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お知らせ
全国育樹祭プレイベント
にご参加ください
第40回全国育樹祭100日
前プレイベントとして、森へ
のリレーメッセージを実施し
ます。府民の皆さんに、黒谷
和紙で作成されたオリジナル
メッセージカードに「森への
思い」をご記入いただき、府
内市町村を順に巡る投函箱に
ご投函いただくという取り組
みです。南丹市では、次の期
間に投函箱が巡ってきますの
で、市民の皆さんもご参加く
ださい。
●投函箱設置期間および設置
場所
・8月26日(金)〜28日(日)：
美山図書室
・8月29日(月)〜9月1日
(木)：日吉図書室
※8月29日(月)は日吉支所窓
口に設置
・9月2日(金)〜4日(日)：八
木図書室

【総合問合せ窓口】

・9月5日(月)〜8日(木)：中
央図書館
※9月5日(月)は市役所本庁1
号庁舎窓口に設置
※オリジナルメッセージカー
ドは、投函箱設置予定場所
に２日前から設置します。
(枚数に限りがありますの
で、無くなった場合はご了
承ください)
※投函いただいたメッセージ
カードは、10月9日(日)に
開催される全国育樹祭式典
会場にモニュメントとして
飾られます。
全国育樹祭推進室
(0771)68-0111

薬物乱用は「ダメ。ゼッ
タイ。」
青少年に「大麻」や「危険
ドラッグ」がまん延してきて
おり、大きな問題となってい
ます。
「大麻」は無害であると
か、「危険ドラッグ」は違法
ではないという誤った認識が
ありますが、幻覚や妄想を引
き起こします。また、依存性
により自分の意思ではやめら
れなくなります。
薬物乱用は、自分だけの問
題ではなく交通事故や殺人な
どの犯罪にもつながる大きな
社会問題です。決して興味本
位で薬物に手を出さないでく
ださい。
南丹保健所
(0771)62-4754

(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

平成28年度南丹市戦没
者追悼式のお知らせ
先の大戦で尊い命を失われ
た数多くの戦没者の方々を追
悼し、遺族の慰謝激励、世界
の恒久平和と郷土の発展を願
い、南丹市戦没者追悼式を行
います。
会場の都合上、参列者は南
丹市遺族の内、各町遺族会の
代表(160人)に参列いただき
ますので、ご遺族の皆様には
ご理解賜りますようお願いし
ます。参列者の取りまとめに
ついては各町遺族会でお世話
になります。
●日時 10月24日(月)
午前10時〜
●場所 日吉町生涯学習セン
ター
●主催 南丹市
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

八木公民館、八木図書室
の臨時休館のお知らせ
南丹市花火大会開催に伴
い、八木公民館および八木図
書室を休館します。
ご不便をお掛けしますが、
ご理解をお願いします。
●休館日 8月14日(日)
社会教育課
(0771)68-0057
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未成年心身障害者年金申
請のお知らせ
未成年の心身障がい者およ
び保護者の負担軽減を図るた
め、年金(助成金)を支給しま
す。
●対象 市民税非課税世帯
で、次の①および②に該当
する方の扶養者
①住居および年齢：平成28
年4月1日時点で、市内に
3年以上居住する20歳未満
の方
②障がいの範囲：次のいずれ
かに該当する方
・身体障害者手帳1・2級、
精神障害者保 健 福 祉 手 帳
1・2級または療育手帳所
持者
・日常生活を著しく制限され
ているか、介護の必要のあ
る方
・特別支援学級または特別支
援学校に在籍している方
●助成金額 年額2万円
※支給は年度内に1回
●申請方法 8月31日(水)ま
でに、印鑑および通帳など
振込金融機関が確認できる
ものをご持参の上、社会福
祉課または各支所市民生活
課で申請してください。
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

在宅重度身体障害者介護
者激励金について
重度身体障がい者を在宅で
介護されている方を対象に激
励金を支給します。
●対象 市民税非課税世帯
で、次の①および②に該当
する方
①寝たきりの状態が6カ月以
上継続している重度身体障
がい者(20歳以上65歳未
2
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満)と同居し、常時直接介
護している親族など。
②重度身体障がい者と介護者
の双方が、平成28年8月1
日(基準日)に市内に在住さ
れている方。ただし、次の
いずれかに該当する場合は
支給対象外。
・施設に入所している場合
・病院などに引き続き3カ月
以上入院している場合
・平成28年2月1日以降に市
外から転入された場合
●助成金額 年額6万円
※支給は年度内に1回
●申請方法 申込・問合せ先
で申請用紙をお渡しします
ので、8月1日(月)以降に
民生委員の証明を受けてい
ただき、8月31日(水)まで
に申請してください。
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

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。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 ８月９日(火)
●時間 午前10時〜11時30
分、午後0時30分〜3時30
分
●場所 園部公民館
保健医療課
(0771)68-0016

家族などの大切さに関す
るコンクールの作品募集
内閣府では、子育て家族や
それを支える地域の大切さに
関する「写真」「手紙・メー
ル」を募集します。あなたの
あたたかい気持ちを作品にし
て応募してください。
●募集内容
＜写真＞
①子育て家族の力(子育て家
族の絆、子どもと深める家
族の絆)
②子育てを応援する地域の力
(地域ぐるみで子育て応援)
＜手紙・メール＞
・募集区分：①小学生の部②
中・高校生の部③一般の部
・内容：子育てを家族で支え
合うことの大切さ、家族へ
の感謝などの思いを伝える
内容のもの、または、子育
てを地域や社会が見守り応
援する様子やその大切さを
訴える内容のもの
●表彰 テーマ、区分ごとに
最優秀賞1点、優秀賞5点
以内
※いずれも、内閣府特命担当
大臣(少子化対策)表彰と副
賞が授与されます。
●締切日 9月5日(月)
●応募方法など 詳細は、内
閣府「家族の日」「家族の
週間」ホームページでご
確認ください。 http://
www8.cao.go.jp/
shoushi/shoushika/
family/index.html
子育て支援課
(0771)68-0017

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

自衛隊各種採用種目の概要および説明会のご案内
●採用種目

種目

航空学生
一般曹候補生
自衛官候補生

防衛大学校学生
防衛医科大学校医学科学
生
防衛医科大学校看護学科
学生
高等工科学校生徒

概要
自衛隊パイロットを養成
基幹要員である陸・海・空曹を養成
所要の教育を経て３カ月後に２等
陸・海・空士に任官
将来の幹部自衛官を養成
将来の医師である幹部自衛官を養成
将来の保健師・看護師である幹部自
衛官を養成
将来の陸上自衛官を養成
※中学校卒業者などを採用

※随時、説明会などを行っていますのでお問い合わせください。
防衛省自衛隊亀岡募集案内所
(0771)24-4170

マリンレジャーを安全に
楽しむためのお願い

税関では預かっている通貨
などをお返ししています

マリンレジャーシーズンに
入り、海へ遊びに行く機会も
増えてきます。自然に触れ、
親しむことはとても楽しいも
のですが、その一方で水の事
故も後を絶ちません。
事故を防ぐために、次の点
にご注意ください。
●注意点
・疲れているときや飲酒した
ときは絶対海に入らない。
・プレジャーボートなどで遊
ぶときは、ライフジャケッ
トを着用する。
・万が一の連絡体制確保のた
め、防水パックに入れた携
帯電話を携行する。
・事故が発生したときや事故
を発見したときは、迷わず
素早く「118番」へ通報す
る。
舞鶴海上保安部
(0773)76-4120

心当たりのある方は税関へ
お問い合わせください。本人
だけでなく家族の方も問い合
わせや返還請求ができます。
●受付時間 午前8時30分〜
午後5時(土、日、祝日を
除く)
●対象物品
・終戦後、外地から引き揚げ
て来られた方々が、上陸地
の税関または海運局に預け
られた通貨、証券など
・外地の総領事館や日本人自
治会などに預けられた通
貨、証券などのうち、その
後日本に返還されたもの
※保管証券などの返還案内
は、大阪税関ホームページ
でもご覧いただけます。
http://www.customs.
go.jp/osaka/
大阪税関監視部取締総括部
門
(06)6576-3115

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

平成28年度中学校卒業
程度認定試験を実施
中学校卒業程度認定試験
は、病気などやむを得ない事
由で、保護者が義務教育諸学
校に就学させる義務を猶予ま
たは免除された方などについ
て、中学校卒業程度の学力が
あるかどうかを認定するため
に国が行う試験です。合格さ
れた方には高等学校の入学資
格が与えられます。
●受験資格 次の①〜④のい
ずれかに該当する方
①就学義務猶予免除者である
方または就学義務猶予免除
者であった方で、平成29
年3月31日までに満15歳
以上になる方
②保護者が就学させる義務の
猶予または免除を受けず、
かつ、平成29年3月31日
までに満15歳に達する方
で、その年度の終わりまで
に中学校を卒業できないと
見込まれることについてや
むを得ない事由があると文
部科学大臣が認めた方
③平成29年3月31日までに
満16歳以上になる方で、
①および④に該当しない方
④日本の国籍を有しない方
で、平成29年3月31日ま
でに満15歳以上になる方
●試験日 10月27日(木)
●場所 京都府庁別館第4会
議室
●願書受付期間 8月22日
(月)〜9月9日(金)
●出願方法 受験希望者が直
接文部科学省に出願してく
ださい。
※受験案内および願書などの
必要な諸用紙は、学校教育
課に備え付けています。
京都府教育庁指導部学校教
育課
(075)414-5823
学校教育課
(0771)68-0056
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人材募集

相談会

催し

南丹市行政改革推進委員
の公募について

南丹市無料法律相談会の
お知らせ

文化博物館夏の展示会を
開催します

行政改革と市民協働を積極
的に推進するため、市民の
方々から委員を公募します。
●応募資格 平成28年7月1
日現在において、市内在住
の満18歳以上の方(高校生
を除く)または、市と連携
協定を締結している大学な
どの学生の方。ただし本市
の市議会議員および職員を
除く。
●募集人員 4人
●任期 委嘱の日から1年間
●選考方法 選考会において
書類選考します。
●応募方法 ８月５日(金)午
後5時必着で、専用の応募
用紙に住所、氏名、生年月
日、年齢、性別、電話番号、
職業、応募動機、南丹市の
行政改革に対する意見・提
言、市の審議会などの委員
経験の有無を記入の上、郵
送、FAX 、Eメールのいずれ
かでご応募ください。(応募
用紙は市ホームページから
ダウンロード可)
財務課
(0771)68-0018
(0771)63-0653
zaimu@city.nantan.kyo
to.jp
622-8651 南丹市園部町
小桜町47

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】
●日時 8月3日(水)
午後1時〜4時
●場所 園部公民館3階小研
修室
●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。
総務課
(0771)68-0002

文化博物館ではこの夏、企
画展「平和の使者・青い目の
人形」と、特別展「新聞・号
外でふりかえるオリンピック
の歴史」の2つの展示会を開
催します。
●開催期間 8月28日(日)ま
で
●開館時間 午前9時〜午後
5時(入館は午後4時30分
まで)
●場所 南丹市立文化博物館
●入館料 市内在住者は無料
※市外在住者：大人300円、
学生200円、小人100円
※20人以上の団体は２割引
き
●内容
・企画展：昭和２年、日米友
好の証としてアメリカから
日本各地に贈られた青い目
の人形にスポットを当て、
当時の写真や学校日誌など
から人々の暮らしや社会の
様子を紹介し、平和につい
て考えます。
・特集展：オリンピックの歴
史を新聞、号外で振り返り
ます。
●休館日 毎週月曜日
南丹市立文化博物館
(0771)68-0081
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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 8月23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 8月22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。
南丹市消費生活相談窓口
(商工観光課内)
(0771)68-0100
南丹広域振興局商工労働観
光室
(0771)23-4438

郷土資料館夏季企画展
「鮎の道」を開催します
森と川のめぐみを受けた
人々のくらしに注目し、天若
地区で行われていた鮎漁を取
り上げます。
●開催期間 8月28日(日)ま
で
●開館時間 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

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

●入館料 大人200円、学生
150円、小人100円
※市内在住の小学生は無料
※20人以上の団体は２割引
き
●内容 鮎を生きたまま京都
の問屋へと徒歩で運搬する
アユモチの稼業に焦点を当
て、使用した桶や通行した
ルートを紹介 す る と と も
に、鮎漁の道具や関係する
古文書、絵図 な ど を 展 観
し、大堰川および由良川流
域周辺の歴史と文化の諸相
に迫ります。
●休館日 毎週水曜日
日吉町郷土資料館
(0771)68-0069

「今様謌舞楽」鑑賞会を
開催します
古式ゆかしい 雅 楽 の 調 べ
と、白拍子の舞が一体となっ
た優美な伝統文化「今様謌舞
楽(いまよううたぶがく)」の
鑑賞会を開催します。同日同
境内では、万灯会や多彩な出
店もあります。
●日時 8月1日(月)
午後1時〜5時※雨天決行
●場所 生身天満宮境内
●内容
・午後4時〜8時：生花・絵
画の展示、出店など
・午後5時〜：今様謌舞楽公
演
・午後6時〜：響弦会による
大正琴演奏
・午後7時30分〜：Soysoy
によるファイヤーパフォー
マンス
・宵刻〜：万灯会
●後援 南丹市、南丹市教育
委員会、南丹市文化協会、
南丹市商工会、京都新聞
今様鑑賞実行委員会
(0771)62-0535

=メールアドレス

農林センターの施設を公
開します

夏休みボランティア体験
＆バザーを開催します

取り組んでいる研究内容の
紹介や収穫体験、料理教室な
どを通して、森の京都の魅力
あふれる農林業を知っていた
だくため、施設を公開しま
す。【無料・申込不要】
●日時 7月28日(木) 午前9
時30分〜午後1時
※受け付けは午後0時30分ま
で
●場所 京都府農林水産技術
センター 農林センター(亀
岡市余部町和久成)
●内容 スイカやエダマメ、
桂ウリの試食、新鮮野菜の
販売、地元大学や農業系高
校の協力を得た、クイズラ
リーや実験体験など
京都府農林水産技術セン
ター 農林センター環境部
(0771)22-0424

ボランティア体験を通し
て、福祉の芽が育つことを目
的に開催します。また、収益
の一部を熊本に届ける、チャ
リティバザーを同時開催しま
す。皆さんのご協力をよろし
くお願いします。
●日時 7月30日(土)
午前10時〜午後3時
●場所 園部公民館
・体験会場：ロビー、和室、
小研修室、中研修室、大研
修室
・バザー会場：練習室
●内容 体験(点字、要約筆
記、車いす、絵手紙、手
芸、マジック、オカリナ、
脳トレ、おにぎりづくり
など)、おはなし会やオカ
リナミニコンサート
●費用 ボランティア体験は
無料
●その他 会員以外の方から
のバザー品の提供も受け付
けています(未使用品に限
る)。ご協力いただける方
は7月28日(木)までに社会
福祉協議会にご持参くださ
い。
●主催 園部町ボランティア
連絡協議会
●協力 南丹市社会福祉協議
会園部支所
南丹市社会福祉協議会園部
支所
(0771)62-4125

新庄地域振興会設立記念
「かやの杜祭」を開催
新庄小学校閉校後の跡地利
活用を中心に地域振興を目指
す、新庄地域振興会の設立を
記念して、「かやの杜祭」を
開催します。
●日時 7月30日(土)
午後1時〜5時
●場所 旧新庄小学校
●内容
・記念コンサート(体育館)
①オカリナメンバー
②地元太鼓メンバー
③地元出身民謡歌手
・なんでも市、うまいもん市
(校舎内、校舎周辺)
●主催 新庄地域振興会
●後援 南丹市
新庄地域振興会
(0771)42-2484

=ホームページアドレス

=郵便番号

第253号
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丹波自然運動公園からの
お知らせ

「おとなの読書会」
を開催
します

美山町文化協会サークル
展示のご案内

＜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 8月1日、15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)
＜太極拳教室＞
●日時 8月12日(金)
午後2時〜4時
●場所 公園センター3階会
議室
●内容 太極拳の基礎を学ぶ
●費用 500円(当日受付)
●定員 30人
＜テニス教室(夜の部)＞
【要申込】
●日時 9月5日〜10月24日
(毎週月曜日、全8回)
午後7時〜9時
●場所 テニスコート
●対象 18歳以上の初心者、
初級者
●費用 6,000円
●定員 20人
●申込 方法 9月5日( 月)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。
丹波自然運動公園
(0771)82-0560
(0771)82-0480
kouen@kyoto-tanbapa
rk.or.jp
622-0232 京都府船井郡
京丹波町曽根崩下代110-7

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 8月4日(木)
午後2時〜4時
●場所 美山文化ホール２階
会議室
●持ち物 「怪談」に関する
本
美山図書室
(0771)68-0046

日頃の活動の成果を展示し
ます。ぜひお越しください。
【無料】
●日時 8月10日(水)〜9月
7日(水) いずれも午前9時
〜午後5時
●展示内容 書道、俳句など
●出展サークル 泰友書道会
(知井)、笹舟平屋句会、早
蕨キルトサークル
●展示会場 美山農業振興総
合センター１階ギャラリー
●その他 8月3日(水)まで
は、泰友書道会(平屋)、
八ヶ峰句会、押花ふしぎな
花倶楽部の作品を展示して
います。
社会教育課美山担当
(0771)68-0044

平成28年
（2016年）7月22日発行

福祉職場就職フェア京都
丹波を開催します
亀岡市、南丹市、京丹波町
に所在する高齢・障害の福祉
事業所(19法人)が一堂に会
し、就職説明会を実施しま
す。【無料・申込不要】
●日時 8月6日(土)
午後1時〜4時
●場所 ガレリアかめおか2
階大広間
●内容
・合同就職説明会
・施設職員による座談会
・福祉の仕事疑似体験
・求職登録、仕事相談
●対象 福祉の仕事に関心
のある方(未経験者、パー
ト、契約職員希望の方も歓
迎)
※服装自由で履歴書も不要で
す。来場者特典もありま
す。
南丹保健所福祉室
(0771)62-0363

南丹市グループワーク事
業のお知らせ
社会生活を営む中でコミュ
ニケーションが取れない、自
分をうまく表現できないな
ど、日ごろの悩みや精神的な
不安を解消し、グループ活動
を通じて人とのつながりを強
め、自信を回復していく活動
です。【無料】
●日時 8月18日(木)
午前10時30分〜正午
●場所 市役所美山支所
●内容 茶話会
※内容を変更することがあり
ます。参加希望の方はお問
い合わせください。
社会福祉課
(0771)68-0007

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

鉄道模型走行会を開催し
ます

「クアスポチアスクール」
の受講生を募集します

鉄道模型(Nゲージ)を運転
してみませんか。
●日時 8月20日(土)、21
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
物代含む)※小学生以下無料
●その他 Nゲージ車両の持
ち込みは可能ですが、自己
責任でお願いします。中学
生未満の方は、必ず保護者
が同伴してください。
※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！」
wakkakka.2014@gmail.
com

ダンスが好きな人集まれ。
●日時
①3歳〜小学生の部：8月〜
平成29年3月の毎週土曜日
午後2時〜3時
②中学生・高校生の部：8月
〜平成29年3月の毎週月曜
日 午後7時〜8時30分
●場所 クアスポくちたん
(府立口丹波勤労者福祉会
館)
●内容 カワイダンスエー
ジェンシー川井千枝先生の
指導によるチアスクール
●受講料
①3歳〜小学生の部：6回
4,000円
②中学生・高校生の部：4回
4,000円
●申込方法 来館いただく
か、住所、氏名、電話番号
をFAX、電話、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 NPO法人八木町ス
ポーツ協会
●後援 南丹市教育委員会、
南丹市体育協会
NPO法人八木町スポーツ
協会(クアスポくちたん内)
(0771)42-5484
(0771)42-5684
fualx504@cans.zaq.ne.jp

南丹市下水道フェスティ
バルを開催します
下水道の役割や重要性を市
民の皆さんに広く知っていた
だくため、南丹浄化センター
の施設を公開します。
●日時 8月20日(土)
午前10時〜午後3時30分
(最終受付：午後2時)
●場所 南丹浄化センター
(八木町山室)
●内容 南丹浄化センター施
設案内、下水 道 あ れ こ れ
クイズ大会、 環 境 を 守 る
ために働く車 展 示 ・ 実 演
コーナー、微生物観察コー
ナー、スーパーボールすく
いコーナー、かき氷のサー
ビスなど
※お帰りの際、アンケートに
お答えいただいた方に花苗
などを進呈します。(先着
順)
下水道課
(0771)68-0054

=メールアドレス

●参加資格 市内在住、在
勤、在学の18歳以上の方
(高校生は除く)
●費用 1,000円(1ペア当た
り)
●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
●府民総体代表選考 本大会
および府市町村テニス協会
が主催する大会において、
上位入賞者の中から選考し
ます。
●申込方法 8月22日(月)
午後5時までに、種別、住
所、氏名、生年月日、連絡
先、勤務先または学校名
を、電話またはＦＡＸ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 当日の問い合わ
せは園部海洋センター
(0771)68-0084へご連絡
ください。
南丹市体育協会事務局(社
会教育課内)
(0771)68-0057
(0771)63-2850

第11回南丹市民テニス大
会を開催します
●日時 8月28日(日)
午前8時30分集合・受付
※雨天による順延の場合： 9
月4日(日)同時間
●場所 園部公園テニスコー
ト(オムニコート4面)
●種別
Ａクラス：男子ダブルス、女
子ダブルス
Ｂクラス：男子ダブルス、女
子ダブルス

=ホームページアドレス

=郵便番号
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しっかりウオーキング教室
の参加者を募集します
長寿日本一の長野県で考案
された、ゆっくり歩きと速歩
を交互に繰り返すインターバ
ル速歩の教室を開催します。
運動習慣測定器(ライフコー
ダ)で日常生活の活動量を測
定し、５カ月後の効果を確認
します。【無料・要申込】
●日時 9月8日(木)、27日
(火)、10月18日(火)、11
月22日(火) 、 1 2 月 2 0 日
(火)、平成29年1月17日
(火)(全6回) いずれも午後
1時30分〜3時頃
●場所 旧平屋小学校(美山町安掛)
●定員 30人(先着順)
●主催 南丹市・南丹市健康
づくり推進協議会
●協力 南丹市スポーツ推進
委員会
●申込方法 8月12日(金)ま
でに、住所、氏名、生年月
日、年齢、電 話 番 号 、 治
療・管理中の疾患の有無、
医師の指示を電話で連絡の
上、お申し込みください。
※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

「小さき声のカノン」上映
会とおはなし会を開催
夏休みの終わ り に 、 家 族
で、地域のみんなで、映画を
見て、お話を聞いて、感じ
て、立ち止まって、防災や保
養について考える時間を持ち
ませんか。【申込不要】
●日程 8月27日(土)
●場所 旧鶴ヶ岡小学校
＜「小さき声のカノン」上映＞
●時間 午前10時〜、午後
3時30分〜、午後7時〜(3
回上映)
※開場は上映の30分前
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※午前10時からの回は親子
上映会です。赤ちゃんや子
ども連れも歓迎です。
●内容 鎌仲ひとみ監督の作
品で、福島-チェルノブイ
リ、国境を越えて「被ば
く」から子どもを守る母た
ちのドキュメンタリー映画
●入場料 大人1,000円(大
学生以下は無料)
＜おはなし会＞
●時間 午後1時30分〜3時
●内容 「原発から30kmの
まちはどうなったのか、今
私たちにできることは？」
●おはなし 菅野みずえ 氏
(福島県浪江町からの避難
者)
＜子どもたちへお楽しみプレ
ゼント＞
●時間 午後1時30分〜
●内容 「そらまめ」による
人形劇
＜小さなマルシェ＞
出店(弁当、軽食、酵素
ジュース、野草茶、安心お
やつ)、お山カフェの発酵食
弁当(大人1,000円、子ども
500円)
※お山カフェの発酵食弁当が
必要な方は、8月20日(土)
までに、電話またはEメー
ルでお申し込みください。
●託児 500円(1人または
きょうだい)
※午前10時からの映画上映
とおはなし会のみで、3〜
5歳が対象
※希望者は、8月20日(土)ま
でに電話またはEメールで
お申し込みください。
●主催 美山「小さき声のカ
ノン」上映準備会
●後援 南丹市、各地域振興
会、京都新聞
美山「小さき声のカノン」
上映準備会
080-4569-0868
canonmiyama@gmail.
com

「手話教室・基礎講座」
の受講者を募集します
「手話を詳しく学んで、日
常会話ができるようになりた
い」という方を対象に、基礎
講座の受講者を募集します。
●日時 9月1日、8日、15
日、29日、10月6日、13
日、20日、11月10日、
17日、12月1日、8日(各
木曜日・全11回)
いずれも午後1時〜5時
●場所 園部公民館
●対象 市内在住、在勤、在
学の聴覚障害者福祉に熱意
のある15歳以上の方で、
手話サークルで手話を学
び、手話で自己紹介や簡単
な日常会話ができる方、ま
たは手話教室入門講座を修
了した方
●受講料 無料
※今年度の手話教室入門講座
を受講していない方はテキ
スト代3,240円が必要
●申込方法 8月22日(月)ま
でに、電話でお申し込みく
ださい。
社会福祉課
(0771)68-0007
ふない聴覚言語障害セン
ター
(0771)63-6448

「ラジオ深夜便のつどい」
公開収録の参加者募集
「ラジオ深夜便のつどい」
の公開収録を実施します。
【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」

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

・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。
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

八木地域情報
八木町介護者家族の会
20周年記念行事を開催
平成8年7月1日の発足以
来、日頃の悩みを分かち合
い、介護者が孤立する事がな
いように、よりよい介護と福
祉の向上を目指して活動して
きました。20周年を迎えた
ことから、記念行事を開催し
ます。【無料・申込不要】

=メールアドレス

●日時 8月26日(金)
午後1時〜3時30分
●場所 八木老人福祉セン
ター2階和室(大)
●内容 介護体験談、手品、
交流会
南丹地域包括支援センター
八木事務所
(0771)43-0551

美山地域情報
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」を開催します。【無料・
申込不要】
●日時 8月8日(月)
午後1時〜4時
●場所 市役所美山支所1階
小会議室
京都司法書士会園部支部相
談担当
(0771)63-2336
美山支所地域推進課
(0771)68-0040

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。
●費用 会員：無料、会員以
外：1回100円
＜インディアカ①＞
●日時 8月4日(木)
午後8時〜
●場所 旧大野小学校
＜エアロビクスとヨガ①＞
●日時 8月4日(木)
午後8時〜
●場所 美山保健福祉セン
ター
＜よさこい①＞
●日時 8月6日(土)
午後8時〜

=ホームページアドレス

=郵便番号

●場所 旧平屋小学校
＜ソフトバレーボール＞
●日時 8月12日(金)
午後8時〜
●場所 旧平屋小学校
＜エアロビクスとヨガ②＞
●日時 8月18日(木)
午後8時〜
●場所 美山保健福祉セン
ター
＜バスケットボール＞
●日時 8月19日(金)
午後8時〜
●場所 美山中学校
＜よさこい②＞
●日時 8月20日(土)
午後8時〜
●場所 旧平屋小学校
＜ゲートボール＞
●日時 8月20日(土)
午後1時30分〜
●場所 上司ゲートボール場
＜ウオーク＞
●日時 8月27日(土)
午前9時〜
●場所 美山町自然文化村駐
車場集合
＜バドミントン＞
●日時 8月29日(月)
午後8時〜
●場所 美山中学校
＜インディアカ②＞
●日時 8月31日(水)
午後8時〜
●場所 旧鶴ヶ岡小学校
＜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。
みやまスポーツクラブ事務
局
090-8571-7125
(クラブマネージャ)
社会教育課美山担当
(0771)68-0044

第253号
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なんたんテレビ番組表（平成28年8月1日〜15日）
８月１４日は「花火の日」をテーマに、視聴者の皆さんと「祭りを共に感じる」企画を、１日
を通してお届けします。１８時からの舞台や花火の生中継もお楽しみに！！

1

8

月

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

00

月

2

3

火

水

金

6

土

7

日

★もぎたてニュース

木

12 13 14
金

土

15

日

月

★協働みーつけた！

ＪＡトピックス

★もぎたてニュース

サタデー

★ 美山小学校
５年生 シーワールド

ふくしの森

★もぎたてニュース

ウェンズデー

★園部保育所

サタデー

★園部第二小学校
ひろがれ青空音楽会

おとまり保育

図書館だより ８月新刊のご案内

★八木西小学校
５年生野外学習

協働みーつけた！

市民の情報ひろば
殿田小
修学旅行

美山小学校
５年生 シーワールド

ふくしの森

30

園部保育所
おとまり保育

もぎサタ

園部第二小学校
ひろがれ青空音楽会

図書館だより ８月新刊のご案内

JAトピックス

00

もぎたてウェンズデー

ＪＡトピックス
もぎたてサタデー

もぎたてウェンズデー

もぎたてサタデー

八木西小学校
５年生野外学習

協働みーつけた！

ＪＡトピックス

30

週報ほか
殿田小
修学旅行

00

美山小学校
５年生 シーワールド

園部保育所
おとまり保育

園部第二小学校
ひろがれ青空音楽会

図書館だより ８月新刊のご案内

ふくしの森

30

八木西小学校
５年生野外学習

協働みーつけた！

市民の情報ひろば

00

もぎサタ

もぎたてウェンズデー

もぎたてサタデー

30

もぎたてサタデー

もぎたてウェンズデー

週報ほか
美山小学校
５年生 シーワールド

殿田小
修学旅行
もぎサタ

30
00

水

★もぎたてニュース

ウェンズデー

殿田小
修学旅行

00

00

火

11

ＪＡトピックス

30

00

10

週報ほか

00

00

月

9

★図書館だより ８月新刊のご案内

30

00

8

JAトピックス

00 もぎたてニュース
サタデー

もぎたてウェンズデー

殿田小
修学旅行

園部第二小学校
ひろがれ青空音楽会

園部保育所
おとまり保育
もぎたてサタデー

もぎたてウェンズデー

園部保育所
おとまり保育

美山小学校
５年生 シーワールド

ＪＡトピックス
園部第二小
音楽会

第花
七火
〇大
協働みーつけた！ 回会
ふくしの森
図書館だより ８月新刊のご案内
ＪＡトピックス
JAトピックス
ＪＡ 京∧
都生
もぎサタ
もぎたてウェンズデー
もぎたてサタデー
もぎたてウェンズデー もぎ 南中
サタ 丹継
週報ほか
市∨

00
30
00
30
00

ふくしの森

30

国語24-①

00

殿田小
修学旅行

00

もぎサタ

図書館だより ８月新刊のご案内
数学26-①

英語25-①

国語24-②

美山小学校
５年生 シーワールド
もぎたてウェンズデー

30

八木西小学校
５年生野外学習
協働みーつけた！

ＪＡトピックス
もぎサタ
週報ほか

協働みーつけた！
数学26-②

園部保育所
おとまり保育
もぎたてサタデー

八木西小学校
５年生野外学習

もぎたてサタデー

ＪＡトピックス

JAトピックス

英語25-②

園部第二小学校
ひろがれ青空音楽会

国語24-③
八木西小学校
５年生野外学習

もぎたてサタデー

もぎたてウェンズデー

市民の情報ひろば
月

火

◇南丹市情報センター
(0771)63-1777
【発行】南丹市情報政策課
10

5

木

ふくしの森

30

00

4

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

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。

