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聴覚、音声・言語障がいの
ある方の意思疎通を支援する
ため、手話通訳者・要約筆記
者を派遣します。
●対象
・聴覚、音声・言語障がいの

ある方
・聴覚、音声・言語障がいの

ある方と意思疎通を図る必
要がある方
●費用　無料
●申込方法　派遣希望日の5

日前(土・日・祝日を除く)
までに、申込者の氏名、住
所、電話番号、派遣が必要
な理由、派遣が必要な日
時、場所を、電話、FAX、
郵送のいずれかで連絡の
上、お申し込みください。
ふない聴覚言語障害セン

　ター
(0771)63-6448

622-0014 南丹市園部町
　上本町南2番地22 園部公
　民館2階

閉校となった、新庄・吉富・五ヶ荘・大野小学校跡施設を活用
し、地域の皆さんが集い、地域内外の交流を通じて地域活性化を
図ることを目指す「地域活性化センター」が、4月1日にオープ
ンしました。校舎の各部屋や体育館、運動場の貸し出しを行って
いますので、どうぞご利用ください。

※施設の利用申し込みや貸出状況、利用料金などの詳細は、各施
設にお問い合わせください。
地域振興課　 (0771)68-0019

まちなかのにぎわい創出を目的に、平成23年12月から毎月開
催してきた「そのべ軽トラ市」については、一旦休止することと
なりました。

これからも新たなにぎわいづくりに挑戦していきますので、あ
なたのアイデアとご参加を心からお待ちしています。

市座プロジェクトチーム　 (0771)63-2451
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手話通訳者・要約筆記者
派遣事業のお知らせ

お知らせ

南丹市地域活性化センターがオープンしました

まちなか賑わい「そのべ軽トラ市」休止のお知らせ

名称 開館時間 電話番号

南丹市新庄地域
活性化センター

月曜日〜金曜日
午前9時〜午後5時
(利用申請に基づき午
後10時まで)

(0771)42-3057

南丹市吉富地域
活性化センター

月曜日〜土曜日
午前9時〜午後5時
(運動場を除き、利用
申請に基づき午後10
時まで)

(0771)42-2122

南丹市五ヶ荘地域
活性化センター

火曜日〜日曜日
午前9時〜午後5時
(利用申請に基づき午
後10時まで)

(0771)73-0605

南丹市大野地域
活性化センター

月曜日〜金曜日
午前9時〜午後5時
(運動場を除き、利用
申請に基づき午後10
時まで)

(0771)75-0153

http://www.city.nantan.kyoto.jp/
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市民の皆さんが行う、公共
的な課題解決の活動を支援す
る、「南丹市市民提案型まち
づくり活動支援交付金事業」
を募集します。
●募集期間　5月1日(月)ま

で
●募集事業
・課題設定型事業(市が設定

したテーマに基づき提案い
ただく事業)

・自由提案型事業(市民の皆
さんが気付かれた公共的課
題の解消に向け提案いただ
く事業)

●交付金額　上限20万円(補
助率：10分の10以内)

●申請窓口　地域振興課およ
び各支所地域推進課

※詳細については、地域振興
課またはまちづくりデザイ
ンセンターにお問い合わせ
いただくか、市ホームペー
ジをご確認ください。
地域振興課
(0771)68-0019
まちづくりデザインセンター
(0771)68-3555

●開催日　5月5日(金・祝)
●時間

第1回：午前10時〜正午
第2回：午後1時〜3時
第3回：午後3時〜5時
第4回：午後5時〜7時

●場所　道の駅ガレリアかめ
おか1階創作室

●内容　自衛隊の仕事(任務)
や制度などを現職自衛官が
説明します。

●対象　どなたでも
●その他　予約不要、入退場

自由、個別相談可能です。
防衛省自衛隊亀岡募集案内 

　所
(0771)24-4170

4月1日から業務の担当窓口が一部変わりました。ご不明な点
は、本庁、各支所の担当窓口にお気軽にお問い合わせください。
●変更点　総務部に「行政改革室」、「庁舎建設室」を設置し、

専門的に業務を推進します。
＜総務部＞

定住・企画戦略課　 (0771)68-0003

障がいのある方やご家族が身近な地域で相談できるよう、次の
方を南丹市障害者相談員に委嘱しています。日頃の相談のほか、
毎月相談日も設けていますので、障がいに関する悩みや不安な
ど、お気軽にご相談ください。秘密は厳守します。

社会福祉課　 (0771)68-0007

市民提案型まちづくり活
動支援交付金について

自衛隊説明会を開催しま
す

市役所の組織が一部変わりました

障害者相談員にご相談ください

区分 居住地 氏名 電話番号

身
体
障
害
者
相
談
員

園部町 やまぐち　つよし
山口　強 (0771)62-1427

八木町 まつもと　ひろこ
松本　弘子 (0771)42-3246

日吉町 きむら　さちこ
木村　幸子 090-5676-0532

美山町 ともと　せつこ
戸本　節子 090-1583-2314

知
的
障
害
者
相
談
員

園部町 こばやし　よしひろ
小林　義博 090-8826-8660

八木町 こくふ　たえこ
國府　妙子 (0771)42-5789

日吉町 しおがい　のりこ
塩貝　範子 (0771)72-0572

美山町 すごう　てつじ
菅生　哲二 (0771)75-1751

精
神
障
害
者
相
談
員

園部町 かわはら　のぶゆき
河原　信之 090-1915-9537

八木町 おくむら　ふみよ
奥村　史代 090-4901-4992

日吉町 みずぐち　ちかこ
水口　千歌子 090-8930-5631

美山町 うえの　きよみ
上野　清美 (0771)77-0251

担当窓口 業務内容
行政改革室(1号庁舎2階)

(0771)68-0023 行政改革、行政評価など

庁舎建設室(1号庁舎2階)
(0771)68-0021 庁舎建設など
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学生納付特例制度は、学生
の方が申請により保険料の納
付が猶予される制度で、将来
の年金受給権の確保だけでな
く、万一の事故などにより障
害を負ったときの障害基礎年
金の受給資格を得ることがで
きます。

就学にあたり、保険料の納
付が困難な場合は、一定の所
得以下であれば、申請によっ
て保険料の納付が猶予され、
10年以内の後払い(追納)が
できます。
●対象者　大学(大学院)、短

期大学、高等学校、高等専
門学校、専修学校および各
種学校(夜間部、定時制お
よび通信制課程を含む)な
どに在学している20歳以
上の学生などで、本人の所
得が基準以下の方

※各種学校の対象は、学校教
育法で規定されている修業
年限が1年以上の課程
●必要書類　学生証または在

学期間がわかる在学証明書
(原本)、年金手帳もしくは
本人確認ができるもの
●申請方法　必要書類を持参

の上、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。

※申請は毎年必要です。現
在、平成29年度分の申請
を受け付けています。
●所得基準を超えている方の
特例　学生納付特例の所得
基準を超えている方でも、
申請年度の前年の1月1日
以後に、失業や天災などの
理由により、所得に大きな
変動がある場合は、特例と
して認められる場合があり
ます。
●その他　詳細はお問い合わ

せください。
保健医療課　
(0771)68-0011

南丹市内で活動する当事者
団体の充実と発展のため、赤
い羽根共同募金を財源に活動
に必要な資金を助成します。
※「当事者団体」とは、同じ

ハンディキャップのある
方々が、悩みや問題を共有
し、問題の解決を図ること
を目的に組織されたグルー
プをいいます。ただし、指
定助成団体(各町介護者の
会、南丹市身体障害者福祉
会、精神保健福祉推進家族
会、難聴者の会)は除きま
す。
●対象団体　市内で活動する

当事者団体
●対象経費　4月1日〜平成

30年３月31日の間に、活
動資金として要する費用の
うち、①謝金、②旅費交通
費、③消耗品費、④研修
費、⑤印刷製本費、⑥通信
運搬費、⑦賃借料、⑧備品
購入費および⑨その他必要
と認める経費
●助成金額

●申請期間　4月17日(月)〜
5月15日(月)
●申請方法　申請窓口に備え

付けの申請用紙に必要事項
を記入し、必要書類を添付
の上、南丹市共同募金委員
会事務局または市役所各支
所、社会福祉協議会各事務
所の窓口に提出してくださ
い。
●決定方法　審査委員会にお

いて、書類審査およびヒア
リングを行い決定します。
●実施報告　活動終了後に、

報告書および決算書を提出
してください。

南丹市共同募金委員会事務
　局
・南丹市社会福祉協議会地域
　福祉課
　 (0771)72-3220
・社会福祉課
　 (0771)68-0007

京阪京都交通株式会社にお
いて、4月1日から交通系IC
カード「ICOCA(イコカ)」
を使った「ポイントサービ
ス」が開始されました。

事 前 に 会 員 登 録 し た
ICOCAで京阪京都交通バ
スを利用すると、利用額の
10％がポイントになり、運
賃以上のポイントが貯まると
自動的にポイント精算を行い
ます。利用いただくには「会
員登録」が必要です。

また、京阪グループ共通バ
スカードは、9月30日(土)で
発売を終了し、平成30年2月
1日(木)から利用できなくな
ります。
●会員登録方法　インター

ネット(京阪京都交通ホー
ムページ)または京阪京都
交通案内所、営業所窓口で
手続きしてください。

※詳細は、京阪京都交通バス
車内、案内所、営業所およ
び南丹市役所などに設置し
ているパンフレットや、京
阪京都交通株式会社ホーム
ページをご覧ください。
京阪京都交通株式会社亀岡

　営業所
(0771)23-8000
http://www.keihankyot

　okotsu.jp/

国民年金保険料学生納付
特例の申請について

当事者団体活動に助成金
を交付します

京阪京都交通「ポイント
サービス」の開始について

構成人数 助成額(上限)
3〜19人 2万円
20〜49人 5万円
50〜99人 10万円
100〜499人 20万円
500人以上 30万円
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国際交流会館の会議室など5つの部屋が、9月30日までの期間限定で、格安で利用できるキャンペーン
を実施します。身近な集まりなどにも活用いただけますので、この機会にぜひご利用ください。

公益財団法人南丹市情報センター　 (0771)63-1777

京都府独自の施策として、
母子家庭(父子を含まない)の
方を対象に母子家庭奨学金を
支給しており、平成29年度
の支給申請を受け付けていま
す。なお、昨年度受給された
方も申請が必要です。
●支給金額(年額、1人当たり)
・乳幼児：11,000円
・小学生：21,500円
・中学生：43,000円
・高校生：64,000円
※高校入学時には、入学支度

金(1人当たり35,000円）
が別途支給されます。

※提出期限以降に申請された
場合や、4月1日以降に新
規支給対象となられた方
は、申請の翌月からの月割
支給となります。
●申請方法　申請窓口に備え

付けの申請用紙に必要事項
を記入し、ひとり親家庭福
祉推進員または民生委員・
児童委員の証明を受けた
上、印鑑と貯金通帳を持参
して、子育て支援課または
各支所市民生活課で申請し
てください。

※高校生の場合は、在学証明
も必要です
●提出期限　５月31日(水)

＜ひとり親家庭福祉推進員の
証明日＞

ひとり親家庭福祉推進員の
証明日を次のとおり設けます。
●日時　①５月12日(金) 午

後6時〜8時、②５月21日
(日) 午後１時〜３時
●場所　園部公民館２階和

室、八木公民館１階和室、
日吉町生涯学習センター第
1会議室、美山基幹集落セ
ンター

※美山基幹集落センターは、
5月21日(日)のみ
子育て支援課
(0771)68-0017

日吉町生涯学習センターで
は、平成29年度クラブミー
ティングルーム利用の登録申
請を受け付けています。

登録された団体は、約20
人の会議ができるクラブミー
ティングルームを年間に何回
でも利用できます。
●使用期間　4月1日から平

成30年3月31日の午前9時
〜午後10時
●休室日　月曜日および祝

日、年末年始(12月28日
〜1月4日)、センターの臨
時休館日

●資格　次の①〜③全てに該
当すること

①団体の構成員が５人以上
で、その半数以上が市内在
住、在勤または在学中であ
ること

②社会教育の推進または文化
芸術活動の推進に寄与する
団体であること

③センターの運営に積極的に
協力できる団体であること

●登録料　年間10,280円
(10月以降利用の場合は、
5,140円)

●申込方法　団体構成員名
簿、活動実績および活動計
画書を添付の上、問合せ先
までお申し込みください。
日吉町生涯学習センター
(0771)72-3300

南丹市国際交流会館利用料割引キャンペーンを実施します

期間限定利用料金(税込)
第２会議室、第３会議室、
六花亭、展示ホール 特別会議室

平日 土日 平日 土日
午前 (午前9時〜正午) 1,390円 1,940円 7,010円 8,640円
午後 (午後1時〜5時) 1,940円 2,590円 9,170円 10,800円
夜間 (午後6時〜10時) 2,260円 3,020円 10,800円 12,960円
午前・午後 (午前9時〜午後5時) 2,800円 3,880円 14,040円 16,730円
午後・夜間 (午後1時〜10時) 3,550円 4,850円 17,280円 20,520円
全日 (午前9時〜午後10時) 4,420円 6,040円 21,600円 25,920円

母子家庭奨学金支給申請
について

クラブミーティングルー
ム登録団体を募集します
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「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、
各種健康診査やがん検診の受
診、健康教室などへの参加、
健康づくりの実践などでポイ
ントを貯めて応募すると、抽
選で健康グッズなどの記念品
が当たる取り組みです。応募
者全員に参加賞もプレゼント
します。50ポイントを目指
して健康づくりに取り組みま
しょう。
●対象　20歳以上の市民
●対象期間　4月〜12月
※職場健診や人間ドックは、

平成29年1月受診分から対
象です。
●ポイントの貯め方　①〜③

の方法でポイントが貯まり
ます。

①市民健診、職場健診、人間
ドックなどの受診

②市主催の健康教室などに参
加

③個人で健康目標を立てた健
康づくりの実践
●取組手順　
①ポイントカードを入手しま

す。
※ポイントカードは、保健福

祉センター、保健医療課、
福祉事務所、各支所市民生
活課、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
え付けています。また、集
団健診受診時にも配布しま
す。市ホームページからも
ダウンロードできます。

②健診の受診や教室に参加し
て、ポイントカードにスタ
ンプを押してもらいます。
職場健診、人間ドックなど
は自分で受診日を記入しま
す。

※自己目標を立てて実践する
場合は、ポイントカードに
目標と実践した日付を記入

します。
③50ポイント以上貯まった

ら、保健医療課または各支
所市民生活課へポイント
カードを持参いただき参加
賞と交換してください。
●その他

応募いただいた方の中から
抽選で記念品をプレゼントし
ます。詳しくはポイントカー
ドに掲載していますのでご覧
ください。

保健医療課
(0771)68-0016

地域づくりやＮＰＯ活動な
どに関心のある女性や職場で
さらに能力を発揮したい女性
に、学習とネットワーク構築
の機会を提供し、地域や職場
における課題解決や社会経済
の活性化のために活躍する女
性リーダーを育成する「京都
府女性の船」事業を実施しま
す。このたび、「第37回京
都府女性の船」の参加者を募
集しますので、ご応募くださ
い。【要申込】
●実施時期
・研修Ⅰ(事前研修)：6月24

日(土)
・研修Ⅱ(3泊4日)：7月7日

(金)〜10日(月)
・研修Ⅲ(事後研修)：8月5

日(土)
●訪問先　北海道、東北
●資格　府内在住、在勤の概

ね20歳以上の女性で、次
の全てに該当する方

①地域や職場の課題解決、活
性化のため、さらに能力を
発揮して活躍したいという
意欲のある方

②健康でこの研修に十分耐え
得る体力のある方

③団体生活に適応できる方
④研修Ⅰから研修Ⅲまでの全

てに参加できる方

※過去に「京都府女性(婦人)
の船」に参加された方(た
だし、原則として最近2年
以内の参加者は除く)で、
その経験を生かして、現在
就業および活動などをされ
ており、今回初めて参加す
る方をサポートする意志の
ある方の参加枠を10人程
度設けています。

●費用　35,000円以内
●申込期限　４月28日(金)
※必着
●申込方法　参加申込書およ

びアンケートを、市役所人権
政策課または各支所市民生
活課に提出してください。

※提出書類の様式は、市役所
人権政策課および各支所市
民生活課、府広域振興局、
府税事務所、府教育局な
どに備え付けています。
また、府ホームページか
らもダウンロードできま
す。( http://www.pref.
kyoto.jp/josei/index.
html
京都府男女共同参画課
(075)414-4291

女性が直面するさまざまな
悩みを、専門の女性カウンセ
ラーが共に受けとめ、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　4月26日、5月10

日、24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。
●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

「なんたん健康ポイント　
５０」を始めます

「京都府女性の船」の参加
者を募集します

女性相談日のお知らせ

相談会
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京都府ナースセンターは、
看護職を対象とした無料職業
相談所で、隔月で出張相談を
実施しています。看護職の相
談員、就業アドバイザーが相
談に応じます。
●日時　5月2日(火)

午前9時30分〜正午
●場所　ハローワーク園部
●内容　就業相談、看護職の

悩み相談、再就職のための
研修案内など
京都府ナースセンター
(075)222-0316

きこえの相談や補聴器相談
を、毎月第4水曜日に行って
います。【申込不要】
●日程　①5月24日、②6月

28日、③7月26日(各水曜
日)
●時間　午後1時〜3時
●場所　ふない聴覚言語障害

センター(園部公民館2階)
●対象者　聞こえにくい方や

補聴器を必要とされている
方(難聴者、中途失聴者、
そのご家族など)
●内容　補聴器相談(補聴器

の調整、修理、電池交換、
購入、視聴など)
●相談料　無料(補聴器修理

費用、電池代などは別途必
要)
●その他　身体障害者手帳や

補聴器をお持ちの方は、当
日ご持参ください。聴力測
定や言語聴覚士によるきこ
えの相談をご希望の方は、
お問い合わせください。
ふない聴覚言語障害セン

　ター
(0771)63-6448

児童発達支援事業所「くく
あ」が、毎週火曜日に子育て
広場「まな」を開設します。
●日時　4月18日、25日、

5月2日、9日(各火曜日)午
前10時〜正午
●場所　放課後デイサービス

センター「るる」(八木町
玉ノ井北沢23番地4) 
●対象　未就学のお子さんと

その保護者
●内容　子育ての不安や困っ

ていることに寄り添い、お
子さんと触れ合い遊びや制
作活動を通して、関わり方
や子育てのヒントを一緒に
見付けていきます。また、
個別相談も行います。

※個別相談については、事前
予約も可能ですのでお気軽
にご連絡ください。
●参加費　200円(お茶、お

やつ代)
特定非営利活動法人アシス

　ト　児童発達支援事業所
　「くくあ」

(0771)55-9366

し、4月から美山小学校に
再編されました。本展は、
美山町域の学校がどのよう
にして誕生し、地域に根ざ
していったのかを紹介しま
す。また、学校沿革誌や学
校日誌など、残された資料
から当時の学校と地域の関
わりについて考えます。

●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)

※市内在住者は入館無料
●休館日　毎週月曜日

南丹市立文化博物館
(0771)68-0081

昨年の熊本地震で現地派遣
された栄養士をお招きし、避
難所支援の体験を踏まえた、
食事に関わる日常の工夫など
をお話しいただきます。【無
料】
●日時　4月22日(土)

午後2時〜
●場所　園部公民館
●演題　災害から身を守る〜

災害時における食事の工夫
〜

●講師　南丹保健所管理栄養
士　神原真規子　氏
南丹市女性会事務局(園部

　公民館内：月・祝休館)
(0771)63-5820

氷室の郷で、元気に「考
え・学び・ふれあう」わんぱ
くでエコな１日を過ごしませ
んか。【入場無料】
※当日は、ごみゼロの日を目

指します。また家庭用使用
済み天ぷら油の回収も実施
します。

●日時　4月23日(日)
午前10時〜午後３時

●場所　八木農村環境公園

文化博物館春季企画展「学
校のあゆみ〜美山地区編〜」
を開催します。
●開催期間　4月15日(土)〜

5月28日(日)
●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　平成28年3月に美山

町域の知井、平屋、宮島、
鶴ヶ岡、大野小学校が閉校

文化博物館春季企画展を
開催します

催し

子育て広場「まな」を開設
します

子育て支援（催し）京都府ナースセンターの
出張相談を開催します

「きこえと補聴器の相談
会」を開催します

南丹市女性会記念講演会
のご案内

氷室の郷「わんぱくアース
ＤＡＹ」を開催します
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「氷室の郷」
※雨天の場合はホール内で行

ないます。
●内容　
＜プログラム＞

餅つき大会(ふるまい餅)、
紫雲太鼓、ハワイアンフラダ
ンス、ＨＯＰＥ＆まちゃみ
ヒップホップダンス、八木中
学校吹奏楽部演奏、南丹娘の
歌、京都府警察音楽隊演奏＆
カラーガード隊演技
＜体験コーナー＞

なつかしの糸でんわ作り体
験、科学実験「科学となかよ
し」電気を水で作ってみよう、
丸太切り体験、コラボクイズ、
ジャンボしゃぼん玉コーナー
＜Ｅｃｏコーナー＞

ゴーヤ苗無料配布(先着
100人)、バイオ燃料で動く
レーシングカート展示と試乗
＜美味コーナー＞

たこ焼き、焼きそば、うど
ん、よもぎもち、ちらし寿
司、綿菓子、ピザ、パンなど

南丹市八木農村環境公園
　「氷室の郷」(月曜休み)

(0771)43-1128

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。新たに超初級コースを設
け、全くの初心者も参加でき
ます。お気軽にご参加くださ
い。【要申込】
●５月の日程　5月6日(土)、

14(日)、20日(土)、28日
(日)

※可能な日にご参加くださ
い。以降の日程は随時お知
らせします。
●時間　※途中退館可
・超初心者コース：午前9時

〜10時
・初心者コース：午前10時

〜正午
・経験者コース：午後1時〜

5時(午後3時からは自由対

局)
●場所　園部公民館
●対象　小学生以上ならどな

たでも可
●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
●講師　日本将棋連盟公認棋

道指導員、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。
●その他　日程変更などの連

絡は、講師から直接入りま
す。申込以降は自分のペー
スで好きな日程にご参加く
ださい。上達に応じて参加
コースの変更も可能です。
園部公民館(月・祝日休館)
(0771)63-5820
(0771)63-2850
be-syakai@city.nantan.

　lg.jp
622-0014 南丹市園部町

　上本町南2-22

日ごろの感謝の気持ちを込
めて、また頑張っている自分
へのプレゼントとして、親子
で花のアレンジを体験してく
ださい。【要申込】
●日程　5月13日(土)
●場所・時間　美山文化ホー

ル1階会議室：午前10時
〜11時30分、園部女性の
館：午後1時30分〜3時
●内容　「母の日」フラワー

アレンジメント
●運営協力金・材料費　大

人2,000円、子ども300円
(小学生が対象)
●定員　各20人

●持ち物　生け花用はさみ、
持ち帰り用袋

●講師　森谷万知子　氏
●申込方法　5月2日(火)ま

でに、電話でお申し込みく
ださい。
園部女性の館運営委員会

　(園部女性の館内)
(0771)63-2986

福祉事業の振興などを目的
に開催します。なお、府民総
体の選手選考を行う南丹市ゴ
ルフ大会を兼ねています。
●開催日　5月18日(木)
※開始時間などについては申

込者にお知らせします。
●場所　クラウンヒルズ京都

ゴルフ倶楽部
●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　5月5日(金・
祝)までに、住所、氏名、
電話番号を記入の上(グ
ループの場合は、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、
プレイフィ費を含む)

●主催　南丹市ゴルフ協会
●後援　京都新聞社、南丹

市、南丹市社会福祉協議
会、南丹市商工会、南丹市
体育協会
クラウンヒルズ京都ゴルフ

　倶楽部
(0771)72-1234
(0771)72-1238
629-0301 南丹市日吉町

　保野田池ヶ谷1番地

「南丹将棋教室」５月開催
日のお知らせ

「南丹市園部女性の館」講
座のご案内

第２２回南丹市チャリティ
ゴルフ大会参加者募集
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南丹市立図書館の新刊図書の一部を紹介します。
＜一般書＞
◆人生がはかどる「ふせんノート」(坂下仁)◆わたくしたちの旅のかたち(兼高かおる、曽野綾子)◆
歴史でめぐる洛中洛外 上(井上満郎)◆一億総貧困時代(雨宮処凛)◆被災ママに学ぶちいさな防災のア
イディア40(アベナオミ)◆保育で使える！ワクワク手袋シアター(amico)◆子どもの身長ぐんぐんメ
ソッド(佐藤詩子、山口由美子監修)◆今こそ知りたい！がん治療薬オプジーボ(佐々木治一郎)◆はじ
めての刺しゅうこどもたちのステッチ380+100◆いちからはじめるプリザーブドフラワーの作り方
(長井睦美)◆暮らし上手、育て上手のひぐま家ごはん日記(ひぐまあさこ)◆春夏秋冬、ぎゅっと詰め
て旬弁当(中川たま)◆水草水槽のススメ(早坂誠)◆キャスターという仕事(国谷裕子)◆家族最後の日
(植本一子)◆母親力(森昌子)◆江の島ねこもり食堂(名取佐和子)◆ゼロ・アワー(中山可穂)◆失われた
地図(恩田陸)◆ついに、来た？(群ようこ)◆東京クルージング(伊集院静)◆雪つもりし朝(植松三十里)
◆サイレンス(秋吉理香子)◆狩人の悪夢(有栖川有栖)◆ダブルマリッジ(橘玲)◆嘘つき女さくらちゃ
んの告白(青木祐子)◆人生の踏絵(遠藤周作)◆存在感のある人(アーサー・ミラー)
＜児童書＞
◆101人が選ぶ「とっておきの言葉」(河出書房新社編)◆日本と世界のくらし 食(野林厚志監修)◆岩
石と鉱物(スティーブ・パーカー)◆包丁を使わないで作るごはん(寺西恵里子)◆はじめての浮世絵 第
１〜３巻(深光富士男)◆人形(是澤博昭)◆教科書にでてくる音楽家の伝記(ひのまどか監修)◆劇場っ
てどんなところ？(フロランス・デュカトー)◆「悩み部」の平和と、その限界。(麻希一樹)
＜絵本＞
◆よるのこどものあかるいゆめ(たにかわしゅんたろう)◆わたしだけのものがたり(パメラ・ザガレ
ンスキー)◆カレー地獄旅行(ひげラク商店)◆ともだちのひっこし(宮野聡子)◆夢金(立川談春)◆たま
ごにいちゃんとたまごねえちゃん(あきやまただし)◆あめ(イブ・スパング・オルセン)◆ちいさなあ
なたがねむる夜(ジーン・E.ペンジウォル)◆きんのつののしか(宮川やすえ/再話)

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)68-004

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。
＜なんたんメール＞

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@raiden.ktaiwork.jp
●受信許可が必要なアドレス
　 nantan-city@raiden.ktaiwork.jp

情報政策課　 (0771)68-0066

南丹市立図書館「新刊図書」のご案内

新刊図書のご案内
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国民の祝日である「みどりの日(5月4日)」についての国民の関心と理解を一層促進し、「みど
り」についての国民の造詣を深めるため、毎年4月15日から5月14日を期間とする「みどりの月
間」が設けられています。

期間中は、「みどりの学術賞」の授与を行う「みどりの式典」をはじめとして、地方公共団体お
よび一般の協力を得て、「みどり」に関する各種行事などが全国的に実施されます。

平成13年12月に「子どもの読書活動の推進に関する法律」が制定され、4月23日が「子ども読
書の日」と定められました。

これは、広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書
活動を行う意欲を高めるために設けられたものです。

文部科学省では、この日を記念して、「子どもの読書活動推進フォーラム」を開催し、優秀な読
書活動の実践校などの表彰などを行います。

政府広報より

高齢者の憩いの場として、地域の公民館などで趣味活動をする「ふれあい教室」を実施していま
すので、ご参加ください。【要申込】
●日程・場所
＜月１回実施＞

＜月２回実施＞

※実施日が祝日の場合は、翌週の火曜日に変更します。
●時間　いずれも午前9時30分〜11時30分
●対象　園部地域在住のおおむね65歳以上で、デイサービスを利用していない方
●内容　手芸、絵手紙、園芸、フラワーアレンジ、歌と手遊び、腹話術、脳トレ、アロマハンド　
　マッサージ、バルーンアートなど
●費用　内容により材料費の自己負担あり(300円〜700円)
●申込方法　「ふれあい教室」の会場にお越しいただき、申込書にご記入ください。申し込みは、

随時受け付けています。
※初回に、必ず印鑑をご持参ください。

南丹市福祉シルバー人材センター　 (0771)63-5320

「ふれあい教室」の参加者を募集します

園部地域情報

４月１５日〜５月１４日はみどりの月間です

４月２３日は子ども読書の日です

実施日 実施場所
第１火曜日 曽我谷公民館、高屋公民館
第２火曜日 殿谷公民館、埴生公民館

実施日 実施場所

第１、３火曜日 新町公民館、小山西町教育集会所、美園町公民館、南部コミュニティセ
ンター、北部コミュニティセンター、船岡文化センター、越方公民館

第２、４火曜日 黒田公民館、竹井公民館、仁江公民館、大西公民館、半田公民館、天引
公民館、大河内公民館
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なんたんテレビ番組表（平成29年4月16日～30日）★印　初回放送
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

00

30

00

30

00 美山中
入学式

★胡麻保
入所式

城南保
入所式

八木東幼
入園式

八木中央
幼入園式

園部幼
入園式

八木西小
入学式

★園部小
入学式

30 園部中
入学式

★城南保
入所式

園部保
入所式

八木中央
幼入園式

★園部幼
入園式

すこやか
入園式

八木東小
入学式

★園部第二
小入学式

00

30 附属中
入学式

00 ★園部保
入所式

日吉中央
保入所式

知井保
入所式

★すこやか
入園式

聖家族幼
入園式

殿田小
入学式

胡麻郷小
入学式

30 ★日吉中央
保入所式

胡麻保
入所式

みやま保
入所式

★聖家族
幼入園式

★美山小
入学式

美山小
入学式

園部小
入学式

00 殿田中
入学式

30

00

30 八木中
入学式

00 美山中
入学式

胡麻保
入所式

城南保
入所式

八木東幼
入園式

園部幼
入園式

★八木西
小入学式

八木西小
入学式

胡麻郷小
入学式

30 園部中
入学式

城南保
入所式

園部保
入所式

八木中央
幼入園式

すこやか
入園式

★八木東
小入学式

八木東小
入学式

園部小
入学式

00

30 附属中
入学式

00

30

00 園部保
入所式

日吉中央
保入所式

知井保
入所式

聖家族幼
入園式

★殿田小
入学式

殿田小
入学式

園部第二
小入学式

園部小
入学式

30 日吉中央
保入所式

★知井保
入所式

みやま保
入所式

園部幼
入園式

美山小
入学式

美山小
入学式

胡麻郷小
入学式

園部第二
小入学式

00

30

00 殿田中
入学式

胡麻保
入所式

★みやま保
入所式

八木東幼
入園式

すこやか
入園式

八木西小
入学式

八木西小
入学式

胡麻郷小
入学式

30 八木中
入学式

城南保
入所式

★八木東幼
入園式

八木中央
幼入園式

聖家族幼
入園式

八木東小
入学式

八木東小
入学式

園部第二
小入学式

00

30
00

30
00

30 美山中
入学式

園部保
入所式

★八木中央
幼入園式

知井保
入所式

園部幼
入園式

00 園部中
入学式

日吉中央
保入所式

知井保
入所式

みやま保
入所式

すこやか
入園式

殿田小
入学式

殿田小
入学式

園部小
入学式

30 附属中
入学式

胡麻保
入所式

みやま保
入所式

八木東幼
入園式

聖家族幼
入園式

美山小
入学式

★胡麻郷
小入学式

園部第二
小入学式

00

30

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

園部高
入学式

協働みーつけた！

もぎたてニュースサタデー

もぎたてニュースサタデー

もぎたてニュースサタデー

もぎたてニュースサタデー

もぎたてニュースサタデー

日

協働みーつけた！

園部高
卒業式

もぎたてウェンズデー

もぎたてウェンズデー

もぎたてウェンズデー

もぎたてウェンズデー

もぎたてウェンズデー

もぎたてニュースサタデー

もぎたてニュースサタデー

もぎたてニュースサタデー

もぎたてニュースサタデー

もぎたてニュースサタデー

もぎウェンズ

もぎウェンズ

もぎウェンズ

もぎウェンズ

もぎウェンズ

協働みーつけた！ 京都あかでみー第１１回

園部高
入学式

園部高
入学式

週報ほか

日
16

協働みーつけた！

京都あかでみー第１１回

週報ほか

週報ほか

週報ほか

市民の情報ひろば

協働みーつけた！

ＪＡトピックス

ＪＡトピックス

ＪＡトピックス

ＪＡトピックス ＪＡトピックス

★園部高
入学式

京都あかでみー第１１回

ふくしの森

ふくしの森

ふくしの森

ふくしの森

ふくしの森

★園部高校・附属中学校合唱部
定期演奏会

★園部高校・附属中学校合唱部
定期演奏会

★園部高校・附属中学校合唱部
定期演奏会

★園部高校・附属中学校合唱部
定期演奏会

★園部高校・附属中学校合唱部
定期演奏会

★園部高校・附属中学校合唱部
定期演奏会

ＪＡトピックス

ＪＡトピックス

ＪＡトピックス

京都あかでみー第１１回

もぎサタ

もぎサタ

もぎサタ

もぎサタ

JAトピックス

もぎサタ

JAトピックス

JAトピックス

JAトピックス

市民の情報ひろば

市民の情報ひろば

週報ほか

園部高
卒業式

協働みーつけた！ 京都あかでみー第１１回

京都あかでみー第１２回

京都あかでみー第１２回

京都あかでみー第１２回

京都あかでみー第１２回

京都あかでみー第１２回

★京都あかでみー第１２回 ★ふくしの森★京都あかでみー第１1回

★もぎたてニュースサタデー ★もぎたてニュースサタデー★もぎたてニュース
ウェンズデー

★もぎたて
ウェンズデー

★もぎたて
サタデー

京都聖
カタリナ高校
吹奏楽部
定期演奏会

京都聖
カタリナ高校
吹奏楽部
定期演奏会

京都聖
カタリナ高校
吹奏楽部
定期演奏会

京都聖
カタリナ高校
吹奏楽部
定期演奏会

京都聖
カタリナ高校
吹奏楽部
定期演奏会

★京都聖
カタリナ高校
吹奏楽部
定期演奏会

園部高
入学式

4
月

8

10

13

16

18

22

23

9

15

17

11

6

7

14

12

19

20

21

◇南丹市情報センター　受付時間：午前8時30分〜午後5時（月・祝日休業）
(0771)63-1777　 (0771)63-1682　 sictv@sic.cans.ne.jp　 http://nantantv.or.jp/


