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お知らせ

障がい者福祉制度案内冊
子を発行します

　障がいのある方に関する各
種制度や当事者団体の情報を
掲載した冊子を発行します。
　目の不自由な方には、拡大
版や音声版（CD）も用意しま
すが、音声版は現在作成中で
すので、作成後に改めてお知
らせします。
●発行する冊子
①障がい者福祉のあんない

版：各種制度の情報や申請
手続きなどを掲載

②当事者団体加入のすすめ：
当事者団体の情報や加入手
続きなどを掲載
●配布場所　社会福祉課およ

び各支所市民生活課
※市ホームページからもダウ

ンロードできます。
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

よび各支所地域推進課窓口
に備え付けの募集要項兼申
込用紙に必要事項を記入の
上、申込先までご持参いた
だくか、郵送、FAX、Eメ
ールのいずれかでお申し込
みください。

※郵送の場合は消印有効
※募集要項兼申込用紙は、第

40回全国育樹祭京都府実
行委員会事務局ホームペ
ー ジ HPhttp://www.pref.
kyoto.jp/modelforest/
ikujyusai/からもダウンロ
ードできます。
●申込先　第40回全国育樹

祭京都府実行委員会事務局
　ＦＡＸ（075）414-5007
　〒602-8570 京都市上京区

下立売通新町西入藪ノ内
町

　 modelforest@pref.
　　kyoto.lg.jp
●その他
①参加者は、指定された場所

に集合した後、実行委員会
が準備したバスで移動して
いただきます。自家用車な
どでの参加はできません。

②本人確認のため、受け付け
時に案内状と本人確認書類

（運転免許証など）を確認し
ます。

※案内状は９月中旬頃に、参
加者本人宛に送付します。

問第40回全国育樹祭京都府
実行委員会事務局

ＴＥＬ（075）414-5025
問全国育樹祭推進室　
ＴＥＬ（0771）68-0111

南丹市障害者差別解消法
ガイドラインについて

　本年４月１日に施行された
障害者差別解消法について、
南丹市のガイドラインを作成
しました。障がいのある方へ
の差別解消の一助となるよ
う、ご活用ください。
　ガイドラインは、市ホーム
ページに掲載していますので
ご覧ください。
問社会福祉課
ＴＥＬ（0771）68-0007

全国育樹祭式典行事の参
加者募集について

　第40回全国育樹祭式典行
事の公募参加者を募集しま
す。セキュリティの関係上、
式典には事前に申し込みを
行った本人のみ、参加するこ
とができます。
●日時　10月９日（日） 
　午前６時頃〜午後４時頃
●場所　府民の森ひよし
※原則として雨天の場合も開

催しますが、台風などによ
り荒天会場に変更した場
合、公募参加者は参加いた
だけませんのでご了承くだ
さい。
●参加費　無料（集合地まで

の交通費は自己負担）
●定員　700人 （応募者多数

の場合は抽選となります）
※参加者には、７月下旬頃に

参加決定通知と出欠確認書
を送付します。
●申込方法　６月30日（木）

までに、市民環境課窓口お
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Wi-Fiフリースポット設
置支援事業について

　南丹市内の集客施設などを
対象に、Wi-Fiフリースポッ
ト（公衆無線LAN）の設置に
掛かる費用を助成します。
●補助対象　市内の宿泊施

設、飲食施設、物販施設な
ど
●対象経費　Wi-Fiフリース

ポット（公衆無線LAN）の
設置に掛かる経費

※施設の整備費などの経費、
保守・管理経費、インター
ネット回線に係る経費、消
費税は対象外
●補助金交付額　アクセスポ

イント１箇所につき５万円
以内（上限５箇所、25万円
以内）
●申請方法　南丹市集客施設

等フリースポット設置支援
事業補助金交付申請書、事
業経費の見積書の写し、機
器の設置予定場所がわかる
写真（設置台数分）を情報政
策課に持参の上、申請して
ください。

※申請書は情報政策課に備え
付けています。また市ホー
ムページからもダウンロー
ドできます。

問情報政策課
ＴＥＬ（0771）68-0066

高校生給付型奨学金（第
２次申請）を受け付けます
●対象　市内在住で、次の①

〜③全てに該当する方
①市府民税が非課税の世帯に

属する方
②母子（父子）世帯（20才以上

65才未満の同居者がいな
い家庭）、児童世帯、障が
い者世帯、長期療養者世帯
などに該当する世帯の方

③高等学校（高等専門学校な
どを含む）に修学中の方

※同居している方の状況によ
っては対象とならない場合

住宅用火災警報器は大切
な命を守ります

　平成27年３月に住宅用火
災警報器設置状況調査を実
施し、南丹市は全部設置が
48.5%、一部設置が34.0%、
未設置が16.5%でした。
　園部消防署では、６月１日
を「住宅用火災警報器の日」と
定め、設置推進と維持管理な
どについて次のことをお願い
しています。
・住宅用火災警報器をまだ取

り付けていないご家庭は、
大切な命を火災から守るた
め、必ず設置してください。

・一部設置されているご家庭
は、全部の箇所（寝室、階段、
台所）に必ず設置してくだ
さい。

・既に設置しているご家庭
は、点検ボタンまたは点検
ひもで作動テストを行い、
維持管理に努めましょう。

・設置後10年を経過すると、
住宅用火災警報器は電池や
本体の交換が必要になりま
すのでご注意ください。

問園部消防署予防課
ＴＥＬ（0771）62-0119

特定医療費（指定難病）
受給者証をお持ちの方へ

　現在お持ちの受給者証の有
効期限は９月30日です。継
続される方は、期間内に手続
きを行ってください。
●継続受付期間　６月１日〜

７月31日まで（土・日・祝
日を除く）
●受付時間　午前９時〜午後

５時（正午から午後１時を
除く）
●受付場所　京都府南丹保健

所
問京都府南丹保健所保健室
ＴＥＬ（0771）62-2979

があります。
※他の奨学金制度などを受け

ている方は、支給調整をす
ることがあります。
●必要書類　①申請書、②同

意書２種類（返還・併給調
整および在学確認用）、③課
税証明書（市民税が非課税
であり扶養控除などの人数
が確認できるもの）、④在学
証明書、⑤支援金利用予定
書、⑥その他（事実が確認
できる書類の写しなど）
●申請方法　６月１日（水）〜

７月１日（金）の間に、南丹
保健所、社会福祉課および
各支所市民生活課に備え付
けの申請書類に必要事項を
記入の上、ご提出ください。

問南丹保健所福祉室
ＴＥＬ（0771）62-0363
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

海の「もしも」は118番へ

　暖かくなり、海や川でレ
ジャーを楽しむ機会が増えて
きます。自然に触れ、親しむ
ことは楽しいことですが、そ
の一方で水の事故が後を絶ち
ません。近年、マリンレジャー
中の事故が多発しています。
　万一の事故に備えて、ライ
フジャケットの着用や防水
パックに入れた携帯電話の携
行を心掛けましょう。また事
故が発生した時や事故を目撃
した時は、迷わず、素早く、

「118番」へ電話してくださ
い。
問舞鶴海上保安部
ＴＥＬ（0773）76-4120
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ふないサロンのお知らせ

　「ふないサロン」では、難聴
者や手話、要約筆記を学んで
おられる方々の交流、実技練
習などを行っています。初心
者で、手話や要約筆記を学び、
耳の不自由な方々のお役に立
ちたいと思われる方は、体験
もしていただけます。
●日時
・要約筆記：毎月第２月曜日
　午前10時〜正午
・手話：毎月第３水曜日
　午前10時〜正午
●場所　ふない聴覚言語障

害センター（園部公民館２
階）

※祝日は開催していません。
※難聴者の方は要約筆記、ろ

うあ者の方は手話にお越し
ください。

問ふない聴覚言語障害センタ
ー

ＴＥＬ（0771）63-6448

情報公開制度などの実施
状況について

　南丹市情報公開条例および
南丹市個人情報保護条例の規
定に基づき、平成27年度に
おける情報公開制度および個
人情報保護制度の実施状況を
取りまとめましたので、お知
らせします。
●情報公開制度
請求件数　414件
　処理状況
　　公開件数　376件
　　部分開示件数　11件
　　非開示件数　３件
　　不存在件数　24件
　　取下件数　０件
※実施機関別の請求内訳は、

市長に対する請求が366
件、教育委員会への請求が
47件、選挙管理委員会へ
の請求が１件でした。

※請求者区分の内訳は、「市内
個人」が50件、「市内法人」
が207件、「利害関係人」が
３件、「その他」が154件で
した。

平成28年度慰霊巡拝の参加者を募集します

慰霊巡拝地域
実施予定期間 申し込み

締切日区分 地名
１ 沿海地方 ９月27日〜10月６日 ６月10日
２ 硫黄島（第１次） 10月25日〜10月26日 ７月８日

３ ビスマーク・ソロモ
ン諸島（１班・２班）10月29日〜11月５日 ７月８日

４ マリアナ諸島 12月１日〜12月８日 ８月12日
５ ミャンマー ２月１日〜２月８日 10月13日

６ フィリピン（１班・
２班・３班） ２月15日〜２月24日 10月７日

７ 硫黄島（第２次） ２月21日〜２月22日 10月31日

※参加遺族については選考基準があり、巡拝費用も参加者負担
があります。詳細はお問い合わせください。

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

●個人情報保護制度
請求件数　５件
　処理状況
　　公開件数　０件
　　部分開示件数　５件
　　非開示件数　０件
　　不存在件数　０件
　　取下件数　０件
※実施機関別の請求内訳は、

市長に対する請求が５件で
した。

※請求者区分の内訳は、「市内
個人」が４件、「その他」が１
件でした。

問総務課　ＴＥＬ（0771）68-0002

お知らせなんたん第247
号の訂正とお詫び

　４月22日発行のお知らせ
なんたん第247号に掲載した
次の記事の内容に誤りがあり
ましたので、お詫びして訂正
します。
●訂正箇所　『南丹市職員の

人事配置について』7ペー
ジの上部、美山学校給食共
同調理場の電話番号

（誤）　（0771-72-3003） 
（正）　（0771-75-0929）
問総務課　ＴＥＬ（0771）68-0002

相談会

行政相談委員による定例
相談所を開設します

　行政に対する皆さんのご意
見をお聴きし、行政運営に反
映させるため、行政相談を行
います。【無料】
●日時　６月14日（火）
　午後１時30分〜３時30分
●場所　園部公民館3階会議

室
問総務省京都行政評価事務所

行政相談課
ＴＥＬ（075）802-1188
問総務課　ＴＥＬ（0771）68-0002
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南丹市無料法律相談会の
お知らせ

　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。【無料・要申込】
●日程　①６月８日（水）、②

６月21日（火）
●時間　いずれも午後１時〜

４時
●場所　日程①園部公民館３

階小研修室、日程②市役所
日吉支所３階第２会議室
●定員　６人（先着順）
※１人30分以内
●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

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。まずはお問い合せく
ださい。【無料・要申込】
●日時　６月28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　６月27日（月）

午後４時までに電話でお申
し込みください。

※上記以外の無料相談会場も
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

身体障害者巡回更生相談
のお知らせ
●日時　７月５日（火）
　午前10時〜11時

●場所　瑞穂保健福祉セン
ター
●巡回医師　整形外科医
●内容　補装具交付および修

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　６月24日（金）

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

ひとり親、寡婦のための
無料弁護士相談を開催

　養育費の確保や離婚手続き
の方法など、専門の弁護士に
よる法律相談を実施します。

【無料・要申込】
●日時　毎月第１・第３金曜

日 午後１時30分〜４時30
分
●場所　京都テルサ東館２階   

マザーズジョブカフェ内
（京都市南区新町通九条下
ル）
●対象　京都府内在住のひと

り親および寡婦の方
●相談者　京都弁護士会所属

の弁護士
※離婚、養育費関係を取り扱

う弁護士が対応します。
●相談時間　１人50分程度
●保育　保育ルームあり（対

象３カ月〜就学前）
●申込方法　開催日の２日前

までに、子育て支援課およ
び各支所市民生活課に備え
付けの受講申込書に必要事
項を記入の上、郵送、電話、
ＦＡＸのいずれかでお申し
込みください。

問京都府ひとり親家庭自立支
援センター

ＴＥＬ（075）662-3773
ＦＡＸ（075）662-3770
〒601-8047 京都市南区新町

通九条下ル　京都テルサ東
館２階

子育て支援（催し）

子育てすこやかセンター
６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。

＜日曜講座＞
●日時　６月５日（日）
　午前10時〜11時30分
●内容　土屋作業療法士によ

る「子どもと遊ぼう！」〜か
らだと脳の発達をうながす
運動遊び〜

＜子育て広場１歳〜＞
●日時　６月10日（金）
　午前10時30分〜11時30分
●内容　「制作あそび」
＜子育て広場０歳〜＞
●日時　６月13日（月）
　午前10時30分〜11時30分
●内容　「おはなしポケット」
●持ち物　バスタオル
＜お話会＞　
●日時　６月15日（水）
　午前10時30分〜11時
＜歌＆折り紙＞　
●日時　６月17日（金）
　午前10時30分〜11時30分
●内容　童謡・唱歌と折り紙
＜親子リトミック＞　
●日時　６月22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　６月23日（木）
　午前10時30分〜11時30分
●持ち物　バスタオル
問南丹市子育てすこやかセン

ター
ＴＥＬ（0771）68-0082
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親子で遊ぼうなかよしひろばを開催します

　八木中央幼児学園の園庭および園舎を開放します。
●対象児　市内在住の幼児学園、幼稚園、保育所に入園（所）し

ていない生後６カ月〜２歳児の親子（平成25年４月２日〜平成
27年９月30日生まれ）

※対象児以外の子どもの参加はご遠慮ください。
●内容　戸外遊び、水遊び、砂遊び、制作遊び、散歩、リズム

遊びなど
●日程

回数 日付 回数 日付
第１回 ６月14日（火） 第６回 10月25日（火）
第２回 ７月５日（火） 第７回 11月22日（火）
第３回 ８月２日（火） 第８回 12月６日（火）

第４回 ８月10日（水）
（夕涼み会午後４時〜） 第９回 平成29年

１月31日（火）

第５回 ９月６日（火） 第10回 平成29年
２月７日（火）

●時間　いずれも午前９時30分〜11時
●参加方法　６月８日（水）までに、登録用紙に必要事項を記入

の上、八木中央幼児学園にご持参ください。詳細は提出時に
お知らせします。

※登録用紙は八木中央幼児学園、子育て支援課、八木支所市民
生活課に備え付けるほか、八木中央幼児学園ホームページか
らもダウンロードできます。
●その他　行事、天候などで、内容や日程などを変更する場合

があります。また、子育て相談も行いますので、お気軽に相
談ください。

問八木中央幼児学園　ＴＥＬ（0771）42-5189

●申込方法　５月27日（金）
〜６月10日（金）の間に、
電話でお申し込みくださ
い。
●その他
・お昼をはさんで託児を希望

される方はお弁当、お茶の
準備をお願いします。

・体調不良（風邪気味、発熱
など）のお子さんはお預か
りできません。

・送迎は保護者で行ってくだ
さい。

問南丹市ファミリー・サポー
ト・センター（南丹市社会
福祉協議会本所内）

ＴＥＬ（0771）72-3220

フリー託児ルームを開設
します

　市内在住の方なら、どなた
でもご利用になれます。お子
さんは、南丹市ファミリー・
サポート・センターの「まか
せて会員」がお預かりします。

【要申込】
●日時　６月16日（木）
　午前10時〜午後４時
※利用時間自由
●場所　園部公民館２階和室
●利用料　１時間350円
●対象年齢　生後６カ月から

保育所、幼稚園に入園前の
お子さん
●定員　10人程度
※申し込み多数の場合は、調

整することがあります。

子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」 （6月）

＜各ひろば共通事項＞
※各ひろばとも、南丹市全域

から参加いただけます。
※昼食はご持参ください。
　（ランチタイムは正午〜午

後１時）
※お茶、オムツなどお子さん

に必要な物をお持ちくださ
い。

＜八木ひろば＞
●日時　毎週月・火・水・金

曜日の午前10時〜午後３
時

※毎月第１水曜日の午前は休
みます。

※水・金曜日の午後３時〜
６時は、八木防災センタ
ー１階で、放課後フリー
スペースみんなの居場所

「seedbase」（シードベー
ス）を開催します。
●場所　コミュニティースペ

ース「気になる木 JUJU」
（八木防災センター向かい
側）

※自家用車でお越しの場合
は、市役所八木支所に駐車
してください。

＜日吉ひろば＞
●日時　毎週火曜日 午前10

時〜午後３時
●場所　日吉町生涯学習セン

ター２階第１会議室
＜美山ひろば＞
●日時　毎週木曜日 午前10

時〜午後３時30分
●場所　美山文化ホール２階

和室
＜園部ひろば＞
●日時　毎週木曜日 午前10

時〜午後３時
●場所　北部コミュニティー

センター１階和室
※月毎に場所を変更すること

があります。
≪裏面に続く≫
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催し

歴史・健康ウオーキング
の参加者を募集します

　潮風に吹かれながら、西舞
鶴の古い街並みを歩き、寺社
を巡ります。
●日程　６月11日（土）
※小雨決行
●コース　園部公園駐車場

⇒JR園部駅西口⇒西舞鶴
駅→円隆寺→朝代神社→桂
林寺（拝観とご法話）→喜多
埠頭の公園→舞鶴港とれと
れセンター（昼食）→漁連埠
頭→田辺城門→西舞鶴駅
⇒JR園部駅

※当日は状況によりコースを
変更する場合があります。
●出発場所・時刻　園部公園

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

駐車場：午後５時頃
●対象　元気に12km以上歩

ける方
※コースならびに自分の体

力、体調を充分チェックの
上、ご参加ください。
●定員　75人（先着順）

＜おめでとうの日＞
　ひろばに来ているみんな
で、４月、５月、６月生まれ
のお友達のお誕生日をお祝い
します。
●日程　①八木ひろば：６月

13日（月）、②日吉ひろば：
６月14日（火）、③美山ひ
ろば：６月９日（木）、④園
部ひろば：6月16日（木）
●時間　いずれも午前10時

30分〜正午
●場所　各ひろば開催場所
●内容　うた、読み聞かせ、

写真入りお誕生日カード作
りなど

問NPO法人グローアップ
ＴＥＬ080-3857-8119

●持ち物　弁当（食堂あり）、
水筒、健康保険証の写し、
汗拭きタオル、帽子、雨具

（雨天時） 
※歩きやすい服装、履きなれ

た靴で参加してください。
●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　６月６日（月）ま

でに、電話でお申し込みく
ださい。

※目的は健康ウオーキングで
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。

※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

第10回らべんだ〜ずオカ
リナコンサートを開催

　今年は「園部吹奏楽団」と
「とおんず」を迎えて、楽しい
ステージを繰り広げます。【無
料】
●日時　６月19日（日）午後

１時30分〜（開場：午後１
時）
●場所　日吉町生涯学習セン

ターホール
●演奏曲　ムーンリバー、君

をのせて、アヴェマリア、
シルクロード、荒城の月、
糸、タッチ、感謝の唄、麦
の唄　他
●主催　らべんだ〜ずオカリ

ナアンサンブル
●後援　京都新聞社、南丹市

教育委員会
問日吉町生涯学習センター
ＴＥＬ（0771）72-3300

「シニアのためのエクセ
ル講座」の受講者を募集

　中高年の皆さんを対象にパ
ソコン講座を実施します。同
年代のボランティア講師から
ゆっくりと習います。【要申
込】
●日時　６月11日、18日、

25日（各土曜日・全３回）
午後１時〜４時
●場所　国際交流会館２階情

報研修室
●内容　エクセルでかんたん

家計簿づくり（エクセルの
基礎から表計算、かんたん
家計簿づくりなど）
●受講資格　市内在住のおお

むね60歳以上で、エクセ
ルをゆっくり習ってみたい
方（ワード初級程度ができ
る方）
●定員　10人（先着順）
※受講者には受講証を送付し

ます。
●受講料　4,000円（テキス

ト代1,000円含む）
※初回時にお支払いくださ

い。
※過去に講座を受講し、テキ

ストをお持ちの方はご持参
ください。その際は、申し
込み時にその旨をお伝えく
ださい。
●申込方法　６月４日（土）必

着で、郵便はがきに「シニ
ア・エクセル講座受講希望」
と記載し、住所、氏名、年齢、
電話番号を明記の上、郵送
でお申し込みください。
●共催　公益財団法人南丹市

情報センター、さくらPC
クラブ

問南丹市情報センター「シニ
ア・エクセル講座」募集係

〒622-0004 南丹市園部町小
桜町62-1

ＴＥＬ（0771）63-1777（月曜休館）
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「Club J-WESTの森 森づくりイベント」を開催します

　初夏のさわやかな一日、森に親しんでいただく多彩なイベン
トを開催します。【入場無料・一部要申込】
●日時　６月11日（土） 午前10時30分〜　※雨天中止
●場所　スチールの森京都（府民の森ひよし）
※JR園部駅から無料シャトルバスを午前９時55分〜午後０時55

分の間で、１時間毎に運行します
●内容・料金など
＜申し込みが必要なイベント＞

内容 料金 開催時間
森づくり活動（森林
整備体験） 無料 ①午前10時30分〜

②午後１時〜

自然観察 無料 ③午前10時30分〜
④午後２時〜

ツリークライミング
※小学生以上

2,000円（保険
代含む）

⑤午前10時30分〜
⑥午後０時30分〜

木工教室 500円程度 ⑦午前11時〜⑧午後０時
30分〜⑨午後２時〜

＜体験、実演コーナーなど＞
内容 料金 開催時間

薪割体験 無料 正午〜

燻製づくりミニ講座 無料 午後１時〜、午後１時40分
〜、午後２時20分〜

バウムクーヘンづくり 無料 午後１時〜

森のクイズラリー 無料 受付：午前10時30分〜午後
２時

おにぎり、豚汁のふる
まい 無料 正午〜（先着100人）

※当日、会場で配布のチラシを提示すると、スプリングスひよ
し温泉入浴割引および売店、レストランでの割引などの優待
が受けられます。

※開始時間、内容が変更になる場合があります。ご了承ください。
●申込方法　６月２日（木）までに、氏名、連絡先、希望のイベ

ント番号を電話、FAX、Eメールのいずれかで連絡の上、お申
し込みください。

※申し込み多数の場合は抽選とします。
問公益社団法人京都モデルフォレスト協会
ＴＥＬＦＡＸ（075）823-0170

kyomori@kyoto-modelforest.jp

●場所　美山文化ホール２階
会議室
●持ち物　私のお気に入りの

本
問美山図書室
ＴＥＬ（0771）68-0046

「おとなの読書会」を開
催します

　美山図書室では、大人の方
を対象に読書会を開催してい
ます。楽しい時間を共有しま
せんか。【無料】
●日時　６月２日（木）
午後２時〜４時

歌聴風月酒蔵ライブにご
招待します

　「歌聴風月酒蔵ライブ」が
11年目を迎えます。これま
での感謝を込めて、市内在住
の皆さん限定、抽選でペア３
組（計６人）をご招待します。
●日時　６月18日（土）
　午後５時30分〜９時30分
●場所　八木酒造有限会社
（八木町八木）
●申込方法　６月６日（月）必

着で、郵便はがきに住所、
氏名、年齢、電話番号、ペ
ンネーム、酒蔵ライブに行
きたい熱意などを記入の
上、申込先に郵送してくだ
さい。
●申込先　〒629-0141 南丹

市八木町八木東久保18-1
　日本郵便株式会社　八木
郵便局　私書箱２号

　歌聴風月実行委員会「2016
年酒蔵ライブチケット応
募」係

※当選者には後日連絡しま
す。
●後援　南丹市
●その他　当選者は、モニタ

ーとして後日ライブの感想
を書いていただくことを条
件とします。また、その内容
は無記名でSNSに掲載し
ますのでご了承ください。

問歌聴風月実行委員会
ＴＥＬ080-5637-3181

ひとり親家庭いきいきふ
れあい事業参加者募集
●日程　６月19日（日）
●場所　関西空港ハーベスト

の丘（日帰りバス旅行）
●費用　大人3,500円、小学

生2,000円、３歳以上の幼
児500円（昼食代含む）
●その他　参加希望の方は、

６月３日（金）までにお問い
合わせください。

問子育て支援課
ＴＥＬ（0771）68-0017
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神吉「風の市」のお知らせ

　毎月第２土曜日に、地域内
外の皆さんとの親睦、交流を
目的に手づくり市を開催して
います。八木町神吉地域の
ゆったりと流れる時間の中
で、楽しい時を過ごしません
か。
●日時　６月11日（土）
　午前10時〜午後２時
●場所　神吉自治振興会館前

広場（旧神吉小学校横）
※雨天時は神吉自治振興会館

内
●内容　野菜、巻き寿司、う

どん、パン、たこ焼き、美
山特産品、その他手づくり
品など

※変更になる場合があります
●イベント　バイオリン、

チェロ、二胡によるミニコ
ンサート

※午前11時〜
●その他　出店者も募集して

います（８月および１月〜
３月を除く）
●主催　風の市を盛り上げる

会
●後援　南丹市
問風の市を盛り上げる会
ＴＥＬ090-6961-1021

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。
＜グラウンド・ゴルフのつど

い＞
●日時　６月３日（月例大会）、

10日、17日、24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）
＜エンジョイテニス＞
　「夜の部」
●日時　６月６日、20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）
＜レディーススポーツデー＞
●日時　 ６ 月 ８ 日、15日、

22日、29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）
＜太極拳教室＞
●日時　６月10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
＜スポーツを楽しむ日＞
●日時　６月14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）
＜天文教室＞

【要申込】
●日時　６月18日（土）
　午後７時〜９時
●場所　丹波天文館
●対象　小学生以上
※小・中学生は保護者同伴
●内容　月、火星、木星、土

星、春の星座などの観望
●費用　300円
●定員　50人
●申込方法　６月17日（金）

までに、住所、氏名、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。

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

八木地域情報

そよかぜ八木からのお知
らせ

　地域活動支援センターそよ
かぜ八木は、障がいのある方
が気軽に立ち寄れる交流の場
所として開いています。
＜６月の活動予定＞
　「共通事項」
●場所　そよかぜ八木
●申込方法　申し込みが必要

な行事については、開催日
の２〜３日前に、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。

「絵手紙教室」
（毎月第1水曜日）
　季節の題材で絵を描きま
す。【要申込】
●日時　６月１日（水） 
　午後１時〜３時
●費用　100円（材料代）

「ビーズ教室」
（毎月第１金曜日）
　ビーズで小物作りをしま
す。【要申込】
●日時　６月３日（金）
　午後１時〜３時
●費用　300円（材料代）

「オープン・カフェ」
　手作りお菓子と飲み物を用
意してお待ちしています。
●日時　６月15日（水）
　午後１時〜４時
●費用　100円

「うたをうたおう」
　懐かしい唱歌などを歌いま
す。【無料・要申込】
●日時　６月23日（木）
　午後２時〜３時

「なんでも相談日」
　障がいに関することを、気
軽にご相談ください。【無料・
要申込】
●日時　６月27日（月）
　午後１時〜３時
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＜その他の活動＞
　上記以外にも、さまざまな
活動をしています。お気軽に
お問い合せください。
●日時　平日の午前９時〜午

後４時
＜ボランティアの募集＞
　そよかぜ八木が実施する活
動への参加者を理解し、生き
がい活動のお手伝いをしなが
ら、共に楽しく過ごしていた
だける方は、ご連絡ください。
問地域活動支援センターそよ

かぜ八木
ＴＥＬＦＡＸ（0771）42-5605

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
＜インディアカ①＞
●日時　６月１日（水）
　午後８時〜
●場所　旧大野小学校
＜よさこい①＞
●日時　６月４日（土）
　午後８時〜
●場所　旧平屋小学校
＜エアロビクスとヨガ①＞
●日時　６月９日（木）
　午後８時〜
●場所　美山保健福祉セン

ター
＜ゲートボール＞
●日時　６月９日（木）
　午後１時30分〜
※ 雨 天 の 場 合 は ６ 月16日
（木）に延期
●場所　盛郷ゲートボール場

＜ソフトバレーボール＞
●日時　６月10日（金）
　午後８時〜
●場所　旧鶴ヶ岡小学校
＜バスケットボール＞
●日時　６月17日（金）
　午後８時〜
●場所　美山中学校
＜ウオーク＞
●日時　６月18日（土）
　午前９時〜
●場所　美山ゑびす屋駐車場

集合
＜よさこい②＞
●日時　６月18日（土）
　午後８時〜
●場所　旧平屋小学校
＜インディアカ②＞
●日時　６月21日（火）
　午後８時〜
●場所　旧知井小学校
＜エアロビクスとヨガ②＞
●日時　６月23日（木）
　午後８時〜
●場所　美山保健福祉セン

ター
＜グラウンドゴルフ＞
●日時　６月24日（金）
　午前８時30分〜
●場所　大野公民館グラウン

ド
＜バドミントン＞
●日時　６月27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
ＴＥＬ090-8571-7125
　（クラブマネージャ）
問社会教育課美山担当
ＴＥＬ（0771）68-0044

無料法律・登記相談会の
お知らせ

　京都司法書士会園部支部に
よる無料法律・登記相談会が
開催されます。お気軽にご利
用ください。【無料・申込不要】
●日時　６月６日（月）
　午後１時〜４時
●場所　市役所美山支所１階

小会議室
問京都司法書士会園部支部　

相談担当
ＴＥＬ（0771）63-2336
問美山支所地域推進課　
ＴＥＬ（0771）68-0040

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。

＜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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