発

行

第２５９号
平成28年
10月28日発行
http://www.city.nantan.kyoto.jp/

目

次

(ページ)

・お知らせ(1〜3)
・人材募集(3)
・相談会(3〜4)
・子育て支援(5)
・子育て支援(催し)(5〜7)
・催し(7〜12)
・八木地域情報(12)
・美山地域情報(12)
・日吉地域・美山地域情報(13)
・なんたんテレビ番組表(14)

お知らせ
秋季全国火災予防運動の
実施について
火災が発生しやすい時季を
迎えるにあたり、予防意識の
啓発を図り、火災の発生を防
止し、事故や財産の損失を防
ぐことを目的に実施します。
●期間 11月9日(水)〜15
日(火)
●統一標語 「消しましょう
その火その時 そ の 場 所
で」
●重点目標
①住宅防火対策の推進
②放火火災予防対策の推進
③林野火災予防対策の推進
●主な取り組み
①消防車などによる防火啓発
パレードの実施(13日(日)
午前中)
②消防団員による防火訪問、
啓発チラシの配布など
③啓発サイレンの吹鳴(期間
中午後9時)信号符1分間
【総合問合せ窓口】

長符一声(美山地域は15日
(火)のみ)
※火災とお間違いのないよう
にお願いします。
＜住宅防火 いのちを守る−
3つの習慣・4つの対策—＞
●3つの習慣
・寝たばこは、絶対やめる
・ストーブは、燃えやすいも
のから離れた位置で使用す
る
・ガスコンロなどのそばを離
れるときは、必ず火を消す
●4つの対策
・逃げ遅れを防ぐために、住
宅用火災警報器を設置する
・寝具、衣類およびカーテン
からの火災を防ぐために、
防炎品を使用する
・火災を小さいうちに消すた
めに、住宅用消火器などを
設置する
・お年寄りや身体の不自由な
方を守るために、隣近所の
協力体制をつくる
総務課
(0771)68-0002

子宮頸がん検診は１２月
末までです
子宮頸がん検診の受診がま
だの方は、今からでも受け付
けしますのでお申し込みくだ
さい。
●対象 南丹市に住民票を有
する20歳以上の女性
●実施期間 12月31日(土)
まで
※医療機関によって診察日が
異なりますので、医療機関
にご確認ください。
●実施場所 京都府内の指定
医療機関
●自己負担金 500円(年度
末時点で70歳以上の方お
よびクーポン券をお持ちの
方は無料)
●申込方法 事前に電話でお
申し込みください。
保健医療課
(0771)68-0016

日吉町観光協会事務所移
転のお知らせ
日吉町観光協会の事務所
を、10月3日(月)からJR日吉
駅構内に移転しました。
新事務所では、観光案内や
特産品の販売なども始めてい
ますのでご利用ください。
日吉町観光協会
(0771)72-0196
629-0341 南丹市日吉町
保野田市野1-4

(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653
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労働保険の成立手続きは
お済みですか

南丹市競争入札参加資格審査申請の受付について
南丹市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等業
務、物品・役務などに係る競争入札(または見積りによる調達)に
参加を希望される方は、入札参加資格審査申請書を提出してくだ
さい。
●受付期間 11月1日(火)〜30日(水) ※土・日・祝日を除く
午前9時〜正午、午後1時〜5時
※郵送の場合は、11月30日(水)の消印有効。
●提出書類 市ホームページ「事業者の方へ」の「入札・契約情
報」から入手してください。
●提出部数 1部
●提出方法 要領記載の書類を上から順に重ねたものをとじて、
持参または郵送で監理課まで提出してください。
●有効期間 平成29年4月1日〜平成31年3月31日(2年間)
※測量・建設コンサルタント等業務、物品・役務などについて
は、平成29年4月1日〜平成30年3月31日まで(1年間)
●その他 測量・建設コンサルタント等業務、物品・役務などに
ついては、平成28・29年度の定期受付が平成27年11月に終
了しており、今回はその申請漏れまたは業種の追加などを対象
としています。既に申請済みもしくは変更がない場合は、追加
申請は不要です。
＜申請できない者＞
●建設工事
①建設業法第3条の規定による国土交通大臣または都道府県知事
の許可を受けていない者
②建設業法第27条の23に規定する経営に関する客観的事項の審
査を受け、かつ総合評定値(P点)の通知を受けていない者
※当該資格審査申請日の1年7カ月前までの間の決算日を審査基
準日とする最新のもの。
③南丹市が発注した建設工事に関係する債務を履行していない者
●測量・建設コンサルタント等業務
①測量法、建築士法などの規定による登録を受けていない者
②南丹市が発注した測量等業務に関係する債務を履行していない
者
●物品・役務など
①営業に関し、許可、認可などを必要とする場合において、これ
を得ていない者
●共通事項
①成年被後見人および被保佐人ならびに破産者で復権を得ない者
②市税、消費税および地方消費税を滞納している者
③資格審査申請書およびその添付書類に故意に虚偽の事実を記載
した者
④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法
律第77号)第2条第2号に規定する暴力団もしくはその関係者
が経営している者または暴力団などが経営に実質的に関与して
いる者、および暴力団などに対する資金などの供給または便宜
の供与を行っている者など。
監理課
(0771)68-0086
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11月は「労働保険適用促
進強化期間」です。
労働保険とは、労働(通勤)
災害や失業などが発生した際
に、保険給付などを行うこと
により、労働者の福祉の増進
を図る制度です。
労働保険は政府が管理、運
営している強制保険で、原則
として、労働者を一人でも
雇っている場合は労働保険の
適用事業所となり、事業主は
成立手続き(加入手続き)を行
わなければなりません。
ご相談は、最寄りの労働基
準監督署や公共職業安定所で
もお聞きしています。
京都労働局労働保険徴収課
(075)241-3213

=申込・問合せ先

１１月９日は「１１９
番の日」です
11月9日は、「119番の
日」です。消防に対する正
しい理解と認識を深め、地
域ぐるみの防災体制の確立
に資することを目的として
定められました。
消防は、住民の皆さんか
らの119番通報によって、
1分1秒を争って災害現場
に出動し、災害活動を行い
ます。
消防車や救急車を呼ぶ
ときの緊急電話番号「119
番」。皆さんの正しい119
番通報が、迅速、的確な消
防・救急活動につながりま
す。

=電話番号

=FAX番号

住宅用太陽光発電システム設置補助金について
地球温暖化防止を推進するとともに、災害などによる停電時で
も対応できる自立型エネルギーの普及を図るため、太陽光発電設
備と蓄電設備を同時に設置した方を対象に補助金を交付します。
●対象 南丹市に住民票を有し、次のいずれかの要件に該当する
個人
・市内の自らが居住する住宅に住宅用太陽光発電設備と住宅用蓄
電設備を同時に設置し、電力会社と電力需給契約を締結した方
・住宅用太陽光発電設備と住宅用蓄電設備が設置された新築住宅
を自らが居住するために購入し、電力会社と電力需給契約を締
結した方
●対象設備
①住宅用太陽光発電設備：住宅の屋根などに設置に適した太陽光
発電システムを低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、公称
最大出力の合計値が1kW以上のもの
②住宅用蓄電設備：蓄電容量が1kWh以上のもの
※平成28年4月1日以降に設置された設備に限る(新築住宅購入
の場合は、同日以降に住宅を購入された場合に限る)。
●補助金額
①住宅用太陽光発電設備：1kW当たり1万1千円(上限4万4千円)
②住宅用蓄電設備：1kWh当たり5万5千円(上限33万円)
●申請方法 平成29年2月10日(金)までに、補助金交付申請書
(設置済みの場合は補助金完了報告書も同時に提出)、住民票の
写し、設置状況が確認できる写真、設備の規格などが確認でき
る書類(保証書の写しなど)、電力会社との電力需給契約の締結
が確認できる書類、領収書など(写し)、工事費用の明細が記載
された書類(写し)をご提出ください。
※補助金交付申請書は、市民環境課および各支所市民生活課に備
え付けているほか、市ホームページからもダウンロードできま
す。
※詳細はお問い合わせください。
市民環境課
(0771)68-0005

人材募集
自衛官候補生などの募集について
自衛官候補生および高等工科学校生徒を募集します。
＜自衛官候補生(男子)＞
●受付 年間を通じて実施
●試験日 受付時にお知らせします。
＜高等工科学校生徒(推薦)＞
●受付期限 12月2日(金)
●試験日 平成29年1月7日(土)〜9日(月)のいずれか1日
＜高等工科学校生徒(一般)＞
●受付期限 平成29年1月6日(金)
●試験日 平成29年1月21日(土)
=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

＜受付など＞
募集資格や受付などの詳細
は、お問い合わせいただく
か、ホームページでご確認く
ださい。
防衛省自衛隊亀岡募集案内
所
(0771)24-4170
http://www.mod.go.jp/
pco/kyoto/

相談会
「行政書士による無料相
談会」
の開催について
相続、遺言、成年後見、農
地など不動産の売買、賃貸、
各種許認可手続きなどでお困
りやお悩みの方、まちの身近
な行政書士が相談に応じま
す。【無料】
●日時 11月9日(水)
午後1時〜4時
●場所 八木公民館1階和室
●主催 京都府行政書士会第
3支部
京都府行政書士会第3支部
(075)311-5010

「調停相談」開設のお知
らせ
●日時 11月11日(金)
午前10時〜午後3時(受
付：午後2時45分まで)
●場所 国際交流会館2階第
3研修室
●相談内容 交通事故、土地
建物、金銭、家庭問題など
●相談員 弁護士、調停委員
●主催 園部調停協会ほか
※無料、予約不要、秘密厳守
園部簡易裁判所
(0771)62-0237
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出張がん個別相談会のお
知らせ
がんに関わるさまざまな相
談をお受けする窓口として、
南丹保健所で出張個別相談会
を行います。【無料・要申
込】
●日程 11 月15日、12月
20日(各火曜日)
●時間 いずれも午後１時〜
３時30分
●場所 南丹保健所
●相談員 保健師および看護
師
●申込方法 相談会前日の午
後4時までに、電話でお申
し込みください。
※出張相談以外に、がん総合
相談支援センターでは通常
相談(電話および対面)も実
施しています。月〜金(祝
日、年末年始を除く)の午
前9時〜正午、午後1時〜4
時
京都府がん総合相談支援セ
ンター
(0120)078-394

「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
事の相談に応じます。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 11月15日(火) 午後
1時30分〜3時30分
●場所 地域活動支援セン
ター陽だまり(園部町本町)
●申込方法 11月14日(月)
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
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１１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
11月19日(土)
11月22日(火)

時間

場所
そよかぜ美山
そよかぜ日吉(おいで家)
午後1時
園部まごころステーション
11月25日(金)
〜3時 陽だまり
11月28日(月)
そよかぜ八木
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

多重債務無料法律相談の
ご案内
（京都市内）

多重債務無料法律相談の
ご案内
（南丹市内）

借金の返済でお悩みの方を
対象に、弁護士、司法書士お
よび相談員が相談に応じま
す。【無料・要申込】
●日時 11月17日(木)
午前10時〜午後3時
●場所 近畿財務局京都財務
事務所(京都市左京区丸太
町川端東入ル東丸太町)
●申込方法 事前に電話でお
申し込みください。
近畿財務局京都財務事務所
総務課
(075)752-1417

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。まずはお問い合わせ
ください。【無料・要申込】
●日時 11月22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 11月21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

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

子育て支援

子育て支援（催し）

南丹市ファミリー・サポート・センター講習会のご案内
＜平成28年度第2回まかせて会員講習会＞
南丹市ファミリー・サポート・センターは、子育ての援助をし
たい人(まかせて会員)と、子育ての援助を受けたい人(おねがい
会員)が相互援助を行う会員組織です。
現在、保育所の送迎など、空いている時間に少しでも援助でき
る「まかせて会員」を募集しています。なお「まかせて会員」に
は、安全に活動していただくため、9講座15時間の「まかせて会
員講習会」を受講していただく必要があります。
●日程など
日程

時間

午前9時〜10時30分
12月2日
(金)

午前10時30分〜正午
午後1時〜2時30分
午後2時30分〜4時
午前9時〜10時

12月9日

午前10時〜11時

(金)

午前11時〜正午
午後1時〜4時

12月15日
(木)

午前9時〜正午

講座内容
まかせて会員として活動
するために
発達障がいについて
子どもの病気について
子どもの事故と予防につ
いて
子どもの権利(人権)に関
すること
児童虐待について
南丹市の子育て支援につ
いて
緊急時対策と応急処置に
ついて(救急救命講習)
保育実習(子どもの発達
と生活習慣について、子
どもの遊びについて)

●場所 八木公民館
※12月15日(木)の保育実習は、八木東幼児学園で行います。
※集合場所などは、後日お知らせします。
●申込方法 11月18日(金)までに、問い合わせ先に来所いただ
くか、電話でお申し込みください。
※講習は、数回に分けて受講していただいても構いません。
●その他 託児を行います(無料)。ご希望の方は、申し込み時に
必ずお伝えください。詳細は別途連絡します。
＜おねがい会員を募集しています＞
もしものときのために、登録だけでもしていただけます。
●利用時間 午前7時〜午後8時(12月29日〜1月3日を除く)
●利用料金 平日：1時間あたり700円
土・日・祝日：1時間あたり800円
※詳細はお問い合わせください。
子育て支援課
(0771)68-0017
南丹市ファミリー・サポート・センター(南丹市社会福祉協議
会本所内)
(0771)72-3220

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

「みんなおいでよ−！」
を開
催します
101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 11月10日(木)
午前9時30〜正午
●集合場所 八木支所3階子
育て支援ルーム
※集合後、八木公民館へ移動
します。
●内容 料理教室(家庭でで
きるミニフランス料理を作
ります)
講師：ANAクラウンプラ
ザホテル シェフ 佐野公
治先生
●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、
エプロン、タオル、お茶な
ど
●参加費 500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
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子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」(１１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
「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。
＜手芸カフェ＞
手芸が初めての方でも大丈
夫です。みんなで楽しくお
しゃべりしながら手芸しませ
んか。キットを用意してお待
ちしています。
●日時 11月7日(月)
午前10時30分〜正午
●場所 コミュニティスペー
ス「気になる木JUJU」
●定員 7組(先着順)
●参加費 300円
※キットが必要な方は、材料
費250円が必要です。
※託児が必要な方は、託児代
300円が必要です。
＜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
6

平成28年
（2016年）10月28日発行

＜美山ひろば＞
●日時 毎週木曜日の午前
10時〜午後3時30分(祝日
除く)
●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(祝日除く)
●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
＜託児付き講座「外カフェ」
＞
ゆっくりお茶を飲みなが
ら、みんなでおしゃべりして
楽しいひと時を過ごしましょ
う。
●日程 美山ひろば：11月
10日(木)、八木ひろば：
11月14日(月)、日吉ひろ
ば：11月15日(火)、園部
ひろば：11月17日(木)
●時間 いずれも10時30分
〜正午
●参加費 300円
●定員 7組(先着順)
＜おめでとうの日＞
ひろばに来ているみんな
で、10月、11月、12月生ま
れのお友達のお誕生日をお祝
いします。
●日程 美山ひろば：11月
24日(木)、日吉ひろば：
11月29日(火)、八木ひろ
ば：11月30日(水)、園部
ひろば：12月1日(木)
●時間 いずれも午前10時
30分〜正午
●内容 うた、読み聞かせ、
写真入りお誕生日カード作
りなど
NPO法人グローアップ
080-3857-8119

子育て応援講演会を開催
します
子育てに悩みや不安はつき
ものです。子育ての不安を少
しでも解消し、子育てを応援
することを目的に講演会を開
催します。【無料・申込不
要】
●日時 11月27日(日)
午後1時30分〜4時(予定)
●場所 国際交流会館イベン
トホール
●内容 講演
・第１部：「ストップ・ザ・
虐待」〜みんなで育てよう
地域の子どもたち〜
講師 落語家 笑福亭松枝
氏
・第２部：「私が私でよかっ
たと思える生き方」
講師 僧侶・アナウンサー
川村妙慶 氏
・展示：子育て支援団体活動
内容、フィンランド育児
パッケージ
・オレンジリボンキャン
ペーンによるライトアッ
プ：11月26日(土)と27日
(日)、国際交流会館をオレ
ンジ色にライトアップ
●定員 200人
●保育ルーム 10人(先着
順)
※託児対象は1歳〜3歳、希
望者は、11月16日(水)ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。
●主催 南丹市、南丹保健所
子育て支援課
(0771)68-0017
南丹保健所福祉室
(0771)62-0631

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

Ｘｍａｓ会へのお誘い
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
を目的として開催します。
【無料・要申込】
●日時 11月27日(日)
午後1時30分〜3時頃(開
場：午後1時)
●場所 日吉町生涯学習セン
ター
※園部・八木については、送
迎バスを用意しますので、
ご利用の方は申し込み時に
ご連絡ください。
●内容 夢のひこうせんによ
る催しがあります。プレゼ
ントもあります。
●申込方法 11月11日(金)
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(問合せ先
に備え付け)に必要事項を
記入の上、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

多胎育児家庭のつどいを
開催します
多胎育児中の皆さん、悩み
や不安はありませんか。子育
てについて話したり聞いたり
して、共感できる仲間づくり
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】
●日時 11月27日(日)
午前10時〜正午(受付：午
前9時45分)
=メールアドレス

●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 「岡本助産師を囲ん
での座談会＆交流会」
●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。
子育てすこやかセンター
(0771)68-0082

「寄せ植え講習会」
を開催
します
市内在住のひとり親家庭・
寡婦の方を対象に、皆さんの
交流と生活支援を目的として
開催します。【要申込】
●日時 12月18日(日)
午前10時〜正午
●場所 日吉町生涯学習セン
ター
※園部・八木については、送
迎バスを用意しますので、
ご利用の方は申し込み時に
ご連絡ください。
●参加費 500円(1人あた
り)
●申込方法 11月25日(金)
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。会員外の方
は、申込用紙(問合せ先に
備え付け)に必要事項を記
入の上、お申し込みくださ
い。
●その他 持ち物は特に必要
ありませんが、当日は屋外
での作業となりますので、
暖かい服装でお越しくださ
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

=ホームページアドレス

=郵便番号

催し
文化博物館秋季特別展を
開催します
文化博物館秋季特別展「秋
野不矩展〜創造の美〜」を開
催します。
●開催期間 11月27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
●内容 秋野不矩(あきのふ
く 1908〜2001年)は、明
治末期から平成期までの長
きにわたり、日本画家とし
て活躍しました。本展は、市
制施行10周年を記念して、
不矩の初期から晩年に至る
作品およびその素描画など
約40点を展覧します。
●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
南丹市立文化博物館
(0771)68-0081

「まちの保健室」開設のお
知らせ
明治国際医療大学看護教員
による健康相談および健康づ
くりサロン
「まちの保健室」
を
開設します。お気軽にご利用く
ださい。
【無料・申込不要】
●日程・内容
・11月1日(火)：認知症予防
相談と健康すごろくゲーム
など
・11月15日(火)：快眠のた
めの相談とリラクセーショ
ン体験
・12月7日(水)：健康相談
(サプリメント、健康食品
に関することなど)
●時間 いずれも午後1時30
分〜3時
《裏面に続く》
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●場所 いきいきオアシス日
吉コミュニティルーム(JR
明治鍼灸大学駅前の薬局・
コンビニなどの複合施設)
明治国際医療大学看護学部
地域保健看護学講座
(0771)72-1182

「知って得する介護教室」
を開催します
●日程 11月5日 (土)
●時間 午後1時30分〜3時
※無料送迎有り
●場所 アイリス福祉会1階
地域交流多国山ホール
●内容 介護予防に係る講座
(クイズ、体操、童謡サーク
ル合唱、施設食試食など)
アイリス福祉会業務課
(0771)43-0228

２０１６氷室の郷
「収穫まつ
り」
を開催します
●日時 11月6日(日)
午前10時〜午後3時
●場所 氷室の郷
※雨天時はホールで開催
●内容
・イベント：ふるまい餅、食
味分析計で新 米 チ ェ ッ ク
(玄米を0.5合ご持参くださ
い)、ジャンボかぼちゃ重
さ当てクイズなど
・舞台披露：和太鼓の演奏、
京都八木よさこい、八木中
学校吹奏楽部による演奏披
露、チアダン ス チ ェ リ ー
ズ、交通安全ソング披露と
交通教室
・体感コーナー：「かかし」
展示、片足耐久競技、
しめ縄
作り体験入門編(有料)など
・美味しいコーナー：よもぎ
だんご、焼き そ ば 、 う ど
ん、たこ焼きなど
・わんぱくアースDAY塗り
絵入選作品の発表
八木農村環境公園「氷室の
郷」(月曜休み)
(0771)43-1128
8
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「山里の記憶」
伝承教室の
参加者を募集します
美山町鶴ヶ岡地区に今なお
伝わる暮らしの知恵、匠の技
を学んでみませんか。
＜栃もち＞
「栃へし」という栃もちづ
くりの工程を学び、杵つきで
栃もちをつくります。栃もち
の予約販売も受け付けます。
●日時 11月6日(日) 午前9
時30分〜午後0時30分
●場所 栃の里加工所(美山
町高野)
●持ち物 マスク、タオル、
お茶
●参加費 1,000円(鶴ヶ岡
住民は500円)
●申込方法 11月2日(水)ま
でに、氏名、生年月日、連
絡のつく電話番号を、電話
またはFAXで連絡の上、お
申し込みください。

＜しめ縄＞
伏見稲荷大社の大しめ縄を
つくる達人たちから、しめ縄
づくりを教わります。
●日時 11月20日(日)
午前9時〜午後5時 (予定)
●場所 旧鶴ヶ岡小学校(美
山町鶴ヶ岡)
●持ち物 ペンチ、ハサミ、
弁当
●参加費 1,000円(鶴ヶ岡
住民は500円)
●申込方法 11月16日(水)
までに、氏名、生年月日、
連絡のつく電話番号を、電
話またはFAXで連絡の上、
お申し込みください。
鶴ヶ岡振興会
(0771)76-9020
(0771)76-9021

第４２回南丹市園部町文化祭を開催します
（出演の部追加）
前回お知らせしたとおり、今年の南丹市園部町文化祭出演の部
のメインプログラムは、おいで〜なかわべ(旧川辺小学校)で開催
しますが、11月12日(土)以降はその他の会場で開催します。お
誘い合わせの上、ぜひご来場ください。【無料・申込不要】
日程
場所
11月12日(土)
国際交流会館
午後2時〜4時
11月13日(日)
国際交流会館
午後1時〜5時
11月19日(土)
園部公民館
午後1時〜5時
11月20日(日) 午前
国際交流会館
10時30分〜午後5時
園部町文化協会事務局(園部公民館内)
(0771)63-5820(月・祝日休館)

=申込・問合せ先

出演団体
御幸会(舞踊)
カラオケサークル「公
孫樹」
丹波史談会(研究発表)
園部カラオケ同好会
「園歌」

=電話番号

=FAX番号

南丹市グループワーク事
業のお知らせ

第２８回大野ダムもみじ祭
りを開催します

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 11月10日(木)
午後1時30分〜3時
●場所 はーとぴあ日吉
●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

森の京都博の一環として開
催します。地元特産品や新鮮
野菜、各種イベントととも
に、秋の美山・大野ダム公園
をお楽しみください。
●日程 11月12日(土)〜13
日(日)
●場所 美山町大野ダム公園
●内容 虹の湖マーケット
(地元野菜、加工品販売)、
太鼓演奏、園部吹奏楽団、
ふるまい鍋、じゃんけん大
会、ミニ電車の乗車体験な
ど
※イベントなどの詳細は、チ
ラシ、ポスター、ホーム
ページ、Facebookでご確
認いただくか、電話または
Eメールでお問い合わせく
ださい。
●後援 南丹市
大野振興会
(0771)75-9110
oonoshinkoukai@kyoto.
zaq.jp

八木町神吉
「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。八木町神吉地域のゆっ
たりと流れる時間の中で、楽
しいひとときを過ごしません
か。
●日時 11月12日(土)
午前10時〜午後2時
●場所 八木神吉自治振興会
館前広場(旧神吉小学校横)
※雨天時は神吉自治振興会館
内
●内容 野菜、巻き(鯖)寿
司、手作り弁当、パン、う
どん、たこ焼き、駄菓子、
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。
●イベント ストレッチ教室
【無料】午後0時30分〜
●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

=メールアドレス

「第１０回南丹市ボランティ
ア交流会」
を開催します
南丹市におけるボランティ
ア活動の振興と親睦を目的に
開催します。ボランティア活
動をしている方だけでなく、
これからしてみたいと思って
いる方や興味のある方はどな
たでもお越しください。【無
料・要申込】
●日時 11月18日(金)
午前11時開場・受付
ステージ発表：午後1時〜
3時30分
●場所 氷室の郷
●内容 ボランティアグルー
プのポスター・作品展示、
4町ボランティアによるス
テージ発表
※昼休憩時間に「城山共同作
業所」「グループかりん」
「あじさい園」の出店があ

=ホームページアドレス

=郵便番号

ります。
●申込方法 11月11日(金)
までに、電話でお申し込み
ください。
※昼食(弁当)が必要な方は、
申し込みの際にお伝えくだ
さい。(昼食は有料)
●主催 園部町ボランティア
連絡協議会、八木町ボラン
ティア連絡協議会、日吉町
ボランティア連絡協議会、
美山町ボランティア連絡協
議会、南丹市社会福祉協議
会ボランティアバンク運営
委員会
●後援 南丹市
南丹市社会福祉協議会地域
福祉課
支所
園部(0771)62-4125
八木(0771)42-5480
日吉(0771)72-0947
美山(0771)75-0020
本所(0771)72-3220

陶芸教室を開催します
旧五ケ荘小学校で、陶芸教
室を開催します。
●日時 11月20日(日)
午後1時〜4時
●場所 旧五ケ荘小学校
●講師 長元宏 氏
●定員 20人(先着順)
●参加費 2,000円
●申込方法 11月11日(金)
までに、電話でお申し込み
ください。
●その他 完成した作品は展
示会終了後お渡しします。
※この事業は「南丹市市民提
案型まちづくり活動支援交
付金事業」を活用していま
す。
住みよいむらづくり協議会
(0771)73-0605
090-3164-7659
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環境ウオーキング（大野
ダム周辺）
の参加者募集

「つながろう女性の輪」
のご案内
市内女性団体のつながりを緩やかにつくっていくために、南丹
市女性会34回きさらぎフェアー、女性の館文化祭を同時開催で
実施します。
●日時 11月19日(土) 午前9時〜午後5時
●場所 国際交流会館
●内容など
会場

時間
内容
午 前 9 時 〜 午 手作り作品の展示、ロビーにて販
売・喫茶コーナー
イベント 後5時
ホール
午前10時〜午 フラワーアレンジメント体験講座
後1時
(300円)
午 前 9 時 〜 午 ロビーにて手作り作品と市内で活躍
後4時30分
する女性の活動紹介パネル展示
コスモ
ホール
午後1時30分 アコースティックユニット「マリオ
〜3時30分
ネット」コンサート
●その他 託児ルームサービスを3階和室で実施します(午後1時
〜4時)。ご希望の方は電話で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付金」を
活用しています。
南丹市女性会事務局(園部公民館内)(月・祝休館)
(0771)63-5820

「南丹市園部女性の館」
文
化祭を開催します
女性の館の活動で身に付け
た技術を生かして作成した、
世界に一つだけの手作り作品
を展示、販売します。また、
体験講座も実施しますのでご
参加ください。なお、南丹
市女性会34回きさらぎフェ
アーを同日開催します。
●日時 11月19日(土)
午前9時〜午後5時
●場所 国際交流会館1階
イベントホール、ロビー
●内容
・展示作品：フラワーアレン
ジメント、クレイアート、
グラスアート、冠句、着物
リフォーム、 和 布 、 小 物
バック、さを り 織 り 、 書
道、押し花、貼り絵、布遊
びのうさぎ、編み物、水彩
画、花筐、生け花、陶芸、
山野草(こけ玉)、南丹市女
性会作品
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・体験講座：フラワーアレン
ジメント(運営協力金300
円、午前10時〜)
※材料が無くなり次第終了し
ます。
・手づくり作品販売の部：着
物リフォーム、クレイアー
ト、リフォーム小物、さを
り織り、手づくり小物
・食の部：コーヒー(挽きた
て)、ケーキ、パン、ピ
ザ、饅頭、寿司、炊き込み
ご飯 ほか
・その他：つながろう女性
の輪「マリオネット」コ
ンサート(南丹市女性会主
催、午後1時30分〜3時30
分、コスモホール)
南丹市園部女性の館運営委
員会(南丹市園部女性の館
内)
(0771)63-2986

大野ダム周辺には多目的広
場や散策路などが整備されて
います。豊かな自然に囲まれ
たダム湖(虹の湖)周辺を散策
し、身近な自然を満喫しませ
んか。【無料・要申込】
●日時 11月20日(日)
午前9時30分〜午後3時
※少雨決行
●コース 大野ダム(徒歩)→
向山(バス)→肱谷(徒歩)→
大野振興会
●送迎 八木支所(午前8時
発)、市役所駐車場(午前8
時20分発)、日吉支所(午
前８時40分発)、美山支所
(午前9時10分発)で大野ダ
ムへの送迎バスを用意しま
す。
●対象 元気に1人で10km
以上歩ける方
●持ち物 弁当、飲み物、敷
物、保険証の写し、タオ
ル、帽子、雨具(雨天時)
※当日は歩きやすい服装と履
きなれた靴でお越しくださ
い。
●申込方法 11月11日(金)
までに、住所、氏名、生年
月日、性別、電話番号、集
合場所(八木支所、市役所
駐車場、日吉支所、美山
支所のいずれか)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。
●主催 南丹市の環境を守り
育てる会
市民環境課
(0771)68-0005
(0771)63-0653
shimin@city.nantan.kyo
to.jp
622-8651 南丹市園部町
小桜町47番地

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

クアスポオープンキャンパスの参加者を募集します
クアスポオープンキャンパスを体験してみませんか。
【要申込】
●日程 11月26日(土)
●内容など

内容
時間
定員(先着順)
篆刻(てんこく)
午後1時30分〜
10人
仏画
午後1時30分〜
5人
押し花
午前10時〜、午後1時〜 各10人
筆ペン
午後1時〜
10人
チョークアート
午前10時〜正午
5人
クリスマスを生ける 午前10時〜
20人
●場所 クアスポくちたん(京都府立口丹波勤労者福祉会館)
●費用 各500円(材料費)
●申込方法 事前に住所、氏名、電話番号を、来館または電話、
FAX、Eメールのいずれかで連絡の上、お申し込みください。
●主催 NPO法人八木町スポーツ協会
●後援 南丹市教育委員会
NPO法人八木町スポーツ協会(口丹波勤労者福祉会館内)
(0771)42-5484
(0771)42-5684
fualx504@cans.zaq.ne.jp

「差別をしない社会づくり
に向けて」
講演会を開催

「木こり体験」の参加者を
募集します

人権に関する学習の機会を
通じ、市民の人権感覚の高揚
を図ることを目的として、人
権教育講座を開催していま
す。本年度第3講は「同和問
題」をテーマに講演いただき
ます。【無料・申込不要】
●日時 11月22日(火)
午後7時30分〜午後9時
●場所 国際交流会館イベン
トホール
●主催 南丹市教育委員会、
南丹市人権教育・啓発推進
協議会
●演題 「差別をしない社会
づくりに向けて−部落差別
を中心に−」
●講師 関西大学人権問題研
究室 委嘱研究員 宮前千
雅子 氏
●その他 手話通訳、要約筆
記あります
社会教育課
(0771)68-0057

講師は、それぞれの思いで
移住を決め、それぞれの思
いで山に入る「現代の木こ
り」。山仕事だけでなく、田
舎の暮らしのことも聞いてみ
ましょう。【要申込】
●日時 11月27日(日)
午前9時30分〜午後4時
●集合場所 ムラの駅たなせ
ん(美山町鶴ヶ岡)
●内容 間伐(伐倒)、玉切
り、植栽(クヌギ)、獣害防
止用具設置
●参加費 4,000円(ランチ
付き、保険代含む、小学生
以下は半額)
●申込方法 11月22日(火)
までに、氏名、生年月日、
連絡のつく電話番号を、電
話またはFAXで連絡の上、
お申し込みください。
鶴ヶ岡振興会
(0771)76-9020
(0771)76-9021

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

南丹市健康講座を開催し
ます
呼吸器疾患の専門医から喫
煙者の気持ちや卒煙までのス
テップをわかりやすくお話し
いただきます。喫煙者の方や
ご家族、たばこについて興味
のある方もぜひご参加くださ
い。【無料・要申込】
●日時 12月8日(木)
午後1時30分〜3時(受
付：午後1時)
●場所 園部公民館3階大研
修室
●内容 講演会「呼吸器疾患
とたばこのお話—やめたい
気持ちやめたくない気持ち
どちらが本心!?—」
●講師 土井内科医院院長
土井たかし 氏
●対象 南丹市民
●定員 50人
●申込方法 11月25日(金)
までに、電話または窓口で
お申し込みください。
保健医療課
(0771)68-0016

丹波自然運動公園からお
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。
＜エンジョイテニス(夜の部)
＞
●日時 11月7日、21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
＜障がい者スポーツのつどい
＞
●日時 11月8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
●費用 無料(当日受付)
《裏面へ続く》
第25９号
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＜レディーススポーツデー＞
●日時 11月9日、16日、
30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
＜グラウンド・ゴルフのつど
い＞
●日時 11月11日(月例大
会)、18日、25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)
＜ガーデニング教室＞【要申
込】
●日時 11月27日(日)
午後2時〜4時
●場所 公園管理棟ピロティ
(予定)
●内容 クリスマスの寄せ植
え
●費用 2,500円
●定員 30人
●申込方法 11月24日(木)
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。
丹波自然運動公園
(0771)82-0560
(0771)82-0480
kouen@kyoto-tanbapar
k.or.jp
622-0232 京丹波町曽根
崩下代110-7

八木地域情報
「防火グラウンドゴルフ交
流会」
のお知らせ
交流会を通じて、防火・防
災の知識を身に付けていただ
くとともに、相互の親睦と健
康増進を図ることを目的に開
催します。
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●日時 11月21日(月)
午前9時〜正午(受付：午
前9時15分)
●場所 大堰川緑地公園運動
公園グラウンド(八木町西
田)
●内容 第1部：防火・防災
コーナー(消防○×クイズ)
午前9時45分〜10時15
分、第2部：グラウンドゴ
ルフ競技 午前10時25分〜
11時40分
●持ち物 クラブ、ボール
●定員 100人(先着順)
●申込方法 11月11日(金)
までに、住所、氏名、年
齢、性別、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。
※八木町グラウンドゴルフ協
会員の方は、協会事務局へ
直接お申し込みください。
●協賛 八木町グラウンドゴ
ルフ協会
園部消防署八木出張所
(0771)42-3119
(0771)42-2119

美山地域情報
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 11月5日(土)
午後8時〜
●場所 旧平屋小学校
＜剣道＞
●日時 11月8日(火) 午後6
時30分〜(少年の部)、午
後7時30分〜(青年の部)
●場所 美山中学校
＜エアロビクスとヨガ①＞
●日時 11月10日(木)
午後8時〜

●場所 美山保健福祉セン
ター
＜インディアカ①＞
●日時 11月10日(木)
午後8時〜
●場所 旧大野小学校
＜ソフトバレーボール＞
●日時 11月11日(金)
午後8時〜
●場所 旧鶴ヶ岡小学校
＜ウオーク＞
●日時 11月13日(日)
午前9時〜
●場所 大野ダムビジターセ
ンター前集合
＜太鼓①＞
●日時 11月14日(月)
午後8時〜
●場所 旧鶴ヶ岡小学校
＜よさこい②＞
●日時 11月19日(土)
午後8時〜
●場所 旧平屋小学校
＜インディアカ②＞
●日時 11月22日(火)
午後8時〜
●場所 旧知井小学校
＜親子リトミック＞
●日時 11月24日(木)
午前10時〜
●場所 美山保健福祉セン
ター
＜エアロビクスとヨガ②＞
●日時 11月24日(木)
午後8時〜
●場所 美山保健福祉セン
ター
＜太鼓②＞
●日時 11月28日(月)
午後8時〜
●場所 旧鶴ヶ岡小学校
＜バドミントン＞
●日時 11月28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

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

090-8571-7125(クラブマネージャ)
社会教育課美山担当
(0771)68-0044

平成２８年度「除雪委託事
業者」
を募集します

日吉地域・美山地域情報
平成２８年度
「高齢者等除雪対策事業」
のお知らせ
自力での除雪が困難な高齢者世帯などに対して、除雪に要する
経費の一部を支援します。除雪の支援を希望される方は、申請書に
居住する区域の民生児童委員の意見を付けて申請してください。
なお、除雪委託事業者の体制(人員の都合など)により、利用者登
録ができない場合がありますので、了承の上、申請してください。
●対象 日吉地域および美山地域在住で、次の①〜③のいずれか
に該当する方
①6５歳以上の高齢者のみで構成されている世帯
②母子世帯
③障害者(身体障害者手帳1〜4級、療育手帳、精神障害者保健福
祉手帳の交付を受けた者)を含む世帯
●支援内容 南丹市内における次の除雪作業を、高齢者世帯など
からの依頼に基づき委託事業者が行います。なお、当該集落に
除雪車が出動した場合を対象事象とします。
①住居敷地内の除雪作業
※｢住居｣とは、実際に居住のため使用されている人家とし、主に車
庫や倉庫などとして使用されている建物は除きます。
※｢住居敷地内｣の除雪は、玄関先から公道までの間および屋外トイ
レなど日常生活を営む上で必要不可欠な設備までの通行を確保
する幅員1ｍ以内の除雪作業とします。
②屋根からの落雪に伴う住居敷地内(住居軒下から2ｍ以内)の除雪
作業
③住居の屋根の雪下ろし作業
●支援期間 12月1日(木)〜平成29年3月15日(水)
●負担金 利用者は、除雪に要する費用の1割相当額(1時間当たり
250円、除雪機器使用時は350円)を、直接除雪委託事業者にお
支払いください。
●申請期限 11月25日(金)
●申請方法 申請書(問合せ先に備え付け)に必要事項を記入、押
印の上、問合せ先へ民生児童委員の意見を付けて申請してくださ
い。
高齢福祉課
(0771)68-0006
日吉支所市民生活課
(0771)68-0032
美山支所市民生活課
(0771)68-0041

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

自力での除雪が困難な高齢
者世帯などに対して、
「南丹市
高齢者等除雪対策事業」を実
施するため、平成28年度の除
雪事業者を募集します。
●業務内容
①住居敷地内の除雪作業
※｢住居｣とは、実際に居住の
ため使用されている人家と
し、主に車庫や倉庫などと
して使用されている建物は
除きます。
※｢住居敷地内｣の除雪は、玄
関先から公道までの間およ
び屋外トイレなど日常生活
を営む上で必要不可欠な設
備までの通行を、確保する
幅員1ｍ以内の除雪作業。
②屋根からの落雪に伴う住居
敷地内（住 居軒下から２ｍ
以内）の除雪作業
③住居の屋根の雪下ろし作業
●業務期間 12月1日(木)〜
平成29年3月15日(水)
※気象状況により前後する場
合があります。
●登 録 対 象事業者 的確な
除雪体制が確保でき、完了
報告など、市の要請する業
務および 事務が 期 限 内に
できる市内の事業者としま
す。
● 委 託 料 1時 間 当たり
2,500円(除雪機器使用時
は3,500円)
※うち1割相当分は除雪支援
対象者(高齢者世帯など)が
負担します。
●登録方法 11月18日(金)ま
でに、高齢福祉課、日吉支
所市民生活課または美山支
所市民生活課に、登録申請
書を提出してください。
高齢福祉課
(0771)68-0006
日吉支所市民生活課
(0771)68-0032
美山支所市民生活課
(0771)68-0041
第25９号
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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
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