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お知らせ
水道量水器の取り替えに
ついて
計量法に基づき8年ごとに
水道量水器の取り替えを行っ
ています。今年度も9月から
平成29年1月にかけて、該当
する使用者宅などの量水器を
取り替えます。「南丹市量水
器交換業務従事者証」を持っ
た水道工事業者が伺い、無償
で量水器の取り替えを行いま
すので、ご協力をお願いしま
す。
なお、量水器取り替え後、
出始めの水が濁ったり空気が
出たりする場合は、蛇口を開
けてしばらく様子を見てくだ
さい。ご不明な点がありまし
たらお問い合わせください。
上水道課
(0771)68-0053

【総合問合せ窓口】

平成28年度市政懇談会を開催します
市民の皆さんが、まちづくりなどについて日頃思い感じておら
れることやご意見を、広くお聴きする市政懇談会を開催します。市
長をはじめとする理事者や幹部職員が地域に伺います。
●日時・場所
日時
10月12日(水) 午後7時30分〜
10月18日(火) 午後7時30分〜
10月23日(日) 午前10時〜
10月26日(水) 午後7時30分〜
10月31日(月) 午後7時30分〜
11月 2日(水) 午後7時30分〜
11月 6日(日) 午前10時〜
11月14日(月) 午後7時30分〜
11月21日(月) 午後7時30分〜
11月23日(水・祝) 午前10時〜
11月27日(日) 午前10時〜
11月29日(火) 午後7時30分〜

場所
旧五ヶ荘小学校
園部公民館
美山文化ホール
旧吉富小学校
旧知井小学校
旧西本梅小学校
八木公民館
日吉胡麻基幹集落センター
大野ふれあい館
日吉市民センター
国際交流会館
氷室の郷

※いずれの会場へご参加いただいても構いません。
※時間は、いずれも１時間半程度を予定しています。
情報政策課
(0771)68-0065

赤い羽根共同募金運動へ
のご協力について
皆さんのご理解とご協力に
支えられ、今年も10月1日か
ら、全国一斉に「赤い羽根共
同募金運動」が行われます。
お寄せいただいた募金の約
7割は南丹市の地域福祉のた
めに使われ、残りの3割は南
丹市を超えた広域的な課題を
解決するための活動に活用さ
れます。募金の具体的な使い
道は、南丹市共同募金委員会
で検討し、地域福祉向上のた
めに地域で活動するグループ

(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

やボランティア団体への助成
などに充てられます。
なお、今年も10月の「赤
い羽根共同募金」と12月の
「歳末たすけあい募金」の戸
別募金を一括して募らせてい
ただきますので、ご理解とご
協力をお願いします。
南丹市共同募金委員会事務
局
南丹市社会福祉協議会
(0771)72-3220
社会福祉課
(0771)68-0007

info@city.nantan.kyoto.jp
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20歳になったら国民年金
の加入手続きを
日本国内に住む20歳から
60歳になるまでのすべての
方は、国民年金に加入するこ
とが義務付けられています。
学生や自営業 者 な ど の 方
で、20歳になって第1号被保
険者となる方は、保健医療課
または各支所市民生活課で忘
れずに加入手続きをしてくだ
さい。
サラリーマン や 公 務 員 の
第2号被保険者の方や、その
第2号被保険者に扶養される
配偶者(第3号被保険者)の方
は、勤務先の事業所が加入手
続きを行いますので、個別の
手続きは必要ありません。
●第１号被保険者国民年金保
険料 月額16,260円(平成
28年度)
※経済的な理由で保険料を納
められない場合は、申請に
より保険料の納付が猶予、
免除となる制 度 が あ り ま
す。詳しくはお問い合わせ
ください。
保健医療課
(0771)68-0011
各支所市民生活課
八木(0771)68-0022
日吉(0771)68-0032
美山(0771)68-0041
京都西年金事務所
(075)315-1882(代表)

保険料や保育料などがコ
ンビニで納付できます
平成28年10月以降に発行
する納付書から、全国の主な
コンビニエンスストアで納付
できるようになります。
●コンビニエンスストアで納
付できる税・料金
国民健康保険税、後期高齢
者医療保険料、介護保険料、
保育所利用料、保育所延長利
用料、幼稚園利用料、すこや
か学園使用料、一時保育料、
2
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幼稚園預かり保育料
●取扱コンビニエンスストア
エブリワン、ＭＭＫ設置
店、くらしハウス、ココス
トア、コミュニティ・スト
ア、サークルＫ、サンクス、
スパー(北海道)、スリーエイ
ト、スリーエフ、生活彩家、
セイコーマート、セーブオ
ン、セブン−イレブン、タイ
エー、デイリーヤマザキ、
ニューヤマザキデイリースト
ア、ハセガワストア、ファミ
リーマート、ポプラ、ミニス
トップ、ヤマザキスペシャル
パートナーショップ、ヤマザ
キデイリーストアー、ローソ
ン、ローソンストア100
●コンビニエンスストアで納
付できない納付書
納期限を過ぎたもの、バー
コードの印字がないもの、金
額が30万円を超えるもの、
金額を訂正したもの、汚破損
などによりバーコードが読み
取れないもの
※コンビニエンスストアで納
付できる納付書は、従来ど
おり出納課、各支所、納付書
に記載のある取扱金融機関
でも納付できます。
保健医療課(国保税・後期
高齢者医療保険料)
(0771)68-0011
高齢福祉課(介護保険料)
(0771)68-0006
子育て支援課(保育所・幼
稚園利用料など)
(0771)68-0017

国際交流会館をピンク色
にライトアップします
10月はピンクリボン月間
です。京都府では、ピンクリ
ボン活動を推進しています。
より多くの方に乳がんの早
期発見、早期診断、早期治療
の大切をお伝えするために
国際交流会館をピンク色にラ
イトアップします。

●日時 10月1日(土)、2日
(日) 午後6時〜8時
●場所 国際交流会館
南丹保健所保健室
(0771)62-4753

京都丹波集落担い手基礎
講座の受講生募集
集落の担い手を対象とし
た、土地利用型作物の栽培基
礎技術および農業機械の操
作、整備技術の習得を目的と
した講座を開催します。【無
料・要申込】
●日程 12月8日、22日、
平成29年1月12日、26日
(各木曜日)
●時間 午後1時30分〜4時
30分
●場所 南丹農業改良普及セ
ンターおよびJA全農京都
中部物流センター
●対象 亀岡市、南丹市、京
丹波町に在住で、土地利用
作物(水稲、豆類)の栽培基
礎技術および農業機械の操
作、整備技術の習得を必要
とする65歳以下の農業者
●内容 土地利用作物(水
稲、豆類)の栽培基礎技術
および農業機械の安全操
作、メンテナンス方法につ
いて
●定員 20人
※書類選考の上、11月下旬
に受講決定通知を送付しま
す。
●申込方法 11月18日(金)
までに、申込用紙(南丹農
業改良普及センターおよび
農政課に備え付け)に必要
事項を記入の上、持参、郵
送、FAX、Eメールのいず
れかでお申し込みくださ
い。
南丹農業改良普及センター
(0771)62-0665
(0771)63-1864
nanshin-no-nantan-nokai
@pref.kyoto.lg.jp

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ
＜高齢者インフルエンザ予防接種自己負担金の変更について＞
高齢者を対象にしたインフルエンザ予防接種(公費負担)の自己負担金を1,500円に変更します。皆
さんにはご負担をお掛けしますが、ご理解いただきますようお願いします。
＜高齢者インフルエンザ予防接種について＞
高齢者を対象に、インフルエンザの予防接種を公費(一部個人負担)で実施します。希望される方は
期間内に実施医療機関で接種してください。
●対象 南丹市に住民票を有し、次の①、②いずれかに該当する方
①65歳以上の接種希望者(接種日に65歳以上の方)
②60歳以上65歳未満で、「心臓、じん臓、呼吸器の機能」または「ヒト免疫不全ウイルスによる免
疫の機能」に、日常生活に支障をきたす程度の障がいのある方で、接種を希望される方
●実施期間 10月14日(金)〜12月28日(水)
※診療日は医療機関によって異なりますので、必ず医療機関にお問い合わせください。
※ワクチン数に限りがありますので、実施できない場合があります。ご了承ください。
●自己負担金 1,500円(1人につき、年度内1回)
●申込方法 下表内の実施協力医療機関に直接お申し込みください。
※申し込みは各医療機関の診察時間内に行ってください。
※市外の医院で病気の管理中であるなど、特別な事情で、実施協力医療機関以外で接種を希望される
方は、事前に保健医療課または各支所市民生活課へお問い合わせください。医療機関によっては、
公費での接種を受けていただけない場合があります。
●接種費用の免除 生活保護世帯の方は接種費用が免除されます。必ず接種までに、保健医療課また
は各支所市民生活課で申請してください。
●実施医療機関(順不同)
医療機関名
川西診療所
げんの耳鼻咽喉科
園部丹医会病院
高屋こども診療所
冨井内科医院
西田医院
仁丹医院
広野医院
南八田診療所
吉田小児科内科医院
きむら診療所
保健医療課

医療機関名
山田医院
公立南丹病院
胡麻佐野診療所
藤岡五ヶ荘診療所
藤岡五ヶ荘第二診療所
吉田医院
明治国際医療大学附属病院
美山診療所
美山林健センター診療所
大萱医院美山町分院
京都市立京北病院

電話番号
(0771)42-2306
(0771)42-2510
(0771)74-0022
(0771)73-0203
(0771)72-1014
(0771)72-0022
(0771)72-1221
(0771)75-1113
(0771)76-0201
(0771)77-0213
(075)854-0221

(0771)68-0016

下水道へ接続し衛生・水
質環境を向上させよう
南丹市では、生活に関わる
衛生環境や水質環境の向上の
ため、全市水洗化に取り組ん
でいます。家庭の水回りやト
イレを水洗化にすると、し尿
および生活雑排水(台所や風
呂、洗濯などの排水)は、下
水処理施設または合併処理浄
化槽で適切に処理され、河川
=メールアドレス

電話番号
(0771)62-0139
(0771)68-1313
(0771)62-0515
(0771)68-1155
(0771)68-2550
(0771)68-1105
(0771)62-0234
(0771)62-0218
(0771)65-0048
(0771)63-1458
(0771)43-0860

などに放流されます。
●水洗化の効果
・トイレの水洗化によって、
臭いもなくなり快適な生活
が送れます。
・家庭からの雑排水が下水道
に流れ、家の周りの衛生環
境が向上します。
・下水処理されたきれいな水
が川に流れ、水質環境が向
上します。
※下水道への接続や合併処理

=ホームページアドレス

=郵便番号

浄化槽の設置を検討される
際には、お気軽に下水道課
にお問い合わせください。
下水道課
(0771)68-0054

第257号
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市たばこ税は南丹市の貴
重な財源です

図書館システムの一時停
止について

献血・骨髄ドナー登録に
ご協力ください

市たばこ税は、たばこの製
造者などが市内の小売販売業
者に売り渡した製造たばこに
対して課税される税金です。
市たばこ税の税率は、千本に
つき5,262円(旧3級品の紙巻
たばこは2,925円)で、小売
店が所在する市の税収となり
ます。
南丹市における平成27
年度の市たばこ税収は1億
7,881万円でした。この税収
は一般財源として、南丹市の
福祉や教育、道路環境整備な
ど幅広く市民のために使われ
ます。
市たばこ税は南丹市の貴重
な財源の一つですので、たば
こを買われる時は南丹市内で
お買い求めください。
税務課
(0771)68-0004

南丹市立図書館の図書館シ
ステムのバージョンアップに
伴い、10月17日(月)は、南
丹市立図書館ホームページ
が繋がりません。なお、18
日(火)から蔵書検索の接続先
URLが変更となります。お気
に入りなどに登録されている
方は、変更をお願いします。
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。
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

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 10月13日(木)
●時間 午前9時30分〜11
時30分
●場所 八木公民館
保健医療課
(0771)68-0016

平成29年度コミュニティ
助成事業募集について
宝くじの社会貢献広報事業
として、宝くじの受託事業収
入を財源に、コミュニティ活
動に必要な備品や集会施設の
整備などに対して助成を行う
「平成29年度コミュニティ
助成事業」が募集されます。
申請を検討される場合は詳
しい資料を準備していますの
で、早めに電話でお問い合わ
せください。なお、資料は一
般財団法人自治総合センター
のホームページからも入手し
ていただけます。
●対象 規約を定めている自
治会などのコミュニティ組
織で、1団体1事業。
●申請期限 10月7日(金)
地域振興課
(0771)68-0019
http://www.jichi-sogo.
jp/lottery/comunity

4

平成28年
（2016年）9月23日発行

ＪＩＣＡボランティアを募
集します
技術や経験を生かし、開発
途上国の人々と共に生活し、
相互理解を図りながら行う海
外ボランティアに参加しませ
んか。
●応募資格
・青年海外協力隊：20〜30
歳の日本国籍を有する方
・シニア海外ボランティア：
40〜69歳の日本国籍を有
する方
●募集期間 9月30日(金)〜
11月4日(金)※消印有効
応募方法など詳しくは、
JICAホームページをご覧
いただくか、お問い合わせ
ください。
独立行政法人国際協力機構
JICA関西国際センター
(078)261-0352
http://www.jica.jp

相談会
園部納税協会「無料税務
相談」
を開催しています
公益社団法人園部納税協会
では、近畿税理士会園部支部
の税理士による税金に関する
さまざまな相談を年間通して
開催しています。【無料・要
申込】
●日時 第1〜4週木曜日 午
後1時30分〜4時30分
※祝日は除く。確定申告時や
年末年始などは休みになる
場合があります。
●内容 1人30分間の予約相
談
●場所 第1週：亀岡商工
会議所(ガレリアかめおか
内)、第2〜4週：公益社団
法人園部納税協会
●申込方法 相談希望日前週
の午前中までに、電話でお
申し込みください。
公益社団法人園部納税協会
(0771)62-0039

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】

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

●日程 ①10月5日(水)、
②10月18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。
総務課
(0771)68-0002

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 10月11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

女性相談日のお知らせ
女性が直面するさまざまな
悩みを、専門の女性カウンセ
ラーがともに受けとめ、整理
するお手伝いをします。どん
なことでもご相談ください。
【無料・要申込】
●日時 10月12日、26日
(各水曜日) ①午後1時〜、
②午後2時〜
※相談は1人1時間までで
す。
●申込方法 事前に、電話で
お申し込みください。
人権政策課
(0771)68-0015

=メールアドレス

公証相談所を開設します
10月1日(土)〜7日(金)の、
公証週間に合わせて公証相談
所を開設します。公証役場
は、国の機関で、法務大臣か
ら任命された公証人が各種契
約や遺言公正証書の作成な
どの公証事務を取り扱ってい
ます。遺言やお金の貸し借り
などの大切な契約は、公正証
書にしておくと安心、確実で
す。この機会にぜひご利用く
ださい。【無料・要申込】
●日時 10月13日(木)
午後1時30分〜4時
●場所 園部公民館2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。
福知山公証役場
(0773)23-6309

「出張暮らしの相談窓口」
を開催します
地域に出向いて、家計や仕
事など暮らしに関する困り事
の相談に乗ります。現に生活
困窮状態にある方(生活保護
受給者は除く)であれば、ど
なたでもご相談いただけま
す。【無料・要申込】
●日時 10月14日(金) 午後
1時30分〜3時30分
●場所 地域活動支援セン
ターそよかぜ美山(美山町
島)
●申込方法 10月13日(木)
までに、電話でお申し込み
ください。
南丹市社会福祉協議会生活
支援センター
(0771)72-3220

=ホームページアドレス

=郵便番号

身体障害者巡回更生相談
のお知らせ
●日時 10月21日(金) 午前
10時〜11時15分
●場所 南丹広域振興局亀岡
庁舎
●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 10月14日(金)
までに、電話でお申し込み
ください。
社会福祉課
(0771)68-0007

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 10月25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 10月24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

第257号

5

育児用品提供者を募集し
ます

10 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
10月15日(土)
10月24日(月)
10月25日(火)

場所
そよかぜ美山
そよかぜ八木
午後1時
そよかぜ日吉(おいで家)
〜3時 園部まごころステーション
10月28日(金)
陽だまり
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

6

時間

膠原病（こうげんびょう）
個別相談のご案内

子育て支援（催し）

専門医による膠原病の個別
医療相談を開催します。【無
料・要申込】
●日時 10月27日(木)
午後1時〜4時30分
●場所 南丹保健所
●対象 膠原病で療養中の
方。または、次の症状があ
る方
・寒冷刺激による手指の蒼白
化(レイノー現象)
・手指などの関節炎、関節痛
・日光による皮膚過敏
・頬の赤い発疹(蝶型紅斑)
・手指などの皮膚が硬くなる
●担当医 京都第二赤十字病
院 代謝・腎臓・リウマチ
内科 井上衛 医師
●定員 6人
※予約制：状況によりお断り
することがあります。
●申込方法 10月14日(金)
までに電話でお申し込みく
ださい。
南丹保健所保健室
(0771)62-2979

日曜講座
「パパと一緒にリ
トミック！」
を開催します

平成28年
（2016年）9月23日発行

父親が子どもと一緒に遊
び、子育て仲間と出会い、子
育てが楽しいと感じるきっか
けづくりとして日曜講座を実
施しています。ご家族の方も
一緒にお越しください。
●日時 11月6日(日) 午前
10時〜11時30分(受付：
午前9時30分)
※開始時間の15分前にはお
集まりください。
●場所 子育てすこやかセン
ター
●内容 「パパと一緒にリト
ミック！」〜頭と心とから
だをリフレッシュ〜
●講師 小谷里美 先生
●対象 市内在住の0歳から
保育所、幼稚園に入園する
までの子どもとお父さん
●定員 親子25組(先着順)
●申込方法 事前に、電話で
お申し込みください。
子育てすこやかセンター
(0771)68-0082

不要になった育児用品の有
効利用のために、「あげま
す・ください会」の開催を予
定しています。物品を提供し
ていただける方は、ご連絡く
ださい。
●開催日 11月中旬(予定)
●場所 子育てすこやかセン
ター
※物品提供者が少ない場合、
開催を中止します。
●物品提供についてのお願い
・無償でご提供ください。
・提供していただくものは、
育児用品に限ります。
・残った場合は、提供者にお
持ち帰りいただきます。
・提供品は洗濯、点検などを
行ってください。
※汚損しているものなどは不
可
・チャイルドシートやベビー
カーなどは説明書および保
証書を添付してください。
子育てすこやかセンター
(0771)68-0082

子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」(１０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
(祝日除く)
※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時まで、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

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

「seedbase」(シード
ベース)を開催します。
●場所 コミュニティスペー
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 毎週火曜日の午前
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 毎週木曜日の午前
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 毎週木曜日の午前
10時〜午後3時
※10月13日(木)は休みま
す。
●場所 第1、3木曜日は園
部南部コミュ ニ テ ィ セ ン
ター、第2、4木曜日は横
田公民館
＜ハロウィンパーティー＞
ハロウィンの仮装をして八
木の商店街を行進します。
●日時 10月22日(土) 午前
10時〜正午(受付：午前9
時30分)
●場所 八木公民館3階大集
会室
●参加費 1家族当たり500
円、小中高生のみ1人300
円、大人のみ1人500円
●持ち物 お菓子を入れるカ
ゴまたはかばん
※ハロウィンメイク(有料)、
衣装の貸し出し(無料)もあ
ります。
※当日参加も可能ですが、事
前に電話でお申し込みくだ
さい。
＜つながり・ひろがれ・あお
むしの輪＞
子どもたちの手形、足形で
作成した、あおむしの作品の
展示会をします。
=メールアドレス

●日時 10月17日(月)〜28
日(金) 午前10時〜午後3
時(木、土、日曜日を除く)
※10月28日は、マルシェを
開催します。
●場所 コミュニティスペー
ス「気になる木JUJU」
＜抱っことおんぶ講座＞
ママも赤ちゃんも笑顔にな
れる。ママが楽な抱っことお
んぶの仕方を学びませんか。
●日程・場所
10月19日(水)・八木ひろば
10月20日(木)・美山ひろば
●時間 いずれも午前10時
〜正午
●参加費 500円
NPO法人グローアップ
080-3857-8119

催し
文化博物館秋季企画展を
開催します
自然風景の美を追求し、徹
底した写実表現で日本各地の
風景を描く作家、吉田伊佐氏
の作品展を開催します。
●開催期間 10月16日(日)
まで
●開館時間 午前9時〜午後
5時(入館は4時30分まで)
●場所 南丹市立文化博物館
●内容 吉田伊佐氏は日吉町
出身で、現在は日展・白日
会会員としても活躍されて
います。本展では、近作の
中から四季折々に変化する
京都の風景を中心に描いた
作品約45点を紹介します。
●入館料 大人300円、学生
200円、小人100円(20人
以上の団体は2割引)
●休館日 毎週月曜日、9月
20日(火)、10月4日(火)
※ただし、9月19日(月・
祝)、10月10日(月・祝)は
開館します。
南丹市立文化博物館
(0771)68-0081

=ホームページアドレス

=郵便番号

園部公民館ミニ写真展の
お知らせ
園部公民館1階ロビーで開
催しています。ご来館の際は
ぜひご覧ください。【無料】
●出展団体 さくら楽習館写
真部(10月7日(金)まで)、
撮朗会(10月8日(土)〜22
日(土))
※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

平成２８年京都丹波くりま
つりの開催について
「平成28年京都丹波くり
まつり」を開催します。「京
都丹波」で栽培される「丹波
くり」を味わいに来てくださ
い。
●日時 10月1日(土)
午前8時〜午後1時
●場所 「丹波マーケス」丹
のまち広場うるおい館
●内容 丹波くり販売、イガ
投げ、くりつかみ取りなど
の催し、焼きぐりなどの販
売
※当日は、第9回京都府丹波
くり品評会地域賞の表彰式
を予定しています。(午前
11時〜11時30分)
●主催 京都丹波くりまつり
実行委員会
南丹広域振興局森づくり推
進室
(0771)22-1017
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「おとなの読書会」
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

旧摩気小学校

時間

午前10時30分
〜正午

美山保健福祉

午後2時〜

センター

3時30分

八木老人福祉

午前10時30分

センター

〜正午

胡麻基幹集落

午後2時〜

センター

3時30分

日程
10月3日(月)、17日(月)、
24(月)、31日(月)、11月
14日(月)、21日(月)、28日
(月)、12月5日(月)、12日
(月)、19日(月)
10月11日(火)、17日(月)、
25日(火)、11月1日(火)、
15日(火)、21日(月)、29日
(火)、12月6日(火)、13日
(火)、19日(月)

10月14日(金)、21日(金)、
28日(金)、11月4日(金)、
11日(金)、18日(金)、25
日(金)、12月2日(金)、9日
(金)、16日(金)
10月7日(金)、14日(金)、
21日(金)、28日(金)、11
月4日(金)、18日(金)、25
日(金)、12月2日(金)、9日
(金)、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

あうる京北からのお知ら
せ
森の手作りマーケット「け
いほくクラフト」を開催しま
す。100組の手作りクラフト
作家と、手作り食品の店によ
る、温もりいっぱいのものつ
くりフェア。ものつくりファ
ン必見の楽しい2日間です。
【入場、駐車無料】
●日時 10月1日(土) 午前
10時〜午後5時、2日(日)
午前9時〜午後4時
●場所 あうるの原っぱ(あ
うる京北隣)
8

平成28年
（2016年）9月23日発行

●内容 木工、陶芸、ガラ
ス、皮革、染織などのこだ
わり作品や手作り体験、味
自慢の食品、ミニコンサー
ト、ミニ動物園など
※手作り体験は、材料費(数
百〜2,000円程度)が必要
あうる京北(京都府立ゼミ
ナールハウス)
(075)854-0216

美山図書室では、大人の方
を対象にした読書会を開催し
ています。楽しい時間を共有
しませんか。
●日時 10月6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 お気に入りの本
美山図書室
(0771)68-0046

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 ①10月6日(木) 午
後1時〜2時30分、②10月
21日(金) 午前10時〜午後
11時30分
●場所 日時①市役所八木支
所、日時②こむぎ山健康学
園
●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

「八木まちかど芸術の家」
プロジェクト４を開催
＜八木まちかど芸術の家」サ
ロン＞【無料】
「人見承門の画業展」開催
に先立ち、作品の展示および
解説のほか、油絵などの創作
体験を楽しめます。
●日時・内容
・第1回 10月8日(土) 午前
10時〜午後2時：作品一部

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

展示および解説
・第2回 10月16日(日) 午
前9時〜正午：作品解説と
油絵体験【要申込】
●場所 旧神吉小学校
●申込方法 第2回の参加希
望者は、事前に電話でお申
し込みください。
＜追悼 人見承門の画業
1969−1986展＞【無料】
平成27年12月に65歳で
逝った人見承門の画業をたど
る展覧会を開催します。
●日時 10月23日(日)〜11
月5日(土) 午前10時〜午
後4時
●場所 第1会場：市役所八
木支所コミュニティギャラ
リー、第2会場：旧山九呉
服店(八木町八木鹿草)
●内容 1969年から1986
年にかけて制 作 さ れ た 油
絵、木版画、鉛筆画31点
を展示します。
※この事業は、
「南丹市ものづ
くりのまち推進活動支援補
助金」
を活用しています。
「八木まちかど芸術の家」
実行委員会
(0771)42-3507

美山やすらぎホームふれ
あいまつりを開催します
地域の皆さんに施設を身近
に感じていただき、利用者と
の交流を深めていただける機
会を目指しています。
●日時 10月8日(土) 正午
〜午後3時頃
※お店(模擬店)は午前11時
〜
●場所 特別養護老人ホーム
美山やすらぎホーム(美山
町島)
●内容
・ステージ：雄進浩による和
太鼓演奏、エコーみやまに
よるコーラス、キッチンバ
ンド、北桑田高校・周山中
学校吹奏楽部による演奏、
北桑会「共｣によるよさこ
=メールアドレス

い踊り、福引大会ほか
・お店(予定)：バザー、回転
焼、ポップコーン、おで
ん、カレーライス、焼きそ
ば、寿司、手作りパン・
ケーキ、飲み物、あても
の、ヨーヨー釣りなど
●主催 特別養護老人ホーム
美山やすらぎホーム
●後援 南丹市
美山やすらぎホーム
(0771)75-0847

「神吉ま〜けっと」
と
「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。今月は「神吉ま〜けっ
と」(フリーマーケット)と
「風の市」を 開催します。
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 10月8日(土)
午前10時〜午後2時
●場所 旧神吉小学校体育館
●内容 フリーマーケット、
野菜、巻き(鯖)寿司、弁
当、うどん、パン、たこ焼
き、美山特産品、布製品、
各種手づくり品など
※当日変更になる場合があり
ます。
●主催 風の市を盛り上げる
会
●後援 南丹市
風の市を盛り上げる会
090-6961-1021

「緩和ケア」研究会を開催
します
●日時 10月15日(土)
午後2時〜4時
●場所 公立南丹病院第2病
棟5階講堂
●内容 講演会：「あなたの
家族や医療者はあなたの希
望を知っていますか」
〜事例
を通して考える〜
【無料】

=ホームページアドレス

=郵便番号

講師：公立南丹病院呼吸器
外科部長兼緩和医療部長
岩㟢靖 氏、公立南丹病院
緩和ケア認定看護師 碓井
寛子 氏
●申込方法 10月7日(金)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。
●主催 公立南丹病院
●共催 南丹保健所
●後援 亀岡市医師会、船井
医師会、京都府口丹波歯科
医師会、亀岡市薬剤師会、
船井薬剤師会
公立南丹病院地域医療連携
室
(0771)42-2510
(0771)42-5071

第10回京都丹波美術工
芸教育展を開催します
南丹地区の保育所、幼稚園
から大学校の、幼児、児童、
生徒が制作した美術工芸作品
を一堂に展示します。
●日時 10月15日(土) 午前
9時〜午後5時、16日(日)
午前9時〜午後3時
●場所 国際交流会館、南丹
市立文化博物館
●内容【無料】
・展示作品：南丹地区の公立
保育所、幼稚園、小学校、
中学校、高等学校、特別支
援学校の幼児、児童生徒な
らびに京都伝統工芸大学校
の学生および卒業生が制作
した美術工芸作品など(約
1,200点)
・木工体験：京都府立北桑田
高等学校によるワークショッ
プ(森の京都特別企画)10
月16日(日) 午前10時〜午
後2時、200人(先着順)
京都丹波美術工芸教育展実
行委員会事務局(京都府南
丹教育局内)
(0771)62-0354
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園部吹奏楽団ソロ＆アンサ
ンブルコンサートのご案内

健康ウオーキングの参加
者を募集します

「楽しくなければ音楽じゃ
ない」をモットーに活動して
いる園部吹奏楽団の「ソロ＆
アンサンブルコンサート」を
今年も開催します。【無料】
●日時 10月16日(日) 午後
2時〜(開場：午後1時30
分)
●場所 カトリック丹波教会
園部聖堂(園部町新町)
●内容
・1部 ソロステージ
・2部 アンサンブルステー
ジ
・曲目 「春よ、来い」、思
い出は銀の笛より「真紅の
ルビー」、「 う ら ら ・ イ
ン・ザ・スカイ」ほか
●後援 南丹市教育委員会
園部吹奏楽団
090-3352-7713

みんなで楽しく歩いて、ふ
るさとを再発見しませんか。
●日時 10月22日(土) 午前
9時15分〜(受付：午前9
時)
※小雨決行
●集合場所 園部海洋セン
ター前
●コース 紅葉の小山周辺散
策コース(約5km、2時間
余り)
・園部海洋センター→栄町→
小山西町(春日団地など)→
小山東町(平成台など)→伝
統工芸大学校校内散策(学
園祭見学)→栄町→園部海
洋センター
※天候によりコースを変更す
ることがあります。
●持ち物 水筒、汗拭きタオ
ル、帽子、雨具
●参加費 200円(会員は無
料)
●申込方法 当日受付も行い
ますが、あらかじめ電話で
お申し込みください。
※体調をチェックした上でご
参加ください。
●申込先 園部海洋センター
(0771)68-0084
●協力 Nantan健歩会
●その他 そのべ総合型地域
スポーツクラブの会員を募
集しています。
そのべ総合型地域スポーツ
クラブ
090-3351-3254

京都丹波手作り市を開催
します
京都丹波地域の活性化を目
的として、森の京都フェス
ティバル京都丹波手作り市を
開催します。【入場無料】
●日時 10月16日(日)
午前10時〜午後4時
●場所 ガレリアかめおかロ
ビー
●出店内容 木工、陶器、ア
クセサリー、カバン、雑貨
など個人やグループで独自
に創作した手 作 り 品 の 販
売、切り絵やレジン、アク
セサリーのワ ー ク シ ョ ッ
プ、木工糸鋸実演など
●後援 南丹市
京都丹波クラフト友の会
080-1503-1448
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洞峠の風にふれあう交流
会を開催します
美山町豊郷と綾部市奥上林
の両方から、古道「洞峠」の
山頂を目指します。山頂で合
流してから、希望者は綾部側
へ下山し、交流会を行いま
す。

●日時 10月23日(日) 午前
10時出発(集合：午前9時
30分)※雨天中止
●集合場所 美山側：洞公民
館、綾部側：古屋公民館
●参加費 500円
●持ち物 水筒、雨具、お弁
当
●山頂での交流会 洞峠の講
話、記念撮影、美山と綾部
の鯖寿司食べ比べ
●下山後交流会(希望者のみ)
綾部側でグラウンド・ゴル
フ
※美山からの登山者で綾部へ
の下山者は先着20人
●申込方法 10月13日(木)
までに、住所、氏名、年
齢、電話番号、下山後交流
会参加の有無を記入の上、
FAXでお申し込みくださ
い。
鶴ヶ岡振興会(美山から出
発の方)
(0771)76-9020
(0771)76-9021
奥上林地域振興協議会(綾
部から出発の方)
(0773)55-0001
(0773)55-0309

「シニアのためのワード講
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 10月29日、11月5
日、12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 ワードで美しい文章
づくり(定型文とオリジナ
ルイラスト入り案内文)
●受講資格 市内在住のおお
むね60歳以上で、ワード
をゆっくり習ってみたい方
●定員 10人(先着順)
※受講者には受講証を送付し

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

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 10月16日(日)
必着で、郵便はがきに「シ
ニア・ワード 講 座 受 講 希
望」と記載し 、 住 所 、 氏
名、年齢、電話番号を記入
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
南丹市情報センター「シニ
ア・ワード講座」募集係
(0771)63-1777 (月曜休
館)
622-0004 南丹市園部町
小桜町62-1

視覚障害者社会教育指導
者研修会を開催します
京都府教育委員会では、視
覚に障がいのある方の心豊か
な生活に向けての学習活動や
社会参加の促進を図るため、
年に1回、南丹市、亀岡市、
京丹波町の方々を対象とした
研修会を開催します。この研
修会は、障がいと障がいのあ
る方についての正しい理解と
認識を深める機会でもありま
す。興味のある方はご参加く
ださい。【無料】
●日時 11月1日(火)
午前10時〜午後3時
●場所 亀岡市立別院中学校
(亀岡市東別院町南掛一ノ
坪1)
●内容 生徒からの発表と交
流、運動体験、情報交流な
ど
●対象 視覚障害者団体およ
びボランティ ア 関 係 団 体
=メールアドレス

リーダーなど
●申込方法 10月14日(金)
までに電話でお申し込みく
ださい。
社会教育課
(0771)68-0057

「小手鞠るいさんとおはな
し会」
を開催します
『シナモンのおやすみ日
記』『やくそくだよ、ミュ
ウ』など、現在児童文学の執
筆に力を入れておられる小説
家小手鞠るいさんをお迎え
し、お話を伺います。

作品を通して、親子で楽し
い時間を過ごしませんか。
●日時 11月23日(水・祝)
午後2時〜
●場所 美山かやぶき美術館
●対象 小学生以上の方
●定員 50人(先着順)
●主催 南丹市教育委員会、
南丹市立図書館
●共催 南丹市青少年育成協
会
中央図書館
(0771) 68-0080

「なんたん体力測定会」の参加者を募集します
誰にでも取り組める体力測定会を開催します。60分程度でで
きる簡単な体力測定ですので、初めての方も安心して参加いただ
けます。この機会に、楽しく体力を測ってみませんか。【無料・
要申込】
●日程など

受付時間
会場
定員
午前10時、午前11
11月7日(月)
旧摩気小学校 30人
時、午後1時
美山保健福祉
11月8日(火)
午後1時、午後2時
20人
センター
午前9時30分、
11月10日(木)
八木公民館
20人
午前10時30分
胡麻基幹集落
11月11日(金)
午後1時、午後2時
20人
センター
●対象 南丹市に住民票を有する、おおむね65歳以上の方
●体力測定内容 握力、歩行速度、椅子立ち上がりなど
※できない種目は省くことができます。
※安全面への配慮のため、来場時間を指定させていただきます。
詳細については、後日はがきでご案内します。
●申込方法 10月21日(金)までに、郵便番号、住所、氏名、年
齢、生年月日、電話番号、希望会場を、電話で連絡の上、お申
し込みください。
※定員になり次第締め切ります。
●結果説明会 おおむね2週間後に同会場で測定結果の説明会を
行います(欠席の場合は結果を郵送します)。日程については、
体力測定会でご案内します。
※測定結果は、同年代の平均値と比較ができ、生活動作の能力が
一目でわかるグラフ付きの資料です。
●測定団体 NPO法人元気アップAGEプロジェクト
保健医療課
(0771)68-0016

=ホームページアドレス

日程

=郵便番号
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チャレンジ漁業体験の参
加者を募集します
定置網体験をとおして、海
や漁業について学ぶととも
に、自然の醍醐味を味わいま
す。【要申込】
●日程 11月19日(土)〜20
日(日) ※1泊2日
●場所 宿泊：京都府立青少
年海洋センタ ー 、 漁 業 体
験：宮津市大島海上
●内容 宮津市大島海上での
定置網(朝網)体験
※気象条件が悪い場合は中止
●対象 2人以上のグループ
(18歳以下は保護者同伴)
●費用 小学生6,100円、
中学生6,300円、高校生
7,600円、一般8,700円
●定員 15人(先着順)
●申込方法 10月25日(火)
〜11月8日(火)の間に、電
話でお申し込みください。
後日、参加申込書を送付し
ます。
●主催 京都府立青少年海洋
センター
京都府立青少 年 海 洋 セ ン
ター
(0772)22-0501

冬休み海外研修交流事業
の参加者を募集します
海外生活や交流体験をとお
して、国際感覚を養う事を目
的に実施します。一人で参加
される方や、はじめて海外へ
行かれる方が7割以上です。
事前研修会の仲間づくりから
サポートしますので、安心し
てご参加ください。【要申
込】
●日程 12月24日(土)〜平
成29年1月4日(水)のうち
6〜7日間
※コースにより異なります。
●内容 ホームステイ、クリ
スマス体験、文化交流など
※コースにより体験内容をお
選びいただけます。
12
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●研修国 オーストラリア、
カナダ、サイパン、フィリ
ピン、カンボジアのうちい
ずれか
●対象 小学3年生〜高校3
年生 ※コースによる
●費用 23万8千円〜42万5
千円
●定員 各コース15人
●申込期限 11月2日(水)
●その他 詳細はお問い合わ
せいただくか、資料請求ま
たはホームページでご確認
ください。
公益財団法人国際青少年研
修協会
(03)6417-9721
http://www.kskk.or.jp

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。
＜あっぱれたんぼ稲刈りイベ
ント＞【無料・要申込】
●日時 10月2日(日)
午前9時〜正午頃
●場所 公園南駐車場および
周辺の農地
●内容 種類の異なった稲で
描かれた田んぼアートの稲
刈りイベント
●申込方法 開催日までに、
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。
＜エンジョイテニス(夜の部)
＞
●日時 10月3日、17日(各
月曜日) 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
＜エンジョイテニス(昼の部)
＞
●日時 10月5日(水)
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
＜レディーススポーツデー＞
●日時 10月5日、12日、
19日、26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
＜キノコ教室＞【要申込】
●日時 10月6日(木)
午後1時30分〜4時
●場所 公園管理棟3階会議
室および園内
●内容 毒キノコの見分け方
など
●費用 500円
●定員 50人
●対象 どなたでも
●申込方法 10月5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。
＜グラウンド・ゴルフのつど
い＞
●日時 10月7日(月例大
会)、14日、21日、28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)
＜障がい者スポーツのつどい
＞
●日時 10月11日(火)
午後1時30分〜3時30分
●場所 体育館
●内容 卓球バレー、ボッ
チャ、フライングディス
ク、グラウンド・ゴルフな
ど
＜スポーツを楽しむ日＞
●日時 10月11日(火)
午後6時〜9時
●場所 体育館
●内容 バトミントン、卓
球、テニスなど
●費用 400円(当日受付)

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

＜テニス大会＞【要申込】
●日時 10月12日(水)
午前9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 10月5日(水)ま
でに、参加者 の 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。
＜太極拳教室＞
●日時 10月14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
＜天文教室＞【要申込】
●日時 10月15日(土)
午後7時〜9時
●場所 丹波天文館
●内容 月、火星、秋の星座
などを観望
●費用 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 前日までに、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。
＜ウオークラリー大会＞
【無料・要予約】
●日時 10月23日(日)
午前9時45分〜
●場所 中央広場集合
●内容 園内3kmコース
●対象 どなたでも
●申込方法 当日までに、代
表者の住所、氏名、年齢、
電話番号に加え、参加者全
員の氏名を記入の上、はが
き、FAX、Ｅメールのいず
れかでお申し 込 み く だ さ
い。
=メールアドレス

※当日受付も可能
●表彰 上位3組および特別
賞
※事前申し込みの方には参加
賞があります
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

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 10月7日(金)
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
＜よさこい①＞
●日時 10月1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 10月6日(木)
午後8時〜
●場所 美山保健福祉セン
ター

=ホームページアドレス

=郵便番号

＜グラウンドゴルフ①＞
●日時 10月12日(水)
午後1時〜
●場所 交流ひろば八ヶ峰
＜グラウンドゴルフ②＞
●日時 10月14日(金)
午前9時〜
●場所 棚グラウンドゴルフ
場
＜インディアカ①＞
●日時 10月14日(金)
午後8時〜
●場所 美山小学校
＜ソフトバレーボール＞
●日時 10月14日(金)
午後8時〜
●場所 旧平屋小学校
＜よさこい②＞
●日時 10月15日(土)
午後8時〜
●場所 旧平屋小学校
＜エアロビクスとヨガ②＞
●日時 10月20日(木)
午後8時〜
●場所 美 山 保 健 福 祉 セ ン
ター
＜ウオーク＞
●日時 10月22日(土)
午前9時〜
●場所 知井会館前集合
＜インディアカ②＞
●日時 10月26日(水)
午後8時〜
●場所 旧鶴ヶ岡小学校
＜バドミントン＞
●日時 10月31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。
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
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京都丹波高原国定公園の魅力
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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。

◇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。

