中部の6市町（福知山市、綾部
市、亀岡市、南丹市、京丹波町、京都市右京区京北）では、「森の
京都博」としてさまざまな交流型イベントが、１年にわたって開
催されます。
　森の京都博ホームページでは、これらのイベント情報を発信
していきます。
HPhttp://morinokyotohaku.jp/
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高齢者用肺炎球菌予防接種のお知らせ

　肺炎球菌予防接種を希望される方は期間内に実施協力医療機関で接種してください。なお、不明
な点はお問い合わせください。
●対象者　南丹市に住民登録があり、以下の①、②のどちらかに該当する方
①平成28年度に対象となる方

年齢 対象生年月日
65歳となる方 昭和26年４月２日生〜昭和27年４月１日生
70歳となる方 昭和21年４月２日生〜昭和22年４月１日生
75歳となる方 昭和16年４月２日生〜昭和17年４月１日生
80歳となる方 昭和11年４月２日生〜昭和12年４月１日生
85歳となる方 昭和６年４月２日生〜昭和７年４月１日生
90歳となる方 大正15年４月２日生〜昭和２年４月１日生
95歳となる方 大正10年４月２日生〜大正11年４月１日生
100歳となる方 大正５年４月２日生〜大正６年４月１日生

②平成28年４月１日現在60歳以上65歳未満で、「心臓、じん臓、呼吸器の機能」または「ヒト免疫不全
ウイルスによる免疫の機能」に、日常生活に支障をきたす程度の障がいのある方。
●接種回数　１回
※①、②いずれかの対象者であっても、初めて接種される方が対象です。５年以内の再接種で副反

応が強く発現するとの報告がありますのでご注意ください。
●実施期間　平成29年３月末日まで
※この期間に接種できなかった場合、その後の接種は全額自己負担となります。
●自己負担金　4,000円
●自己負担金の免除　今年度の対象者で生活保護世帯の方、市民税非課税世帯の方は申請により自

己負担金が免除されます。必ず接種までに、印鑑をご持参の上、保健医療課または各支所市民生
活課で申請してください。
●接種方法　実施協力医療機関に直接お申し込みください。
※市外の医院で病気の管理中など、特別な事情で、実施協力医療機関以外で接種を希望される方は、

事前に保健医療課へお問い合わせください。ただし、医療機関によっては、公費での接種を受け
ていただけない場合があります。
●実施医療機関（順不同）

医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号
川西診療所 （0771）62-0139 きむら診療所 （0771）43-0860
園部丹医会病院 （0771）62-0515 山田医院 （0771）42-2306
高屋こども診療所 （0771）68-1155 吉田医院 （0771）72-0022
冨井内科医院 （0771）68-2550 胡麻佐野診療所 （0771）74-0022
西田医院 （0771）68-1105 藤岡五ヶ荘診療所 （0771）73-0203
仁丹医院 （0771）62-0234 藤岡五ヶ荘第二診療所 （0771）72-1014
広野医院 （0771）62-0218 明治国際医療大学附属病院 （0771）72-1221
南八田診療所 （0771）65-0048 美山診療所 （0771）75-1113
吉田小児科内科医院 （0771）63-1458 宮島診療所 （0771）75-0272
公立南丹病院 （0771）42-2510 美山林健センター診療所 （0771）76-0201

※美山地域の方は上記の実施医療機関のほかに、大萱医療美山町分院ＴＥＬ（0771）77-0213、京都市立
京北病院ＴＥＬ（075）854-0221でも接種いただけます。

問保健医療課　ＴＥＬ（0771）68-0016
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風しん予防接種費用助成
事業について

　風しんは妊娠初期に感染す
ると、胎児に先天性風しん症
候群を起こす可能性がありま
す。南丹市では、先天性風し
ん症候群の発生を予防するた
めの対策として、風しんの予
防接種費用の一部を助成しま
す。
●助成対象者　接種当日、南

丹市に住民票を有する方
で、風しんの抗体検査など
で抗体価が低く、かつ次の
いずれかに該当する方

①妊娠を希望する女性
②抗体価が低い妊婦の同居者
※「抗体価が低い」とは、HI

法による検査で、HI価が
１:16以下、またはEIA法
に よ る 検 査 でEIA-IgG価
8.0 未満をいいます。
●助成対象予防接種　麻しん

風しん（MR）予防接種また
は、風しん（R）予防接種
●助成予防接種実施期間
　平成28年４月１日〜平成

29年３月31日
●助成申請受付期間　平成

29年３月31日まで（必着）
●助成金額　麻しん風しん
（MR）予 防 接 種 は6,000
円、風しん（R）予防接種は
4,000円

※ただし、助成回数は25〜
27年度事業を含め、１人
１回のみです。また、予防
接種費用が助成金額を下回
る場合は、低い方の金額を
助成します。生活保護世帯
の方は、全額助成となりま
す。
●申請方法　医療機関で予防

接種を受け、費用を全額支
払い後、保健医療課または
各支所市民生活課窓口で申
請の手続きを行ってくだ
い。

●必要書類など　①予防接種
費用助成金交付申請書、②
印鑑、③助成金振込先の金
融機関口座番号が確認でき
るもの、④医療機関発行の
予防接種領収書の原本（氏
名、予防接種名、接種日、
金額記載のもの※レシート
不可） 、⑤風しん抗体検査
結果（母子手帳可）、⑥抗体
価の低い妊婦の同居者は、
母子手帳、同居の妊婦の風
しん抗体検査結果（母子手
帳に記載されていれば不
要）、同居の有無が分かる
書類（保険証、免許証など）、
⑦風しん予防接種費用助成
金請求書
●助成方法　助成決定者に

は、助成決定額を指定口座
に振り込みます。
●注意事項　女性は、予防接

種前１カ月から予防接種後
２カ月は避妊しなければな
りません。妊娠中の方は、
予防接種は受けられませ
ん。

※風しん抗体検査は、京都府
が助成事業を実施していま
す。詳しくは南丹保健所ＴＥＬ

（0771）62-4751にお問い
合わせください。

問保健医療課
ＴＥＬ（0771）68-0016

人材募集

国家公務員採用一般職試
験（高卒者試験）実施
●試験区分　事務、技術、農

業、農業土木、林業
●受験資格
①平成28年４月１日におい

て高等学校または中等教育
学校を卒業した日の翌日か
ら起算して２年を経過して
いない者、および平成29
年３月までに高等学校また
は中等教育学校卒業見込の
者

②人事院が①に掲げる者に準
ずると認める者
●申込受付期間
インターネット　６月20日
（月）〜６月29日（水）

郵送または持参　６月20日
（月）〜６月22日（水）（通信
日付印有効）
●第１次試験日　９月４日
（日）
●試験地　京都市、大阪市、

神戸市、奈良市、和歌山市、
田辺市

※受験案内はホームページに
掲載しています。
HPhttp://www.jinji.go.jp/

　　saiyo/saiyo.htm
問人事院近畿事務局
ＴＥＬ（06）4796-2191
〒553-8513 大阪市福島区福

島1-1-60
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南丹市営プールの監視員を募集します

●勤務場所　・園部：園部中央プール、園部第２水泳プール、園部第３水泳プール・八木：八木Ｂ
＆Ｇ海洋センタープール・日吉：日吉興風プール
●勤務期間　７月21日（木）〜８月28日（日）（予定）
※日吉興風プールは７月21日（木）〜８月20日（土）（予定）
●業務内容　プール内での監視、清掃、水質管理ほか
●募集条件　健康で水泳ができる市内在住の19歳以上の方
勤務場所 募集人員 勤務時間など 申し込みおよび問い合せ先

園部 35人程度
（交代勤務）

午前９時〜午後５時（１日７時間、休憩１時間）、
毎週月曜日およびお盆期間は休館

社会教育課または園部海洋
センター

八木 10人程度
（交代勤務）

午前９時〜午後５時までの１日３時間〜７時
間、毎週木曜日およびお盆期間は休館

社会教育課八木担当（八木
公民館）

日吉 ６人程度
（交代勤務）

正午〜午後４時15分（１日４時間、休憩15分
間）、毎週月曜日およびお盆期間は休館

社会教育課日吉担当（日吉
町生涯学習センター）

●賃金　850円（１時間あたり）
●申込方法　６月３日（金）必着で、社会教育課、園部海洋センター、八木公民館、日吉町生涯学習

センターまたは社会教育課美山担当に備え付けの申込書に必要事項を記入の上、持参または郵送
でお申し込みください。
●採用決定
・園部、八木：申し込み多数の場合は面接により決定します。
・日吉：申込者の打ち合わせ会および説明会を６月24日（金）午後６時に日吉興風交流センターで行

います。打ち合わせ会に都合で出席できない場合は、必ずご連絡ください。申し込み多数の場合
は選考により決定します。

・後日実施する普通救命講習を必ず受講してください。受講されない場合は採用できません。
●その他　勤務時間中であっても、悪天候などにより途中閉館する場合があります。その他臨時に

休館する場合があります。
※勤務地によって条件が異なりますので、不明な点はお問い合わせください。
問社会教育課　ＴＥＬ（0771）68-0057　〒622-8651 南丹市園部町小桜町47番地
問社会教育課八木担当（八木公民館）　ＴＥＬ（0771）68-0026　〒629-0141 南丹市八木町八木東久保23

番地
問社会教育課日吉担当（日吉町生涯学習センター）　ＴＥＬ（0771）68-0035　〒629-0301 南丹市日吉町保

野田長通24番地

相談会

５月のなんでも相談日のお知らせ

　身体・知的・精神障害者相談員が、障がいに関する相談に応
じます。日ごろの悩みや不安を相談してみませんか。【無料】
●日程など

日程 時間 場所
５月21日（土）

午後１時〜３時

そよかぜ美山
５月23日（月） そよかぜ八木
５月24日（火） そよかぜ日吉（おいで家）

５月27日（金） 園部まごころステーション
陽だまり

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
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「きこえと補聴器の相談
会」を開催します

　きこえの相談や補聴器相談
を、毎月第4水曜日に行って
います。【申込不要】
●日程　５月25日、６月22

日、７月27日（いずれも水
曜日）
●時間　午後１時〜３時
●場所　ふない聴覚言語障害

センター（園部公民館２階）
●対象者　聞こえにくい方や

補聴器を必要とされている
方（難聴者、中途失聴者、
そのご家族など）
●相談料　無料（補聴器修理

費用、電池代などは別途必
要）
●その他　身体障害者手帳や

補聴器をお持ちの方は、当
日ご持参ください。言語聴
覚士によるきこえの相談を
ご希望の方は、お問い合わ
せください。

問ふない聴覚言語障害セン
ター

ＴＥＬ（0771）63-6448

京都府無料法律相談のお
知らせ

　京都府では、法律問題でお
困りの方のために、弁護士に
よる無料法律相談を実施し、
問題解決のお手伝いをしてい
ます。お気軽にご利用くださ
い。【無料・要申込】
●日時　５月23日（月）
　午後１時30分〜４時30分
（１人20分以内）
●場所　南丹広域振興局園部

総合庁舎
●定員　８人（先着順）
●申込方法　５月20日（金）
　午前９時から電話でお申し

込みください。
問南丹広域振興局園部地域総

務室
ＴＥＬ（0771）62-0360

子育て支援（催し）

「みんなおいでよ−！」
を開催します

　96回目となる「みんなおい
でよー！」を開催します。子
どもたちもお母さんも、友達
になって楽しく遊びます。
●日時　５月26日（木）
　午前９時30分〜正午
●場所　氷室の郷
●内容　イチゴ狩りをします。

豆ご飯も食べます。
●対象　０歳〜６歳までの家

庭で過ごされている子ども
たち、お父さん、お母さん、
おじいちゃん、おばあちゃ
ん、子どもたちを支援して
いただく地域の皆さん
●持ち物　マイ皿、マイ箸、

水筒、お手拭き
●参加費　500円
●その他　雨天でも氷室の郷

で遊びます。
＜ミニ情報＞
　子どもたちとお母さんが、
のんびり楽しく過ごせるよう
に、支援ルームを開放してい
ます。いっしょに遊びません
か。【無料】
●曜日　毎週火、木曜日
●時間　午前10時〜午後３

時
●場所　八木支所３階子育て

支援ルーム
問子育て支援ボランティア
「すくすくやぎっこ」
ＴＥＬ090-3993-1236

５月「託児付きカフェ
よっといで」のお知らせ

　子育て中のママさんや家族
の方、子どもさんがホッとで
きる居場所作りをしていま
す。ご家族そろってお越しく
ださい。【要申込】

●日時　５月30日（月）
　　　　午前10時〜正午
　（受付：午前９時50分〜）
●場所　美山保健福祉セン

ター
●内容　親子リトミックとカ

フェ　講師：小谷里美先生
●参加協力金　500円 
※無農薬コーヒーと手作りお

菓子付き
●申込方法　５月28日（土）

までに、電話またはＳＭＳ
（ショートメッセージサー
ビス）でお申し込みくださ
い。

※当日参加も可能ですが準備
の都合上、期限までにお申
し込みください。

問みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
ＴＥＬ090-6962-6455

日曜（パパ）講座「子ども
と遊ぼう！」を開催します
　父親が子どもと一緒に遊
び、子育て仲間と出会い、子
育てが楽しいと感じるきっか
けづくりとして、日曜講座を
実施しています。ご家族の方
も一緒にお越しください。【無
料・要申込】
●日時　６月５日（日）
　午前10時〜11時30分（受

付：午前９時30分〜）
※開始時間の15分前にはお

集まりください。
●場所　子育てすこやかセン

ター
●内容　「子どもと遊ぼう！」

〜からだと脳の発達をうな
がす運動遊び〜
●講師　土屋作業療法士
●定員　親子25組（先着順）
※市内在住者に限定させてい

ただきます。
●申込方法　事前に来所いた

だくか、電話でお申し込み
ください。

問子育てすこやかセンター
ＴＥＬ（0771）68-0082
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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＞
◆［新訳］武士の娘（杉本鉞子）◆上手に「自分を守る」技術（片田珠美）◆福島のお母さん、聞かせて、
その小さな声を（棚澤明子）◆脳はなにげに不公平（池谷裕二）◆ぜんぶわかる認知症の事典（河野和彦
監修）◆カラスの教科書（松原始）◆はじめての今さら聞けないＷｉ-Ｆｉ入門（荒石正二）◆トコトン
やさしいバイオミメティクスの本（下村政嗣編著）◆朝作って、夜仕上げる段取りごはん◆ポリ袋で
ラクラク！オーブントースターで焼く天然酵母パン（梶晶子）◆掃除は「ついで」にやりなさい！（新
津春子）◆日陰をいかす美しい庭（ＮＨＫ出版編）◆休みをとってでも行きたい問屋街さんぽ（古谷充
子イラストレーション）◆昭和の終着駅　関西篇 写真に辿るなつかしの終着駅（安田就視写真）◆そ
れっ！日本語で言えばいいのに！！（カタカナ語研究会議監修）◆ショートショート診療所（田丸雅
智）◆我々の恋愛（いとうせいこう）◆海の見える理髪店（荻原浩）◆暗幕のゲルニカ（原田マハ）◆うめ
婆行状記（宇江佐真理）◆ヒーロー！（白岩玄）◆ハーレーじじいの背中（坂井希久子）◆傀儡に非ず（上
田秀人）◆孤独の果てで犬が教えてくれた大切なこと（瀧森古都）◆拳の先（角田光代）◆毎日が一日だ

（いしいしんじ）◆老境の美徳（曽野綾子）◆女と味噌汁（平岩弓枝）◆不協和音（大門剛明）◆なんらか
の事情（岸本佐和子）
＜児童書＞
◆やっぱりこういうときどうするんだっけ（辰巳渚）◆シティ・アトラス（ジョージア・チェリー）◆
日本地理データ年鑑　2016（松田博康監修）◆アレルギーってなんだろう？（清水直樹、清水さゆり
監修）◆ややっ、ひらめいた！奇想天外発明百科（マウゴジャタ・ミチェルスカ）◆どきどき！プレゼ
ントスイーツ（Goma）◆ケンガイにっ！（高森美由紀）◆こぶたものがたり（中澤晶子）◆まるごとご
くり！（シンシア・ジェイムソン再話）
＜絵本＞
◆えほん七十二候　（白井明大）◆いいわけサウルス（おおなり修司）◆マルヒゲーニョさんのウルト
ラ・マシーン（イラリア・グアルドゥッチ）◆海底電車（松本猛構成・文）◆じてんしゃギルリギルリ

（角野栄子）◆はらぺこライオン　エルネスト（ローラ・カサス）◆ぎょうれつのできるレストラン（ふ
くざわゆみこ）◆しろくろつけてよシマウマくん（ながいいくこ）◆ばけねこのおよめさん（大海赫作・
画）◆月の塔（ペール・グスタフソン作・画）
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

催し

第５回トレーニング機器
使用講習会を開催します
●日時　６月10日（金）
　午後７時〜
●場所　南丹市八木フィジカ

ルセンター（京都府立口丹
波勤労者福祉会館内）
●内容　トレーニング機器の

正しい使い方、健康・安全
なトレーニング法

●講師　京都府スポーツ振興
課　谷村侑子　氏
●費用　無料
●主催　NPO法人八木町ス

ポーツ協会
●後援　南丹市教育委員会
問NPO法人八木町スポーツ

協会
ＴＥＬ（0771）42-5484

園部公民館ミニ展示会の
お知らせ

　園部公民館１階ロビーでミ
ニ展示会を開催中です。ご来
館の際はぜひご覧ください。
●出展団体　さくら楽習館写

真部
●期間　５月31日（火）まで
※都合により、予告なく終了

する場合があります
問園部公民館（月・祝日休館）
ＴＥＬ（0771）63-5820
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歴史・健康ウオーキング
の参加者を募集します

　緑の大自然と空中散歩を楽
しむ「ほしだ園地」（大阪府交
野市）を訪れます。【要申込】
●日時　５月22日（日）
※小雨決行（バス利用）
●コース　園部公園駐車場

⇒JR園部駅西口⇒「ほしだ
園地」駐車場→園地案内所

（開会行事）→園内ハイキン
グコースぼうけんの路→星
のブランコ（吊り橋）→おね
すじの路→展望スポット→
やまびこ広場（昼食）→まつ
かぜの路→せせらぎの路→
園地管理道→やまびこ広場
→さえずりの路→園地案内
所（閉会行事）→駐車場⇒園
部

※雨などにより、コースを変
更する場合があります。
●出発場所・時刻　園部公

園駐車場：午前８時30分、   
JR園部駅西口：午前８時
35分
●解散場所・時刻　園部公園

駐車場：午後４時30分頃
●対象　元気に６km以上歩

ける方
※園内のハイキングコースは

狭い山道で急な上り下りが
あります。
●定員　70人
●持ち物　弁当、水筒、健康

保険証の写し、汗拭きタオ
ル、帽子、手袋、雨具（雨
天時）

※滑りやすい場所もあり、ス
トックや滑りにくい靴など
があれば楽です。
●参加費　会員3,200円、　

一般3,500円（バス代、保
険代を含む）

※締め切り後のキャンセル
は、キャンセル料として
1,000円を徴収します。
●申込方法　５月19日（木）

までに電話でお申し込みく
ださい。

※目的はウオーキングです。
観光旅行ではありませんの
で、集団行動をお守りくだ
さい。

※健康、体調のすぐれない方
の参加はご遠慮ください。

※歩きやすい服装、履きなれ
た靴で参加してください。

※参加者は、自己責任で自分
の健康管理をしてくださ
い。

※参加者のけがや事故、他に
与えた損害などについて
は、本会は一切、責任を負
いません。

問Ｎａｎｔａｎ健歩会
ＴＥＬ090-1911-4229
問保健医療課
ＴＥＬ（0771）68-0016

健康ウオーキングの参加
者を募集します

　みんなで楽しく歩いて、ふ
るさとを再発見しませんか。
●日時　５月28日（土）
　午前９時30分〜正午
　（受付：午前９時15分）
※小雨決行
●コース　スプリングスひよ

し駐車場→天稚神社→笛吹
神社→日吉ダムサイト→ダ
ム内部見学→ダム周辺散策
→スプリングスひよし駐車
場

※約５kmのコース
●集合場所　スプリングスひ

よし駐車場（施設正面入り
口付近）
●持ち物　水筒、汗拭きタオ

ル、帽子、手袋、雨具ほか
●参加費　200円（会員は無

料）
●申込方法　当日受付も行い

ますが、事前に電話でお申
し込みください。

※体調をチェックした上でご
参加ください。
●申込先　園部海洋センター
　ＴＥＬ（0771）68-0084
●協力　Nantan健歩会
●その他　そのべ総合型地域

スポーツクラブの会員を募
集しています。興味のある
方はお電話ください。

問そのべ総合型地域スポーツ
クラブ　

ＴＥＬ090-3351-3254

「南丹将棋教室」６月開催
日のお知らせ

　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。初心者の方もお気軽にお
申し込みください。【要申込】
●日程　６月４日（土）、12日
（日）、18日（土）、26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 ※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、アマチュア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、窓口提出、
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、
参加者多数の場合は、募集
を終了することがありま
す。
●その他　申し込み後の連絡

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）63-5840

be-syakai@city.nantan.
　kyoto.jp
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「ＬＧＢＴのこと そして人
権」講演会を開催します

　市民の人権感覚の高揚を図
ることを目的に人権教育講座
を開催します。ぜひご参加く
ださい。【無料】
●日時　５月28日（土）午後

２時〜３時30分
●場所　日吉町生涯学習セン

ターホール
●演題　「ＬＧＢＴのこと そ

して人権−誰もが生きやす
い社会へ−」

※ＬＧＢＴとはレズビアン、
ゲイ、バイセクシュアル、
トランスジェンダーの性的
少数者の総称です。
●講師　なんもり法律事務所

弁護士　南和行　氏
●主催　南丹市教育委員会
問社会教育課
ＴＥＬ（0771）68-0057

第２回南丹市民マスター
ズテニス大会参加者募集

　府民総体マスターズ大会の
予選も兼ねています。
●日時　５月22日（日）正午

〜（集合・受付：午前９時）
※順延、雨天の場合：５月

29日（日）同時間
●会場　園部公園テニスコー

ト（オムニコート４面）
●種別　男子ダブルス、女子

ダブルス
●参加資格　市内在住、在

勤の50歳以上の方。なお、
府民総体マスターズテニス
大会予選に出場できる方
は、平成28年４月１日に
50歳以上の方とします。
●参加費　 １ ペ ア に つ き

1,000円
●競技方法
・日本テニス協会テニス規則

に準ずる。
・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

・セルフジャッジ

●選考方法　本大会および府
市町村テニス協会が主催す
る大会の上位入賞者の中か
ら府民総体マスターズ大会
出場者を選考します。
●申込方法　５月18日（水）

午後３時までに、種別、住
所、氏名、生年月日、連絡
先、勤務先を電話またはＦ
ＡＸで連絡の上、お申し込
みください。
●主催　南丹市テニス協会
●後援　南丹市教育委員会、

南丹市体育協会
●その他　当日のお問い合わ

せは園部海洋センターＴＥＬ
（0771）68-0084へお願い
します。

問南丹市体育協会事務局（社
会教育課内）

ＴＥＬ（0771）68-0057
ＦＡＸ（0771）63-2850

第２０回南丹市チャリティ
ゴルフ大会参加者募集

　福祉事業の振興などを目的
に開催します。また本大会
は、府民総体ゴルフ競技の選
手選考（有資格者のみ対象）を
行う、南丹市民ゴルフ大会も
兼ねています。
●開催日　５月26日（木）
※開始時間などについては申

込者にお知らせします。
●場所　クラウンヒルズ京都

ゴルフ倶楽部
●参加資格　大会趣旨に賛同

いただける方ならどなたで
も
●競技方法　18ホールスト

ロークプレー（ダブルぺリ
ア方式で算出）
●申込方法　５月20日（金）

までに、住所、氏名、電話
番号を記入の上（グループ
で申し込みいただく場合
は、住所および電話番号は
代表者のみ記入）、郵送ま
たはＦＡＸでお申し込み
ください。（電話申し込み不
可）

※できるだけ４人１組でお申
し込みください。
●参加費　12,000円（チャリ

ティ基金、昼食、懇親会、
プレイフィ費を含む）
●主催　南丹市ゴルフ協会
●後援　京都新聞社、南丹市、

南丹市社会福祉協議会、南
丹市商工会、南丹市体育協
会

問クラウンヒルズ京都ゴルフ
倶楽部

ＴＥＬ（0771）72-1234
ＦＡＸ（0771）72-1238
〒629-0301 南丹市日吉町保

野田池ヶ谷１番地

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。【入場無料】
●日時　５月22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
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南丹市国際交流協会から
のお知らせ

＜外国人のための日本語教
室＞

　市民ボランティアと1対1
で勉強します。【無料・要申込】
●日時　
①５月15日〜６月26日（毎週

日曜日・全７回） 午後６時
〜７時30分

②５月19日〜６月30日（毎週
木曜日・全７回） 午後６時
30分〜８時

※日曜日または木曜日のどち
らかで勉強します。

※期間の途中からでも、また
全回出席できなくても受講
できます。
●場所　国際交流会館2階研

修室
●対象　市内在住または在勤

の外国人の方
●申込方法　事前に、氏名、

住所、電話番号（自宅・携帯）
を、電話、FAX、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　
※お知り合いで外国人の方が

おられましたら、紹介をお
願いします。

※外国人の日本語支援を行う
市民ボランティアも募集し
ています。関心がある方は、
協会に連絡の上、見学に来
てください。

＜英会話教室（英語リフレッ
シュコース（入門））＞

　中学生時代の英語を思い出
しながら、簡単な英会話に挑
戦しましょう。
●日時　 ５ 月24日、31日、

６ 月 ７ 日、14日、21日、
28日、 ７ 月 ５ 日、12日、
19日、26日（いずれも火曜
日）午後７時〜８時30分
●場所　園部公民館２階研修

室
●内容　ネイティブ講師（サ

イモン先生）による英会話
グループレッスン

●参加費　7,000円（全10回
分）

※初回に徴収します。
●対象　市内在住、在勤の

18歳以上の方および会員
●定員　10人（先着順）
●申込方法　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、FAX、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0時30分〜
　4時30分
ＦＡＸ（0771）63-1841

nantania@office.zaq.jp

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。
＜太極拳教室＞
●日時　５月27日（金）
　午後２時〜４時
●場所　体育館
●内容　太極拳の基礎を学ぶ
●参加費　500円（当日受付）
●定員　30人
＜あっぱれたんぼ田植えイベ

ント＞【無料・要申込】
●日時　５月29日（日）
　午前９時〜12時頃
●場所　公園南駐車場および

周辺の農地
●内容　田んぼをキャンバス

に見立て、数種類の色の
違う稲を手作業で植えて
アートを描きます。
●申込方法　５月29日（日）

までに、住所、氏名、年齢、
電話番号を記入の上、はが
き、FAX、Eメールのいず
れかでお申し込みくださ
い。

＜レディーススポーツデー＞

●日時　６月１日（水）
　午前９時30分〜11時30分
●場所　体育館
●内容　健康体操、軽スポー

ツ
●参加費　300円（当日受付）
●対象　18歳以上の女性の

方
＜さつき山野草展＞
●日時　６月３日（金）〜５日
（日）午前９時〜午後５時
●場所　公園センター３階無

料休憩所
●内容　愛好家の方々によっ

て丹精こめて育て上げられ
た作品を展示
●入場料　無料（当日受付）
＜テニス教室（夜の部）＞

【要予約】
●日時　６月６日〜７月25

日（毎週月曜日・全８回）
　午後７時〜９時
●場所　テニスコート
●参加費　6,000円
●定員　20人
●対象　18歳以上（初心者、

初級者対象）
●申込方法　６月６日（月）ま

でに、住所、氏名、年齢、
電話番号を記入の上、はが
き、FAX、Eメールのいず
れかでお申し込みくださ
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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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　６月５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！」

ＴＥＬ080-9753-9402

日吉地域情報

日吉地域グラウンド・ゴ
ルフ大会を開催します

　平成28年度南丹市体育協
会日吉地域大会として開催し
ます。ご近所、お友達、ご家
族お誘い合わせの上、多数ご
参加ください。用具のない方
には主催者が準備します。
●日時　６月14日（火）午前

９時〜（受付：８時30分）
　雨天予備日６月16日（木）
●場所　日吉総合運動広場運

動場
●対象　日吉町内在住、在勤、

在学の中学生以上の方
●チーム構成　個人戦
●プレー規則　（公社）日本グ

ラウンド・ゴルフ協会ルー
ルおよび本大会の申し合わ
せ事項を適用
●プレー方法　24ホール（８

×３ラウンド）ストローク
プレーによる個人戦（打順
は３ラウンド通じてロー
テーション方式とする）
●運営主管　日吉町グラウン

ド・ゴルフ協会

●申込方法　６月７日（火）ま
でに、電話またはFAXで
お申し込みください。

※日吉町グラウンド・ゴルフ
協会会員の方は、各クラブ
の代表理事までお申し込み
ください。
●その他　上位20人の方は、

府民総体南丹市予選会に日
吉町代表として出場してい
ただきます。

問南丹市体育協会日吉地域事
務局（日吉町生涯学習セン
ター内）

ＴＥＬ（0771）72-3300
ＦＡＸ（0771）72-3311

南丹市メール配信サービ
スにご登録ください

　南丹市ではスマートホン、
携帯電話、パソコンなどの
メール機能を活用した情報配
信サービスを行っています。
登録は空メール送信アドレス
に送信し、送られて来たメー
ルに従い手続きをお願いま
す。
※迷惑メール受信拒否設定

などをされている方は、
空メール送信前に送信元
メールアドレスの受信許可
を行ってください。

＜子ども安心メール＞
　市内の幼児や小中学校など
の保護者向けに不審者や危険
動物の出没などの情報を配信
します。
●空メール送信先

touroku.nantan-edc@
　raiden.ktaiwork.jp
●受信許可が必要なアドレス

nantan-edc@raiden.kt
　aiwork.jp
＜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、メール配信さ
れます。
●空メール送信先

info.nantan-city@raid
　en.ktaiwork.jp
●受信許可が必要なアドレス

nantan-city@raiden.kt
　aiwork.jp
問情報政策課
ＴＥＬ（0771）68-0066
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美山地域情報

市民健診結果報告会のお知らせ

　４月に実施した市民健診（集団健診）の結果報告会を開催します。健診の結果をお返ししますので、
該当する会場へお越しください。
●日程など

月日 会場 時間 対象地区

５月30日
（月）

芦生公民館 午前9時45分〜10時 芦生

江和公民館 午前10時45分〜11時15分 江和、田歌、白石、佐々里

知井会館 午後1時15分〜1時45分 下、知見、河内谷、中

北公民館 午後2時15分〜2時45分 北、南

５月31日
（火）

高野公民館 午前9時45分〜10時 今宮、栃原、砂木

盛郷公民館 午前10時30分〜11時 田土、上吉田、林、庄田、脇、
熊壁、山森

林健センター 午後1時〜1時30分 棚、川合、殿、舟津

豊郷公民館 午後2時15分〜2時45分 松尾、神谷、名島、洞

６月１日
（水）

内久保公民館 午前9時30分〜10時 内久保、大内

又林公民館 午前11時〜11時15分 又林、下平屋

美山保健福祉センター 午後1時30分〜2時30分 上平屋、安掛、深見、荒倉、
野添、長尾

６月２日
（木）

大野ふれあい館 午前10時〜11時 萱野、大野、川谷、岩江戸

小渕公民館 午後1時15分〜1時45分 小渕、肱谷、音海

向山公民館 午後2時15分〜2時45分 向山、樫原

６月３日
（金）

板橋公民館 午前9時30分〜9時45分 板橋、原

下吉田公民館 午前10時15分〜10時45分 下吉田、宮脇

美山文化ホール 午後1時〜2時 島、長谷、上司、和泉、静原

※会場の指定はしていますが、都合の悪い方はどの会場にお越しいただいても結構です。
※お返しするのは、美山会場で受診いただいたご本人またはご家族の方に限ります。
※欠席の方と美山会場以外で受診された方には、報告会終了後に郵送します。
※肺がん・結核検診の結果は、デジタル化に伴い結果判定に時間を要するため、結果報告会でお返

しできません。そのため、後日郵送します。
問保健医療課　ＴＥＬ（0771）68-0016
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