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お知らせ
防災行政無線による「緊
急地震速報」について
緊急地震速報は、気象庁が
地震直後の小さな揺れをとら
えて、大きな揺れの前に震度
や震源などを予測して情報を
発表するものです。
気象庁は、最大震度５弱以
上の強い揺れが予測された場
合に、震度４以上が予測され
る地域を広く一般に発表しま
す。
地震が発生してから、強い
揺れが来るまでのごく短い時
間を活用して、
「もうすぐ揺れ
ます」というお知らせをし、
事前に身構えることで、被害
を軽減させることができる情
報です。
南丹市では、気象庁から得
た情報を「防災行政無線」を活
用して、市民の皆さんにお知
らせします。また、テレビや

ラジオ、携帯電話などでは専
用の報知音とともに、緊急地
震速報をお知らせします。
緊急地震速報を見たり聞い
たりしたら、身の回りの状況
に応じて、慌てずに、まず身
の安全を確保しましょう。
問 総務課 ＴＥＬ（0771）
68-0002

Ｊアラートの訓練放送の
実施にご協力ください
全国一斉に全国瞬時警報シ
ステム（Jアラート）で訓練放
送が実施されます。南丹市で
は、防災行政無線の屋外拡声
子局および家庭に設置されて
いる戸別受信機から放送が流
れますのでご承知ください。
●試験日時 ６月23日（木）
午前10時15分ごろ
※全国の災害発生状況や気象
状況などによっては、試験
が中止になる場合がありま
す。
●放送内容
・報知音
・「これは、テストです。」×
３回
・「こちらは南丹市です。」
・報知音
※戸別受信機の機器の音量設
定に関係なく最大音量で流
れます。
問 総務課 ＴＥＬ（0771）
68-0002

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。

【総合問合せ窓口】 ＴＥＬ（0771）68-0001㈹ ＦＡＸ（0771）63-0653

人の生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 ６月20日（月）
●時間 午前10時〜11時30
分、 午 後 ０ 時30分 〜 ３ 時
30分
●場所 市役所美山支所
問 保健医療課
ＴＥＬ（0771）
68-0016

ため池の適正な管理につ
いて
ため池は、日頃から堤体の
草刈りなどの適正な管理をお
願いします。特に、豪雨や長
雨に備え、次の点に注意して
ください。
・洪水吐は、ため池の規定水
位を保つための重要な施設
です。土のうや角落しなど
でせき上げして貯水量を増
やすことは、ため池の決壊
を招く恐れがありますの
で、絶対やめましょう。
・洪水吐に流木などの浮遊物
がある場合、流れを阻害し
ますので除去しましょう。
・天気予報に注意し、降雨に
備え、事前に池の水位を下
げましょう。
（増水時に水位
を下げるため、ため池に近
づくことは大変危険です）
※濁った漏水など、異変に気
付かれた場合はご連絡くだ
さい。
問 農林整備課
ＴＥＬ（0771）
68-0012
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ヘルプマークを配布して
います
外見からは、援助や配慮を
必要としていることが分から
な い方がいます。そうした
方々が、周囲の方に配慮を必
要としていることを知らせる
ことで、援助を得やすくなる
ように、ヘルプマークを配布
しています。
●対象者 義足や人工関節を
使用している方、内部障害
や難病の方、妊娠初期の方
など、援助や配慮を必要と
している方
●配布場所 南丹保健所福祉
室、市役所社会福祉課およ
び各支所市民生活課
●配布方法など 希望者に無
料で配布しますので、お越
しください。
※申請書などは不要です
・ヘルプマーク事業全般に関
すること
問 京都府障害者支援課
ＴＥＬ（075）
414-4598
・ヘルプマークの受け取りに
関すること
問 南丹保健所福祉室
ＴＥＬ（0771）
62-0361
問 社会福祉課
ＴＥＬ（0771）
68-0007

平成２９年南丹市成人式
開催のお知らせ
本年度の南丹市成人式を次
のとおり開催します。詳細に
ついては、開催時期が近くな
りましたらご案内します。
●日時 平成29年１月８日
（日）午後１時30分〜（受
付：午後０時30分）
●場所 国際交流会館イベン
トホール
※昨年の場所から変更してい
ますのでご注意ください。
●対象 市内在住および出身
などの新成人（平成８年４
月２日〜平成９年４月１日
生まれ）
2
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●主催 南丹市、南丹市教育
委員会
※対象者で市内に住民登録さ
れ て い る 方 に は、12月 初
旬に案内状を送付します。
なお、出欠の回答は必要あ
りません。
※市外へ転出されている出席
希望の方は、案内状送付先
をご連絡ください。
問 社会教育課
ＴＥＬ（0771）
68-0057

平成２９年南丹市成人式
実行委員を募集します
20歳の記念に自分たちの
企画で成人式を作り上げませ
んか。
●対象 市内在住および出身
の新成人（平成８年４月２
日〜平成９年４月１日生ま
れ）
●人数 10人程度
●申込方法 ８月15日（月）
までに、氏名、住所、電話
番号、出身中学校を電話で
連絡いただくか、市ホーム
ページからダウンロードし
た応募用紙に必要事項を記
入の上、EメールまたはＦ
ＡＸ で お 申 し 込 み く だ さ
い。
問 社会教育課
ＴＥＬ（0771）
68-0057
ＦＡＸ（0771）
63-2850
be-syakai@city.nantan.
kyoto.jp

「南丹市軽・中等度難聴
児支援事業」のお知らせ
身体障害者手帳の交付対象
とならない軽・中等度の難聴
児に対して、補聴器の購入ま
たは修理に要する費用の一部
を補助します。
●対象 次の要件をすべて満
たす児童
・申請年度の４月１日現在で
18歳未満の方
・両耳の聴力レベルが30dB
問 ＝申込・問合せ先

以上70dB未満で、補装具
費（国制度）の支給対象とな
らない方
※医師が装用の必要を認めた
30dB未満の方も対象
・補聴器の装用により、言語
の習得などに一定の効果が
期待できると医師が判断す
る方
・保護者が市内に居住してい
る方
※保護者が障害者総合支援法
の居住地特例の対象となる
本市外の施設に入所してお
り、その前住所地が本市内
である場合は対象
・児童の属する同一世帯に、
交付申請を行う月の属する
年度（４〜６月は前年度）に
おける市町村民税所得割額
が46万円以上の方がいな
いこと
●申請時の必要書類
①南丹市軽・中等度難聴児支
援事業補助金交付申請書
②南丹市軽・中等度難聴児支
援事業に係る医師意見書
③補聴器の購入または修理に
要する費用の見積書
④対象難聴児の属する世帯構
成員のいずれかが、申請を
行う年（１月〜６月までの
間の申請にあっては前年）
の１月１日時点で本市に住
所を有さない場合、その世
帯構成員の市町村民税課税
証明書または非課税証明書
●その他 希望される方は、
社会福祉課または各支所市
民生活課にご相談くださ
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

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

国保・後期高齢者短期人間ドック自己負担額について
これまで、国民健康保険および後期高齢者医療の人間ドック
自己負担額は定額に据え置いてきましたが、限られた財政の中
で、多くの方の受診機会を確保するため、４月から各指定医療
機関の基本健診費用の３割相当分を、受診される被保険者の皆
さんに負担していただくこととなりました。
改定により自己負担額が増額となりますが、被保険者の皆さ
んのご理解をお願いいたします。
●平成28年度指定医療機関別自己負担額一覧
指定医療機関
公立南丹病院
明治国際医療大学附属病院
京都工場保健会
医療法人知音会 御池クリ
ニック
医療法人知音会 四条烏丸
クリニック

自己負担額
備考
12,636円
10,847円 前年度に医療機関無
受診世帯および、本
12,636円
年度の満年齢が30、
40、50、60歳 と な
12,312円 る被保険者の方は、
自己負担額は無料

※基本健診部分以外のオプション部分は、全額個人負担となり
ます。オプション内容は、各指定医療機関によって異なります。
●利用方法 受診希望の２週間前までに、保健医療課または各
支所市民生活課の窓口に被保険者証を持参の上、お申し込み
ください。なお、助成には条件があります。詳しくは平成28
年３月11日発行の「お知らせなんたん」をご覧いただくか、お
問い合わせください。
問 保健医療課 ＴＥＬ（0771）
68-0011

福祉資格者就業サポート
研修のご案内
介護福祉士や介護職員初
任者研修（旧ホームヘルパー
２級）などの資格を有する方
で、現在、福祉、介護サービ
スに従事されていない方を対
象に、就労を支援するための
研修を開催します。２日間の
研修を通して、最新の知識、
技術を習得し、福祉、介護分
野への一歩を踏み出しません
か。
【無料・要申込】
●日程 ①７月５日（火）〜６
日（ 水 ）、 ② ７ 月23日（ 土 ）
〜24日（日）
● 時 間 １ 日 目： 午 前10時
〜午後４時、２日目：午前
10時〜午後４時30分

＝メールアドレス

●場所 日程①：ハートピア
京都（京都市中京区竹屋町
通烏丸東入る清水町375番
地）、日程②：京田辺市商
工会館302研修室（京田辺
市田辺中央４丁目3-3）
●対象 介護福祉士、介護職
員初任者研修修了
（旧ホー
ムヘルパー２級）などの有
資格者で、現在都合により
介護、福祉サービス事業所
に就業されておらず、福祉
の現場への就職、再就職を
希望している方
●内容 座学、実技演習、就
業相談など
●定員 各20人
● 申 込 期 限 日 程 ①： ６ 月
28日（ 火 ）、 日 程 ②： ７ 月
15日（金）

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号

●申込方法 申込期限まで
に、京都府福祉人材・研修
センターに備え付けの申込
書に必要事項を記入の上、
FAXま た は 郵 送 で お 申 し
込みください。
※申込書は、京都府福祉人材・
研修センターホームページ
からもダウンロードできま
す。
●主催 京都府福祉人材・研
修センター（福祉資格者就
業サポートコーナー）、京
都府
問 京都府福祉人材・研修セン
ター
ＴＥＬ（075）
252-6297（ 月〜金（祝
日 を 除 く ）、 午 前9時 〜 午
後5時）
ＦＡＸ（075）
252-6312
HP http://fukujob.kyoshakyo.
or.jp/

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。
●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.kta
iwork.jp
問 情報政策課
ＴＥＬ（0771）
68-0066

第250号
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「南丹市介護予防サポーター養成講座」受講生募集
高齢者が元気で生き生きと自立した生活を地域で送れるよう
に、できることから取り組んでみませんか。
【無料・要申込】
●目的 介護予防と健康づくりに関する基礎知識を身に付け、
家族や自分自身の介護予防と、ボランティアとして地域の体
操教室に参加するなど、できる範囲で介護予防に取り組むサ
ポーターを養成する。
●対象 市内在住の次のいずれかに該当する方
・地域と自分自身の健康づくりに関心がある方
・地域のために何か活動したいと思っている方
・家族や友人が介護を受けずに、健康でいられる方法を知り
たい方
●内容 運動、口の健康、栄養など、介護予防と健康づくりに
関する基礎知識
●講座プログラム
月日
時間
講座テーマ
午前９時30分〜 オリエンテーション、仲間づく
りのゲーム
９月１日 10時30分
（木）
午前10時40分〜
音楽体操を体験
11時40分
９月２日 午前９時30分〜
元気を測る体力測定
（金）
11時40分
午前９時30分〜
介護サポーターの活躍事例
９月８日 10時30分
（木）
午前10時40分〜
音楽体操を楽しもう
11時40分
午前９時30分〜
お口は元気な体への入り口
９月９日 10時30分
（金）
午前10時40分〜
食事はあなたの健康を作る
11時40分
午前９時30分〜
筋トレを体験
9月15日 10時30分
（木）
午前10時40分〜
高齢者の心身の特徴
11時40分
午前９時30分〜
筋トレのポイントを知ろう
10時10分
9月16日 午前10時20分〜
さまざまな体力の話
（金）
11時
午前11時10分〜
修了式、交流会
正午
※可能な限り、全てのテーマを受講してください。
●場所 国際交流会館
●定員 45人
●実施団体 NPO法人元気アップAGEプロジェクト
●申込方法 ７月29日（金）までに、電話でお申し込みください。
問 保健医療課 ＴＥＬ（0771）
68-0016
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問 ＝申込・問合せ先

平成２８年度労働保険年
度更新について
平成28年度労働保険料（労
災保険・雇用保険）の申告納
付期間は、７月11日（土、日、
祝日は除く）までです。
事業主の皆さんは申告納付
をお願いします。なお、申告
納付には便利な電子申請や口
座振替による納付をご利用く
ださい。
問 京都労働局総務部労働保険
徴収課
ＴＥＬ（075）
241-3213

卒煙チャレンジ教室の参
加者を募集します
喫煙は生活習慣病を引き起
こす大きな危険因子の一つで
あり、禁煙は疾患予防につな
がります。初めて卒煙を考え
ている方も、今まで何度も挑
戦している方も、禁煙習慣を
身に付け、継続した禁煙に取
り 組 ん で み ま せ ん か。
【要申
込】
●対象 南丹市民で１カ月以
内に卒煙（禁煙）を始めよう
と考えている方
●期間 卒煙開始から３カ月
間
●内容 個別面接および電話
による指導
※担当保健師が、今の喫煙状
況を確認し、あなたの生活
習慣に合わせた卒煙の方法
を一緒に考えます。吸いた
くなった時の行動や卒煙を
継続するためのポイントな
ども紹介します。必要であ
れ ば 禁 煙 外 来 も 紹 介し ま
す。
●申込方法 随時受け付けて
います。来庁いただくか、
電 話 で お 申 し 込 み くだ さ
い。
問 保健医療課
ＴＥＬ（0771）
68-0016

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

障害者成人講座参加者お
よびボランティアの募集
障がいのある方の社会参加
の促進と、学習意欲の向上を
図るための講座を開講しま
す。音楽を楽しんだり、身体
を動かしたり、１人では体験
できないような活動を企画し
ています。また、参加者をサ
ポートするボランティアも募
集します。参加やボランティ
アに興味のある方は、お問い
合わせください。
●講座名・開催数
視覚障害者成人講座：年３回
聴覚障害者成人講座：年５回
●内容 文化鑑賞、施設見学、
交流活動 他
●参加費 昼食代、参加費な
どは実費負担
●参加者対象 聴覚や視覚に
障がいのある20歳以上の
方
●ボランティア対象 ボラン
テ ィア活動に興味のある
20歳以上の方
問 社会教育課
ＴＥＬ（0771）
68-0057

京都南丹市花火大会実行
委員会からのお知らせ
南丹市商工会会員の店で買
い物をされた際のレシートま
たは領収書で、８月14日（日）
開催の第70回京都南丹市花
火大会の入場パスポートを進
呈します。レシートや領収書
を、商工会本所もしくは各支
所へご持参ください。複数の
レシートや領収書の合算も受
け付けます。
●有効なレシート、領収書の
日付 ６月１日〜８月１日
●交換枚数
・5,000円〜10,000円未満：
２枚
・10,000円 〜 100,000円 未
満：５枚
・100,000円以上：10枚
●交換期間 ７月11日（月）
＝メールアドレス

〜８月１日（月）
●配布数 5,000個（先着順）
●その他 詳細はホームペー
ジをご確認ください。
HP h t t p : / / w w w . y a g i hanabi.com/
※花火大会のスタッフを募集
しています。みんなで一緒
に花火大会を盛り上げまし
ょう。詳細はお問い合わせ
ください。
問 京都南丹市花火大会実行委
員会
ＴＥＬ（0771）
42-3700

ゴーワク
（保養キャンプ）
のスタッフを募集します
東日本の放射線高線量地域
に暮らしている、子どもと保
護者を対象にした保養キャン
プを、７月24日から８月31
日の間、園部町埴生で開催し
ます。
そのキャンプにおいて、料
理や洗濯、掃除、子どもの見
守りなどを手伝ってくださる
方を募集します。
説明会を開催しますので、
興味のある方はご参加くださ
い。
●日時 ６月18日（土）午後
１時30分〜４時30分
●場所 園部公民館和室
●主催 ゴー！ゴー！ワクワ
クキャンプ
●後援 南丹市
●その他 詳細は電話または
Ｅメールでお問い合わせく
ださい。
問 ゴー！ゴー！ワクワクキャ
ンプ
ＴＥＬ 080-1403-0979
55wakuwakucamp@gmail.
com

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号

人材募集
日吉興風プールの監視員
を募集します
●勤務場所 日吉興風プール
●勤務期間 ７月21日（木）
〜８月20日（土）
●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
●募集人員 ６人程度
●勤務時間 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
８ 月11日（ 木・ 祝 ）、 ８ 月
13日（土）〜16日（火）は休
館
※１日２人の交代勤務
●賃金 １時間あたり850円
●申込方法 社会教育課お
よび日吉町生涯学習セン
ターに備え付けの申込書に
必要事項を記入の上、６月
20日（月）必着で、日吉町
生涯学習センター宛て持参
または郵送でお申し込みく
ださい。
●打ち合わせ会 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。
●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。
問 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
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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＞
◆プログラミングを始めたい人がいちばん最初に開く本（日経ソフトウエア編集）◆幕臣たちは明治
維新をどう生きたのか（樋口雄彦）◆ニッポン絶景ロード100◆「山城歩き」徹底ガイド◆ママ、もっ
と自信をもって（中川李枝子）◆ビジュアル物理◆空気のはなし（稲葉秀明）◆ときめく化石図鑑（土屋
香/文）◆干潟生物観察図鑑（風呂田利夫、多田聖典）◆歩く知る江戸城と大名屋敷（歴史REAL編集部
編）◆一生使える服選び
（森本のり子）◆文房具図鑑（山本健太郎/絵・文）◆DIYで作るナチュラルな
子ども家具◆きれいにみえる服（茅木真知子）◆男の“ええ加減”料理はフライパンひとつ（石蔵文信）
◆ジャパめし。
（白央篤司）◆草と暮らす（かわしまようこ）◆日本一小さな航空会社の大きな奇跡の物
語（奥島透）◆バテない体をつくる登山食（大森義彦/監修）◆なぜ、その英語では通じないのか？（マー
ク・ピーターセン）◆イナカ川柳（TVBros.編集部編）◆彼女に関する十二章（中島京子）◆辛夷の花（葉
室麟）◆大きくなる日（佐川光晴）◆疾風に折れぬ花あり（中村彰彦）◆ままならないから私とあなた
（朝井リョウ）◆テミスの休息（藤岡陽子）◆天下一の軽口男（木下昌輝）◆これからを生きるあなたに
伝えたいこと（瀬戸内寂聴/美輪明宏）
＜児童書＞
◆ITソリューション会社図鑑（野村総合研究所監修）◆図書館のひみつ（高田高史監修）◆時間の使い
方（入江久絵/マンガ・イラスト）◆ルールとマナー（関和之/マンガ・イラスト）◆小さなプランクト
ンの大きな世界（小田部家邦）◆イネ（赤木かん子）◆ウナギのいる川いない川（内山りゅう）◆自転車
ものがたり（高頭祥八/文・絵）◆おおふじひっこし大作戦（塚本こなみ）◆焼き肉を食べる前に。
（中川
洋典/聞き手・絵）
＜絵本＞
◆みつけてくれる？（松田奈那子）◆ピヨピヨおばあちゃんのうち（工藤ノリコ）◆路線バスしゅっぱ
つ！（鎌田歩）◆妖怪バス旅行（広瀬克也）◆だれのこえ？（まつおかたつひで/作・絵）◆モカと幸せの
コーヒー（刀根里衣）◆ひろったらっぱ（新美南吉）◆あらいぐまのヨッチー（デイビッド・マクフェイ
ル/作・絵）◆わかってるもん（ひろかわさえこ）◆しろいちょうちょがとんでるよ（村上康成/作・絵）
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

子育て支援（催し）
多胎育児家庭のつどい開
催のお知らせ
多胎育児中の同じ悩みや経
験を持つ参加者同士で、話し
たり聞いたりして、仲間づく
りをしてみませんか。スタッ
フもお子さんの見守りをお手
伝いしますので、お気軽にご
家 族でお越しください。
【無
料・要申込】
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●日時 ７月３日（日）
午前10時〜正午
（受付：午前９時45分）
●場所 子育てすこやかセン
ター
●対象 多胎育児中または多
胎出産予定家庭の家族
●内容 参加者の交流、親子
遊び
●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
問 ＝申込・問合せ先

子育てすこやかセンター
７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。

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

＜あげます・ください会＞
●日時 ７月１日
（金）午前
10時30分〜11時
●その他 育児用品を持ち帰
られる方は、マイバッグを
ご持参ください。
●持ち物 持ち帰り用マイバ
ッグ
＜子育て講座＞
●日時 ７月８日
（金）午前
10時30分〜11時30分
●内容 都智華子講師による
誕生学「命のはじまり〜そ
して現在から未来へ〜」
＜子育て広場０歳〜＞
●日時 ７月11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
＜子育て広場１歳〜＞
●日時 ７月15日（金）午前
10時30分〜11時30分
●内容 「夏を楽しもう」
＜ベビーマッサージ＆ミニ講
座＞
●日時 ７月20日（水）午前
10時30分〜11時30分
●持ち物 バスタオル
＜お話会＞
●日時 ７月22日（金）
午前10時30分〜11時
＜親子リトミック＞
●日時 ７月28日（木）午前
10時30分〜11時30分
問 南丹市子育てすこやかセン
ター
ＴＥＬ（0771）
68-0082

ひとり親家庭いきいきふ
れあい事業を開催します
京都府民生児童委員協議会
では、
「ひとり親家庭いきいき
ふれあい事業（キャンプ）」を
開催します。
●日程 ７月30日（土）〜31
日（日）
●場所 神崎児童センター
まいまいハウス 他（舞鶴
市西神崎）
●内容 海水浴、レクリエー
ション、交流会など
＝メールアドレス

●対象 京都府内（京都市を
除く）に在住する父子家庭
の父と18歳未満の子
●参加費 大人2,000円、子
ども1,000円
※いずれも1人当たり
●申込方法 ７月８日（金）ま
でに、お住まいの地域の民
生児童委員にご連絡くださ
い。
●その他 京都駅から現地ま
では無料バスが出ます。指
定のルートからは途中乗車
も可能です。
問 南丹市民生児童委員協議会
事務局
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

「なんたん子育てフォー
ラム」を開催します
学校、家庭、地域社会が総
がかりで子どもたちを守り育
むため、保護者や子どもたち
に関わる方々のネットワーク
を拡げます。
【無料・要申込】
●日時 ６月26日（日）
午後１時〜４時30分
●場所 京都学園大学（亀岡
市曽我部町南条大谷1-1）
●内容 講演：「子どもの力
を引き出すために〜今から
できること〜」
講師：一般社団法人ママ育
協会理事長 かがみ知加子
氏
※その他、思春期の子どもの
本音や本の読み聞かせ、健
康づくり体操などをテーマ
にし た 分 科 会 を 開 催 し ま
す。
●申込方法 お子さんが通っ
ている保育所、幼稚園、学
校を通じてお申し込みくだ
さい。それ以外の方は、電
話でお申し込みください。

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号

※当日参加も可能ですが、な
る べ く お 申 し 込 み くだ さ
い。
問 南丹教育局社会教育担当
ＴＥＬ（0771）
62-0352

６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 ６月30日（木）
午前10時〜正午（受付：午
前９時50分）
※雨天決行
●場所 美山保健福祉センタ
ー
※集合後に、農園へ移動しま
す。
●内容 ブルーベリー摘みと
カフェ
●定員 30組（先着順）
●参加協力金 500円
※無農薬コーヒーと手作りお
菓子付き
※ブルーベリー摘みをされる
方は別途費用が必要です。
● 持 ち 物 お 子 さ ん の着 替
え、タオル、マイカップな
ど
※足元が汚れてもよい服装で
お越しください
●申込方法 ６月27日（月）
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。
問 みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
ＴＥＬ 090-6962-6455
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「みんなおいでよ−！」
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 ６月23日（木）
午前９時30〜正午
●場所 八木公民館２階会議
室
●内容 陶芸教室（抹茶茶碗
作り）、ロールパンサンド
を食べます。
●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、エプロン
（陶芸用）
●参加費 300円
＜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場所
として、八木支所３階子育て
支援ルームを借りていますの
で、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
問 子育て支援ボランティア
「すくすくやぎっこ」
ＴＥＬ 090-3993-1236

「いちにち出前ようちえ
ん」を開催します
●日時 ６月28日（火）午前
10時30分〜午後１時
●場所 ガレリアかめおか
コンベンションホール
●内容 未就園児子育て支援
事業「クッキーズさんがや
ってくる！」、幼稚園紹介
コーナー、つくってあそぼ
うコーナーなど【無料】
※クッキーズは午前11時〜
問 聖家族幼稚園
ＴＥＬ（0771）
62-1674
8
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「朴葉ご飯づくり」の参
加者を募集します

催し
「第１１回キラリなんた
ん」を開催します
生き生きと輝きながら、自
分らしく、ワーク（＝働く：
仕事、家事、育児や介護など）
ライフ（＝人生：趣味、余暇、
健康づくりなど）の調和をは
かり、
「ワーク・ライフ・バラ
ンス（仕事と生活の調和）」を
実現させましょう。
南丹市男女共同参画事業と
して開催します。
【無料】
●日時 ６月25日（土）
午後１時〜（開場：午後０
時30分）
●場所 国際交流会館コスモ
ホール
●内容 映画「うさぎドロッ
プ」
※出演：松山ケンイチ、香里
奈、芦田愛菜、桐谷美玲
他
●その他 託児を希望される
方は事前にお申し込みくだ
さい。
問 人権政策課
ＴＥＬ（0771）
68-0015

美山図書室「今夜だけ！
夜も、図書室」のご案内
いつもは夕方に閉まる図書
室を、夏至のこの時期に一夜
だけ延長して開室します。日
常とは異なる雰囲気の図書室
でゆっくりと過ごしてみませ
んか。
●日時 ６月17日（金）
午後９時まで開室
●その他 美山文化ホールギ
ャラリーではカフェスペー
スを設置し、バロック音楽
のコンサートと絵本の読み
語りを行います。
※午後６時〜
問 美山図書室
ＴＥＬ（0771）
68-0046
問 ＝申込・問合せ先

豆ご飯を使って「朴葉ご飯」
を作ります。朴葉の葉っぱが、
鮮やかな緑に生い茂る時季に
しか作れない朴葉ご飯を、季
節を感じながら味わってみま
せんか。
【要申込】
●日時 ６月19日（日）
午前10時〜正午
●場所 日吉町郷土資料館
かやぶき民家
●参加費 200円
※ 別 途 入 館 料（ 大 人200円、
高校・大学生150円、小中
学生100円）が必要です。
●持ち物 エプロン、三角巾
●定員 10人（先着順）
● 申 込 方 法 事 前 に、 電 話
またはFAXで氏名、住所、
電話番号を連絡の上、お申
し込みください。
※お一人や親子での参加も可
能です。
問 南丹市日吉町郷土資料館
ＴＥＬ（0771）
68-0069
ＦＡＸ（0771）
72-1130

２０１６合唱交歓会イン
やぎを開催します
それぞれの合唱団が、素敵
な歌を披露します。
【無料・申
込不要】
●日時 ６月26日（日）午後
１時30分〜（開場：午後１
時）
●場所 八木文化ホール
●出演団体 さくら楽習館コ
ーラス部、八木町老人福祉
センター童謡サークル、ザ・
たんぽぽ、まゆみ、エコー
みやま、コーラスポナミ、
河鹿合唱団
●後援 南丹市教育委員会
問 合唱交歓会実行委員会
ＴＥＬ（0771）
42-2851

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

第１９回南丹市民ボウリ
ング交流大会を開催

日本フィル夏休みコンサ
ート2016を開催します

まちなか賑わい
「そのべ
軽トラ市」開催のお知らせ

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
に開催します。
【要申込】
●日時 ７月２日
（土）午後
８時〜（受付：午後７時30
分）
● 場所 アルプラザボウル
（亀岡市篠町野条）
●競技方法
・１人３ゲームトータルピン
にて順位を決定する。
・性別、年齢によってハンデ
ィを与える。
●参加資格 市内在住、在勤
の18歳以上の方（高校生は
不可）
●参加費 １人1,600円
※当日受付で徴収します。貸
し靴代は別途必要です。
●申込方法 ６月27日（月）
午後５時までに、電話また
はＦＡＸで住所、氏名、年
齢、性別、電話番号を連絡
の上、お申し込みください。
●申込先 社会教育課
ＴＥＬ（0771）
68-0057
ＦＡＸ（0771）
63-2580
●その他 表彰は、優勝者に
トロフィ（持ち回り）を授与
します。また、参加賞とし
て全員に賞品をお渡ししま
す。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 南丹市ボウリングク
ラブ
●後援 南丹市教育委員会、
南丹市体育協会
問 南丹市ボウリングクラブ事
務局
ＴＥＬ 090-4303-1450

ロームシアター京都のオー
プンを機に、次世代を担う子
どもたちのために、40年の
実績を持つ日本フィルハーモ
ニー交響楽団の「夏休みコン
サート」を開催します。
【 要申
込】
●日時 ８月９日（火）
午後２時〜
●場所 ロームシアター京都
●費用 Ａ席＝子供：2,500
円、大人：4,200円、Ｂ席
＝ 子 供：1,800円、 大 人：
3,200円
※子供は４歳から高校生まで
●内容 フルオーケストラに
よる演奏で、本格的なバレ
エ「 シ ン デ レ ラ 」、 ド キ ド
キわくわく「みんなで歌お
う」など、親子三代が楽し
めるコンサート
●申込方法 事前に、電話、
FAX、 ホ ー ム ペ ー ジ の い
ずれかでお申し込みくださ
い。FAXの 場 合 は、 公 演
日、公演名、座席（S席・A
席）、チケット枚数、氏名、
電話番号、チケット送付先
住所、支払方法（クレジッ
トカードまたはコンビニエ
ンスストア支払い）を記入
の上、送信してください。
電話、ホームページの場合
は案内に従ってください。
●その他 定員や座席などの
詳細については、ホームペ
ージでご確認ください。
●後援 南丹市教育委員会
問 日本フィル・サービスセン
ター
ＴＥＬ（03）
5378-5911（ 平 日 の 午
前10時〜午後5時）
ＦＡＸ（03）
5378-6161（24時間）
HP http://www.japanphil.
or.jp/

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 ６月26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。
●イベント 立命館大学マジ
ック＆ジャグリングサーク
ル「Flippers（ フ リ ッ パ ー
ズ）」、ひまわりの苗の配布
（先着順）、こども広場
●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

＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号

今年もムラガーレ食堂を
オープンします
美山町鶴ヶ岡で昨年から
始まった朝市「ムラガーレ食
堂」。今年も11月までの毎月
最終日曜日にオープンしま
す。地元産品にとことんこだ
わったメニューや季節限定の
メニューをご用意します。
●日時 ６月26日（日）
午前７時〜午後３時
●場所 タナセン前広場
問 鶴ヶ岡振興会
ＴＥＬ（0771）
76-9020

第250号

9

平成28年度「女性の館」
講座の受講生を募集
女性の館では、さまざまな
手作り作品に取り組むととも
に、受講生の交流を深めてい
ます。初めての方も大歓迎で
す。
【要申込】
＜フラワーアレンジメント＞
生花、ドライフラワー、ア
ート類を使って、四季折々の
フラワーアレンジメントを行
います。
●日程 ７月２日（土）、８月
６日（土）、９月３日（土）、
10月１日（土）、11月５日
（土）、12月27日（火）
● 時 間・ 場 所 午 前10時 〜
正午：美山文化ホール１階
会 議 室、 午 後 １ 時30分 〜
３時30分：園部女性の館
●講師 森谷万知子 氏
●定員 20人
●持ち物 生け花用はさみ
＜さをり織りバッグ＞
さをり織りの布を使って素
敵なマイバッグを作ります。
● 日 時 ７ 月28日（ 木 ）、 ８
月25日（ 木 ）、 ９ 月29日
（ 木 ）、10月27日（ 木 ） い
ずれも午後１時30分〜３
時30分
●場所 園部女性の館
●講師 松本悦子 氏
●定員 20人
●持ち物 裁縫道具
＜布あそび＞
うさぎ人形の可愛い巾着
と、来年の干支を作ります。
●日時 ７月９日（土）、８月
６日（土）、９月10日
（土）、
10月８日（土）、11月12日
（ 土 ）、12月10日（ 土 ） い
ずれも午後１時30分〜３
時30分
※８月６日（土）のみ午前10
時〜正午
●場所 園部女性の館
●講師 布２の会
●定員 20人
●持ち物 裁縫道具
10
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＜編み物＞
並太毛糸で暖かいベストを
作ります。
●日時 ９月15日（木）、10月
20日（木）、11月17日（木）
いずれも午後１時30分〜
３時30分
●場所 園部女性の館
●講師 木村節子 氏
●定員 20人
●持ち物 ８ 号 編 み 棒 ２ 本
（先に玉が付いている編み
棒）、並太毛糸６巻
＜陶芸＞
粘土でコーヒーカップ一式
と、５月節句鯉のぼりの置物
を創作します。
●日時 ８月23日（火）、９月
14日（水）、10月25日（火）
いずれも午後１時30分〜
３時30分
●場所 園部女性の館
●講師 伊藤友 氏
●定員 20人
●持ち物 タオル２枚、エプ
ロン
＜こもの物語り＞
可愛い猫のポーチと、折り
たたみバッグが、手縫いで簡
単にできます。
●日時 ８月５日（金）、９月
２ 日（ 金 ）、10月 ７ 日（ 金 ）
いずれも午前10時〜正午
●場所 園部女性の館
●講師 沼田尚美 氏
●定員 20人
●持ち物 裁縫道具、2B鉛
筆または色鉛筆、はさみ
＜貼り絵＞
うちわや色紙に、可愛い童
子を貼り絵で描きます。
● 日 時 ７ 月29日（ 金 ）、 ８
月26日（金）、９月30日（金）
いずれも午後１時30分〜
午後３時30分
●場所 園部女性の館
●講師 内藤道子 氏
●定員 20人
●持ち物 はさみ、筆記用具
＜押し花＞
色とりどりの綺麗な押し花

問 ＝申込・問合せ先

を額にして、部屋に飾ってみ
ませんか。
●日時 ８月24日（水）、９月
28日（水）、10月26日（水）
いずれも午後１時30分〜
３時30分
●場所 園部女性の館
●講師 前田寿枝子 氏
●定員 20人
●持ち物 ガラスを拭く布
＜共通事項＞
●運営協力金 各講座とも１
回500円
※初回講座時に全回数分をお
支払いください。材料費は
別途必要です。
●対象 どなたでも
●申込方法 ６月23日（木）
までに電話でお申し込みく
ださい。申込者には、はが
きで詳細を連絡します。
※各講座の申込人数により講
座を中止することがありま
す。また都合により日程を
変更する場合もあります。
問 園部女性の館運営委員会
（園部女性の館内）
ＴＥＬ（0771）
63-2986

「みんなで楽しく音楽療
法」 参加者募集
音楽に合わせて身体を動か
したり、楽器を鳴らしたり、
音楽療法を体験しましょう。
●日時 ７月３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）
●運営協力費 500円（飲み
物代含む）
●定員 20人（先着順）
●講師 岐阜県音楽療法士
（NPO法人ぎふ音楽療法協
会会員） 加藤雅子 氏
●申込方法 事前に住所、氏
名、電話番号を電話または
Eメールで連絡の上、お申
し込みください。
※この事業は、
「南丹市市民提
案型まちづくり活動支援交

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

付金事業」として実施して
います。
問 みんなの居場所
「わっかっ
か！」
ＴＥＬ（080）
9753-9402
wakkakka.2014@gmail.
com

氷室の郷「子供造形教室」
参加者の追加募集
自分の手で「モノづくり」を
楽しむ時間を、子供たちに体
験 させてみませんか。
【 要申
込】
●日時 ６月18日（土）午前
10時〜正午（午前の部）
※毎月第３土曜日に開催しま
す。
● 場所 八木農村環境公園
「氷室の郷」草木工房
●対象 小学生（年間を通し
て参加できる方）
●定員 15人（先着順）
●費用 700円（１人１回当
たり）
●持ち物 お茶、筆記用具、
色えんぴつ、はさみ、のり、
汚れてもよい服
●申込方法 電話でお申し込
みください。定員になり次
第締め切ります。
問 八木農村環境公園
「氷室の
郷」
（月曜休館）
ＴＥＬ（0771）
43-1128

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 ６月24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
＜グラウンド・ゴルフ大会＞
【要申込】
●日時 ７月５日（火）
＝メールアドレス

午前９時〜午後４時
●場所 陸上競技場・補助競
技場（予定）
●内容 48ホールストロー
クプレーによる個人戦
● 費 用 1,500円（ 弁 当、 お
茶付き）
●定員 384人
●対象 どなたでも
●申込方法 ６月28日（火）
までに、住所、氏名（ふり
が な ）、 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。
＜テニス大会＞【要申込】
●日時 ７月13日（水）
午前９時〜午後４時
●場所 テニスコート
●内容 予選リーグ戦〜決勝
トーナメント
●費用 1,000円（１ペア）
●定員 男女別ダブルス 各
32組
●対象 18歳以上の方
●申込方法 ７月６日（水）ま
でに、参加者の住所、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
＜みんなで楽しむゲーム講
座＞【要申込】
●日時 ７月２日（土）午後
１時30分〜３時30分
●場所 公園センター３階会
議室
●内容 みんなで楽しめるゲ
ームを楽しく学びます
●費用 500円
●申込方法 ６月25日（土）
までに、住所、氏名、電話
番号を電話、FAX、Eメー
ルのいずれかで連絡の上、

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号

お申し込みください。

問 南丹船井レクリエーション

協会事務局

ＴＥＬ（0771）
82-0300
ＦＡＸ（0771）
82-0480

kouen@kyoto-tanbapark.
or.jp

八木地域情報
南丹市消防団八木支団操
法大会を実施します
南丹市消防団八木支団で
は、第５回南丹市消防団操法
大会の出場チーム選考会を兼
ねた南丹市消防団八木支団操
法大会を実施します。
団員一丸となって、本大会
に向け日々の訓練に取り組ん
でいます。日頃の訓練の成果
をぜひご覧ください。
●日時 ６月26日（日）
午前10時〜
※雨天時は７月３日（日）に延
期します。
●場所 八木運動公園グラウ
ンド
問 南丹市消防団八木支団
（事
務局：八木支所地域推進課）
ＴＥＬ（0771）
42-2300

園部地域情報
南丹市消防団園部支団操
法大会を実施します
●日時 ６月26日（日）
午前８時30分〜
※小雨決行
●場所 園部公園多目的運動
場
●主催 南丹市、南丹市消防
団園部支団
●競技種目 小型ポンプ操法
●出場チーム 各分団から８
チーム（予定）
●その他 ポンプ車による訓
練展示も行います。
問 総務課 ＴＥＬ（0771）
68-0002
第250号
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市民健診「園部地域」結果報告会のお知らせ
４月から５月に園部町内の会場で実施した市民健診集団健診の結果報告会を開催します。検診の
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
６月15日
（水）

６月16日
（木）

６月17日
（金）

６月20日
（月）

６月21日
（火）
６月22日
（水）

会場

時間

対象地区

午前９時30分〜11時

小山西町

午後１時〜２時30分

横田、黒田、小山東町、府営・市
営向河原団地

船岡文化センター

午前９時30分〜10時30分

熊崎、新堂、船岡、千妻、曽我谷

船阪公民館

午後１時〜２時30分

船阪、大西、宍人、半田、口人、
口司

園部公民館

北部コミュニティ
午前９時30分〜10時30分
センター

木崎町、内林町、瓜生野

高屋公民館

午後１時〜２時30分

高屋、大戸、熊原、佐切、越方

南丹市役所

午後６時〜８時

４月24日（日）の休日健診受診者
※市内全域

南八田公民館

午前９時30分〜10時30分

殿谷、埴生、南八田、南大谷、若
森

大河内公民館

午後１時〜１時30分

法京、大河内

竹井公民館

午後２時30分〜３時30分

竹井、仁江、天引

午前９時30分〜11時

上木崎町

午後１時〜２時30分

若松町、新町

午前９時30分〜11時

栄町、小桜町、城南町

午後１時〜２時30分

宮町、上本町、本町、美園町、河
原町

園部公民館

園部公民館

※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、園部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。
※４月24日の休日健診を受診された方は、市内全域の方が対象となります。
※園部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

男女共同参画週間
６月23日から29日までの１週間は、
「男女共同参画週間」です。
男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同
参画社会」を実現するためには、皆さん一人一人の取り組みが必要です。
私たちの周りの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか。
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問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

日吉地域情報

美山地域情報

市民健診「日吉地域」結果報告会のお知らせ

京都美山サイクルグリー
ンツアー出演出店者募集

５月に日吉町内の会場で実施した市民健診集団健診の結果報
告会を開催します。検診の結果をお返ししますので、ご都合の
良い会場へお越しください。
●日程など
月日

会場

６月23日
（木）
６月24日
（金）

６月27日
（月）

６月28日
（火）

時間

日 吉 保 健 福 祉 セ ン 午 前 ９ 時30分 〜10時30分、
ター
午後１時〜２時
とーくほーる

午前９時30分〜10時30分

木住集会所

午後１時〜１時15分

中世木公民館

午後２時15分〜２時30分

四ツ谷生活改善セン
午前９時30分〜９時45分
ター
興風交流センター

午前10時30分〜11時

胡麻基幹集落セン
午後１時30分〜２時30分
ター
胡 麻 基 幹 集 落 セ ン 午 前 ９ 時30分 〜10時30分、
ター
午後１時〜２時

※欠席の方と、日吉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

市役所の名をかたる勧誘にご注意ください
「市役所からの委託を受けて空き家の除却をお勧めしていま
す」と言って、空き家の除却などを勧誘する事例が生じています。
南丹市では、個人所有の空き家の取り壊しや改修について、
特定の業者に委託して勧誘することは行っておりませんので十
分にご注意ください。
問 定住・企画戦略課 ＴＥＬ（0771）
68-0003

＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号

京都美山サイクルグリーン
ツアー前夜祭でのステージ発
表や特産品販売、サービス提
供など、会場を盛り上げてく
ださる方を募集します。
＜ステージ発表＞
●日時 ７月30日（土）
午後５時〜
※１グループ15分程度
●場所 市役所美山支所内野
外特設ステージ
●参加資格 美山町在住、在
勤の個人またはグループ
●申込方法 ６月24日（金）
までに、発表内容、代表者
名、グループ名、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。
＜出店＞
●日時 ７月30日（土）午後
１時〜６時30分、７月31日
（日）午前９時〜午後４時
●場所 市役所美山支所駐車
場
●参加資格 美山町の住民で
構成される店またはグルー
プ
●出店料 500円
※１店舗2.7ｍ×3.6ｍ
●申込方法 ６月24日（金）
までに、出店内容、代表者
名、グループ名、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。
●その他 店舗の広さなどは
ご希望に添えない場合があ
ります。
問 京都美山サイクルグリーン
ツアー実行委員会事務局
（美山支所地域推進課内）
ＴＥＬ（0771）
68-0040
ＦＡＸ（0771）
75-0801
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◇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/
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