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お知らせ
総合振興計画審議会委員
を募集します
平成30年度以降の総合振
興計画について審議するた
め、「南丹市総合振興計画審
議会」を設置します。ついて
は、皆様から意見をいただく
ため、委員を公募します。
●応募資格 南丹市に在住、
在勤、在学のいずれかで、
平成28年11月1日現在で
満18歳以上であり、審議
会において積極的に意見を
述べていただける方(平日
の日中2時間程度の会議に
出席できる方。任期中に7
〜9回程度開催予定)
※高校生の場合は、保護者、
学校の了承が得られている
方
●募集人員 一般若干名
学生若干名
●任期 委嘱の日から2年間
●選考方法 選考会で作文の
内容について評価し、決定
します。
【総合問合せ窓口】

●応募方法 11月28日(月)
午後5時必着で、応募申込
書または任意の様式に、住
所、氏名、生年月日、性別、
電 話 番 号 、事 業 所 名（ 在
勤の方）、学 校名（学生の
方）、作文「南丹市のこれか
らのまちづくりについて」
(800字以内)を記載の上、
郵送、FAX、Ｅメールのいず
れかでご応募ください（詳
細、応募申込書は市ホーム
ページをご覧ください）。
定住・企画戦略課
(0771)68-0003
(0771)63-0653
kikaku@city.nantan.kyo
to.jp

Ｊアラートの訓練放送の
実施にご協力ください
全国一斉に全国瞬時警報シ
ステム(Jアラート)で訓練放
送が実施されます。南丹市で
は、防災行政無線の屋外拡声
子局および家庭に設置されて
いる戸別受信機から放送が流
れますのでご承知ください。
●試験日時 11月29日(火)
午前11時ごろ
※全国の災害発生状況や気象
状況などによっては、試験
が中止になる場合がありま
す。
●放送内容
・報知音
・「これは、テストです。」
×３回
・「こちらは南丹市です。」
・報知音

(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

※戸別受信機の機器の音量設
定に関係なく最大音量で流
れます。
総務課
(0771)68-0002

臨時福祉給付金などの申
請は１２月２日まで
「平成28年度臨時福祉給
付金」および「障害・遺族基
礎年金受給者向け給付金」
の申請受付期間は、12月2日
(金)までです。支給要件に該
当する方で、まだ申請されて
いない方は申請手続きをお願
いします。なお、申請書には
本人確認書類(健康保険証、
運転免許証など)の写しと振
込口座通帳の写しの添付が必
要です。
＜平成28年度臨時福祉給付
金＞
●支給対象者 平成28年1月
1日時点で南丹市に住民票
を有し、平成28年度住民
税が課税されていない方。
ただし、住民税が課税され
ている方に扶養されている
方や生活保護制度の被保護
者となっている方を除く。
＜障害・遺族基礎年金受給者
向け給付金＞
●支給対象者 平成28年度
臨 時 福 祉 給 付 金の支 給 対
象者で、平成28年5月分の
障害基礎年金もしくは遺族
基礎年金を受給されている
方。ただし、高齢者向け給付
金を受給された方を除く。
社会福祉課
(0771)68-0007
info@city.nantan.kyoto.jp
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「森の京都たいそう」の
撮影動画を募集します
「森の京都」の魅力を広く
伝えるため、ラッキィ池田さ
ん振り付けの「森の京都たい
そう」が生まれました。森の
京都公式PR動画を作成する
ため、楽曲に合わせて体操す
る動画を募集します。
●応募資格 制限なし
※個人でも団体でも応募可能
●募集期間 12月28日(水)
まで
●応募方法 撮影した動画
をYouTubeやTwitter、
Instagramなどにアップ
ロードし、その動画のURL
を応募先メールアドレスに
送信してください。
※応募いただいた動画を編集
して作成されます。
※応募動画の出演者、撮影場
所に関する肖像権などは、
応募者の責任において処理
するものとします。
※応募動画は、無償でテレビ
やインターネットなどで放
映または配信すること、イ
ベントや広報活動に利用す
ること、複製または編集す
ることについて了承したも
のとみなします。
●応募先 「『森の京都たい
そう』普及プロジェクト」
運営事務局
info@morinokyototaisou.
jp
●その他 詳細はホームペー
ジでご確認ください。
森の京都博実行委員会
(075)414-4513
morinokyototaisou.jp

介護職員初任者研修の受
講料を支援します
南丹市内で就労される介護
職員の資格取得費用の一部を
助成します。
●対象者 南丹市に居住され
住民票を有し、介護職員初
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任者研修および実務者研修
(初任者研修を含むもの)を
受講修了し、市内の介護保
険事業所に勤務されている
方で、申請日から2年以上
継続して勤務される方
●助成額 研修にかかる受講
料(本人負担金)の10分の
7(上限5万円)
※平成27年3月31日までの
研修修了分は上限2万円。
申請は研修修了日から2年
間可能。
●申請方法 研修を修了し、
市内の介護保険事業所で勤
務されてから、高齢福祉課
または各支所市民生活課で
申請手続きをしてくださ
い。
※申請には、研修の修了証明
証の写し、研修費用の領収
書の写し、勤務先の就業証
明書(高齢福祉課または各
支所市民生活課に備え付
け)が必要です。
高齢福祉課
(0771)68-0006

くらしの資金貸付(年末
分)を受け付けます
くらしの資金貸付制度は、
病気や失業、不慮の事故、災
害などで、生活のためにどう
しても緊急一時的な資金を必
要としている家庭に活用して
いただくための貸し付けで
す。次のとおり平成28年度
冬期貸付の申し込みを受け付
けます。
●受付期間 11月16日(水)
〜30日(水)
●貸付限度額 10万円以内
●返済方法 毎月割賦償還
(最長20回)
南丹市社会福祉協議会本所
(0771)72-3220
各支所
園部(0771)62-4125
八木(0771)42-5480
日吉(0771)72-0947
美山(0771)75-0020

１１月は児童虐待防止推
進月間です
生命が奪われるなど児童虐
待のニュースが後を絶たず、
心を痛めておられる方や何か
できないかと思っておられる
方も多いのではないでしょう
か。
子どもへの虐待を発見した
り、「虐待かな」と思われた
ときは、迷わず通報し、児童
相談所や地域での支援につな
いでください。また、子育て
家庭が孤立することなく、
困ったときには周りの人に相
談できるような、未然防止や
早期発見の取り組みにもご協
力ください。
●連絡・相談先
子育ての悩みや「虐待か
な」と思ったら連絡、相談し
てください。
・児童相談所全国共通ダイヤ
ル 189(いちはやく)
・京都府家庭支援総合セン
ター (075)531-9900
・子育て支援課(家庭児童相談
担当) (0771)68-0028
●平成28年度「児童虐待防
止推進月間」標語
「さしのべて あなたのそ
の手 いちはやく」
子育て支援課
(0771)68-0017

全国育樹祭推進室を廃止
しました
第40回全国育樹祭が終了
したことに伴い、11月1日付
けで全国育樹祭推進室を廃止
しました。
なお、その後の事務につい
ては、農林商工部農林整備課
が引き継いで行います。
皆さんのご理解、ご協力を
お願いいたします。
農林整備課
(0771)68-0012

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

京都府認知症コールセン
ターのご案内
京都府では、公益社団法人
認知症の人と家族の会京都府
支部に委託し、フリーダイヤ
ルによる電話相談を実施して
います。認知症に関する知識
や介護の仕方など何でもお尋
ねください。少しでも心が軽
くなり、元気を出してもらえ
るよう、経験者が丁寧にお聴
きします。【無料】
＜京都府認知症コールセン
ター＞
認知症介護経験者などの相
談員が対応します。
●日時 月〜金曜日
午前10時〜午後3時

※土・日・祝日、お盆(8月
13日〜16日)、年末年始
(12月27日〜1月5日)を除
く。
(0120)294-677(フリー
ダイヤル)
＜京都府若年性認知症コール
センター＞(65歳未満の方の
認知症について)
看護師などの相談員が対応
します。
●日時 月〜金曜日
午前10時〜午後3時
※土・日・祝日、年末年始
(12月29日〜1月3日)を除
く。
(0120)134-807(フリー
ダイヤル)
京都府健康福祉部高齢者支
援課
(075)822-3562

人材募集
国民健康保険南丹病院組合職員を募集します
●試験区分、応募資格
試験区分

事務職員
事務職員
(診療情報
管理士)

事務職員
(身体障が
い者)

応募資格
昭和61年4月2日以降に生まれた方で、最終学
歴が学校教育法による大学を卒業した方または
平成29年3月末までに卒業見込みの方
診療情報管理士資格を有する方、もしくは平成
29年4月までに資格取得見込みの方で、昭和51
年4月2日以降に生まれた方
次の全ての要件を満たす方
・昭和51年4月2日以降に生まれた方
・身体障害者手帳の交付を受けている方
・自力での通勤が可能で、介護者なしに職務の
遂行が可能な方
・活字印刷文による筆記試験に対応できる方
・口述による面接試験に対応できる方

●応募方法 11月1日(火)〜24日(木)の平日、午前9時〜午後5
時の間に、採用試験申込書に必要事項を記入の上、持参または
郵送(期間内必着)でご提出ください。
※申込書は公立南丹病院総務課に備え付けのほか、ホームページ
からもダウンロードできます。
＜第１次試験＞
●日時 12月4日(日) 午前9時〜
●場所 公立南丹病院第２病棟５階講堂
=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

●試験 教養試験
●第1次合格発表 12月中旬
に文書で通知します。
＜第２次試験＞
●日時 第1次試験合格者に
対して、12月下旬に文書
で通知します。
●場所 公立南丹病院第２病
棟５階講堂
●試験 作文、面接試験
●最終合格発表 第1次試
験、第2次試験の結果に基
づいて、最終合格者を決定
の上、平成29年1月中旬に
文書で通知します。
●採用 原則として、平成
29年4月1日以降、1カ年
以内に必要に応じ採用しま
す。
●採用予定者数 事務職員、
事務職員(診療情報管理
士)、事務職員(身体障がい
者)：いずれも若干名
●給与(初任給)
高校卒：155,800円
短大卒：160,200円
大学卒：183,300円
※経験者は当病院の規定によ
り加算します。
●賞与 年間2回、4.2カ月
分(平成27年度実績)
●身分 地方公務員
●休暇 完全週休2日制、年
次有給休暇20日間(初年
度15日間)、特別休暇(結
婚休暇5日間、産前産後休
暇、参観休暇、夏期休暇、
育児休暇など)
●福利厚生 京都府市町村職
員共済組合、京都府市町村
厚生会、京都府市町村職員
退職手当組合
※各種福利厚生事業を行って
います。
公立南丹病院総務課
(0771)42-2510
629-0197 南丹市八木町
八木上野25番地
http://nantanhosp.or.jp/
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相談会
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 11月22日(火)
午後1時30分〜3時30分
●場所 日吉支所3階第2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

京都府無料法律相談のお
知らせ

「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
護受給者を除く)であれば、
どなたでもご相談いただけま
す。【無料・要申込】
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子育て支援
平成２９年度放課後児童クラブの募集について
南丹市放課後児童クラブの平成29年度入部申し込みにあた
り、入部希望者説明会を開催します。説明会場で「入部のしお
り」や申込用紙などをお渡ししますので、新規で入部を希望され
る方は、住所のある地区の説明会に必ず出席してください。
※夏休み期間のみ希望される方や年度途中での入部の可能性があ
る方も出席してください。
※継続して入部を予定される方には、児童クラブや社会教育課を
通して「入部のしおり」などをお渡ししますが、できる限り参
加ください。
●放課後児童クラブとは 就労などの理由により、昼間保護者が
いない家庭の児童を主な対象として、放課後や長期休暇などに
家庭に代わって生活する場です。
●入部基準 原則として、南丹市内の小学校1年生から5年生に
在学している児童で、家庭において保育を受けられない場合に
限る。
●説明会日程 ※時間はいずれも午後7時30分〜
場 所
市役所2号庁舎3階
301会議室
八木公民館3階大集会
八木
12月2日(金)
室
日吉町生涯学習セン
日吉
12月2日(金)
ター2階会議室
美山文化ホール1階会
美山
11月24日(木)
議室
※都合が合わない場合は、別の会場に出席してください。不参加
の場合、申し込みをお断りする場合があります。
※放課後児童クラブについて十分に理解いただいた上で、入部の
申し込み手続きを行ってください。
社会教育課
園部(0771)68-0057 八木(0771)68-0026
日吉(0771)68-0035 美山(0771)68-0044
園部

京都府では、法律問題でお
困りの方のために、弁護士に
よる無料法律相談を実施し、
問題解決のお手伝いをしてい
ます。お気軽にご利用くださ
い。【無料・要申込】
●日時 11月28日(月) 午後
1時30分〜4時30分(1人
20分以内)
●場所 南丹広域振興局園部
総合庁舎
●定員 8人(先着順)
●申込方法 11月25日(金)
午前9時から電話でお申し
込みください。
南丹広域振興局園部地域総
務室
(0771)62-0360

●日時 12月5日(月)
午後1時30分〜3時30分
●場所 地域活動支援セン
ターそよかぜ八木(八木町
八木鹿草)
●申込方法 12月2日(金)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

地区名
日 程
園部小区域
11月25日(金)
園部第二小区域 11月29日(火)

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

子育て支援（催し）
「よっといでひろば」を開
設します
みやま子育てパートナーズ
「よっといで」では、12月
からひろばを開設します。見
晴らしがよく、日当たりのよ
いところで、伸び伸び子ども
を遊ばせたり、お茶したり、
おしゃべりしたり、好きなこ
とをしたり。どなたでもお越
しください。【無料】
●日時 毎月第2、第4水曜
日 午前10時〜午後2時
●場所 旧平屋小学校(美山
町安掛)
※旧平屋小学校登り口の
「よっといで」の旗が目印
みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
090-5061-9756

１１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 11月24日(木)
午前10時〜正午(受付：午
前9時50分)
●場所 旧平屋小学校(美山
町安掛)
※旧平屋小学校登り口の
「よっといで」の旗が目印
●内容 ヨガ体験とカフェ
※運動のできる服装でお越し
ください。
●参加協力金 500円
※無農薬コーヒーと手作りお
菓子付き
●申込方法 11月22日(火)
までに、電話、ＳＭＳ(ショー
トメッセージ サービ ス)、
LINE(ライン)のいずれかで
お申し込みください。

=メールアドレス

※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

子育てすこやかセンター
１２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、事業を中
止する場合があります。
＜子育て講座＞
●日時 12月2日(金) 午前
10時30分〜11時30分
●内容 小谷里美先生による
「リトミックで育つ力」
＜子育て広場１歳〜＞
●日時 12月9日(金) 午前
10時30分〜11時30分
●内容 「おたのしみ会」
※12月2日(金)までにお申し
込みください。
＜子育て広場０歳〜＞
●日時 12月12日(月) 午前
10時30分〜11時30分
●内容 「おたのしみ会」
●持ち物 バスタオル
※12月2日(金)までにお申し
込みください。
＜歌＆折り紙＞
●日時 12月16日(金) 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」
＜お話会＞
●日時 12月21日(水)
午前10時30分〜11時
＜ベビーマッサージ＆ミニ講
座＞
●日時 12月22日(木) 午前
10時30分〜11時30分

=ホームページアドレス

=郵便番号

●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

フリー託児ルームを開設
します
市内在住の方なら、どなた
でもご利用いただけます。
お子さんは、南丹市ファミ
リー・サポート・センターの
「まかせて会員」がお預かり
します。【要申込】
●日時 12月7日(水)
午前10時〜午後4時
※利用時間自由
●場所 園部公民館2階和室
●利用料 1時間350円
●対象年齢 生後6カ月から
保育所、幼稚園に入園前の
お子さん
●定員 10人程度
※申し込み多数の場合は、調
整することがあります。
●申込方法 11月14日(月)
〜25日(金)の間に、電話
でお申し込みください。
●その他
・お昼をはさんで託児を希望
される方は、お弁当、お茶
の準備をお願いします。
・体調不良(風邪気味、発熱
など)のお子さんはお預か
りできません。
・送迎は保護者で行ってくだ
さい。
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
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新刊図書のご案内

催し
「京都・西の観光スタンプ
ラリー」
を開催しています

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＞
◆触れることの科学(デイヴィッド・Ｊ．リンデン)◆ファミリア
創業者坂野惇子(中野明)◆世界でもっとも貧しい大統領 ホセ・
ムヒカ 日本人へ贈る言葉(ホセ・ムヒカ)◆きょうも京都で京づ
くし(てらいまき)◆親とさよならする前に(清水晶子)◆武家の躾
子どもの礼儀作法(小笠原敬承斎)◆マタギ奇談(工藤隆雄)◆地図
化すると世の中が見えてくる(伊藤智章)◆その島のひとたちは、
ひとの話をきかない(森川すいめい)◆100歳まで元気な人は何を
食べているか？(辨野義己)◆受け継がれる住まい(住総研「受け
継がれる住まい」調査研究委員会編著)◆赤い口紅があればいい
(野宮真貴)◆パリマダム グレイヘア スタイル(主婦の友社編）
◆作っておけるごはん(ワタナベマキ)◆クリトモのさかな道(栗
原友)◆教えてピエール・エルメ。最高のお菓子の作り方(ピエー
ル・エルメ、ソレダッド・ブラヴィ)◆街の木ウォッチング(岩谷
美苗)◆ピーターラビットのすべて(辻丸純一 文・写真)◆キャン
プで子育て(スノーピーク監修)◆望み(雫井脩介)◆I love letter
(あさのあつこ)◆ストロベリーライフ(荻原浩)◆地上の星(村木
嵐)◆まことの華姫(畠中恵)◆農ガール、農ライフ(垣谷美雨)◆戦
国24時(木下昌輝)◆失踪者(下村敦史)◆分かれ道ノストラダムス
(深緑野分)◆御嶽山噴火生還者の証言(小川さゆり)
＜児童書＞
◆からだのふしぎ(清水洋美)◆クイズでさがそう！生きものたち
のわすれもの(小宮輝之監修)◆私のスポットライト(林真理子)◆
いつも心の中に(小手鞠るい)◆ピクルスとふたごのいもうと(小
風さち)◆マルの背中(岩瀬成子)◆夜露姫(みなと菫)◆夜空のス
ター・チャウダー(野中柊)◆フラダン(古内一絵)◆リジェクショ
ン(佐藤まどか)
＜絵本＞
◆すべってころんですりむいた(小野寺悦子)◆りゅうおうさまの
たからもの(イチンノロブ・ガンバートル)◆パンダともだちたい
そう(いりやまさとし)◆ちかてつてっちゃん(井上よう子)◆どん
ぐりころちゃん(正高もとこ)◆これはすいへいせん(谷川俊太郎)
◆かあさんのまほうのかばん(よこみちけいこ)◆どうして博物館
に隕石が展示されたの！？(ジェシー・ハートランド)◆きつねみ
ちは、天のみち(あまんきみこ)◆またおこられてん(小西貴士)
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
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京都・西の観光エリアを巡
るとプレゼントが当たる「京
都・西の観光 スタンプラ
リー」を開催しています。
●開催期間 10月15日(土)
〜平成29年2月12日(日)
●内容 スマートフォンに指
定アプリ「旅プラ」をダウ
ンロードの上、エリア内
11箇所のスタンプポイン
トから4つのスタンプを集
めると、宿泊券や乗車券・
乗船券、入浴券、イベント
チケットなどの景品に応募
できます。
※参加方法などの詳細は、
「京都・西の観光」のホー
ムページでご確認くださ
い。
京都・西の観光推進協議会
事務局(京都府観光連盟内)
(075)411-9990月〜金曜
日の午前9時〜午後5時(祝
日、年末年始除く)
http://kyoto-go-west.
info/

企業・団体での職場環境
を考える人権研修会
女性活躍推進法は、働く場
面で活躍したいという希望を
持つすべての女性が、その個
性と能力を十分に発揮できる
社会の実現を目指していま
す。そのためには、それぞれ
の意識改革が必要です。男女
が共に支え合いながら、自由
に生きやすい環境について考
えてみませんか。【無料】
●日時 11月14日(月)
午後3時〜4時30分
●場所 市役所2号庁舎3階
301会議室
●講演 「男の生きかた・働
きかたを考えてみません

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

か？」 講師：佛教大学社
会学部准教授 大束貢生
氏
人権政策課
(0771)68-0015

郷土資料館秋の体験講座
の参加者を募集します
＜白みそづくり＞
正月用の白み そ を 作 り ま
す。地域の方たちとの触れ合
い中で、伝統的な食文化を学
びます。
●日時 11月20日(日)
午前10時〜正午
●場所 日吉町郷土資料館か
やぶき民家
●参加費 500円
●持ち物 エプロン、三角巾
●定員 10人(先着順)
●申込方法 事前に電話でお
申し込みください。
※11月19日、20日は「関西
文化の日」のため入館無料
です。
＜読み聞かせコンサート＞
おはなしボランティア「赤
ずきん」と、フォークグルー
プ「あぜみち」の皆さんによ
る読み聞かせコンサートを行
います。
●日時 11月23日(水・祝)
午後1時30分〜3時
●場所 日吉町郷土資料館か
やぶき民家
●入館料 大人200円、高校
大学生150円、小中学生
100円
※市内在住、在学の小中学生
は無料
日吉町郷土資料館
(0771)68-0069

=メールアドレス

バチ・ホリック演奏会を開
催します
京都を拠点に、個性的な
演奏を国内外で展開してい
るTaiko Drum Rock Band
「BATI-HOLIC(バチ・ホ
リック)」の演奏会を開催し
ます。
●日時 11月20日(日)
午後3時〜4時30分(開
場：午後2時)
●場所 美山文化ホール
●公演名 「BATI-HOLIC(バ
チ・ホリック)」
LIVE！in京都美
山町
●料金 前売り・予約：大
人2,500円(ペアチケット
／2人分は4,500円)、中学
生1,500円、小学生1,000
円、未就学児は無料(座席
が必要な場合は小学生料金
が必要)
※ペアチケットは前売り・予
約のみ
※当日料金は各500円増し
●後援 南丹市
●その他 チケット予約な
ど、詳細はお問い合わせく
ださい。
バチ・ホリック美山公演実
行委員会
050-5317-0585
(0771)75-1374
key@bati-holic.jp
http://www.bati-holic.
jp

歴史・健康ウオーキング
の参加者を募集します
滋賀県大津なぎさ公園か
ら、紅葉の西国十三番札所石
山寺を巡るコースです。
●日程 11月20日(日)
※小雨決行
●コース 園部公園駐車場
⇒JR園部駅⇒浜大津→大
津なぎさ公園→瀬田の唐橋
→建部大社→瀬田の唐橋
(昼食)→石山寺⇒園部
※コースは歩きやすい湖岸の

=ホームページアドレス

=郵便番号

平坦な遊歩道です。石山寺
は石段があります。
※状況により、コースを変更
する場合があります。
●出発場所・時刻 園部公
園駐車場：午前8時30分出
発、JR園部駅西口：午前8
時35分出発
●解散場所・時刻 園部公
園：午後4時30分頃
●対象 元気で10km以上歩
ける方
●定員 70人(先着順)
●持ち物 弁当、水筒、健康
保険証の写し、汗拭きタオ
ル、帽子、雨具(雨天時)
●費用 会員3,500円、一
般3,800円(バス代、拝観
料、保険代含む)
※締め切り後のキャンセル
は、キャンセル料として
1,000円を徴収します。
●申込方法 11月17日(木)
までに、電話でお申し込み
ください。
※目的はウオーキングです。
観光旅行ではありませんの
で、集団行動をお守りくだ
さい。
※健康、体調のすぐれない方
の参加はご遠慮ください。
※歩きやすい服装、履きなれ
た靴で参加してください。
※参加者は、自己責任で自分
の健康管理をしてくださ
い。
※参加者のけがや事故、他に
与えた損害などについて
は、本会は一切、責任を負
いません。
Nantan健歩会
090-1911-4229
保健医療課
(0771)68-0016
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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。
＜太極拳教室＞
●日時 11月25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
＜ソフトバレーボール大会＞
【要申込】
●日時 12月11日(日)
午前9時〜午後4時30分
●場所 体育館
●内容 予選リーグ〜決勝
トーナメント
●参加費 1チーム2,000円
●定員 32チーム
●対象 18歳以上の男女各2
名で編成
●申込方法 12月4日(日)ま
でに、チーム名、チーム全
員の住所、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。
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

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 11月27日(日) 午前
10時〜午後１時30分
●場所 園部町本町通り
8

平成28年
（2016年）11月11日発行

●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 京都府警察音楽
隊・カラーガード隊の演
奏、交通安全教室、南丹
市消防団女性分団PRコー
ナー、こども広場
●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

第１回なんたん音楽フェ
スティバルを開催します
市内の音楽サークルや学校
の児童など、さまざまな団体
が出演する「なんたん音楽
フェスティバル」を開催しま
す。お誘い合わせの上、ぜひ
ご来場ください。【無料】
●日時 12月3日(土)
午前10時〜 (開場：午前9
時30分)
●場所 日吉町生涯学習セン
ターホール
●出演団体(予定、五十音順)
旭山会、芦田俊孝、小山太
鼓 響、コーラス やまゆり、
篠笛サークル ささゆり、園
部小学校ふれあい太鼓、園部
小学校、園部第二小学校(合
唱)、園部第二小学校和太鼓
サークル「小山太鼓」、園
部第二小学校6年和太鼓、ど
るちぇの家、Beau Timbre
au Miyama(ボ・タンブレ・
オ・ミヤマ)、実利圭(マリ
カ)の歌う楽しさの会、美山
吟詠会、美山民謡会、八木西
小学校、らべんだ〜ず オカ
リナアンサンブル
●主催 南丹市教育委員会
社会教育課
(0771)68-0057

「南丹将棋教室」
１２月開
催日のお知らせ
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ご
参加ください。【要申込】
●日程 12月3日(土)、
11(日)、17日(土)、25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 園部公民館に備
え付けの申込書に必要事項
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、
参加者多数の場合は、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

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

歌声喫茶クリスマスイベ
ントを開催します

南丹市メール配信サー
ビスにご登録ください

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。クリスマスイベントとし
てのお楽しみもあります。
●日時 12月4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)
●定員 30人(申込不要、先
着順)
※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

南丹市ではスマートフォ
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。
＜子ども安心メール＞
市内の幼児や小中学校な
どの保護者向けに不審者や
危険動物の出没などの情報
を配信します。
●空メール送信先
touroku.nantan-edc@
raiden.ktaiwork.jp
●受信許可が必要なアドレス
nantan-edc@raiden.
ktaiwork.jp
＜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。
※南丹市に関係する各種警
報、大雨情報、竜巻注意
報、土砂災害警戒情報、
震度３以上の地震情報な
どが発表された場合、
メール配信されます。
●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.kt
aiwork.jp
情報政策課
(0771)68-0066

「第３４回農芸祭」
を開催し
ます
日頃の学習成果の発表や実
習内容を広く知っていただく
機会として、農芸祭を開催し
ます。【入場無料】
●日程 11月23日(水)
●時間 午前９時〜午後２時
●場所 農芸高等学校
●内容 実習生産物の販売
(生産物、樹木、加工品な
ど)、学習内容展示、体
験、校内スタンプラリー、
PTAバザー、模擬店など
※駐車台数に限りがありま
す。乗り合わせなどにご協
力ください。
農芸高等学校
(0771)65-0013

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号
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・５歳児運動会

30

火

水

★もぎたてニュース

★もぎたて
ウェンズデー

サタデー

★城南保育所
０・１・２歳児運動会

★園部老人クラブ

連合会 運動会

ふくしの森

ふくしの森

ＪＡトピックス

もぎたてウェンズデー

もぎたてサタデー

城南保育所
０
・１
・２歳児
運動会

すこやか学園
運動会

とれたて新鮮！森の京都丹波っ！！

ＪＡトピックス

もぎたてウェンズデー

南
丹
市
議
会
①

園部老人クラブ
連合会 運動会

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

週報ほか
園部幼稚園
運動会
協働

城南保育所
３
・４
・５歳児運動会

胡麻保育所
運動会

すこやか学園
運動会

城南保育所
０
・１
・２歳児運動会

とれたて新鮮！森の京都丹波っ！！

園部老人クラブ
連合会 運動会

ふくしの森

市民の情報ひろば
もぎたてウェンズデー

もぎたてサタデー

もぎたてサタデー

もぎたてウェンズデー

もぎたてウェンズデー

週報ほか
園部幼稚園
運動会

城南保育所
３
・４
・５歳児運動会
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運動会

もぎたてサタデー
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ＪＡトピックス
園部幼稚園
運動会
協働

すこやか学園
運動会

城南保育所
０
・１
・２歳児運動会

もぎたてウェンズデー

もぎたてサタデー

JAトピックス

城南保育所
３
・４
・５歳児運動会

胡麻保育所
運動会
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すこやか学園
運動会

もぎたてサタデー

もぎたてウェンズデー

城南保育所
０
・１
・２歳児運動会

園部老人クラブ
連合会 運動会

ふくしの森
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園部老人クラブ
連合会 運動会
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月

ＪＡトピックス

運動会

胡麻保育所
運動会
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日
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運動会
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土
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運動会
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金
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水
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運動会
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もぎたてウェンズデー

英語28-①
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城南保育所
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水
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金
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火

水

インターネットを便利に、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。

