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お知らせ
福祉まつりなどに助成金
を交付します
地域住民が主体となって取
り組まれる福祉まつりなどを
応援するため、赤い羽根共同
募金を財源として助成金を交
付します。
●対象組織 旧町の範囲を超
える広域な地域住民を対象
とした自治振興会や地域福
祉推進組織などから構成さ
れる実行委員会などの組織
●対象経費 南丹市内におい
て地域福祉の向上を目的と
した福祉まつりなどの資金
のうち、謝金、交通費、印
刷費、通信運 搬 費 、 保 険
料、賃借料、材料費および
その他必要と認める経費
●助成額 1事業あたり上限
50万円
※他の助成を受けられた場合
は、本助成の対象とはなり
ません。
●対象期間 4月1日〜平成
【総合問合せ窓口】

29年3月31日の間に開催
するもの
●申請期間 7月1日(金)〜8
月15日(月)
●申請方法 申請用紙に必要
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、市役所各支
所または社会福祉協議会各
支所窓口に提出してくださ
い。
※申請用紙は申請先に備え付
けています。
●審査方法 審査委員会にお
いて書類審査およびヒアリ
ングを行い審査します。
●実施報告 活動終了後、報
告書および決算書を提出し
ていただきます。
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
(0771)72-3220
社会福祉課
(0771)68-0007

夏の交通事故防止府民運
動について
「夏の交通事故防止府民運
動」が実施されます。これを
機会に、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。
●運動スローガン 「歩行者
を 気遣うやさしさ 京の
夏」
●実施期間 7月21日(木)〜
8月20日(土)

(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

●運動重点
・子どもと高齢者の交通事故
防止
・夕暮れ時や夜間における歩
行中の交通事故防止(反射
材用品などの着用の促進)
・自転車の安全な利用の推進
・暴走行為など危険運転の追
放
南丹警察署交通課
(0771)62-0110
総務課
(0771)68-0002

後期高齢者医療被保険者
証の更新について
新しい被保険者証をお送り
します。8月1日以降、医療
機関で受診するときは、新し
い後期高齢者医療被保険者証
(うぐいす色)を提示してくだ
さい。
・7月中旬に、簡易書留で発
送します。
※配達時に不在の場合、期限
までは郵便局で保管されま
すので、不在通知を確認の
上、郵便局でお受け取りく
ださい。
・現在お持ちの被保険者証
(桃色)は、8月1日以降は
使用できません。有効期限
が切れた被保険者証は、保
健医療課または各支所市民
生活課に返却いただくか、
細かく切ってご自身で破棄
してください。
保健医療課
(0771)68-0011
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家族介護慰労金支給事業
のご案内

家族介護用品支給事業の
ご案内

「高齢受給者証」の交付
と更新について

市内在住の高齢者を、在宅
(同居)で介護されている方を
対象に、介護者の身体的およ
び精神的な負担の軽減を図る
ことを目的に慰労金を支給し
ます。
＜南丹市家族介護慰労事業＞
●対象者 要介護4または5
と認定された方を、介護保
険サービスを 利 用 し な が
ら、在宅で6カ月以上介護
している同居家族で、市民
税非課税世帯の方
●支給要件 申請書の提出
日を基準に、過去6カ月以
内の施設サー ビ ス の 利 用
(無)、ショートステイの
利用(10日以内／月)、入
院・入所状況などについて
審査を行います。
●支給額 80,000円
※要介護者1人に対し年度内
1回支給
＜南丹市ねたきり老人・認知
症老人等介護手当支給事業＞
●対象者 介護保険サービス
を利用せずに、寝たきり、
認知症の高齢者の方を6カ
月以上在宅で介護している
同居家族で市民税非課税世
帯の方
●支給額 ①ねたきり老人・
認知症老人手当：月額
30,000円②準ねたきり老
人・準認知症老人手当：月
額15,000円
＜共通事項＞
●申請方法 申請書(高齢福
祉課および各支所市民生活
課に備え付け)に必要事項
を記入の上、申請してくだ
さい。申請は、随時受け付
けています。
高齢福祉課
(0771)68-0006
各支所市民生活課
八木(0771)68-0022
日吉(0771)68-0032
美山(0771)68-0041

要介護高齢者を在宅で介護
されている方の経済的負担の
軽減を図るため、介護用品購
入に関する費用の一部を助成
します。
●対象者 要介護4または5
と認定された方を在宅で介
護している家族で、要介護
者と介護者ともに市内在住
で市民税非課税世帯の方
※入院中、施設入所中の方は
対象外
●支給額 1人当たり年額
75,000円以内
●支給方法 費用の全額を
いったんお支払いいただい
た上で、申請により規定の
額を払い戻します。
●対象となる介護用品
・紙おむつ、尿とりパット、
防水シートなど排泄関係用
品
・介護用パジャマ、介護用下
着など介護衣類用品
・介護用手袋、マスク、エプ
ロンなどの衛生関係用品
・ドライシャンプー、清拭剤
などの入浴関係用品
※入院中や施設入所中に購入
されたものは対象外。
●申請方法 領収書(レシー
ト不可)および印鑑(認印)
を持参の上、窓口で申請し
てください。申請は随時受
け付けています。
※領収書は、購入者名、購入
日、購入金額、介護用品名
が明記されたものが必要で
す。南丹市内に限らずどこ
で購入されても、助成の対
象となります。
高齢福祉課
(0771)68-0006
各支所市民生活課
八木(0771)68-0022
日吉(0771)68-0032
美山(0771)68-0041

70歳になると、医療費の
自己負担割合や自己負担限
度額などが変わります。70
歳の誕生日の翌月1日(1日生
まれの方は当月)から高齢受
給者証が使えるようになり、
70歳の誕生月の月末(1日生
まれの方は前月末)までに高
齢受給者証を郵送します。
＜国民健康保険に加入されて
いる満70歳以上満75歳未満
の方＞
「国民健康保険高齢受給者
証」は、有効期限が7月31日
となっています。毎年8月に
更新となり、更新分は7月末
までに郵送で交付します。
＜7月31日までに満75歳に
なられる方＞
高齢受給者証の有効期限は
75歳の誕生日の前日となっ
ています。満75歳の誕生日
当日からは「後期高齢者医療
制度」で医療を受けることに
なり、75歳の誕生日から有
効な「後期高齢者医療被保険
者証」を、誕生日までに郵送
します。
保健医療課
(0771)68-0011
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京都丹波トライアスロン
大会の出店者募集
京都丹波トライアスロン大
会in南丹にご来場の皆さんや
選手の方々に、京都丹波を満
喫していただくため、京都丹
波おもてなしコーナーを開設
します。出店者を募集します
のでご応募ください。
●日時および場所
①大会前日(開会式・歓迎セ
レモニー)：8月27日(土)
午後2時〜6時(準備：午後
0時30分〜) 京都府立口丹
波勤労者福祉会館前駐車場
※雨天決行

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

②大会当日：8月28日(日)
午前8時〜午後3時(準備：
午前6時30分〜) 大堰川緑
地公園内
※雨天決行
●対象 亀岡市、南丹市およ
び京丹波町で、特産品やお
土産品、飲食品などを販売
している業者、施設など
●募集数
・8月27日(土)：10店舗(先
着順)
※1店舗2.5ｍ×2.5ｍ
・8月28日(日)：30店舗(先
着順)
※1店舗2.5ｍ×2.5ｍ
●出店料 両日とも1日1店
舗5,000円
●出店条件など
・電源など、必要物品は出店
者でご準備ください。
・出店場所は主催者に一任く
ださい。
●申込方法 7月29日(金)午
後５時(消印有効)までに、
出店者申し込み用紙(市役
所八木支所地域推進課に備
え付け)に必要事項を記入
の上、郵送、FAX、Eメー
ルのいずれかでお申し込み
ください。
●出店確認 受付完了後、書
面で通知します。
一般社団法人京都丹波・食
と森の交流協議会
629-0141 南丹市八木町
八木鹿草56番地 第2回京
都丹波トライアスロン大会
in南丹おもてなしコーナー
担当
080-1465-3758
050-3153-1220
info@shokumori.net

=メールアドレス

明るい選挙啓発ポスターおよび標語作品の募集
明るい選挙推進の一環で、明るい選挙啓発ポスターおよび標語作
品の募集を行います。たくさんの応募をお待ちしています。

内容

啓発ポスターの部
啓発標語の部
明るい選挙の推進を表すポ 明るい選挙の推進を表す
スター
標語(概ね20文字以内)
児童・生徒の部、一般の部

対象

児童・生徒の部：府内小・ 府 内 小 ・ 中 ・ 高 校 の 児
中・高校の児童、生徒
童、生徒および府内に居
一般の部：府内に居住の方 住の方

用紙
など

色彩は自由。画用紙の四ツ 応募用紙を南丹市選挙管
切または八ツ切か、それに 理委員会事務局へご請求
準ずる大きさ。ポスターで ください。
使用する啓発標語は「明る
い選挙」に限らず自由に考
えてください。

注意
事項

作品裏面右下に学校名(ふ 1人1点、自作・未発表
りがな)、所在地、学年およ のものに限ります。
び氏名(ふりがな)を記入し
てください。1人1点、自作・
未発表のものに限ります。

＜共通事項＞
●賞 各賞に賞状と賞品を贈呈します。
●応募方法 9月9日(金)必着で、小・中・高校生の方は、学校を通じ
て南丹市選挙管理委員会へご提出ください。一般の方は、直接南
丹市選挙管理委員会へご提出ください。
●主催 京都府選挙管理委員会、京都府明るい選挙推進協議会
●その他 作品は掲載、展示などに使用します。作品募集要項など、
詳細はお問い合わせください。
南丹市選挙管理委員会事務局
(0771)68-0002

運転免許更新センターが
京都駅前にオープン
9月1日、京都駅前運連免
許更新センターが京都駅前
(旧七条警察署跡地)にオープ
ンします。センターでは、優
良運転者と高齢運転者の方を
対象に、免許更新や免許証の
再交付などの業務を行いま
す。なおセンターには、駐車
場や駐輪場はありませんので
公共交通機関を利用してご来
場ください。
●京都駅前運転免許更新セン
ターで実施する業務内容
・免許証の更新：優良運転者

=ホームページアドレス

=郵便番号

と高齢運転者に限定した有
効期限内の免許更新
・免許証の再交付：紛失、盗
難、汚損、破損などによる
免許証の再交付
・国外運転免許証の交付：
ジュネーブ条約加盟国で運
転することができる免許証
・免許証の記載事項変更：住
所や氏名など、免許証に記
載された事項の変更
・申請による免許の取り消
し：免許証の自主返納
・運転経歴証明書の交付：免
許証と同一サイズの証明書
≪裏面に続く≫
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●受付時間など
＜平日＞
・優良運転者の免許更新：午
前8時30分〜10時30分、
午後1時〜3時
・70歳以上の高齢運転者の
免許更新：午前10時〜11
時30分、午後2時30分〜4
時
・免許証の再交付、国外運転
免許証の交付、免許証の記
載事項変更、申請による免
許の取消、運 転 経 歴 証 明
書の交付：午前9時30分〜
11時、午後2時〜4時
＜日曜日＞
・優良運転者の免許更新：午
前8時30分〜10時30分、
午後1時〜3時
・70歳以上の高齢運転者の
免許更新：午前10時〜11
時30分、午後2時30分〜4
時
※土曜日、祝日、12月29日
から翌年1月3日までは休
み
●センターで実施しない業務
新規・仮免許証交付、併記
申請、免許証の更新(一般運
転者、違反運転者、初回運転
者の更新)、失効手続、講習
(違反者、行政処分者、取消
処分者、高齢者講習)
※これらは運転免許試験場で
実施しています。
南丹警察署交通課
(0771)62-0110

人材募集
南丹市臨時職員を募集し
ます
●職種 学校用務員
●勤務場所 園部第二小学校
●募集人員 1人
●日給 6,640円
●募集条件 65歳未満の方
●勤務時間 原則週5日、午
前7時30分〜午後4時
●勤務内容 学校用務
4
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●任用期間 平成28年8月8
日から平成28年9月30日
まで(更新有)
●募集期間 7月20日(水)ま
で(午前8時30分〜午後5
時15分、土・日・祝日を
除く)
●申込方法 臨時職員登録
申込書(学校教育課および
各支所地域推進課に備え
付け)に必要事項を記入の
上、学校教育課または各支
所地域推進課へ提出してく
ださい。
●採用 書類審査および面接
試験により合否を決定
※面接は7月下旬を予定(日
程は申込者に別途連絡しま
す)
●その他 詳細はお問い合わ
せください。
学校教育課
(0771)68-0056

8月15日(月) (午前9時〜午
後5時、土・日・祝日を除く)
※郵送による申し込みは、8
月12日(金)の消印分まで
に限り受け付けます。
※受験申込書は消防本部、消
防署、分署、出張所およ
び構成市町(亀岡市、南丹
市、京丹波町)の市役所、
町役場、各支所に備え付け
ています。また、消防組合
のホームページからもダウ
ンロードできます。
京都中部広域消防組合消防
本部総務課
621-0851 亀岡市荒塚町1
丁目9番1号
(0771)22-9580
http://www.kyoto-chu
bu119.jp/

京都中部広域消防組合消
防職員を募集します

南丹市メール配信サー
ビスにご登録ください

京都中部広域消防組合で
は、平成28年度職員採用試
験を行います。
●採用数 若干名(消防職員
初級・上級)
●受験資格
・初級：平成7年4月2日から
平成11年4月1日までに生
まれた方(学歴は問いませ
んが高等学校卒業程度の学
力が必要)
・上級：平成2年4月2日から
平成7年4月1日までに生ま
れた方(学歴は問いません
が大学卒業程度の学力が必
要)
※その他身体的条件などの受
験資格を定めています。
●第1次試験 9月18日(日)
午前9時〜正午頃まで(受
付：午前8時15分〜）
●場所 京都中部広域消防組
合消防本部3階大会議室な
ど
●受付期間 7月15日(金)〜

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、送信アド
レスに空メールを送信し、
返信されたメールに従い手
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@raiden.
ktaiwork.jp
●受信許可が必要なアドレス
nantan-city@raiden.ktai
work.jp
情報政策課
(0771)68-0066

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

相談会

子育て支援(催し)

７月のなんでも相談日のお知らせ

「みんなおいでよ−！」
を開催します

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
7月16日(土)

時間

場所
そよかぜ美山
園部まごころステーション
7月22日(金)
午後1時〜
陽だまり
3時
7月25日(月)
そよかぜ八木
7月26日(火)
そよかぜ日吉(おいで家)
社会福祉課
(0771)68-0007
各支所市民生活課
八木(0771)68-0022
日吉(0771)68-0032 美山(0771)68-0041

「京都府視覚相談会」を
開催します
読み書きが不便になったり
階段につまずくといった、目
が見えにくい方や見えない
方、そのご家族のための相談
会を開催します。【無料】
●日時 7月29日(金) 午前
10時30分〜午後3時30分
●場所 園部公民館３階大研
修室
●内容
①個別相談(日常生活での困
りごとなど)
②ロービジョン相談(福祉機
器の活用やアドバイスなど)
③こどもの相談(視覚の発達
や子育てなどの悩み)
④福祉機器などの展示・体験
(盲導犬、拡大読書器、便
利グッズなど)
●対象 目が見えにくい方や
見えない方、そのご家族
●相談員 社会福祉法人京都
ライトハウス職員、社会福
祉法人京都視覚障害者支援
センター職員、京都府家庭
支援相談センター職員
●申込方法 ①③の相談を
希望される方は、7月22日
(金)までに、電話でお申し
=メールアドレス

込みください。
※②④は申し込み不用です。
社会福祉課
(0771)68-0007
京都府家庭支援総合セン
ター障害グループ
(075)531-9608

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 8月9日(火)
午後1時30分〜3時30分
●場所 園部公民館3階会議
室
総務省京都行政評価事務所
行政相談課
(075)802-1188
総務課
(0771)68-0002

=ホームページアドレス

=郵便番号

98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 7月14日(木)
午前9時30〜正午
●場所 南丹市社会福祉協議
会八木支所
●内容 そうめん流し、水遊
び
※雨天の場合、室内で遊びま
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、水着、タオル、帽
子、ビーチサンダルなど
●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
子育て支援ボランティア
「すくすくやぎっこ」
090-3993-1236
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子育てすこやかセンター
８月事業のお知らせ

「ほめかた教室」
を開催し
ます

７月「託児付きカフェ
よっといで」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。
＜歌＆折り紙＞
●日時 8月4日(木) 午前10
時30分〜11時30分
※「日本よし笛の会京都美山
教室」協力参加
＜子育て講座＞
●日時 8月5日(金) 午前10
時30分〜11時30分
●内容 園部消防署救急救命
士による「乳幼児の事故予
防について」
＜お話会＞
●日時 8月17日(水)
午前10時30分〜11時
＜子育て広場１歳〜＞
●日時 8月19日(金) 午前
10時30分〜11時30分
●内容 「夏を楽しもう」
●持ち物 水遊び用パンツや
おむつ、タオル、着替え、
お茶など
＜子育て広場０歳〜＞
●日時 8月22日(月) 午前
10時30分〜11時30分
●内容 「ふれあい＆ミニ栄
養相談」
●持ち物 バスタオル
＜親子リトミック＞
●日時 8月24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 8月31日(水) 午前
10時30分〜11時30分
●持ち物 バスタオル
南丹市子育てすこやかセン
ター
(0771)68-0082

子どもは、「ほめられる」
ことで「愛されている、認め
られている」という自信が育
ちます。そこで、「おこらな
い子育て」、「ほめる育児」
をテーマに登録制のシリーズ
講座を開催します。少人数で
お互いの悩みを話し合い、共
感し、そして、ほめて子育て
ができるよう講座を受講して
みませんか。【無料・要申
込】
●日時
Ａクラス：8月30日、9月13
日、9月27日、10月11日
(各火曜日)
Ｂクラス：9月1日(木)、9月
14日(水)、9月30日(金)、
10月12日(水)
※いずれも午前10時〜11時
30分
※1講座全4回(4回とも欠席
のないようにご参加くださ
い)
●場所 市役所4号庁舎2階
会議室
●対象 幼児の保護者
●募集人数 各クラス5人程
度
※申し込み多数の場合は調整
することがあります。
●内容 講話、意見交流、ほ
めかたロールプレイなど
●託児 希望者のみ託児を行
います。(無料)
●申込方法 8月19日(金)ま
でに、希望クラス名、保護
者の住所、氏名、電話番
号、託児希望の有無を電
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。
子育て支援課
(0771)68-0017
(0771)68-1166
kosodate@city.nantan.
kyoto.jp

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 7月25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
●参加協力金 500円
※無農薬コーヒーと手作りお
菓子付き
●持ち物 お子さんの着替
え、タオル、水筒、マイ
カップなど
※運動のしやすい服装でお越
しください。
● 申 込 方 法 7月2 3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。
みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
090-6962-6455
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=申込・問合せ先

インターネット生活を
始めませんか
もっと便利に、安心に。
南丹市情報センターがサ
ポートします。
●月額定額料金 3,080円
※プロバイダー料込みの金
額です。
●通信速度 100Mbps
※ベストエフォート型のサービ
スです。
●セキュリティー・サポー
トの充実
※トラブルの際はお問い合
わせください。
南丹市情報センター
(0771)63-1777
=電話番号

=FAX番号

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＞
◆絶望読書(頭木弘樹)◆街角図鑑(三土たつお編著)◆改訂版あかちゃんと一緒京都おでかけ手帖(あ
かちゃんとおでかけ手帖をつくる会編)◆池上彰の君たちと考えるこれからのこと(池上彰)◆マイナ
ス金利「税」で凍りつく日本経済(副島隆彦)◆きみがもし選挙に行くならば(古川元久)◆子どもの力
を伸ばす！！じょうずな叱り方・ほめ方(小崎恭弘監修)◆京都の凸凹を歩く(梅林秀行)◆モノ・メン
テナンス◆まるさんかくしかくのバッグ◆京都鉄道博物館のすべて◆かわいい禅画(矢島新)◆プラ
バンでつくるボタニカルアクセサリー(だいごちひろ)◆クラフトバンドで作るカンタン! こものとア
クセサリー(ゆめひもフレンドシップ編)◆運命を変えた一戦。◆イラストだから覚えられる会話で
必ず使う英単語1100(石井辰哉)◆野坂昭如◆大きな鳥にさらわれないよう(川上弘美)◆硝子の太陽
Rouge(誉田哲也)◆台所のラジオ(吉田篤弘)◆残り者(朝井まかて)◆マル暴総監(今野敏)◆ポイズン
ドーター・ホーリーマザー(湊かなえ)◆赤い刻印(長岡弘樹)◆京都好き(早川茉莉編)◆戦争とおはぎ
とグリンピース(西日本新聞社編)◆あの素晴らしき七年(エトガル・ケレット)◆阿呆の鳥飼(内田百
間)◆18歳からの民主主義(岩波新書編集部編)
＜児童書＞
◆恐竜の骨(ロブ・コルソン)◆ざんねんないきもの事典(今泉忠明監修)◆深海生物大図鑑(藤原義弘監
修)◆むしこぶみつけた(新開孝)◆こどもがたのしくつくるはじめてのこうさく(山添joseph勇)◆す
ごいぞ！オリンピックパラリンピックの大記録(講談社編)◆あそぼう、けん玉(日本けん玉協会編著)
◆目でみることばのずかん(おかべたかし)◆「悩み部」の焦燥と、その暗躍。(麻希一樹)◆蒼とイル
カと彫刻家(長崎夏海)
＜絵本＞
◆ミッフィーとほくさいさん(菊地敦己構成)◆まいごのよる(宇有薫)◆もとこども(富安陽子)◆ねこ
がおおきくなりすぎた(ハンス・トラクスラー)◆カエルくんのだいはっけん！(松岡達英)◆アランの
歯はでっかいぞこわーいぞ(ジャーヴィス)◆こうじのくるま(コヨセ・ジュンジ)◆おのまとぺの本(だ
んきょうこ)◆すずめくんどこでごはんたべるの？(たしろ ちさと)◆はちみつ(ふじわらゆみこ)
＜お詫びと訂正＞
6月10日発行お知らせ「なんたん」第250号に掲載した、南丹市立図書館「新刊図書」のご案内に
誤りがありましたので、お詫びして訂正します。
●訂正箇所
(誤)◆干潟生物観察図鑑（風呂田利夫、多田聖典）
(正)◆干潟生物観察図鑑（風呂田利夫、多留聖典）
中央図書館
八木図書室
日吉図書室
美山図書室

=メールアドレス

(0771)
(0771)
(0771)
(0771)

68-0080
68-0027
68-0036
68-0046

=ホームページアドレス

=郵便番号
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催し
「ラジオ深夜便のつどい」
公開収録の参加者募集
NHK京都放送局と南丹市
では、南丹市制施行10周年
を記念して、「ラジオ深夜便
のつどい」の公開収録を実施
します。「ラジオ深夜便」の
アンカーが、スタジオを飛び
出して、心温まるトークをお
届けします。【無料・要申
込】
●日時 9月3日(土) 午後1
時〜4時20分(開場：午後
0時30分)
●場所 日吉町生涯学習セン
ター
●主催 NHK京都放送局、
南丹市、NHKサービスセ
ンター
●内容
・第1部「京の朗読会 in南
丹市」
・第2部「明日へのことば
講演会」 講師：大蔵流狂
言師 茂山正邦 氏
・第3部「アンカーを囲むつ
どい」 出演：徳田章
アンカー、森田美由紀アン
カー
司会：ＮＨＫ京都放送局
入江憲一アナウンサー
●申込方法 8月9日(火)必
着で、郵便往復はがき(私
製を除く)に次の内容を記
入の上、応募先に郵送して
ください。
[往信用裏面] 郵便番号、住
所、氏名、電話番号
[返信用表面] 郵便番号、住
所、氏名
[返信用裏面] 何も書かない
でください。(抽選結果を
印刷して返送します)
※応募多数の場合は、抽選の
上、入場整理券(1枚で2人
入場可)をお送りします。
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622-8651 京
●応募先
都府南丹市園部町小桜町
47番地 南丹市役所「ラ
ジオ深夜便のつどい」係
●放送予定 9月23日(金)午
後11時15分〜翌午前5時
(ラジオ第一・FM・国際放送)
※FMは翌午前1時5分〜5時
に放送
情報政策課
(0771)68-0066
NHK京都放送局
(075)-251-1111

「外国人のための日本語
教室」を開催します
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
①7月10日〜9月25日(8月
14日を除く毎週日曜日・
全11回) 午後6時〜7時30
分
②7月14日〜9月29日(8月
11日、9月22日を除く毎
週木曜日・全10回) 午後6
時30分〜8時
※日曜日か木曜日のどちらか
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
協会事務所または研修室
●対象 市内在住または在勤
の外国人の方
●申込方法 事前に、住所、
氏名、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。

南丹市国際交流協会
(0771)63-1840
※火〜金曜日の午後0時30分
〜4時30分
(0771)63-1841
nantania@office.zaq.jp

エコーみやま結成10周
年記念コンサートを開催
美山の合唱団「エコーみや
ま」が、「こころのふるさと
美山を唱う」をテーマに、コ
ンサートを開催します。
【無料】
●日時 7月17日(日) 午後2
時〜(開場：午後1時30分)
●場所 美山文化ホール
●内容 合唱(時代劇、オリ
ジナル曲「美山町賛歌」、
美しく碧きドナウなど)
●後援 南丹市、南丹市教育
委員会、南丹市社会福祉協
議会、京都新聞
エコーみやま
(0771)75-0195

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 ８月７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。
みんなの居場所「わっかっ
か！」
080-9753-9402

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

「夏休みの自由研究づく
り体験」の参加者募集

美山図書室「夏休み工作
教室」を開催します

「南丹将棋教室」８月開
催日のお知らせ

氷室の郷で開催する、お子
さん向け「夏休み自由研究づ
くり」の体験者を募集しま
す。夏休みの宿題を楽しく仕
上げましょう。【要申込】
＜風鈴作り体験＞
●日時 7月23日(土) 午後
の部(午後1時30分〜3時
30分)、7月24日(日) 午前
の部(午前10時〜正午)、
午後の部(午後1時30分〜
3時30分)
●内容 鈴の部分は、ねんど
で作り、風受け部分は紙す
きをします。
●費用 1,000円(1人当た
り、材料代含む)
●対象 小学生
●定員 各部とも20人
※完成品のお渡しは、8月下
旬の予定
＜木工キット組立・ジグソー
パズル作り体験＞
●日程 7月29日(金)、30
日(土)
●時間 午前の部(午前10時
〜正午)、午後の部(午後1
時30分〜3時30分)
●内容 キット組立コース(恐
竜 、レター ケース、ペン立
て付き貯金箱の内から1点)
ジグソーパズル作りコース
(5・6年用高学年向)
●費用 1,800円(1人当た
り、材料代含む)
●対象 小学生
●定員 各部とも8人
＜共通事項＞
●場所 八木農村環境公園
「氷室の郷」
●申込方法 各体験の5日前
までに、電話でお申し込み
ください。
八木農村環境公園「氷室の
郷」(月曜休館)
(0771)43-1128

プラバンを使って、自分だ
けのアクセサリーやキーホル
ダーを作ってみませんか。
【無料・要申込】
●日時 7月24日(日)
午後1時30分〜3時
●場所 美山文化ホール1階
会議室
●対象 小学生以上の方
●定員 20人(先着順)
●持ち物 工作用はさみ、鉛
筆
●申込方法 事前に、市内の
図書館、図書室でお申し込
みください。
美山図書室
(0771)68-0046

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 8月6日(土)、14日
(日)、20日(土)、28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、FAX、 Eメールのい
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 申し込み後の連絡
は、講師から直接入りま
す。
園部公民館(月・祝日休館)
(0771)63-5820
(0771)63-2850
be-syakai@city.nantan.
kyoto.jp

=メールアドレス

「愛を積むひと」上映会
を開催します
人権に関する学習を通じ、
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
を開催しています。本年度第
２講は映画「愛を積むひと」
を上映します。映画を通じて
家族との関わり方、そして他
人との関わり方について考え
てみませんか。【無料・申込
不要】
●日時 7月29日(金)
①午後2時〜、②午後6時
30分〜(1回125分)
●場所 日吉町生涯学習セン
ターホール
●内容 ある日亡くなった妻
から夫の下に手紙が届く。
そして次々と届くその手紙
に導かれるように、周囲の
人々の人生と関わってい
く。
●主催 南丹市教育委員会
社会教育課
(0771)68-0057

=ホームページアドレス

=郵便番号

第252号

9

10

第１回なんたん音楽フェ
スティバル出演団体募集

尾木ママの講演会を開催
します

南丹市で活動している音楽
団体が一堂に集う、第１回な
んたん音楽フェスティバルの
出演団体を募集します。【無
料】
●日時 12月3日(土)
午後1時〜(予定)
●場所 日吉町生涯学習セン
ターホール
●参加資格
①市内在住、在勤、在学の方
で構成された団体であるこ
と
②団体から1〜2人、本番ま
での打ち合わせおよび当日
のイベント運営に協力でき
ること
●形態 楽器の演奏、合唱な
ど音楽に関係する発表であ
ること
●出演時間 出入りを含めて
15分以内
※出演団体数により変更の場
合あり
●申込方法 申込用紙に必
要事項を記入の上、8月19
日(金)必着で、申込先へ持
参、FAX、Eメールのいず
れかでお申し 込 み く だ さ
い。申込用紙は申込先に備
え付けています。(市ホー
ムページからもダウンロー
ドできます。)
●申込先 社会教育課、園部
公民館、八木公民館、日吉
町生涯学習センター、社会
教育課美山担当(美山支所
内)
社会教育課
(0771)68-0057
(0771)63-2850
be-syakai@city.nantan.
kyoto.jp

さまざまな分野の第一線で
活躍する方に学ぶ講演会を開
催します。【無料・要申込】
●日時 8月25日(木)
午後5時〜6時30分
●場所 ANAクラウンプラ
ザホテル京都
●講師 教育評論家 尾木直
樹 氏
●内容 「子どもも大人も居
心地のよい家庭・地域をめ
ざして」
●定員 100人(先着順)
●申込方法 7月19日(火)午
前9時から7月29日(金)午
後5時までの間に、京都府
市町村職員厚生会ホーム
ページからお申し込みくだ
さい。
一般財団法人京都府市町村
職員厚生会
(075)411-0084
http://www.kyoto-kose
ikai.or.jp
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「健康プール教室」
の参加
者を募集します
生活習慣病を予防し健康な
生活を送っていただくため、
健康プール教室を開催しま
す。温水プールでの水中運動
で、楽しみながら運動習慣を
身に付けましょう。【要申
込】
＜しっかりコース＞
●開催日 毎週火曜日
●対象者 健康プール教室の
経験者およびしっかり運動
したい方でおおむね40歳
〜64歳の方
＜ぼちぼちコース＞
●開催日 毎週金曜日
●対象者 おおむね40歳〜
74歳の未経験者、および
おおむね65歳〜74歳の方
＜共通事項＞
●開催期間 9月〜平成29年
3月

●時間 午後2時〜2時55分
●場所 スプリングスひよし
温水プール
●定員 各30人程度
●内容 水中ウオーキング、
アクアビクスほか
※週1回を予定しています。
具体的な内容、日程、時
間、持ち物などについて
は、申込期間終了後、参加
決定者に直接お知らせしま
す。
※教室途中でのコース変更は
できません。
●費用 650円/回(プール利
用料)
※その都度お支払いくださ
い。
※スプリングスひよし温水
プールのSSクラブ会員証
をお持ちの方は、利用いた
だけます。
●指導者 スプリングスひよ
しインストラクター
●申込方法 8月19日(金)ま
でに、電話でお申し込みく
ださい。
※できるだけ、毎回ご参加い
ただける方がお申し込みく
ださい。
※申し込み多数の場合は、初
めての方を優先させていた
だきます。結果は郵送でお
知らせします。
※当教室は「なんたん健康ポ
イント50」の対象事業で
す。
●その他 疾患などにより水
中運動を止められている方
はご遠慮ください。また、
現在、高血圧や心臓病、糖
尿病など何らかの疾患で治
療を受けている方は、必ず
主治医に相談の上、許可を
得てください。
保健医療課
(0771)68-0016

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

「アンチエイジング教室」の参加者を募集します
10年後のあなたが生き生きと輝いていられるように、体の内
側からの健康づくりをサポートする教室です。栄養と運動の視点
でエネルギーの摂取と消費のバランスを整えて代謝を上げ、生活
習慣病やロコモティブシンドロームに近づかない体を手に入れま
しょう。【要申込】
●日程など
回
日程
内容 回
日程
内容
1 10月5日(水)
運動 5 1月11日(水)
運動
2 11月2日(水)
運動 6 1月24日(火)
栄養
3 12月1日(木)
栄養 7 2月10日(金)
運動
4 12月14日(水)
運動
●時間 いずれも午前10時〜11時45分
●場所 運動の回：園部海洋センターまたは園部公民館
栄養の回：こむぎ山健康学園
●対象 市内在住の概ね20歳〜74歳の方で、ウオーキング程度
の運動が可能な方
●定員 30人(先着順)
●参加費 600円(全7回分)
●申込方法 8月31日(水)までに、電話でお申し込みください。
※当教室は「なんたん健康ポイント50」の対象事業です。
保健医療課
(0771)68-0016

「自力アップ体操教室」の参加者を募集します
体に負担を掛けずに筋肉を動かす。ゆがみを少なくする。筋肉
から脳を刺激し、体に動きを覚えさせる体操です。楽しく生き生
きと動ける体づくりをしましょう。【無料・要申込】
●日程など
回
日程
内容
1
10月13日(木)
自分の体の状態を知ろう
2
10月27日(木)
座って、立って自力アップ体操
3
11月10日(木)
歩いて自力アップ体操
4
11月24日(木)
自分の体の変化を確かめよう
●時間 いずれも午後2時〜3時30分
●場所 美山保健福祉センター
●対象 南丹市民の方で教室に続けて参加できる20歳以上の方
●定員 25人程度(先着順)
●講師 カイロプラクティック院 院長 中島光章 氏
●申込方法 9月16日(金)までに、電話でお申し込みください。
※当教室は「なんたん健康ポイント50」の対象事業です。
保健医療課
(0771)68-0016

※「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。
=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

自力アップ体操教室「初
級指導者養成講座」
開催
市内で体操教室を運営する
指導者を養成します。専門知
識は無くても大丈夫。講座で
必要な基礎知識を学びます。
●日程 7月28日、8月25
日、9月22日、10月20
日、11月17日、12月15
日、平成29年1月26日、
2月9日、3月9日(各木曜
日、全9回)
●時間 午後7時〜8時30分
●場所 美山町宮脇公民館
●対象 市内在住で、地域で
教室を開催して住民を元気
にしたい、サロンなど団体
に体操を取り入れてみたい
福祉施設職員、スポーツ指
導者、学校の先生、企業の
方など
●内容 体操の実践(やり
方、指導法)と座学(体操の
仕組み、体の知識など)
●講師 南丹けんこう美人
中島光章 氏
●受講料 2,300円(保険代
含む)
●認定 試験(実践、筆記)の
上、合格者に「認定証」を
発行します。
●自力アップ体操 特徴は、
「身体の歪みを無くす」
「日常の基本動作を取り戻
す」ことです。体の仕組み
を考えた独自理論で、筋肉
(脳)を刺激して血管や腱の
弾力性を回復し、「活動力
の向上」と「こり、痛みな
ど症状に応じた回復」を目
指します。
●申込方法 7月25日(月)ま
でに、電話でお申し込みく
ださい。
※この事業は、市民提案型ま
ちづくり活動支援交付金を
活用しています。
南丹けんこう美人
090-3171-0413

第252号

11

ソフトバレーボール代表
選考会を開催します

元気アップ体操教室のお知らせ
懐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
ズム体操や筋トレ、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。
●日程など
会場

時間

旧摩気
小学校

午前10時30分
〜正午

美山保健福
祉センター

午後2時〜
3時30分

八木老人福
祉センター

午前10時30分
〜正午

胡麻基幹集
落センター

午後2時〜
3時30分

会場
7月11日(月)、7月25日(月)、
8月1日(月)、8月8日(月)、
8月22日(月)、8月29日(月)、
9月5日(月)、9月12日(月)、
9月26日(月)
7月11日(月)、7月19日(火)、
7月26日(火)、8月2日(火)、
8月9日(火)、8月23日(火)、
8月29日(月)、9月6日(火)、
9月13日(火)
7月15日(金)、7月22日(金)、
7月29日(金)、8月5日(金)、
8月19日(金)、8月26日(金)、
9月2日(金)、9月9日(金)、
9月16日(金)
7月15日(金)、7月22日(金)、
7月29日(金)、8月5日(金)、
8月19日(金)、8月26日(金)、
9月2日(金)、9月9日(金)、
9月16日(金)

●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)
●参加費 500円(1回当たり)
●参加方法 直接会場にお越しください。
NPO法人元気アップAGEプロジェクト
080-4242-4734
保健医療課
(0771)68-0016

認知症予防教室インスト
ラクター養成講座を開催
認知症について学び、予防
教室スタッフとして地域や職
場、教室で活動していただけ
る 方を募集します。
●日時 8月6日(土)、7日
(日) 午前9時30分〜午後4
時
●内容 講義、研修、実習
●場所 はぎの里オアシス
多目的室(園部町横田)
●受講料 5,000円
※別途テキスト代1,500円が
12
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必要
●定員 20人程度
●申込方法 7月20日(水)ま
でに、住所、氏名、年齢、
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。
●主催 健生ネットワーク京
都(健康生きがいづくりア
ドバイザー京都協議会)
●後援 南丹市、南丹市社会
福祉協議会
健生ネットワーク京都
(0771)42-4538

第39回府民総体南丹市ソ
フトバレーボール代表選考会
を開催します。【無料・要申
込】
●日時 8月7日(日)
午前9時から受付開始
●場所 京都府口丹波勤労者
福祉会館体育館(クアスポ
くちたん)
●参加資格
・市内在住または在勤の方
・10月30日(日)開催の府民
総体(府立山城総合運動公
園)に出場可能なチームな
らびに選手
●種別
・成年：30歳代男女各2人、
40歳以上男女各2人で構成
・壮年：40歳代男女各2人、
50歳以上男女各2人で構成
●申込方法 7月25日(月)ま
でに申込用紙に必要事項を
記入の上、持参または郵送
でお申し込みください。
※申込用紙は申込・問合せ先
へご請求ください。
南丹市体育協会事務局(社
会教育課内)
622-8651 南丹市園部町
小桜町47番地
(0771)68-0057

「日吉町生涯学習センター
パソコン教室」
を開催
パソコン教室「初級ワー
ド・エクセルコース」の受講
生を募集します。【要申込】
●日時 7月27日〜9月7日
の毎週水曜日(全６回) 午
後1時30分〜3時30分
●場所 日吉町生涯学習セン
ターIT研修室
●内容 美しい文書(チラシ、
案内状、ハガキなど)を作
成しながら、パソコンや
ワード、エクセル、イン
ターネットの基礎を学びま
す。

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

●費用 3,000円(全６回分)
およびテキスト、USBメ
モリー代2,000円
●持ち物 筆記用具
●対象 市内在住の18歳以
上の方
●定員 9人(先着順)
※前年度未受講者を優先しま
す。
●申込方法 7月15日(金)〜
7月22日(金)の間に、住
所、氏名、年齢、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 都合により、日程
を変更する場 合 が あ り ま
す。また、申込人数が少数
の場合は、教室を開催しな
い場合があります。
日吉町生涯学習センター
(0771)72-3300
(0771)72-3311

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。
＜ファミリープールオープン＞
●日時 ７月15日(金)〜8月
31日(水) 午前9時〜午後5
時
●場所 公園ファミリープー
ル
●内容 造波プール、ウォー
タースライダ ー 、 ジ ャ グ
ジープール、25mおよび
遊泳プール、せせらぎプー
ル
●入場料 一般：700円、高
校生：500円、小・中学
生：300円、幼児：100円
●その他 きょうと子育て応
援パスポートをご利用いた
だけます。
＜天文教室＞
●日時 8月6日(土) 午後7
時30分〜9時30分
●場所 丹波天文館
●内容 月、火星、土星、夏
の星座などを観望
=メールアドレス

●参加費 300円
●定員 50人
●対象 小学生以上(小・中
学生は保護者同伴)
●申込方法 8月5日(金)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。
＜手作り教室 天体望遠鏡づ
くり＞
●日時 8月20日(土) 午後3
時〜5時(夜間観望あり)
●場所 公園センター3階会
議室(予定)
●内容 天体望遠鏡づくりと
月、星座観望
●参加費 3,000円
●定員 20人
●対象 小学3年生以上
●申込方法 7月20日(水)〜
8月13日(土)の間に、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。
丹波自然運動公園
(0771)82-0560
(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

日吉地域情報
陶芸教室を開催します
自分の器を作ってみません
か。お誘い合わせの上、ご参
加ください。
●日時 ①7月31日(日) 午
後1時30分〜4時30分、
②8月13日(土) 午前9時〜
正午
●場所 日吉町生涯学習セン
ター美術工作室
●講師 長元宏 氏(日吉町
在住)

=ホームページアドレス

=郵便番号

●材料費 2,000円程度
●申込方法 7月22日(金)ま
でに、電話でお申し込みく
ださい。
●その他 作品は今年の日
吉町文化祭(9月17日〜18
日)で展示する予定です。
日吉町生涯学習センター
(0771)72-3300

日吉町文化祭（展示の部）
出展者を募集します
日吉町文化祭(展示の部)の
出展者を募集します。なお、
ステージ発表の部は、11月6
日に開催予定です。後日出演
者を募集します。
●日時 9月17日(土) 午後1
時〜8時、9月18日(日) 午
前9時30分〜午後3時
●場所 スプリングスひよし
体育館
※ひよし水の杜フェスタと同
時開催
●対象 日吉町文化交流協会
会員、日吉町在住、在勤、
在学の方
●参加費 300円(1人当たり)
●作品搬入 9月16日(金)
午後4時〜7時(予備日：9
月17日 午前9時〜11時)
●作品搬出 9月18日(日)
午後3時〜5時
※作品の搬入、展示、搬出は
出展者の責任でお願いしま
す。
●申込方法 8月7日(日)ま
でに、申込用紙(日吉町生
涯学習センターに備え付
け)に必要事項を記入の
上、参加費を添えてお申し
込みください。
※団体で出店される場合、参
加団体の中から1人以上の
運営協力者を選出していた
だき、事前準備および当日
の運営にご協力いただきま
すようお願いします。
日吉町文化交流協会事務局
日吉町生涯学習センター内
(0771)72-3300
第252号
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★もぎたてニュース

園部小学校
５年 若狭合宿

00

ウェンズデー

★八木東小学校

★もぎたてニュース

27
水
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日

JAトピックス

ウェンズデー

★城南保育所
５歳児 おとまり保育

６年 修学旅行

30

★ふくしの森

★もぎたてニュース

サタデー
週報ほか

★胡麻郷小学校

５年 野外学習

園部小学校
５年 若狭合宿

「とれたて新鮮！森の京都丹波っ！」

八木東小学校
５年 野外学習

胡麻郷小学校
６年 修学旅行

協働みーつけた！

★もぎたてニュース

サタデー

★殿田小学校

６年 修学旅行

ふくしの森

もぎたて サタデー

殿田小学校
６年 修学旅行

城南保育所
５歳児 おとまり保育

「とれたて新鮮！森の京都丹波っ！」

ＪＡトピックス

00

ふくしの森
JAトピックス

ＪＡトピックス
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週報ほか
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八木東小学校
５年 野外学習

城南保育所
５歳児 おとまり保育

胡麻郷小学校
６年 修学旅行

協働みーつけた！

「とれたて新鮮！森の京都丹波っ！」

30

殿田小学校
６年 修学旅行
ふくしの森

市民の情報ひろば
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もぎたて サタデー
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園部小学校
５年 若狭合宿

00

胡麻郷小学校
６年 修学旅行

もぎたて サタデー

もぎたて ウェンズデー

「とれたて新鮮！森の京都丹波っ！」

殿田小学校
６年 修学旅行
ふくしの森

ＪＡトピックス
もぎたて サタデー

もぎたて ウェンズデー

30

もぎたて サタデー
JAトピックス

城南保育所
５歳児 おとまり保育

ＪＡトピックス
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殿田小学校
６年 修学旅行

ＪＡトピックス

八木東小学校
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協働みーつけた！

英語24-③

国語27-①

園部小学校
５年 若狭合宿

00
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なんたんテレビ番組表（平成28年７月16日〜31日）

「とれたて新鮮！森の京都丹波っ！」
数学24-②

英語24-④

八木東小学校
５年 野外学習

もぎたて サタデー

国語27-②

胡麻郷小学校
６年 修学旅行

もぎたて ウェンズデー
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ふくしの森

数学24-⑤
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始めようインターネット生活！！ もっと便利に、安心に！
南丹市情報センターがサポートします。詳しくはお問い合わせください！！
◇南丹市情報センター
(0771)63-1777
【発行】南丹市情報政策課
14

受付時間：午前8時30分～午後5時（月・祝日休業）
(0771)63-1682
sictv@sic.cans.ne.jp
http://nantantv.or.jp/
622-8651 南丹市園部町小桜町47

（0771）68-0065

（0771）63-0653

本紙は環境への配慮から、FSC®森林認証紙、ベジタブルインク（植物油）を採用しています。

