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お知らせ
空き家を活用した文化芸
術活動を募集します
空き家や空き店舗の活用促
進と文化芸術活性化のため、
誰もが気軽に文化芸術に親し
める場づくりの取り組みを募
集し、その費用の一部を補助
します。
●対象者 住所または活動の
拠点が市内の団体
※法人格の有無は不問
●対象事業 市内で実施する
空き家などを活用した文化
芸術の取り組み(展示会な
ど)
●補助率 1/2以内で20万
円を上限(南丹市以外の補
助制度との併用可)
●対象件数 5件
●募集期間 5月1日(月)〜6
月30日(金)
※詳細はお問い合わせくださ
い。
地域振興課
(0771)68-0019

【総合問合せ窓口】

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
・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：住宅の屋根などへの設置に適した低圧
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29年4月3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30年2月9日(金)までに、補助金交付申請書(及
び補助金完了報告書)、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

(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653
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男女共同参画社会推進委
員を公募します
南丹市では、男女共同参画
行動計画を円滑に推進するた
め「南丹市男女共同参画社会
推進委員会」を設置し、市民
の方々から委員を公募しま
す。
●応募資格
・市内に在住、在勤または在
学の方
・平成29年4月1日現在、満
20歳以上の方
・平日の昼間に開催する推進
委員会に出席できる方
・本市議会議員および本市職
員でない方
●募集人員 若干名
●任期 委嘱の日から平成
31年3月31日まで
●選考方法 作文の内容など
を参考に選考します。
●応募方法 応募用紙に必
要事項を記入の上、5月29
日(月)午後5時(必着)まで
に人権政策課または各支所
市民生活課へご提出くださ
い。
※応募用紙は、人権政策課お
よび各支所市民生活課に備
え付けます。また、市ホー
ムページからもダウンロー
ドできます。
人権政策課
(0771)68-0015

雨水貯留施設の設置費用
の一部を補助します
雨水を貯めることで、雨水
の利活用や防災対策などに役
立てていただくため、雨水貯
留施設を設置する費用の一部
を補助します。
希望される方は、雨水貯留
施設の購入前および交付申請
書の提出前に下水道課にご相
談ください。
●主な目的やメリット
・庭や花壇などへの散水によ
る水資源の再利用
2
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・震災などの災害時に備え、
飲料用以外の生活用水をス
トック
・貯留施設の普及による豪雨
時の出水軽減
●対象となるタンク 雨水を
雨どいから分岐器を介して
貯留する施設で、100リッ
トル以上の貯留量があるも
ので、所有(使用)する建物
1戸につき、雨水貯留施設
1基
●対象者 雨水貯留施設を設
置する建物を所有(使用)す
る個人または法人で、市税
や上下水道使用料などの滞
納がない方
●補助金 雨水貯留施設1基
当たり、補助対象購入費
に4分の3を乗じた額で、
45,000円を限度とする。
※千円未満は切り捨て
※設置に係る工事費などは補
助対象になりません。
●その他 詳細は市ホーム
ページに掲載しています。
不明な点はご連絡くださ
い。
下水道課
(0771)68-0054

●清掃 毎年1回以上(浄化槽
の種類により異なる)
浄化槽に溜まった汚泥
やスカム(浄化槽内に発生
する浮遊固形物)を抜き取
り、附属装置や機械類を洗
浄する作業です。この作業
は、浄化槽清掃許可業者
(京都府中部環境協同組合)
に委託してください。
※料金などの詳細は、市ホー
ムページをご覧ください。
●水質検査 毎年1回、浄化
槽の保守点検・清掃が適正
で浄化槽の機能を発揮して
いるかを確認する重要な検
査です。この作 業は、京 都
府が指定する指定検査機関
(公益社団法人京都保健衛
生協会)で受けてください。
●浄化槽の使用を廃止する場
合 浄化槽の使用をやめる
(廃止)場合、または休止す
る場合は、保守点検業者ま
たは浄化槽清掃許可業者へ
依頼し、浄化槽の清掃と消
毒を行い、浄化槽廃止届出
書または休止届を下水道課
に提出してください。
下水道課
(0771)68-0054

浄化槽の維持管理につい
て
浄化槽の機能を十分発揮さ
せるためには装置の点検、調
整、清掃など技術的なメンテ
ナンスが必要です。そのため
浄化槽法では、保守点検、清
掃、水質検査を行うことが義
務付けられています。専門の
業者へ依頼し、必ず実施して
ください。
●保守点検 毎 年 3 回 以 上
(浄化槽の種類により異なる)
浄化槽の運転状況の点
検、消毒剤の補充などをし
ます。この作業は、専門の
知識や技術が必要となりま
すので、京都府に登録され
ている浄化槽保守点検業者
に委託してください。

海の
「もしも」
は118番へ
暖かくなり、海や川でレジ
ャーを楽しむ機会が増えてき
ます。近年、マリンレジャー
中の事故が多発していますの
で、万一の事故に備えて、ラ
イフジャケットの着用や防水
パックに入れた携帯電話の携
行を心掛けましょう。また事
故が発生した時や事故を目撃
した時は、迷わず、素早く、
「118番」へ電話してくださ
い。
舞鶴海上保安部
(0773)76-4120

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

高齢者用肺炎球菌予防接種のお知らせ
肺炎球菌予防接種を希望される方は、期間内に実施協力医療機関で接種してください。不明な点は
お問い合わせください。
●対象者 南丹市に住民登録があり、以下の①、②いずれかに該当する方
①平成29年度に対象となる方
年 齢
対象生年月日
65歳となる方
昭和27年4月2日生〜昭和28年4月1日生
70歳となる方
昭和22年4月2日生〜昭和23年4月1日生
75歳となる方
昭和17年4月2日生〜昭和18年4月1日生
80歳となる方
昭和12年4月2日生〜昭和13年4月1日生
85歳となる方
昭和7年4月2日生〜昭和8年4月1日生
90歳となる方
昭和2年4月2日生〜昭和3年4月1日生
95歳となる方
大正11年4月2日生〜大正12年4月1日生
100歳となる方
大正6年4月2日生〜大正7年4月1日生
②平成29年4月1日現在60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
●接種回数 1回
※①、②いずれかの対象者であっても、初めて接種される方が対象です。5年以内の再接種で副反応
が強く発現するとの報告がありますのでご注意ください。
●実施期間 平成30年3月31日まで
※この期間に接種できなかった場合、その後の接種は全額自己負担となります。
●自己負担金 4,000円
●自己負担金の免除 今年度の対象者で生活保護世帯の方、または市民税非課税世帯の方は申請によ
り自己負担金が免除されます。必ず、接種までに印鑑をご持参の上、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。
●接種方法 実施協力医療機関に直接お申し込みください。
※市外の医院で病気の管理中など、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、
事前に保健医療課へお問い合わせください。ただし、医療機関によっては、公費での接種を受けら
れない場合があります。
●実施協力医療機関(順不同)
医療機関名
川西診療所
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
公立南丹病院 (※1)
きむら診療所

電話番号
(0771)62-0139
(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)42-2510
(0771)43-0860

医療機関名
山田医院
吉田医院
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
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
大萱医療美山町分院
京都市立京北病院

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

※1公立南丹病院は、5月1日から京都中部総合医療センターに名称変更されます。
保健医療療課
(0771)68-0016

=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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資源ごみ集団回収事業の団体登録について
ごみの減量と資源の有効利用を図るため、市内で資源ごみ(古紙および古布)の集団回収を実施する
団体に対し、報奨金を交付しています。
報奨金の交付を受けるためには、毎年度、団体登録をしていただく必要がありますので、事業を実
施される団体は平成29年度資源ごみ集団回収事業実施団体登録申請書を提出してください。
●対象・様式など 団体の要件および団体登録の様式は、市ホームページでご確認ください。
●提出期限 5月31日(水)まで ●提出先 市民環境課または各支所市民生活課
●注意事項 団体登録以前の回収活動は、報奨金の交付対象になりません。
市民環境課
(0771)68-0005

５月は赤十字運動月間です
日本赤十字社は、世界各地における救援活動はもとより、国内で災害援助活動、医療事業、血液事
業、社会福祉事業などの人道的な諸活動を展開している国際的な民間の救護団体です。
赤十字の活動は、赤十字の精神と活動に賛同していただける会員の皆さんによる会費や一般の方か
らの寄付金によって支えられています。
今年度も、5月1日(月)〜31日(水)を「赤十字運動月間」とし、活動資金募集運動を展開します。
皆さんのご支援、ご協力をよろしくお願いします。
南丹市社会福祉協議会
(0771)72-3220
社会福祉課
(0771)68-0007

人材募集
南丹市立図書館の臨時職員を募集します
●業務内容 図書館業務 ●勤務場所 南丹市立中央図書館または八木図書室
●時給賃金 870円 ●任用期間 9月30日まで
●勤務時間
・中央図書館：週1〜2日 午前8時45分〜午後5時15分
・八木図書室：週2〜3日 午前9時45分〜午後6時15分
●募集条件 65歳未満の土・日曜日勤務が可能な方 ●募集人数 各1人
●募集期間 5月9日(火)まで ※土、日、祝日を除く。午前8時30分〜午後5時15分
●申込方法 社会教育課および各支所地域推進課に備え付けの臨時職員登録申込書に必要事項を記入
の上、社会教育課または各支所地域推進課へ提出してください。
●採用 書類審査および面接試験により合否を決定します。
※面接は随時行います。 (日程は申込者に別途連絡します)
●その他 詳細はお問い合わせください。
社会教育課
(0771)68-0057
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=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

相談会

行政相談委員による定例相談所を開設します

法律・家庭・人権無料相談
所開設のお知らせ

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 5月9日(火) 午後1時30分〜3時30分
●場所 日吉支所3階第1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

法律、家庭および人権の問
題でお困りの方は、気軽にご
相談ください。【無料】
●日程 ①5月8日(月)、②
16日(火)
●時間 いずれも午前10時
30分〜午後3時15分(受
付：午前10時15分〜午後
2時45分)
●場所 日程①高島屋京都店
屋上階特設会場(京都市下
京区四条通河 原 町 西 入 真
町)、日程②カナート洛北
店地下1階カナートガーデ
ン(京都市左京区高野西開
町)
●主催 京都弁護士会、京都
地方検察庁、京都地方法務
局、京都地方裁判所、京都
家庭裁判所
●協賛 日本司法支援セン
ター京都地方事務所(法テ
ラス京都)
●その他 予約は不要です。
直接会場にお 越 し く だ さ
い。
京都地方裁判所総務課
(075)330-8994

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】
●日時 5月9日(火)
午後1時〜4時
●場所 八木公民館1階和室
●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

=メールアドレス

「行政書士による無料相談会」
の開催について
相続、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、まちの身近な法律家、行政書士
が相談に応じます。【無料】
●日時 5月10日(水) 午後1時30分〜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

出張がん個別相談会のお知らせ
京都府がん総合相談支援センターが、がんに関わるさまざまな
相談をお受けします。【無料・要申込】
●日程 5 月16日(火)、6月20日(火)
●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 実施日前日の午後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

５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
5月20日(土)
5月22日(月)
5月23日(火)

時間

午後1時〜3時

5月26日(金)

場所
そよかぜ美山
そよかぜ八木
そよかぜ日吉(おいで家)
園部まごころステーション
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

=ホームページアドレス

=郵便番号

第271号
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子育て支援（催し）

「よっといで広場」５月
開催日のお知らせ

南丹市メール配信サー
ビスにご登録ください

子育てすこやかセンター
５月事業のお知らせ

伸び伸び子どもを遊ばせた
り、お茶を飲んだり、おしゃ
べりをしたり、好きなことを
しましょう。どなたでもお越
しください。【無料】
●日時 5月10日(水) 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

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生な
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

＜共通事項＞
●対象 市内在住の親子
●申込方法 事前に来所また
は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。
＜子育て広場０歳〜＞
●日時 5月8日(月) 午前10
時30分〜11時30分
●内容 「ふれあい遊びほか」
●持ち物 バスタオル
＜子育て講座＞
●日時 5月11日(木) 午前
10時30分〜11時30分
●内容 白波瀬由香里歯科衛
生士による「子どもの口の
健康を守るに は ま ず 親 か
ら！！」
＜お話会＞
●日時 5月17日(水)
午前10時30分〜11時
＜子育て広場１歳〜＞
●日時 5月18日(木) 午前
10時30分〜11時30分
●内容 「おはなしポケット」
によるお話ほか
＜ベビーマッサージ＆ミニ講
座＞
●日時 5月25日(木) 午前
10時30分〜11時30分
●持ち物 バスタオル
＜親子リトミック＞
●日時 5月26日(金) 午前
10時30分〜11時30分
南丹市子育てすこやかセン
ター
(0771)68-0082
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５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
きる居場所づくりをしていま
す。今月はママさんのための
ヨーガ教室です。ぜひお越し
ください。【要申込】
●日時 5月24日(水) 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)
●内容 ママさんヨーガ＆カ
フェ
●講師 松尾圭子 氏
●参加協力金 500円(無農薬
コーヒーと手作りおやつ付き)
●申込方法 5月22日(月)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。
※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。
●その他 運動のしやすい服
装でお越しください。マッ
トをお持ちの方は、ご持参
ください。
みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
090-6962-6455
=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

郷土資料館「新緑祭」関
連イベントのお知らせ

催し
「外国人のための日本語
教室」
を開催します
市民ボランティアと1対1
で勉強します。【無料・要申
込】
●日時
①4月30日〜6月18日(5月7
日を除く毎週日曜日・全7
回) 午後6時〜7時30分
②5月11日〜6月22日(毎週
木曜日・全7回) 午後6時
30分〜8時
※日曜日か木曜日のどちらか
で勉強します。
※期間の途中からでも受講で
きます。
●場所 国際交流会館2階
研修室
●対象 市内在住または在勤
の外国人の方
●申込方法 事前に、住所、
氏名、電話番号(自宅・携
帯)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。
●その他
※お知り合いの外国人の方が
おられましたら、紹介をお
願いします。
※外国人の日本語支援を行う
市民ボランティアも募集し
ています。関心がある方は
協会に連絡の上、見学に来
てください。
南丹市国際交流協会
(0771)63-1840
※火〜金曜日の午後0時30分
〜4時30分
(0771)63-1841
nantania@office.zaq.jp

=メールアドレス

日吉町郷土資料館では、5
月のゴールデンウィークに、
かやぶき民家でイベントを開
催します。皆さんの参加をお
待ちしています。
＜共通事項＞
●場所 日吉町郷土資料館か
やぶき民家内
●入館料金 大人200円、高
校・大学生150円、小中学
生100円
＜５月３日(水・祝)＞
【洞窟探検】(要申込)
●時間 午前10時〜正午
●内容 郷土資料館の裏山を
探索します。ちょっと小さ
めの洞窟や裏山を散策しな
がら、いろいろな発見をし
てみませんか。
●持ち物 水筒、軍手、帽子
など
●申込方法 事前に電話でお
申し込みください。
【つくってあそぼう銭太鼓】
(当日受付)
●時間 午後1時〜3時
●内容 手づくりの銭太鼓
で、曲にあわせてみんなで
実演します。
＜５月４日(木・祝)＞
【つくってあそぼう】
(当日受付)
●時間 午前9時〜午後4時
30分
●内容 竹馬、しゃぼん玉、
折り紙、メンコなど懐かし
い遊びを体験できます。
＜５月５日(金・祝)＞
【つくってあそぼう】
(当日受付)
●時間 午前9時30分〜午後
4時30分
【紙ひこうき飛ばし大会】
(当日受付)
●時間 午後2時〜4時
●内容 自分で作った紙ひこ
うきで飛距離を競います。
1位〜3位は表彰します。
【餅つき大会】(当日受付)

=ホームページアドレス

=郵便番号

●時間 午前11時〜餅がな
くなるまで
※受付で引換券を渡します。
日吉町郷土資料館
(0771)68-0069

園部公民館ミニ展示会の
お知らせ
園部公民館1階ロビーでミ
ニ展示会を開催します。ご来
館の際は、ぜひご覧くださ
い。
●期間 5月2日(火)〜21日
(日)
●出展団体 さくら楽習館写
真部
※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

英会話教室の受講生を募
集します
社会人対象の教室で、全て
英語で授業をしますので、自
然と英会話が身に付きます。
ご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)＞
中学時代に学んだ英語を初
歩の初歩から思い出し、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。
●日程 5月9日、16日、23
日、30日、６月6日、13
日、20日、7月4日、11
日、18日(各火曜日)
●時間 午後7時〜8時30分
●場所 園部公民館3階研修
室
《裏面に続く》
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●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
●費用 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。
●日程 5月19日、26日、
6月2日、9日、16日、23
日、30日、7月7日、14
日、21日(各金曜日)
●時間 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
●費用 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。
●日程 5月16日、23日、
30日、6月6日、13日、
20日、27日、7月4日、
11日、18日(各火曜日)
●時間 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
●費用 8,000円(全10回分)
※初回に徴収します。
＜共通事項＞
●対象 市内在住、在勤の
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 事前に希望教
室、氏名、年 齢 、 住 所 、
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。
●主催 南丹市国際交流協会
●後援 南丹市教育委員会
南丹市国際交流協会
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(0771)63-1840
※火〜金の午後12時30分〜
4時30分
(0771)63-1841
nantania@office.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。
●日時 5月13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、手づくり弁当、パン、
うどん、たこ焼き、駄菓
子、美山特産品、軍手、は
ぎれ、各種手づくり品販
売、自転車販売修理など
※当日変更になる場合があり
ます。
●イベント 楽しいおはなし
会(無料) 午後12時30分〜
※「かあちゃん劇場赤とん
ぼ」による大型絵本読み聞
かせやパネルシアターなど
●その他 出店していただけ
る方大歓迎です。
●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

園部公民館 夜の学習室
を開催します
住民の皆さんが気軽に自由
に学ぶ場所として、園部公民
館の研修室を無料開放しま
す。図書館が閉まった後の読
書や勉強、調べものなどに是
非ご活用ください。【無料】
●期間 5月13日(土)〜8月
26日(土)の毎週土曜日
●時間 午後5時30分〜9時

●場所 園部公民館研修棟
※開放する部屋は予約状況に
より異なりますので、来館
時に窓口でご確認くださ
い。
※サークルや団体単位での部
屋の占有利用はご遠慮くだ
さい。(通常の公民館利用
の手続きで利用してくださ
い)
●利用できる部屋
・学習室：読書、勉強、調べ
ものなど
※南丹市公衆無線LANが使
用できますので、パソコン
の持ち込みは可能ですが、
音量については、他の利用
者にご配慮ください。
・休憩室：飲食・談話など
※予約状況により休憩室を利
用できない場合がありま
す。その際は1階ロビーを
ご利用ください。
園部公民館
(0771)63-5820

歌声喫茶を開催します
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。
●日時 5月14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)
みんなの居場所「わっかっ
か！」
080-9753-9402
wakkakka.2014@gmail.
com

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

春の亀岡登山教室の参加
者を募集します
登山に必要な講義と実際に
登山を行う教室です。【無
料・要申込】
●日時 ①講義：５月17日
(水) 午後7時〜8時40
分、②登山：5月21日(日)
終日(詳細は講義で説明)
※講義と登山がセットです。
●場所 ①講義：ガレリアか
めおか、②登山：京都一周
トレイルの「雲母坂から比
叡山」コース
●対象 登山愛好者
●内容 「春の山に登ろう」
春の山の楽しみ方や登山に
おける注意点、知っておく
べき安全など
●定員 30人(先着順)
●申込方法 事前に、郵便
番号、住所、氏名(ふりが
な)、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。
●後援 南丹市
京都・亀岡山の会事務局
(0771)24-1757

南丹市グループワーク事
業のお知らせ
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】
＜茶話会・レクレーション＞
●日時 5月18日(木)
午前10時30分〜正午
●場所 地域活動支援セン
ターそよかぜ美山
＜茶話会・レクレーション＞
●日時 5月19日(金)
午前10時〜11時30分
●場所 こむぎ山健康学園

=メールアドレス

＜共通事項＞
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

公民館講座「たのしい話
し方教室」
受講生募集
元放送局アナウンサーの講
師と一緒に、楽しい話し方を
学びませんか。【要申込】
●日程 5月26日、6月23
日、7月28日、8月25日
(各金曜日・全4回)
※講座の成果発表の場とし
て、受講生には11月上旬
開催の園部町文化祭と八木
町文化祭に出演いただきま
す。
●時間 いずれも午前10時
〜正午
●場所 園部公民館
●対象 市内在住、在勤の成
人の方
●定員 20人(先着順)
●講師 中野とも子 氏
●費用 2,000円(4回分)
※初回参加時にお支払いくだ
さい。
●申込方法 5月9日(火)〜
24日(水)の間に、住所、
氏名、電話番号を、来館、
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。
園部公民館
(0771)63-5820
(0771)63-2850
be-syakai@city.nantan.
lg.jp

=ホームページアドレス

鉄道模型走行会を開催し
ます
鉄道模型(Nゲージ)を運転
してみませんか。
●日時 5月27日(土)、28
日(日) いずれも午前10時
〜午後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(飲み
物代含む)※小学生以下無
料
●その他 Nゲージ車両の持
ち込みは可能ですが、自己
責任でお願いします。中学
生未満の方は、必ず保護者
が同伴してください。
みんなの居場所「わっかっ
か！」
080-9753-9402
wakkakka.2014@gmail.
com

５月は「消費者月間」
です
「消費者保護基本法(消
費者基本法の前身)」が昭
和43年5月に施行された
ことから、その施行20周
年を記念して、昭和63年
から毎年5月を「消費者月
間」とされました。消費者
月間では、消費者、事業
者、行政が一体となって消
費者問題に関する啓発や教
育などの各種事業を集中的
に行っています。
平成29年度消費者月間
では、「行動しよう 消費
者の未来へ」を統一テーマ
に、全国の多様な主体と共
に、さまざまな事業に取り
組んでいきます。
政府広報より

=郵便番号
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