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お知らせ
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 12月13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

年末年始に係る閉庁・休業のお知らせ
●市役所(支所を含む)
12月29日(木)〜平成29年1月3日(火)
※期間中は、通常の休日と同様に日宿直での対応となります。
総務課
(0771)68-0002
●社会教育施設・社会体育施設
施設名
園部公民館、八木公民館、
日吉町生涯学習センター、
美山文化ホール
中央図書館、八木図書室、
日吉図書室、美山図書室、
文化博物館、日吉町郷土資
料館

12月28日(水)〜
平成29年1月4日(水)
12月26日(月)〜
平成29年1月5日(木)

12月28日(水)〜
平成29年1月4日(水)
各社会体育施設、各学校体
※12月24日(土)〜平成29年1月
育施設
8日(日)の間は、夜間使用(午後
5時以降)を休止します。
社会教育課
(0771)68-0057
●国際交流会館
12月28(水)〜平成29年1月3日(火)
国際交流会館
(0771)63-1777
●園部女性の館
12月29日(木)〜平成29年1月4日(水)
園部女性の館
(0771)63-2986

医療従事者の届け出につ
いて
今年は、医療従事者の資格
を有する方の届け出の年と
なっています。この届け出
は、関係法令により、2年ご
とに12月31日現在の就業状
況などを届けていただくもの
で、医療および公衆衛生行政
を進める上で重要な資料とな
【総合問合せ窓口】

年末年始の休業日

(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

ります。該当される方は、必
ず平成29年1月16日(月)ま
でに届け出を済ませてくださ
い。
南丹保健所企画調整室
(0771)62-4752

info@city.nantan.kyoto.jp
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介護人材再就職準備金貸
付事業のご案内

障害者控除と大人用おむつ代の医療費控除について
＜障害者控除＞
所得税および住民税の申告の際、身体障害者手帳や療育手帳を
お持ちでなくても、65歳以上の方で、「寝たきり状態にある高
齢者」、「認知症のある高齢者」など、一定の要件に該当する場
合は障害者控除(特別障害者控除)の対象となる場合があります。
控除を受けるには、申請により「障害者控除対象者認定書」の
交付を受け、申告の際に提示していただく必要があります。
●対象者 市内在住の65歳以上の方で、次の①〜⑤のいずれか
に該当する方
認定区分

認定要件
①身体障がいの程度の等級表の3級〜6級に準ずる
障がいがあること
障がい者
②知的障がいの程度の判定基準の軽度または中度に
準ずる障がいがあること
③身体障がいの程度の等級表の1級または2級に準
ずる障がいがあること
特別
④知的障がいの程度の判定基準の重度に準ずる障が
障がい者
いがあること
⑤寝たきりの状態にあること
※控除対象者の認定は、介護保険の要介護認定申請時の主治医意
見書、認定調査票により市が判断します。
●申請方法 高齢福祉課または各支所市民生活課の窓口で申請し
てください。審査の上、後日「障害者控除対象者認定書」を郵
送で交付します。
＜大人用おむつ代の医療費控除＞
大人用おむつ代が医療費控除の対象と認められるには、医師の
発行した「おむつ使用証明書」が必要です。ただし、次の①②両
方に該当する方は、市が交付する「おむつ使用確認書」で申告す
ることができます。
①おむつ代について、医療費控除を受けるのが2年目以降の方。
②介護保険の要介護認定者で、要介護認定の際の主治医意見書中
に「寝たきりの状態」かつ「尿失禁(の可能性)がある」の記載
が確認できる場合。
※初めておむつ代の医療費控除を受けられる方は、かかりつけの
医療機関にお問い合わせください。
●申請方法 高齢福祉課または各支所市民生活課の窓口で申請し
てください。審査の上、後日「おむつ使用確認書」を郵送で交
付します。
高齢福祉課
(0771)68-0006

クリーンセンターへの直
接搬入について
京都中部クリーンセンター
において、長さ50cm未満の
金属類(アルミ含む)および長
さ30cm未満の家電ごみの直
接搬入ができるようになりま
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した。
※手数料シールの必要のない
ものに限ります。
船井郡衛生管理組合
(0771)42-3425

京都府では、現在就労され
ていない介護職経験者が、新
たに介護職場に再就職される
場合の就職準備金を貸し付け
るする制度を創設し、受け付
けています。
●対象 京都府内に在住し、
次の①〜④のすべてを満た
す方
①介護職員などとして1年以
上の実務経験がある方
②介護福祉士、実務者研修、
介護職員初任者研修などを
修了した方
③介護職を離職後、京都府福
祉人材・研修センターに求
職登録をしている方(離職
期間2週間以上)
④「きょうと福祉人材育成認
証制度(福祉事業所の人材
育成体制、職場環境を整備
する制度)に参加している
事業所かつ介護職員処遇改
善加算を算定している事業
所へ再就職した方(週30時
間以上の勤務が必要)
●貸付額 上限20万円(無利
子、1人につき1回限り)
●返還免除 京都府内の介護
事業所に介護職員として2
年間継続して勤務した方
●対象となる経費 子どもの
預け先を探す際の活動費、
介護に係る講習会の参加経
費や参考図書などの購入
費、介護職員として働く際
に必要な靴などの被服費、
転居費用、通勤用自転車ま
たはバイクの購入費、その
他再就職に際し必要と認め
られるもの
●申請方法 再就職先の事業
所を通じて申請してくださ
い。
※連帯保証人が1人必要
社会福祉法人京都府社会福
祉協議会 京都府福祉人
材・研修センター
(075)252-6297

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

企業向け福祉事業所見学
会のお知らせ
下請作業などの受注に向け
て、障がいのある方たちが働
く事業所の企業向け見学会を
開催します。【要申込】
●日程 平成29年1月18日
(水)
●時間 午前9時集合、正午
頃解散(市役所駐車場)
●見学 京都太陽の園→園部
共同作業所→陽だまり→あ
したーる工房
※各施設を送迎車両で巡回
●定員 10人(先着順)
●申込方法 開催日の前日ま
でに、申込先へ電話でお申
し込みください。
●申込先 南丹市障害者就労
支援ネットワーク会議(京
都太陽の園内)
(0771)62-2838
社会福祉課
(0771)68-0007

禁煙協力施設ステッカー
を交付します
受動喫煙防止対策として、
建物内や敷地内禁煙に取り組
まれている施設(店舗)に、協
力施設ステッカーをお渡しす
るとともに、市ホームページ
に名称を掲載しています。新
たに協力いただける施設(店
舗)はお申し込みください。
●申込方法 電話でお申し込
みください。後日、申請書
を送付します。
●その他 既にステッカーを
交付している施設(店舗)は
申請不要ですが、申請内容
に変更があった施設(店舗)
については、お問い合わせ
ください。
保健医療課
(0771)68-0016

=メールアドレス

「なんたん健康ポイント
５０」
応募締切について
「なんたん健康ポイント
50」は、市民の皆さんの健
康づくりを応援する事業で
す。ポイントを貯めて応募し
ていただくと、抽選で健康
グッズなどが当たります。
50ポイント貯まった方は、
忘れずにポイントカードを提
出してください。
●応募締切日 平成29年1月
16日(月)
●応募先 保健医療課、福祉
事務所、各支所市民生活課
※その場で参加賞をお渡しし
ます。
※ポイントカードは、保健医
療課、福祉事務所、各支所
市民生活課、各保健福祉セ
ンター、園部公民館、八木
公民館、日吉町生涯学習セ
ンター、美山文化ホールに
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。
※詳細はポイントカードに記
載していますのでご確認く
ださい。
保健医療課
(0771)68-0016

市税などの納付は便利な
口座振替で
市税などは、取扱金融機関
などの預貯金口座から自動的
に振り替えて納めることがで
きます。
●申込手続方法 市役所本
庁、各支所および市内各取
扱金融機関に備え付けの市
税等口座振替申込書に記入
いただき、①預貯金通帳、
②通帳の届出印、③市税な
どの納付書を持参の上、市
が指定する取扱金融機関で
手続きしてください。登録
完了までに時間を要するた
め、振替の開始を希望され
る期別(月)の前月末までに

=ホームページアドレス

=郵便番号

申し込んでください。申し
込みの時期によっては、希
望の期別(月)からの振替が
できない場合がありますの
でご了承ください。
●取扱金融機関 京都銀行、
京都信用金庫、京都中央信
用金庫、京都農業協同組
合、りそな銀行、ゆうちょ
銀行・郵便局
●口座振替できる市税など
市府民税(普通徴収)、固定
資産税・都市計画税、軽自
動車税、国民健康保険税
(普通徴収)、後期高齢者医
療保険料(普通徴収)、介護
保険料(普通徴収)など
税務課
(0771)68-0004
保健医療課
(0771)68-0011
高齢福祉課
(0771)68-0006

年末の交通事故防止府民
運動について
「年末の交通事故防止府民
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 12月11日(日)
〜12月31日(土)
●運動スローガン
「年の瀬の はやる心に
ブレーキを」
●運動重点
・高齢者の交通事故防止
・自転車の安全な利用の促進
(特に夕暮れから夜間のラ
イトの点灯と反射材の貼
付)
・飲酒運転の根絶
・二輪車の交通事故防止
・横断中の歩行者の交通事故
防止
総務課
(0771)68-0002

第262号
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スプリングスひよし年末
年始の営業について
●休館日 12月30日(金)、
31日(土)
＜１月１日の営業時間＞
平成29年1月1日(日・祝
日)の営業時間は次のとおり
です。
●レストラン 午前11時〜
午後5時30分(午後4時30
分受付終了)
●売店 午前10時〜午後5時
30分
●温泉・プール 午前10時
〜午後5時30分(午後５時
受付終了)
※平成29年1月2日(月)から
は通常営業となります。
＜１月１日のイベント＞
●日時 平成29年1月1日
(日・祝日) 午後1時〜
●場所 リフレッシュプラ
ザ・ラウンジ
●内容 お餅つき
＜１月２日のイベント＞
●日時 平成29年1月2日
(月) 午後１時〜
●場所 ウエルカムプラザ・
エントランス
●内容 お餅つき
道の駅スプリングスひよし
(0771)72-1526

南丹市国際交流協会から
のお知らせ
社会人対象の英会話教室受
講生を募集します。いずれの
コースも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。【要申込】
＜英語リフレッシュコース
(入門)＞
中学生時代に学んだ英語を
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。
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●日時 平成29年1月10
日、17日、24日、31日、
2月7日、14日、21日、
28日、3月7日、14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。
＜社会人英会話講座(初級)＞
やさしい英語を使って、実
用的な会話を習得します。
●日時 平成29年1月13
日、20日、27日、2月3
日、10日、17日、24日、
3月3日、10日、17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)
＞
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 平成29年2月7日、
14日、21日、28日、3月
7日、14日、21日、28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 6,400円(全8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

高齢者運転免許証自主返
納支援事業について
高齢者の交通事故を減らす
ため、運転免許証を自主的に
返納された高齢者を支援する
制度を実施しています。
●対象 市内に住所があり、
すべての運転免許証を満
70歳以上の時点で自主返
納された方
※返納した日から1年以内に
申請が必要です。
●支援の内容 バスやタク
シーで利用できる「バス・
タクシー共通利用券」を1
万円分まで交付します。
総務課
(0771)68-0002

税務署からのお知らせ
国税庁ホームページの「確
定申告書等作成コーナー」
で、申告書を作成することが
できます。また、平成28年
分の確定申告はタブレット端
末などで作成し、コンビニエ
ンスストアなどのプリント
サービスを利用して、申告書
を印刷することもできます。
園部税務署
(0771)62-0340

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

相談会

新刊図書のご案内

多重債務無料法律相談の
ご案内

南丹市立図書館「新刊図書」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。まずはお問い合わせ
ください。【無料・要申込】
●日時 12月27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 12月26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

身体障害者巡回更生相談
のお知らせ
●日時 平成29年1月24日
(火) 午後2時〜3時30分
●場所 亀岡市役所市民ホー
ル
●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 平成29年1月
13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

=メールアドレス

南丹市立図書館の新刊図書の一部を紹介します。
＜一般書＞
◆超初心者のためのサイバーセキュリティ入門(齋藤ウィリアム
浩幸)◆古本屋ツアー・イン・京阪神(小山力也)◆Xジェンダーっ
て何？(Label X編著)◆子どもと貧困(朝日新聞取材班)◆小さな
葬儀と墓じまい(大野屋テレホンセンター監修)◆頭痛をスッキリ
治す本(寺本純)◆つくって楽しむわら工芸(瀧本広子編)◆クック
パッドのおいしい厳選！鍋レシピ(クックパッド株式会社監修)◆
持ちよりゴハン(ダンノマリコ)◆忙しい人のための家事をラクに
する収納(梶ヶ谷陽子)◆小児科医は自分の子どもに薬を飲ませ
ない(鳥海佳代子)◆男親が賢く元気な子を育てる(能登春男)◆こ
れ、いったいどうやったら売れるんですか？(永井孝尚)◆「売れ
る」ハンドメイド作家になる！(中野和子)◆京都手みやげと贈り
物カタログ(朝日新聞出版編著)◆透明水彩で描く花のスケッチ
ノート(中島清隆)◆毎日が楽しくなる手帳イラストが描ける本
(坂本奈緒)◆発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由(栗
原類)◆雑談力(百田尚樹)◆文豪に学ぶ手紙のことばの選びかた
(中川越)◆春夏秋冬雑談の達人(堀本裕樹)◆火竜の山(樋口明雄)
◆すみなれたからだで(窪美澄)◆かがやき荘アラサー探偵局(東
川篤哉)◆お願い離れて、少しだけ。(越智月子)◆横濱つんてん
らいら(橘沙羅)◆秋萩の散る(澤田瞳子)◆ピエールとリュス(ロマ
ン・ロラン)◆ゼンカン(安東能明) ◆煽動者(ジェフリー・ディー
ヴァー)
＜児童書＞
◆にっぽんのおかず(白央篤司)◆カミカミおもしろだ液学(岡崎
好秀)◆馬琴先生、妖怪です！(楠木誠一郎)◆おにぼう(くすのき
しげのり)◆しゅくだいとびばこ(福田岩緒)◆キミがくれた希望
のかけら(セアラ・ムーア・フィッツジェラルド)◆こどもノー
ベル賞新聞(若林文高監修)◆王様に恋した魔女(柏葉幸子)◆零戦
パイロットからの遺言(原田要/述)◆ミスターオレンジ(トゥルー
ス・マティ)
＜絵本＞
◆おやしきへいく(庄野ナホコ)◆ぐずりっこフンガくん(国松エ
リカ)◆ちいさなゆきかきブルドーザープラウくん(ローラ・カー
ラー)◆ウィニー(サリー・M.ウォーカー原作)◆だれのおとしも
の？(種村有希子)◆どででんかぼちゃ(いわさゆうこ)◆うおいち
ば(安江リエ)◆もみの木のねがい(エステル・ブライヤー、ジャ
ニィ・ニコル/再話)◆たまちゃんとあかちゃん(どいかや)
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

=ホームページアドレス

=郵便番号
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子育て支援（催し）
子育てすこやかセンター
１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、事業を
中止する場合があります。
※12月29日(木)〜平成29
年1月4日(水)は休館しま
す。
＜子育て広場１歳〜＞
●日時 平成29年1月13日
(金) 午前10時30分〜11
時30分
●内容 「制作あそび」
＜子育て講座＞
●日時 平成29年1月16日
(月) 午前10時30分〜11
時30分
●内容 南丹市栄養士による
「親と子の食事について」
＜ベビーマッサージ＆ミニ講
座＞
●日時 平成29年1月18日
(水) 午前10時30分〜11
時30分
●持ち物 バスタオル
＜お話会＞
●日時 平成29年1月20日
(金) 午前10時30分〜11
時
＜子育て広場０歳〜＞
●日時 平成29年1月23日
(月) 午前10時30分〜11
時30分
●内容 「ふれあい＆プラス」
●持ち物 バスタオル
＜親子リトミック＞
●日時 平成29年1月26日
(木) 午前10時30分〜11
時30分
6
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南丹市子育てすこやかセン
ター
(0771)68-0082

催し
健康プール教室の参加者
を追加募集します
生活習慣病を予防し健康な
生活を送っていただくため、
健康プール教室を開催してい
ます。多くの方に参加してい
ただくため、追加募集しま
す。温水プールでの水中運動
を、楽しみながら運動習慣を
身に付けましょう。【要申
込】
＜しっかりコース＞
●開催日 毎週火曜日
●対象者 健康プール教室の
経験者およびしっかり運動
したい方でおおむね40歳
〜64歳の方
＜ぼちぼちコース＞
●開催日 毎週金曜日
●対象者 おおむね40歳〜
74歳の未経験者、および
おおむね65歳〜74歳の方
＜共通事項＞
●開催期間 平成29年１月
〜3月
●時間 午後2時〜2時55分
●場所 スプリングスひよし
温水プール
●定員 各8人程度
●内容 水中ウオーキング、
アクアビクスほか
※教室途中でのコース変更は
できません。
●費用 650円/回(プール利
用料)
※その都度お支払いくださ
い。
※スプリングスひよし温水
プールのSSクラブ会員証
をお持ちの方は、利用いた
だけます。
●申込方法 12月22日(木)
までに、電話でお申し込み
ください。

※できるだけ、毎回ご参加い
ただける方がお申し込みく
ださい。
※申し込み多数の場合は、初
めての方を優先させていた
だきます。結果は郵送でお
知らせします。
●その他 現在、何らかの疾
患で治療を受けている方
は、必ず主治医に相談の
上、許可を得てください。
保健医療課
(0771)68-0016

氷室の郷「白味噌作り体
験」
のお知らせ
お正月用の白味噌を、地元
の米と大豆を使って作りま
しょう。【要申込】
●日時 12月15日(木)
午後1時30分〜3時
●場所 八木農村環境公園
「氷室の郷」体験室
●内容 煮大豆と糀と塩を混
ぜ合わせます。
※材料は用意します。
●参加費 1,000円
※12月末に白味噌1kgをお
渡しします。
●持ち物 三角巾、エプロン
●定員 20人(先着順)
●申込方法 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。
八木農村環境公園「氷室の
郷」(月曜休館)
(0771)43-1128
(0771)43-2109

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。
＜レディーススポーツデー＞
●日時 12月14日、21日
(各水曜日) 午前9時30分
〜11時30分
●場所 公園体育館

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

●内容 健康体操、軽スポー
ツ
●参加費 300円(当日受付)
●対象 18歳以上の女性
＜エンジョイテニス(夜の部)
＞
●日時 12月19日(月)
午後6時〜9時
●場所 テニスコート
●参加費 400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 12月16日(金)
午前9時〜11時45分
●場所 球技場
●参加費 300円(当日受付)
＜クロスカントリー大会＞
【要申込】
●日時 平成29年2月18日
(土) 午前10時30分〜午後
1時
●場所 陸上競技場および園
内のクロスカントリーコー
ス
●内容・対象 園内の起伏に
富んだコースを走ろう
・1.5km(小学生男子・女
子、中学生男子・女子、一
般男子・女子)
・3km(中学生男子・女子、
一般男子・女子)
・ウオーキング(幼児以上)
●参加費 500円
※ウオーキングは無料
●申込方法 平成29年1月
31日(火)までに、住所、
氏名(要振り仮名)、年齢
(学年)、性別、希望種目、
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。
＜年末年始休園日＞
●休園日 12月29日(木)〜
平成29年1月3日(火)
丹波自然運動公園
(0771)82-0560
(0771)82-0480
kouen@kyoto-tanbapar
k.or.jp

=メールアドレス

622-0232 京丹波町曽根
崩下代110-7

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 12月16日(金)
午前10時〜11時30分
●場所 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

「寄せ植え教室」
の開催に
ついて
家庭で楽しめる冬の花々を
生かした「寄せ植え教室」を
開催します。ガーデニングの
第一歩として参加してみませ
んか。【要申込】
●日時 12月17日(土) ①午
後1時〜、②午後2時〜
●場所 道の駅京都新光悦村
●講師 園部町「花」友の会
会員
●費用 3,000円(花苗、土
代含む)
●定員 各10人(先着順)
●申込方法 事前に、電話で
お申し込みください。
園部町「花」友の会事務局
(農政課内)
(0771)68-0060

=ホームページアドレス

=郵便番号

冬のお楽しみ会を開催し
ます
毛糸のポンポンを使って、
クリスマスリースを作りませ
んか。【無料・要申込】
●日時 12月18日(日)
午前10時〜正午
●場所 南丹市立中央図書館
●申込方法 事前に、中央図
書館窓口または電話でお申
し込みください。
中央図書館
(0771)68-0080

郷土資料館体験講座「し
め縄づくり」
参加者募集
しめ縄づくりを通して、楽
しく伝統文化を学びます。自
分で作ったしめ縄で新しい年
を迎えませんか。お昼には餅
つきを予定しています。親子
での参加をお待ちしていま
す。【要申込】
●日時 12月23日(金・祝)
午前10時〜午後3時
●場所 日吉町郷土資料館か
やぶき民家
●費用 500円
※別途入館料が必要です。
入館料：大人200円、高
校・大学生150円、小中学
生100円
●定員 10人程度(先着順)
●申込方法 12月22日(木)
までに、電話またはFAXで
お申し込みください。
日吉町郷土資料館(月・火
・水曜日休館)
(0771)68-0069
(0771)72-1130
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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 12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 京都丹波のゆる
きゃら大集合！(さくらちゃ
ん、じゅういちくん、かめま
るくん、味夢くん)、ハーモ
ニカ演奏、南丹娘ミニライ
ブ、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２５回新春席書大会の
参加者を募集します
新しい年を迎え、すがすが
しい気持ちで書き初めにチャ
レンジしてみませんか。文化
協会の書道の先生や会員が丁
寧にアドバイスします。【無
料・要申込】
●日時 平成29年1月7日
(土) 午前10時〜正午(受
付：午前9時30分〜)
●場所 園部公民館3階大研
修室
●対象 小学生以上
※テーマは当日発表します。
●持ち物 自分が使用する
筆、文鎮(その他は主催者
が準備します。)
8

平成28年
（2016年）12月9日発行

●申込方法 12月27日(火)
までに、住所、氏名、電
話番号を、来館、郵送、
Eメール、FAXのいずれか
で、連絡の上、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、可能な限り事
前にお申し込みください。
●その他 作品は1月27日
(金)まで、園部公民館ロ
ビーに展示します。
●主催 園部町文化協会
園部町文化協会事務局(園
部公民館内) (月・祝日休
館)
(0771)63-5820
(0771)63-5840
be-syakai@city.nantan.
kyoto.jp
622-0014南丹市園部町上
本町南2-22

「南丹将棋教室」
１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
1月7日(土)、
15(日)、21日(土)、29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

春休み海外研修事業の参
加者を募集します
体験を通して、互いの理解
や交流を深め、国際性を養う
ことを目的に実施します。1
人で参加される方が8割以上
で、初めて海外へ行かれる方
も多く、仲間づくりから丁寧
に指導します。【要申込】
●日程 平成29年3月25日
(土)〜4月5日(水)、9〜11
日間 ※コースによる
● 場 所 英 国 、豪 州 、カ ナ
ダ、ニュージーランド、フィ
ジー、カンボジア、ネパール
●対象 小学3年生〜高校3
年生 ※コースによる
●説明会 平成29年1月15
日(日) 午後1時30分〜(場
所は京都テルサ)
※説明会は申込不要、無料で
す。
●参加費 31.8〜47.8万円
※コースによる
●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

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

八木地域情報
消防ヘリコプターの夜間
離着陸訓練のお知らせ
消防機関の相互連携を図る
ため、京都市消防ヘリコプ
ターによる夜間離着陸訓練
が、公立南丹病院屋上で実施
されます。ヘリコプターの飛
行により大きな音が発生しま
すが、訓練へのご理解とご協
力をよろしくお願いします。
＜１回目＞
●日時 12月12日(月)
午後5時〜5時30分頃
※荒天の場合の予備日は12
月15日(木)
＜２回目＞
●日時 12月19日(月)
午後5時〜5時30分頃
※荒天の場合の予備日は12
月22日(木)
八木支所地域推進課
(0771)42-2300
京都中部広域消防組合
(0771)22-9581

サンタがパラグライダー
で飛んでくる
良い子の皆さんにサンタか
らのプレゼントです。おかし
がもらえます。【入場無料】
●日時 12月23日(金・祝
日) 午前10時〜正午
●場所 西京都パラグライ
ダー練習場(八木町玉ノ井)
BIRDSパラグライダース
クール
090-2285-7243

=メールアドレス

南丹市メール配信サー
ビスにご登録ください

１２月は地球温暖化防
止月間です

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

地球温暖化をもたらす二
酸化炭素(CO2)は、オフィ
スや家庭などでエネルギー
を消費することによって生
じています。特にこの時期
は、暖房の使用の増加など
によって、CO 2 の排出が
多くなります。環境省で
は、毎年12月を「地球温
暖化防止月間」として、オ
フィスや家庭などにおける
地球温暖化防止のための取
り組みを呼びかけていま
す。また、本月間の期間
中、全国各地において地球
温暖化防止を呼びかける各
種イベントの開催が予定さ
れています。

=ホームページアドレス

=郵便番号

１２月は脱スパイクタイ
ヤ推進月間です
凍結道路で使用されるス
パイクタイヤの粉じん公害
を防止するため、平成2年
に「スパイクタイヤ粉じん
の発生の防止に関する法
律」が施行され、脱スパイ
クタイヤの取り組みが進め
られています。毎年12月
は「脱スパイクタイヤ推進
月間」。脱スパイクタイヤ
を推進し、粉じん公害を防
止しましょう。同時に、凍
結路面での安全運転にも心
がけましょう。
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１２月２８日から年末年始特別放送になります。番組表を各戸配布いたします。
◇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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