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お知らせ
本人通知制度の登録期間
を無期限にしました
南丹市では、住民票や戸籍
謄本などの不正取得による個
人の権利の侵害を防止するた
め、本人以外の第三者に証明
書を交付した場合、交付した
事実を本人に通知する「事前
登録型本人通知制度」を平成
25年9月1日から実施してい
ます。
これまで、登録期間は3年
間でしたが、本年8月1日か
ら登録期間を無期限にしまし
た。すでに登録されている方
も対象となりますので、更新
手続きは必要はありません。
市民の皆さん の プ ラ イ バ
シーを守るものですので、ぜ
ひご登録ください。
●登録できる方 南丹市に住
民登録または本籍がある方
(過去に登録があった方)

【総合問合せ窓口】

●登録方法 市民環境課また
は各支所市民生活課に備え
付けの登録申請書に必要事
項を記入の上、登録してく
ださい。(代理申請や郵送
による申請も可能)
●登録に必要な物 本人確認
書類(運転免許証、旅券、
個人番号カードなど)
※代理人の場合は、代理人の
本人確認書類および代理人
資格が証明できる書類(委
任状など)
※詳細はお問い合わせくださ
い。
市民環境課
(0771)68-0005

秋の全国交通安全運動に
ついて
「秋の全国交通安全運動」
を実施します。
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。
●実施期間 9月21日(水)〜
30日(金)
・交通事故死ゼロを目指す
日：9月30日(金)
●運動スローガン
「京の秋 ゆとりとマナー
で 事故防止」
●運動重点 運動の基本：子
どもと高齢者の交通事故防
止
・夕暮れ時と夜間の歩行中、
自転車乗用中の交通事故防
止(特に反射材用品などの

(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

着用の推進および自転車前
照灯の点灯の徹底)
・後部座席を含めた全ての座
席のシートベルトとチャイ
ルドシートの正しい着用の
徹底
・飲酒運転の根絶
・歩きスマホなど車両への注
意力が散漫になる行為の根
絶
・二輪車の事故防止
総務課
(0771)68-0002

汚水量認定事項異動届の
提出をお忘れなく
下水道に接続されている方
で、井戸水や山水などの水道
水以外の水を使用されている
場合は、家族人数で汚水量を
認定し、下水道使用料をお支
払いいただいています。家族
人数に変更が生じた場合は、
速やかに汚水量認定事項異動
届の提出をお願いします。
また、井戸水や山水など、
水道水以外の水を新たに下水
道に使用される場合や、家の
改築などで水道水以外の水の
使用を中止された場合も届出
が必要となります。
下水道課
(0771)68-0054

info@city.nantan.kyoto.jp
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浄化槽の維持管理につい
て
浄化槽の機能を十分発揮さ
せるためには装置の点検、調
整、清掃など技術的なメンテ
ナンスが必要です。そのため
浄化槽法では、保守点検、清
掃、水質検査を行うことが義
務付けられています。専門の
業者へ依頼し、必ず実施して
ください。
●保守点検(浄化槽法第10
条)：毎年3回以上(浄化槽
の種類により異なります)
浄化槽の機 能 維 持 の た
め、浄化槽の運転状況の点
検、消毒剤の補充などをし
ます。この作業は、専門の
知識や技術が必要となりま
すので、京都府に登録され
ている浄化槽保守点検業者
に委託してください。
●清掃 (浄化槽法第10条)：
毎年1回以上(浄化槽の種
類により異なります)
浄化槽の機 能 維 持 の た
め、浄化槽に溜まった汚泥
やスカム(浄化槽内に発生
する浮遊固形物)を抜き取
り、付属装置や機械類を洗
浄する作業です。この作業
は、浄化槽清 掃 許 可 業 者
(京都府中部環境協同組合)
に委託してください。
※料金などの詳細は、市ホー
ムページをご覧ください。
●水質検査(浄化槽法第11
条)：毎年1回
浄化槽の保守点検・清掃
が適正で浄化槽の機能を発
揮しているかを確認する重
要な検査です 。 こ の 作 業
は、京都府が指定する指定
検査機関(公益社団法人京
都保健衛生協会)で受けて
ください。
●浄化槽の使用を廃止する場
合(浄化槽法11条の2)
浄化槽の使 用 を や め る
(廃止)場合、または休止す
る場合は、保守点検業者ま
2
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たは浄化槽清掃許可業者へ
依頼し、浄化槽の清掃と消
毒を行い、浄化槽廃止届ま
たは休止届を下水道課に提
出してください。
下水道課
(0771)68-0054

障がい者福祉制度あんな
い冊子の発行について
障がいのある方に関する制
度や当事者団体の情報を収録
した冊子を発行し、目の不自
由な方には冊子の拡大版も用
意しています。
このたび、南丹市音訳ボラ
ンティアと船井点字サークル
のご協力を得て、音声版(デ
イジー形式、音楽CD形式)を
作成しましたのでお知らせし
ます。
●冊子・音声版
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
きなどを収録
②当事者団体加入のすすめ
当事者団体の情報や加入手
続きなどを収録
●配布場所 社会福祉課また
は各支所市民生活課
※冊 子 は 市 ホ ー ム ペ ー ジ
http://www.city.nantan.
kyoto.jpからもダウン
ロードできます。
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

第10回特別弔慰金が支
給されます
●支給対象者 戦没者などの
死亡当時のご遺族で、平成
27年4月1日において、恩
給法による公務扶助料や戦
傷病者戦没者遺族等援護法
による基礎年金などの受給
者がいない場合に、次の順
番による先順位のご遺族一
人が支給の対象となりま
す。
①平成27年4月1日までに戦
傷病者戦没者遺族等援護法
による弔慰金の受給権を取
得した方
②戦没者などの子
③戦没者などの父母、孫、祖
父母、兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生
計関係を有していたなどの
要件を満たしているかどう
かにより、順番が入れ替わ
ります。
④上記①〜③以外の戦没者な
どの三親等内の親族
※戦没者などの死亡時まで引
き続き1年以上の生計関係
を有していた方に限りま
す。
●支給内容 額面25万円、5
年償還の記名国債
●請求期間 平成30年4月2
日まで
※請求期間を過ぎると今回の
弔慰金を受けることができ
なくなりますので、ご注意
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

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

国際交流会館の貸館およ
び窓口業務を休止します

スプリングスひよしの営
業休止について

第40回全国育樹祭関連行
事のため、次の日における国
際交流会館の貸館および窓口
業務を休止します。ご不便を
お掛けしますが、ご理解とご
協力をお願いします。なお、
ＣＡＴＶの不具合などお急ぎ
の場合は、電話でお問い合わ
せください。
●日時 10月8日(土)、9日
(日) いずれも終日
●対象 国際交流会館(全館)
●内容 貸館(両日)および窓
口業務の休止(9日のみ)
国際交流会館
(0771)63-1777
全国育樹祭推進室
(0771)68-0111

10月9日(日)が荒天の場
合、第40回全国育樹祭関連
行事で施設を使用するため、
温泉施設の営業を休止しま
す。また、必要に応じて他の
施設も営業を停止する場合が
あります。ご不便をお掛けし
ますが、ご理解とご協力をお
願いします。
●日程 10月9日(日)
●条件 荒天時の場合
※荒天時以外は通常営業を行
います。
●対象施設 温泉施設ほか
スプリングスひよし
(0771)72-1526
全国育樹祭推進室
(0771)68-0111

園部公園駐車場の利用規
制について

南丹市国際交流協会から
のお知らせ

第40回全国育樹祭関連行
事のため、次の期間、園部公
園駐車場の利用規制を行いま
す。ご不便をお掛けします
が、ご理解とご協力をお願い
します。
なお、園部公園や海洋セン
ター、多目的グランドなどを
ご利用の方は、海洋センター
横の駐車場をご利用くださ
い。
●期間 10月8日(土) 午後1
時〜9日(日) 午後3時
●規制対象 園部公園駐車場
(全面)※進入路部分は除く
●規制内容 駐停車の禁止
全国育樹祭推進室
(0771)68-0111

社会人対象の英会話教室の
受講生を募集します。どの
コースも全て英語での授業で
すので、自然と英会話が身に
付きます。自分に合わせたレ
ベルで、英会話に磨きをかけ
てみませんか。
＜英語リフレッシュコース
(入門)＞【要申込】
中学生時代に学んだ英語を
初歩の初歩から思い出し、過
去の記憶を「リフレッシュ」
しながら簡単な英会話に挑戦
しましょう。
●日時 9月20日、27日、
10月4日、18日、25日、
11月1日、15日、22日、
29日、12月6日(各火曜
日) 午後7時〜8時30分
●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
●場所 園部公民館3階研修
室
●参加費 7,000円(全10回
分)※初回に徴収します。

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

＜社会人英会話講座(初級)＞
【要申込】
やさしい英語を使って、実
用的な会話を習得します。
●日時 9月16日、23日、
30日、10月7日、14日、
21日、28日、11月11
日、18日、25日(各金曜
日) 午後2時〜3時30分
●内容 ネイティブ講師(ク
リス先生)による英会話グ
ループレッスン
●場所 八木公民館第３集会
室
●参加費 7,000円(全10回
分)※初回に徴収します。
＜日常英会話講座入門(中級)＞
【要申込】
日常的な英会話に加え、英
語で自分の意見を伝えられ
るように練習します。
●日時 9月20日、27日、
10月4日、11日、18日、
25日、11月1日、15日、
22日、29日(各火曜日)
午後7時〜8時30分
●内容 ネイティブ講師(デ
ボラ先生)による英会話グ
ループレッスン
●場所 園部公民館3階会議
室
●参加費 8,000円(全10回
分)※初回に徴収します。
＜共通事項＞
●対象 市内在住、在勤のお
おむね18歳以上の方およ
び会員
●定員 各コース10人(先着
順)
●申込方法 希望教室、住
所、氏名、年齢、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。
●後援 南丹市教育委員会
南丹市国際交流協会
(0771)63-1840
※火〜金の午後0時30分〜4
時30分
(0771)63-1841
nantania@office.zaq.jp
第256号
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人材募集

給食配膳員を募集します

スクールバス運転手を募
集します

●職種 給食配膳員
●勤務場所 殿田中学校
●募集人員 1人
●時間給 840円
●応募資格 65歳未満の方
●業務内容 給食センターか
ら学校に配送された給食の
配膳
●勤務時間 午前10時〜午
後2時 週20時間(週5日
勤務)
●任用期間 平成28年10月
1日〜平成29年3月31日ま
で(更新有り)
●受付期間 9月20日(火)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 面接などにより決定
します。(面接日は後日連
絡)
学校教育課
(0771)68-0056

●職種 スクールバス運転手
●募集人員 2人
●時間給 1,250円
●応募資格 大型一種運転免
許を有する65歳未満の方
●業務内容 美山町知井地区
を走行するスクール専用バ
ス(枝線)の運転業務
・往路 芦生・知見を概ね午
前7時発⇒旧知井小学校着
・復路 旧知井小学校を概ね
午後4時30分発⇒芦生・知
見着
●勤務時間
・往路 午前6時30分〜8時
30分
・復路 午後3時30分〜5時
30分(月・火・木・金)、
午後2時30分〜4時30分
(水)
※冬季は、勤務時間が変更す
る場合があります。
●任用期間 平成28年10月
1日〜平成29年3月31日ま
で(更新有り)
●受付期間 9月20日(火)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、資格を証 明 す る 書 類
(写し)を添えて学校教育課
または各支所地域推進課へ
提出してください。
●採用 面接などにより決定
します。(面接日は後日連
絡)
学校教育課
(0771)68-0056
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※基本的には①、②の両時間
帯勤務としますが、①、②
いずれかの勤務でも対応可
能です。
※木曜日の②、金曜日の①の
勤務は基本的にはありませ
ん。
●任用期間 平成29年3月
31日まで(更新有り)
●受付期間 9月20日(火)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(社会教育課および
各支所地域推進課に備え
付け) に必要事項を記入の
上、資格を証明する書類
(写し)を添えて社会教育課
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
試験により決定します。
(面接日は後日連絡)
社会教育課
(0771)68-0057

美山山村留学センター管
理人を募集します
●業務内容 山村留学生の食
事の提供、生活支援など
●勤務場所 美山山村留学セ
ンター(美山町下)
●募集人員 若干名
●時間給 840円
※別途通勤手当支給有り
●応募資格 65歳未満で、
調理師免許を所持し次の時
間での対応が可能な方
●勤務時間
①午前6時〜9時、②午後5時
〜9時(土・日・祝日勤務
有り)

=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

「お父さんの背中プロジェ
クト」
参加者募集

相談会
９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
9月17日(土)

時間

場所
そよかぜ美山
園部まごころステーション
9月23日(金) 午後1時
陽だまり
〜3時
9月26日(月)
そよかぜ八木
9月27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

子育て支援（催し）
子育てすこやかセンター
10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。
※気象警報発令時は、中止に
なる場合があります。
＜歌＆折り紙＞
●日時 10月6日(木) 午前
10時30分〜11時30分
●内容 「季節の歌と折り紙
を楽しもう」
＜子育て広場１歳〜＞
●日時 10月14日(金) 午前
10時〜11時30分(受付：
午前9時30分)
●場所 園部海洋センター
●内容 「運動会あそび」
●持ち物 上靴、タオル、お
茶

=メールアドレス

＜子育て広場０歳〜＞
●日時 10月17日(月) 午前
10時30分〜11時30分
●内容 「運動会あそび」
●持ち物 バスタオル
＜子育て講座＞
●日時 10月20日(木) 午前
10時30分〜11時30分
●内容 谷村言語聴覚士によ
る「こどものことばの成
長」
＜お話会＞
●日時 10月21日(金)
午前10時30分〜11時
＜親子リトミック＞
●日時 10月26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 10月27日(木) 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

=ホームページアドレス

=郵便番号

子どもは親の姿を見て学び
ます。楽しいイベントを通し
て頑張っているお父さん、楽
しそうなお父さん、スゴイお
父さん。そんな「お父さんの
背中」を子どもに見せません
か。【要申込】
＜父プロ「パーティーＢＢＱ
講座」＞
●日時 10月10日(月・祝)
午前10時30分〜午後2時
30分(受付：午前10時)
●場所 スプリングスひよし
ＢＢＱガーデン
●内容 かんたん火おこし体
験、プロジェッド(牛肉、
野菜の串焼き)、スペアリ
ブのグローブグリル、チキ
ンのスモークグリル、ハー
ブフランクのラップサン
ド、鹿のブラウンシチュー
など
●参加費 1家族当たり
8,000円(食事代含む)
●定員 10組(先着順)
●持ち物 食器、雨天時用の
雨具、手拭きタオル、ふき
んなど
●その他 申し込みが4組以
下や荒天の場合は中止しま
す。詳細は申し込み後別途
ご案内します。
●申込方法 事前に電話でお
申し込みください。
NPO法人グローアップ
080-3857-8119

第256号
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石井食品工場見学の参加
者を募集します
市内在住のひとり親家庭を
対象に、親子のふれあいと参
加者相互の交流を深めること
を目的に開催します。【無
料・要申込】
●日時 10月8日(土)
午前10時〜11時30分
※マイクロバスで、園部公園
駐車場を午前8時50分に出
発します。各地域により、
集合時間、帰着時間が異な
ります。
●場所 石井食品株式会社
(京丹波町富田)
●内容 ハンバーグができる
工程の見学
●申込方法 9月20日(火)ま
でに、母子寡婦福祉会会員
は、各支部長までお申し込
みください。会員以外の方
は、申込用紙(子育て支援
課または各支所市民生活課
に備え付け)に必要事項を
記入し持参の上、お申し込
みください。
●主催 南丹市母子寡婦福祉
会
子育て支援課
(0771)68-0017
各支所市民生活課
八木(0771)68-0022
日吉(0771)68-0032
美山(0771)68-0041

「みんなおいでよ−！」
を開
催します
99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 9月29日(木)
午前9時30〜正午
●場所 八木支所3階子育て
支援ルーム
●内容 リトミックと野菜カ
レーを食べます。
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●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・
スプーン、タオル、お茶な
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
子育て支援ボランティア
「すくすくやぎっこ」
090-3993-1236

ビス)、LINE(ライン)のい
ずれか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

９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 9月26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
※集合後に、農園へ移動しま
す。
●内容 おいもほりとカフェ
●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 芋掘り用スコッ
プ、軍手、お子さんの着替
え、タオル、マイカップな
ど
※畑に入れる服装でお越しく
ださい。
●申込方法 9月24日(土)
までに、電話、ＳＭＳ
(ショートメッセージサー
=申込・問合せ先

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、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。
※迷惑メールの受信拒否設
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
情報政策課
(0771)68-0066

=電話番号

=FAX番号

新刊図書のご案内

催し

南丹市立図書館「新刊図書」のご案内

あうる京北からのお知ら
せ

南丹市立図書館の新刊図書の一部を紹介します。
＜一般書＞
◆テーマ別のビブリオトーク(笹倉剛)◆元号でたどる日本史(グ
ループSKIT編著)◆世界から見た20世紀の日本(保阪正康ほか著)
◆オバマ大統領広島スピーチ全文(オバマ/述)◆はじめての相続
登記ひとりで手続ガイド(碓井孝介)◆マンガでよくわかる怒らな
い練習(安藤俊介監修)◆ロープウエイ探訪(松本晋一)◆ホームセ
ンターマニアがつくるカッコいいインテリア◆ピーナッツバター
の本(HAPPY NUTS DAY)◆動物たちの命の灯を守れ！(細田
孝充)◆素手のふるまい(鷲田清一)◆消しゴムはんこで世界旅行
(深沢紅爐、江口春畝)◆残したい日本の手仕事(久野恵一)◆紙バ
ンドで作るほめられかご◆はじめてのたのしいピアノの弾き方
2016(自由現代社編集部編著)◆いつもおまえが傍にいた(今井絵
美子)◆夏井いつきの超カンタン！俳句塾(夏井いつき)◆ショー
トショート千夜一夜(田丸雅智)◆落陽(朝井まかて)◆恋するハン
バーグ(山口恵以子)◆受難(帚木蓬生)◆このあたりの人たち(川上
弘美)◆陸王(池井戸潤)◆小説家の姉と(小路幸也)◆ライオンズ、
1958。(平岡陽明)◆青藍の峠(犬飼六岐)◆自然が答えを持って
いる(大村智)◆鳥肌が(穂村弘)◆昭和の親が教えてくれたこと(森
まゆみ)◆アウシュヴィッツの図書係(アントニオ・G．イトゥル
ベ)
〈児童書〉
◆くらべる図鑑 新版(加藤由子ほか監修・指導)◆ミライの授業
(瀧本哲史)◆どうなっているの？だんめん図鑑(断面マン/制作・
監修)◆よくわかる貿易(泉美智子監修)◆ルルとララのようこそ
タルト(あんびるやすこ)◆かいけつゾロリのおいしい金メダル
(原ゆたか)◆こころのともってどんなとも(最上一平)◆大久野島
からのバトン(今関信子)◆フェラルズ 1 カラスまつろう少年
(ジェイコブ・グレイ)◆お化けの迷路(香川元太郎)
〈絵本〉
◆ふしぎなカサやさん(みやにしたつや)◆夢は牛のお医者さん
(時田美昭)◆庭のマロニエ(ジェフ・ゴッテスフェルド)◆こうさ
ぎとほしのどうくつ(わたりむつこ)◆ちがうけれど、いっしょ
(フェリドゥン・オラル)◆アリのたんけん(栗林慧/写真)◆むしホ
テルのおばけさわぎ(きねかわいつか)◆いもさいばん(きむらゆ
ういち)◆船を見にいく(アントニオ・コック)◆ぶきみなよるの
けものたち(ジアナ・マリノ)
中央図書館
(0771) 68-0080
八木図書室
(0771) 68-0027
日吉図書室
(0771) 68-0036
美山図書室
(0771) 68-0046

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

山の大切さと、山と人とを
つなぐ木こりの精神を感じて
いただき、あなた自身が山へ
の感謝の気持ちを次世代へと
つなぐ伝承者になっていただ
きたいという思いを込めて、
「木こり技能大会」を開催し
ます。【入場、駐車無料】
●日時 9月17日(土)〜18日
(日) いずれも午前10時〜
●場所 あうるの原っぱ(あ
うる京北隣)
●内容 プロの林業競技、無
料アトラクション、林業体
験、木工体験、食品販売
ブースなど
あうる京北(京都府立ゼミ
ナールハウス)
(075)854-0216

2016年るり渓収穫祭を
開催します
るり渓やぎ農園が設立12
年目を迎え、るり渓温泉の近
くにやぎ舎とチーズ工房が移
転しました。新たに誕生した
「るり渓高原やぎ牧場」で、
収穫祭を開催します。
●日時 9月18日(日)
午前11時〜午後3時
※小雨決行
●場所 るり渓高原やぎ牧場
●内容 ステージパフォー
マンス(バルーンアートパ
フォーマンスや高校生のダ
ンスショー)、出店(焼きそ
ばや鉄板焼き、農園の収穫
物を使ったお店)、やぎ搾
乳体験(午後1時30分〜2
時)など
●主催 2016年るり渓収穫
祭実行委員会
●後援 南丹市
しぜん塾やぎ農園
(0771)86-8261
第256号
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ひ よし 水 の 杜 フェス タ
2016を開催します

こども自然教室を開催し
ます

京都学園大学心理フォー
ラムを開催します

日吉の特産物や食べ物の販
売、フリーマーケット、防災
フェア、文化祭展示、ミニ新
幹線、エアー遊具、ダム施設
見学会などのほか、ステージ
での催しも行います。
●日時 9月18日(日) 午前
10時〜午後3時
※雨天決行
●場所 スプリングスパーク
●ステージ 殿田中学校吹奏
学部の演奏、 保 育 所 園 児
の太鼓演奏、 ご 当 地 キ ャ
ラPR、交通安全大会記念
公演、森の京都博・第40
回全国育樹祭開催記念公演
(南丹市世木の里盛り上げ
隊の落語家 月亭太遊、演
歌歌手 野々村あい)など
※都合によりプログラムを変
更する場合があります。
ひよし水の杜フェスタ実行
委員会事務局(日吉支所地
域推進課内)
(0771)68-0030

旧五ヶ荘小学校で、こども
自然教室を開催します。【要
申込】
●日時 9月24日(土) 午前
10時30分〜3時間程度
●集合場所 旧五ヶ荘小学校
●内容 周辺の山でネイ
チャーゲーム
●対象 小学1年生〜中学3
年生
●定員 20人(先着順)
●参加費 200円
●持ち物 タオル、お弁当
(野外で食べます)、飲み物
●申込方法 事前に、電話ま
たはFAXで住所、氏名、年
齢、電話番号を連絡の上、
お申し込みください。
●主催 南丹市エコタウン推
進協議会
●共催 住みよいむらづくり
協議会
南丹市エコタウン推進協議
会事務局
(075)841-1101
(075)204-2282

講演会「健康と心理学−病
気の治療や健康の維持に心は
どのようにかかわっているの
か−」を開催します。【無
料・申込不要】
●日時 9月24日(土) 午後1
時30分〜4時(受付：午後
0時45分)
●場所 京都学園大学亀岡
キャンパス悠心館Y25教室
●内容
・講演Ⅰ「糖尿病の自己管理
と心理学」人文学部長・教
授 久保克彦
・講演Ⅱ「体を動かすことと
心の健康〜軽い運動でも健
康になれる〜」健康医療学
部講師 満石寿
・質疑応答など
●定員 400人
京都学園大学研究・連携支
援センター
(0771)29-3593

ａｒ
ｔｓ
ｔｕｄ
ｉ
ｏｐｕ
ｌ
ｐイラスト
展示会のお知らせ
園部公民館1階ロビーで、
art studio pulp(アート ス
タジオ パルプ)のイラスト展
示会を開催しています。ご来
館の際はぜひご覧ください。
●期間 9月21日(水)まで
※都合により、予告なく終了
する場合があります。
園部公民館(月・祝日休館)
(0771)63-5820
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河鹿合唱団創立70周年
記念演奏会のお知らせ
今年は江間章子作詞、石若
雅弥作曲の委嘱初演曲をメイ
ンに、今まで歌ってきた曲も
交えて演奏します。(童謡、
唱歌も歌います)
●日時 9月24日(土) 午後
2時〜(開場：午後1時30
分）
●場所 京都府立文化芸術会
館ホール(京都市上京区河
原町通広小路下ル)
●入場料 前売り1,000円
(当日1,500円)
※幼児をお連れの際は、演奏
へのご配慮をお願いしま
す。
河鹿合唱団
090-5137-6235

「ゆずの里グラベルクリテ
リウム」
を開催します
美山町向山集落内特設コー
スで、約1kmの未舗装周回
コースを何周も走る自転車
レースを行います。元プロ
レーサーの三船雅彦がコース
監修と大会ディレクターを務
めます。ぜひレースを見にお
越しください。
＜大会＞
●日時 9月25日(日)
午前9時30分〜
●場所 美山町向山集落内特
設コース
●内容
・カテゴリごとの周回レース
・向山の特産である柚子を
使ったカレーなど地元の
方々による飲食ブースや協
賛企業によるブース(予定)
・アンケートに答えて抽選会
(予定)

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

＜グラベルクリテリウムス
クール＞(申込不要)
●日時 9月19日(月・祝)
午前10時〜
●場所 美山町向山集落内特
設コース
●費用 500円
●対象 どなたでも
※大会など詳細はホームペー
ジをご覧ください。
グラベルクリテリウム実行
委員会事務局
075-241-7833
http://gravel.massaent
erprise.com

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 9月25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30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 フリーマーケッ
トの開催
●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。
市座プロジェクトチーム
(0771)63-2451

=メールアドレス

「南丹将棋教室」10月
開催日のお知らせ

南丹市園部スポーツフェ
スティバルを開催します

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 10月1日(土)、
9(日)、15日(土)、23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
たでも可 ※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、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

スポーツを楽しみ、地域住
民の交流を図るため、子ども
から大人まで参加できるス
ポーツフェスティバルを開催
します。【無料・要申込】
●開催日 10月2日(日)
●全市民対象の種目
＜ソフトバレーボール交流会
(女子の部・混合の部)＞
●場所 園部中学校体育館
●時間
・女子の部 午前9時30分〜
(受付：午前9時)
・混合の部 午後1時30分〜
(受付：午後1時)
●対象 中学生以上(チーム
でも1人でも参加可能)
＜卓球を楽しもう＞
●場所 園部海洋センター
●時間 午前9時30分〜
(受付：午前9時)
＜ニュースポーツを楽しもう＞
●場所 園部海洋センター
●時間 午前9時30分〜
(受付：午前9時)
＜ゲートボールを楽しもう＞
●場所 すぱーく園部
●時間 午前9時30分〜
(受付：午前9時)
＜テニスを楽しもう(硬式・
軟式)＞
●場所 園部公園テニスコー
ト
●時間 午前9時30分〜
(受付：午前9時)
＜バドミントンを楽しもう＞
●場所 園部海洋センター
●時間 午後1時30分〜
(受付：午後1時)
＜グラウンド・ゴルフ交流会＞
●場所 園部公園陸上競技場
●時間 午前9時45分〜
(受付：午前9時)

=ホームページアドレス

=郵便番号

《裏面に続く》

第256号
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※グラウンド・ゴルフ交流会
については参加者数の関係
により園部町民のみを対象
とします。
●その他
・それぞれの種目に必要な用
具などは主催者で用意しま
すが、数に限りがあるため
お持ちの方はご持参くださ
い。
・詳細は市ホームページをご
覧いただくか、お問い合わ
せください。
●申込方法 9月23日(金)午
後5時までに、園部海洋セ
ンター、社会教育課、社会
教育課各地域担当(八木公
民館、日吉町生涯学習セン
ター、美山支所)に備え付
けの参加申込書に必要事項
を記入の上、ご提出くださ
い。
※グラウンド・ゴルフ以外の
種目は、当日参加も可能で
すが、あらかじめ参加者数
把握のため、事前申し込み
をお願いします。
南丹市体育協会園部地域事
務局(社会教育課内)
(0771)68-0057

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 10月2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
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平成28年
（2016年）9月9日発行

第21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。
●開催日 10月19日(水)
※開始時間などについては申
込者にお知らせします。
●場所 るり溪ゴルフクラブ
●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 10月5日(水)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。(電話での申し込みは
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、懇親会費
用などを含む)
※振興基金60円が別途必要
●主催 南丹市ゴルフ協会
●共催 るり溪ゴルフクラブ
●後援 南丹市、南丹市体育
協会、京都新聞、南丹市社
会福祉協議会、南丹市商工
会
るり溪ゴルフクラブ
(0771)65-0221
(0771)65-0810
622-0065 南丹市園部町
大河内深田1番地

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。
＜レディーススポーツデー＞
●日時 9月14日、21日、
28日(各水曜日) 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
●費用 300円(当日受付)
●対象 18歳以上の女性の
方
＜エンジョイテニス＞
●日時 9月14日、21日、
28日(各水曜日) 午後1時
30分〜5時
●場所 テニスコート
●費用 300円(当日受付)
●対象 18歳以上
＜グラウンド・ゴルフのつどい＞
●日時 9月16日、23日、
30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 9月19日(月・祝)
午後6時〜9時
●場所 テニスコート
●費用 400円(当日受付)
●対象 18歳以上の方
＜森のバザール＞
●日時 9月19日(月・祝)
午前10時〜午後4時
●場所 こどもの広場
●内容
・おしゃれをキーワードにし
た手作り品などの展示販
売、食べ物ブース
・南丹警察署から交通安全啓
発活動としてパトカーや白
バイのほか、JAFのシート
ベルトコンビンサーなどが
来ます。こども免許証も
作ってもらえます(数に限
りがあります)。
＜太極拳教室＞
●日時 9月23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

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

＜テニス教室＞【要予約】
●日時 10月19日〜12月
14日(毎週水曜日)の全８
回(祝日を除く) いずれも
午後1時30分〜3時30分
●場所 テニスコート
●内容 初心者・初級者向け
のテニス教室。初めての方
も安心して始められます。
●費用 5,000円
●定員 50人
●対象 18歳以上の方
※無料保育ルームがありま
す。(要予約)
●申込方法 10月19日(水)
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。
●その他 11月2日が雨天中
止となった場合は12月21
日までとなります。
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

日吉地域情報
南丹市体育協会日吉地域
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、「ボ
ウリング大会」と「ビーチ
ボールバレー(3人制)大会」
を開催します。
＜ボウリング大会＞
●日時 9月30日(金) 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)
●対象 市内在住、在勤、在
学生、在クラブ員の高校生
以上の方
●競技方法
・個人戦とし、3ゲームトー
=メールアドレス

タルピンで順位を決定
・1ゲームにつき60歳未満女
性15ピン、60歳以上女性
20ピン、60歳以上男性15
ピンのハンデ有り
●費用 ゲーム代1,500円(3
ゲーム分)を大会当日にお
支払いください。なお、貸
し靴代は別途300円が必要
です。
●申込方法 9月23日(金)午
後５時までに、住所、氏
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。
●運営主管 ひよし総合型地
域スポーツクラブ
＜ビーチボールバレー大会＞
(無料)
●日時 10月1日(土) 午後8
時〜(受付：午後7時30分)
●場所 日吉はーとぴあ体育
館
●対象 市内在住、在勤、在
学、在クラブ員の中学生以
上の方
●チーム構成 3人1チーム
(男女混合チーム)
●競技規則 南丹統一ルール
による
●申込方法 9月24日(土)午
後5時までに住所、氏名、
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。
※体育館シューズを持参して
ください。
●運営主管 日吉町ビーチ
ボールバレー連盟
南丹市体育協会日吉地域事
務局(南丹市日吉町生涯学
習センター内)
(0771)72-3300
(0771)72-3311

=ホームページアドレス

=郵便番号

日吉町文化祭
（展示の部）
を開催します
今年の日吉町文化祭(展示
の部)は9月に開催します。
お誘い合わせの上、ご来場く
ださい。ステージ発表の部
は、11月6日に開催する予定
です。
●日時 9月17日(土) 午後1
時〜8時、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
●内容 書道、絵画、写真、
陶芸、手芸、生け花、保育
所・小中学校の児童・生徒
の作品などの展示
※喫茶コーナーもあります。
日吉町文化交流協会事務局
(日吉町生涯学習センター)
(0771)72-3300

美山地域情報
美山町文化祭の出演・出
展者を募集します
●日時 10月29日(土)
●場所 美山文化ホール大
ホール(舞台発表)、ギャラ
リー(作品展示)
●申込方法 9月30日(金)
までに、出演・出展報告
書(美山町文化協会に備え
付け)に必要事項を記入の
上、持参またはFAXでお申
し込みください。
●主催 南丹市美山町文化協
会
美山町文化協会事務局(社
会教育課美山担当)
(0771)68-0044
(0771)75-0801
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なんたんテレビ番組表（平成28年9月16日〜30日）
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南丹船井中学校新人大会バスケットボール男子の試合を生放送！お見逃しなく！
◇南丹市情報センター
(0771)63-1777
【発行】南丹市情報政策課
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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。

