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お知らせ
広報なんたん4・5月号
に係る訂正とお詫び
平成29年5月12日発行の
広報なんたん(Vol.82)に掲
載の、行政トピックス(11
ページ)上段「新たな生産基
盤で農業振興」について、本
文ならびに写真説明文に誤り
がありましたので、お詫びし
て訂正します。
(誤)
・式典で川東地区ほ場整備推
進協議会の明田勝郎副会長
は(以下省略)
・▲竣工式であいさつする明
田勝郎副会長(以下省略)
(正)
・式典で池上地区圃場整備協
議会の麻田均会長は(以下
省略)
・▲竣工式であいさつする麻
田均会長(以下省略)
情報政策課
(0771)68-0065
【総合問合せ窓口】

住宅用火災警報器の維持
管理について

京都南丹市花火大会実行
委員会からのお知らせ

園部消防署では６月１日を
「住宅用火災警報器の日」と
定めています。設置推進と維
持管理などについて、次のこ
とをお願いします。
・住宅用火災警報器をまだ取
り付けていないご家庭は、
大切な命を火災から守るた
め、必ず設置してください。
・一部設置のご家庭は、
「寝
室」に設置されていない住
宅が多くあります。必ず全て
の箇所(寝室、階段、台所)に
設置してください。
・ 既に設 置しているご 家 庭
は、点検ボタンまたは、点検
ヒモで作動テストを行い、維
持管理に努めましょう。
・設置後10年を経過すると、
住宅用火災警報器は、電池ま
たは本体の交換が必要にな
りますのでご注意ください。
園部消防署予防課
(0771)62-0119

南丹市商工会会員の店で買
い物をされた際のレシートま
たは領収書で、入場パスポー
トを進呈します。レシートや
領収書を、商工会本所もしく
は各支所へご持参ください。
複数のレシートや領収書の合
算も受け付けます。
●有効なレシート、領収書の
日付 6月1日〜8月1日
●交換枚数
・5千円〜1万円未満：2枚
・1万円〜10万円未満：5枚
・10万円以上：10枚
●交換期間 7月11日(火)〜
8月1日(火)
●配布数 5,000枚(先着順)
●その他 詳細はホームペー
ジをご確認ください。
http://www.yagi-hana
bi.com/
※花火大会のスタッフを募集
しています。みんなで一緒
に花火大会を盛り上げま
しょう。詳細はお問い合わ
せください。
京都南丹市花火大会実行委
員会
(0771)42-3980
hanabi@cans.zaq.ne.jp

スプリングスひよし臨時
休館のお知らせ
施設の定期点検のため全
館休館します。皆さんにはご
不便、ご迷惑をお掛けします
が、快適で安全な運営のた
め、ご理解とご協力をお願い
します。
●休館日
7月5日(水)〜6日(木)
スプリングスひよし
(0771)72-1526
(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

info@city.nantan.lg.jp
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福祉資格者就業サポート
研修のご案内

園部および八木会場市民健診結果報告会のお知らせ
4月〜5月に園部町および八木町で実施しました市民健診(集団
健診)の結果報告会を以下の日程で開催します。
＜園部会場＞
実施日時
6月15日
(木)
6月19日
(月)
6月20日
(火)
6月21日
(水)
6月22日
(木)
6月23日
(金)

所在地
南八田公民館
大河内公民館
竹井公民館
船岡文化センター
船阪公民館
園部公民館

時 間
午前9時30分〜10時30分
午後1時〜1時30分
午後2時30分〜3時30分
午前9時30分〜10時30分
午後1時〜2時30分
午前9時30分〜11時
午後1時〜2時30分

北 部コミュニティ
午前9時30分〜10時30分
センター
高屋公民館
午後1時〜2時30分
午前9時30分〜11時
園部公民館
午後1時〜2時30分
午前9時30分〜11時
国際交流会館
午後1時〜2時30分
午後6時〜8時

※園部会場で結果をお返しするのは、園部会場で受診いただいた
方に限ります。
＜八木会場＞
実施日時
6月26日
(月)

時 間
午前9時30分〜10時30分
午後1時〜2時
午前9時30分〜10時30分
6月27日
午後1時〜1時30分
(火)
午後2時30分〜3時
午前9時30分〜10時30分
6月28日
氷室の郷
(水)
午後1時〜2時
午前9時30分〜10時30分
6月30日
八木公民館
(金)
午後1時〜2時
※八木会場で結果をお返しするのは、八木会場で受診いただいた
方に限ります。
＜共通事項＞
※肺がん・結核検診の結果は、デジタル化に伴い結果判定に時間
を要するため、結果報告会ではお返しできません。後日、郵送
させていただきます。
※がん検診のみ受診された方は結果報告会までに郵送でお返しし
ます。
保健医療課
(0771)68-0016
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所在地
八木保健福祉セン
ター
神吉公民館
東部文化センター
室河原公民館
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介護福祉士や介護職員初
任者研修(旧ホームヘルパー
2級)などの資格を有する方
で、現在、福祉、介護サービ
スに従事されていない方を対
象に、就労を支援するための
研修を開催します。2日間の
研修を通して、最新の知識、
技術を習得し、福祉、介護分
野への一歩を踏み出しません
か。【無料・要申込】
●日程 ①7月11日(火)〜
12日(水)、②7月26日(水)
〜27日(木)
●時間 1日目：午前10時〜
午後4時、2日目：午前10
時〜午後4時30分
●場所 日程①：京都テルサ
(京都市南区東九条下殿田
町70)、日程②：文化パル
ク城陽(城陽市寺田今堀1
番地)
●対象 介護福祉士や介護職
員初任者研修修了(旧ホー
ムヘルパー２級)などの有
資格者で、介護、福祉サー
ビス事業所に就業されてお
らず、福祉の現場への就
職、再就職を希望している
方
●内容 座学、実技演習、就
業相談など
●定員 各20人
●申込期限 日程①：7月4
日(火)、日程②：7月19日
(水)
●申込方法 申込期限まで
に、京都府福祉人材・研修
センターに電話でお申し込
みください。
京都府福祉人材・研修セン
ター
(075)252-6297(月〜金
(祝日を除く)、午前9時〜
午後5時)
(075)252-6312
http://fukujob.kyoshakyo.
or.jp/

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

市内事業者の販路開拓を支援します
南丹市内事業者の新規顧客獲得や販路拡大に向けた活動を支援する「南丹市販路開拓支援事業」の
交付申請を受け付けます。
●受付期間 7月3日(月)〜8月31日(木)
●応募資格 南丹市内に本社、主たる事業所または店舗を有し、市税を滞納していない者であって、
次の①〜⑤のいずれかに該当する事業者
①南丹市工場等誘致条例(平成18年南丹市条例第187号)または南丹市京都新光悦村企業立地促進条
例(平成18年南丹市条例第192号)の規定により指定を受けた事業者
②中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者
③農事組合法人または集落営農組織
④個人事業者
⑤その他、市長が適当と認めた事業者
●助成内容
・補助率：10/10以内で上限額は20万円(ただし、予算の範囲内での交付とし、申請額満額とならな
いことがあります)
・助成対象経費：出展料(小間料、会場使用料)、装飾料、広告宣伝費、委託費、梱包運搬費、旅費
(ガソリン代は除く)、人件費、謝礼、通訳・翻訳料、宿泊費（5千円上限／日、2人まで）
●その他 制度の詳細についてはお問い合わせください。
●申請方法 持参または郵送
※補助金交付申請書は商工観光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。
商工観光課
(0771)68-0050
kankou@city.nantan.lg.jp
http://www.city.nantan.kyoto.jp

シティプロモーションロゴマークをご活用ください
南丹市の知名度を向上させるためのシティプロモーションの取
り組みとして、統一性・一貫性を持たせて進めるために、キャッ
チコピーを「Uターン Iターン なんたーん」とし、これらを
発信していくためのロゴマークを定めました。
皆さんに広く使用していただくため、使用にあたってのガイド
ラインを定めましたので、主旨をご理解の上、積極的にご活用く
ださい。使用にあたっては、どなたでも自由に無料で使用してい
ただけます。使用する前には「南丹市シティプロモーションロゴ
マーク使用届」を定住・企画戦略課へ提出してください。
＜移住定住促進形＞

＜基本形＞

平成29年度労働保険年
度更新について
平成29年度労働保険料(労
災保険・雇用保険)の申告
納付期間は、7月10日(土、
日、祝日は除く)までです。
事業主の皆さんは申告納付
をお願いします。なお、申告
納付には便利な電子申請や口
座振替による納付をご利用く
ださい。
京都労働局総務部労働保険
徴収課
(075)241-3213

※ガイドラインおよびロゴマーク使用届は市ホームページに掲載
しています。
定住・企画戦略課
(0771)68-0003
kikaku@city.nantan.lg.jp
http://www.city.nantan.kyoto.jp
=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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70歳以上の方の高額療養費の上限額が変わります
平成29年8月診療分から、70歳以上の方の高額療養費の上限額が下表のとおり変更されます。
＜平成29年7月まで＞
＜平成29年8月から＞
適用区分
現役並み

外来
(個人ごと)

外来＋入院(世帯ごと)

一般

課税所得
145万円以
上の方

44,400円

80,100円＋(医療費−
267,000円)×1％
＜多数回44,400円(※
2)＞

課税所得
145万円未
満の方
(※1)

12,000円

44,000円

住民税非課税

低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ
(年金収入
80万円以
下など)

外来
(個人ごと)
57,600円

80,100円＋(医療費−
267,000円)×1％
＜多数回44,400円(※
2)＞

14,000円
＜年間上限
144,000円＞

57,600円
＜多数回44,400円(※
2)＞

24,600円
8,000円

外来＋入院(世帯ごと)

24,600円
8,000円

15,000円

15,000円

※1

世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所
得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2 過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限
額が下がります。
保健医療課
(0771)68-0011

国民健康保険限度額適用認定証等の更新について
現在交付している国民健康保険限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証につい
ては、有効期限が平成29年7月31日(月)となっています。6月中旬に対象の方宛てに、認定証の交付
申請書を郵送しますので、8月1日(火)以降も認定証が必要な場合は、7月14日(金)までに申請をして
いただくと7月下旬に新しい認定証を郵送します。なお、7月18日(火)以降に申請された場合、認定
証は8月以降に随時郵送します。
<注意事項>
・平成29年度の所得申告をしていない国民健康保険加入者がいる世帯は、最も高い所得区分で判定
されます。正しい所得区分で判定するために、必ず所得の申告をしてください。
・国民健康保険税に滞納のある世帯の方には、「限度額適用認定証」を交付できない場合がありま
す。
保健医療課
(0771)68-0011
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=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

南丹市介護予防サポーター養成講座の受講生を募集します
高齢者が元気で生き生きと自立した生活を地域で送れるよう
に、できることから取り組んでみませんか。【無料・要申込】
●目的 介護予防と健康づくりに関する基礎知識を身に付け、家
族や自分自身の介護予防と、ボランティアとして地域の体操教
室に参加するなど、できる範囲で介護予防に取り組むサポー
ターを養成する。
		 ●対象 市内在住の次のいずれかに該当する方
・地域と自分自身の健康づくりに関心がある方
		
・地域のために何か活動したいと思っている方
・家族や友人が介護を受けずに、健康でいられる方法を知りた
い方
		
●内容 運動、口の健康、栄養など、介護予防と健康づくりに関
する基礎知識
●講座プログラム
月日

8月30日
(水)
8月31日
(木)
9月6日
(水)

9月7日
(木)

9月13日
(水)

9月14日
(木)

時間
午前9時30分〜
10時30分
午前10時45分〜
11時45分
午前9時30分〜
11時45分
午前9時30分〜
10時30分
午前10時45分〜
11時45分
午前9時30分〜
10時30分
午前10時45分〜
11時45分
午前9時30分〜
10時30分
午前10時45分〜
11時45分
午前9時30分〜
10時10分

講座テーマ

オリエンテーション
介護サポーターの活躍事例
元気を測る体力測定
お口は元気な体への入り口
音楽体操を体験
高齢者の心身の特徴
音楽体操を楽しもう
筋トレを体験
食事はあなたの健康を作る
筋トレのポイントを知ろう

午前10時20分〜11時

さまざまな体力の話

午前11時10分〜正午

修了式

Ｕ・
Ｉターン就職支度商品
券交付制度について
市内事業所の人材確保と市
内事業所への就職を契機に定
住してもらうことを目的とし
て、南丹市商工会が発行する
商品券を交付します。
●交付額
商品券50,000円分
●交付対象者
市内在住で、次の①〜⑤の
全てに該当する方
①平成28年4月1日以降に市
内事業所の正規雇用労働者
となった者で、その雇用を
契機に平成28年1月1日以
降、本市に移住したＵ・Ｉ
ターン者で、雇用された時
の年齢が40歳未満の者
②転入から5年以上、本市か
ら転出しない意思を示した
者
③市税などの滞納がない者
④生活実態が伴わない転出や
転入を行った者でないこと
⑤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6号に規定する暴力団員
でないこと
●交付申請の期限
市内事業所に就職した日か
ら6カ月以内に申請してく
ださい
※詳細はお問い合わせくださ
い。
定住・企画戦略課
(0771)68-0003
kikaku@city.nantan.lg.jp

※可能な限り、全てのテーマを受講してください。
●場所 国際交流会館
●定員 45人 ※申込多数の場合は抽選します。
●実施団体 NPO法人元気アップAGEプロジェクト
●申込方法 7月31日(月)までに、電話でお申し込みください。
※この事業は、なんたん健康ポイント50の対象事業です。
保健医療課
(0771)68-0016

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

第274号
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Ｕターン者住宅購入・新改築支援制度について
子育て世帯のＵターンによる定住の促進と地域経済の活性化を目的として、市内において住宅を購
入、新築または改築を伴いＵターンする子育て世帯に対して、南丹市商工会が発行する商品券を複数
年にわたり交付します。
●交付額
住宅補助の別

交付年次と額

交付額

年次と額
年次
1年目
2年目
3年目
4年目

補助の額
40万円
30万円
20万円
10万円

該当世帯につき100万円

年次と額
改 築
年次
※中古住宅の購入を含む
1年目
※その工事費(購入費)が300万
2年目
円を超えていること
3年目

補助の額
30万円
20万円
10万円

該当世帯につき60万円

新 築
※新築購入含む
※その工事費(購入費)が500万
円を超えていること

●交付対象者
次の要件全てを満たす世帯です。
①平成28年4月1日以降、新たに住宅購入、新築または改築のいずれかの契約を締結した、概ね20歳
から49歳の方で構成された世帯であること
②移住する世帯員に3年以上市外に居住したＵターン者が含まれていること
③18歳未満の世帯員がいる子育て世帯であること
④商品券の交付を受けた日から、引き続き南丹市に5年以上定住することを誓約する世帯であること
⑤住宅購入などの契約に基づく引き渡し後、3カ月以内に住民登録をした世帯であること
⑥市税などの滞納がないこと
⑦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6号に規定する暴
力団員でないこと
※上記のＵターン世帯が、親族の所有する住宅へ入居する場合、その所有者が当該Ｕターン者のため
に行う改築工事についても対象とすることができます
※詳細はお問い合わせください。
定住・企画戦略課
(0771)68-0003
kikaku@city.nantan.lg.jp

セーフティラリー京都の参加者を募集します
交通モラルの確立と道路交通の安全確保を図ることを目的として「第35回交通マナーを高める事
故防止コンクール」を実施します。期間中に無事故・無違反を達成されたチームには、抽選で1万円
(110本)、3万円(20本)のギフト券が当たります。
●内容 府内の安全運転管理事業所または運行管理事業所に属する運転手が、5人1組のチームを組
み、チーム単位で期間中に無事故・無違反を目指す。
●期間 7月1日(土)〜９月30日(土)
●参加費用 3,150円(運転記録証明書交付手数料630円×5人)
●申込方法 府内各警察署交通安全協会に備え付けの参加申込書で、6月30日(金)までにお申し込み
ください。
京都府交通安全協会
(075)411-0056
自動車安全運転センター京都府事務所
(075)631-7600
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=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

人材募集
南丹市営プールの監視員を募集します
●勤務場所 ・園部：園部中央プール、園部第2水泳プール、園部第3水泳プール・八木：八木B&G
海洋センタープール・日吉：日吉興風プール
●勤務期間 7月21日(金)〜8月23日(水)(予定)
※日吉興風プールは7月21日(金)〜8月20日(日)(予定)
●業務内容 プール内での監視、清掃、水質管理ほか
●募集条件 健康で水泳ができる市内在住の19歳以上の方
勤務場所

募集人員
勤務時間など
申し込みおよび問い合わせ先
35人程度 午前9時〜午後5時(1日7時間、休憩1時間)、 社会教育課または園部海洋
園部
(交代勤務) 毎週月曜日・祝日およびお盆期間は休館
センター
10人程度 午前9時〜午後5時までの1日3時間〜７時間、 社会教育課八木担当(八木
八木
(交代勤務) 毎週木曜日・祝日およびお盆期間は休館
公民館)
6人程
正午〜午後４時１５分(1日4時間、休憩15分 社会教育課日吉担当(日吉
日吉
(交代勤務) 間)、毎週月曜日・祝日およびお盆期間は休館
町生涯学習センター)
●賃金 950円(1時間あたり)
●申込方法 6月30日(金)までに、社会教育課、園部海洋センター、八木公民館、日吉町生涯学習セ
ンターまたは社会教育課美山担当に備え付けの申込書に必要事項を記入の上、申し込み先に持参ま
たは郵送でお申し込みください。
●採用決定
・申し込み多数の場合は面接により決定します。
・園部、八木、日吉とも7月15日(土)午前9時から、市役所本庁2階301会議室で業務説明会および
普通救命講習を実施します。普通救命講習を受講されない場合は採用できません。
●その他 勤務時間中であっても、悪天候などにより途中閉館する場合があります。その他臨時に休
業する場合があります。
※勤務地によって条件が異なりますので、不明な点はお問い合わせください。
社会教育課
(0771)68-0057
622-8651 南丹市園部町小桜町47番地
園部海洋センター
(0771)68-0084
622-0004 南丹市園部町小桜町 園部公園内
社会教育課八木担当(八木公民館)
(0771)68-0026
629-0141 南丹市八木町八木東久保23番地
社会教育課日吉担当(日吉町生涯学習センター)
(0771)68-0035
629-0301 南丹市日吉町保野田長通24番地

平成29年度税務職員採用試験のお知らせ
●申込受付期間 6月19日(月)〜28日(水)(受信有効)
※原則、インターネット申し込みをしてください。
※受験資格、試験日などに関する情報は、国税庁ホームページ( http://www.nta.go.jp)の「採用
案内」に掲載しています。
申込専用アドレス http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
大阪国税局人事第二課(試験係)
(06)6941-5331
園部税務署総務課
(0771)62-0340

=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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子育て支援
児童手当の現況届は忘れ
ずに提出してください
●提出期限 6月30日(金)
※提出がない場合は、6月分
以降の手当の支払いが保留
となりますのでご注意くだ
さい。
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

ファミリー・サポート事業
利用助成について
平成29年4月利用分から、
ひとり親世帯および生活保護
世帯を対象に利用料の助成を
行っています。いったん利用
料(報酬)をお支払いの上、後
日、申請により助成金を支給
します。
●利用料(報酬)
・月曜日から金曜日
1時間あたり700円
・土、日、祝日
1時間あたり800円
・送迎400円（30分以内に
限る）
※子ども１人あたりの利用料
(ただし、きょうだい2人
目以降は半額)
※いずれも、午前7時〜午後
8時まで
●助成額
・ひとり親世帯：半額
・生活保護世帯：全額
●申請方法 相互援助活動報
告書(依頼会員用)、印鑑、
預金通帳をご持参の上、子
育てすこやかセンター、子
育て支援課および各支所市
民生活課で申請してくださ
い。
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子育て支援（催し）

講師 桑原修子 氏
＜お話会＞
●日時 7月19日(水) 午前
10時30分〜11時
＜ベビーマッサージ＆ミニ講
座＞
●日時 7月25日(火) 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 7月28日(金) 午前
10時30分〜11時30分
子育てすこやかセンター
(0771)68-0082

子育てすこやかセンター
7月事業のお知らせ

ひとり親家庭いきいきふ
れあい事業を開催します

＜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、事前に電話でお申し込
みください。
●場所 子育てすこやかセン
ター
●集合時間 開始時間の15
分前までにお集まりくださ
い。
＜あげます・ください会＞
●日時 7月3日(月) 午前10
時30分〜11時
●持ち物 育児用品を持ち帰
られる方はマイバックをご
持参ください。
＜子育て広場１歳〜＞
●日時 7月6日(木) 午前10
時30分〜11時３０分
●内容 夏を楽しもう
●持ち物 水遊び用のパンツ
やオムツ、タオル、着替
え、お茶
＜子育て広場０歳〜＞
●日時 7月10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 7月14日(金) 午前
10時30分〜11時30分
●内容 これだけは知ってお
きたい子育てコーチング

京都府民生児童委員協議会
では、「ひとり親家庭いきい
きふれあい事業(キャンプ)」
を開催します。
●日程 7月29日(土)〜30
日(日)
●場所 京田辺市野外活動セ
ンター 竜王こどもの王国
(京田辺市大住竜王谷)
●内容 水泳、レクリエー
ション、父親交流会など
●対象 京都府内(京都市を
除く)に在住する父子家庭
の父と18歳未満の子
●参加費 大人2,000円、子
ども1,000円
※いずれも1人当たり
●申込方法 7月7日(金)ま
でに、お住まいの地域の民
生児童委員にご連絡くださ
い。
●その他 京都駅から現地ま
では無料バスが出ます。指
定のルートからは途中乗車
も可能です。
南丹市民生児童委員協議会
事務局
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

●申請期限 利用月の翌月末
までに申請してください。
ただし、平成29年4月利用
分については、平成29年6
月末までとします。
ファミリー・サポート・セ
ンター(子育てすこやかセ
ンター内)
(0771)68-0082
子育て支援課
(0771)68-0017

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

新刊図書のご案内
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＞
◆大合格(中田敦彦)◆なぜ日本人は神社にもお寺にも行くのか(島田裕巳)◆かんたんイス坐禅のすす
め(Kosyo)◆ローカル路線バス終点への旅(加藤佳一)◆集団就職(澤宮優)◆心屋先生のお母さんが幸
せになる子育て(心屋仁之助)◆大人かわいいラッピング(宮岡宏会)◆季語になった京都千年の歳事(井
上弘美)◆人の心に贈り物を残していく(柳田邦男、樋野興夫)◆ウルトラ図解めまい・耳鳴り(古宇田
寛子監修)◆ちいさなくらしのたねレシピ(早川ユミ)◆食の思想(小林カツ代)◆あふれる元気！しらせ
の絶品力めし(田村つぼみ監修)◆東京ディズニーランド東京ディズニーシーまるわかりガイドブック
(ディズニーファン編集部編)◆字が汚い！(新保信長)◆サイレント・マイノリティ(下村敦史)◆あと
は野となれ大和撫子(宮内悠介)◆神さまたちのいた街で(早見和真)◆家出ファミリー(田村真菜)◆月
の満ち欠け(佐藤正午)◆ジュリエットのいない夜(鴻上尚史)◆たたら侍(錦織良成原作)◆嫁入り(佐伯
泰英)◆愚者のスプーンは曲がる(桐山徹也)◆フランクル『夜と霧』への旅(河原理子)◆里山さんぽ植
物図鑑(宮内泰之監修)◆シリア情勢(青山弘之)◆スノーデン日本への警告(エドワード・スノーデン他
著) ◆クマ問題を考える(田口洋美)◆幸福はただ私の部屋の中だけに(森茉莉)
＜児童書＞
◆ミラクル！おまじない大じてん(マーク・矢崎治信監修)◆オールカラー楽しく覚える！都道府県
(長谷川康男監修)◆コロコロドミノ装置(野出正和)◆まじょ子とプリンセスのキッチン(藤真知子)◆
大林くんへの手紙(せいのあつこ)◆太陽と月の大地(コンチャ・ロペス=ナルバエス)◆君の名は。(新
海誠)◆香菜とななつの秘密(福田隆浩)◆時知らずの庭(小森香折)
＜絵本＞
◆へんたこせんちょうとくらげのおうさま(いとうひろし)◆ほんとさいこうの日(レイン・スミス)◆
エリックカールのイソップものがたり(イソップ原作)◆あかい自転車(ジュード・イザベラ)◆ひとり
になったライオン(夏目義一)◆うさぎのダンスタイム、はじまるよ！(エリー・サンドル)◆つかまる
わけないだろ！(ティモシー・ナップマン)◆きょうはパーティーのひ(樋勝朋巳)◆フワフワ(おおなり
修司)◆ひとつずつ(八木田宜子)
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

催し
ほう葉ご飯づくりの参加者を募集します
豆ご飯を使って「ほう葉ご飯」を作ります。ほう葉の葉っぱが、鮮やかな緑に生い茂る時季にしか
作れないほう葉ご飯を、季節を感じながら味わってみませんか。
●日時 6月18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 １人200円(別途、下記入館料が必要)
●入館料 大人200円、高校・大学生150円、小中学生100円
●持ち物 エプロン、三角巾
●定員 10人(先着順)
●申込方法 事前に氏名、住所、電話番号をＦＡＸまたは話で連絡の上、お申し込みください。
日吉町郷土資料館
(0771)68-0069
(0771)72-1130

=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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Ｎantan健歩会ウオーキングの年間計画について
ウオーキングを通じて、自らの健康づくりを進めるとともに、訪れた先々の歴史や文化に触れ、知
識を深め、相互に交流するため、会員を対象とした月例ウオーキングを開催します。
新しく会員になりたい方や、詳細についてはお問い合わせください。
実施日

行

先

6月17日(土)

梅花藻と新野の水車の里を訪ねる

7月2日(日)

口人の郷巡り(半日コース)

9月10日(日)

秋の夜久野高原八十八カ所石仏巡り

10月22日(日)

千丈寺湖周辺巡り

11月19日(日)

武庫川渓谷〜JR宝塚線廃線ウオーク

12月３日(日)
1月20日(土)
2月18日(日)

保津峡〜嵯峨・嵐山散策
恒例初詣・学食 百万遍〜京大周辺巡り
亀岡歴史散策

3月10日(土)

大阪万博記念公園ぐるり探索

Ｎantan健歩会

兵庫県神崎郡
神河町地内
南丹市
園部町地内
福知山市
夜久野町地内
兵庫県
三田市地内
兵庫県
武庫川市内
京都市内
京都市内
亀岡市内
大阪府
吹田市内

交通機関
貸切バス
−

貸切バス

JR

(0771)62-4309

野生鳥獣から農地を守る講演会を開催します
イノシシ、シカ、サルなどの野生鳥獣による被害にお悩みの農業者の方に必見の講演会です。ぜひ
ご参加ください。
●日時 6月20日(火) 午後8時〜
●場所 日吉町生涯学習センターホール
●演題 獣害対策の基礎と実践−獣害は確実に止められる−
●講師 京都大学農学研究科森林科学専攻森林生物学分野 高柳敦 氏
●対象 市内で農業に関わる方(定員200人)
●主催 南丹市農業委員会
農業委員会事務局
(0771)68-0067

世木の里づくり委員会
「民泊女子交流会」
の参加者を募集します
農村民泊に詳しい福知山公立大学中尾教授を招いて「民泊女子会交流会」を開催します。農村民泊
を経験された方、今後、農村民泊を考えておられる方、多くの参加をお待ちしています。男性も大歓
迎です。【無料】
●日時 6月30日(金) 午後7時30分〜9時30分
●場所 殿田とーく・ほーる
●講師 福知山公立大学 中尾誠二 教授
●主催 世木地域振興会 世木の里づくり委員会 生活グループ
※この事業は、平成29年度地域づくり団体活動支援事業助成金で実施します。
地域振興課 集落支援員
(0771)68-0108
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=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

第12回キラリなんたんを
開催します

南丹将棋教室参加者を募
集します

認知症に対する正しい理解
と認識を深め、認知症患者や
その家族の人権を尊重し、男
女共同参画の観点から見つめ
直すことにより、すべての
人々が安心して暮らすことの
できる社会づくりを実現させ
ましょう。【無料】
※南丹市男女共同参画事業と
して開催します。
●日時 6月24日(土)
午後1時20分〜
●場所 日吉町生涯学習セン
ターホール
●内容
・第1部：映画「徘徊〜ママ
リン87歳の夏〜」
・第2部：ミニ講演会
演題：「認知症患者の人権
〜難病患者とその家族への
理解と支援〜」
講師：(公財)認知症の人と
家族の会 京都府支部代表
荒牧敦子 氏
●その他 託児を希望される
方は6月20日(火)までにお
申し込みください。
人権政策課
(0771)68-0015

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。新たに超初級者コースを
設け、全くの初心者も参加で
きます。お気軽にお申し込み
ください。【要申込】
●日程 7月1日(土)、9日
(日)、15日(土)、30日(日)
●時間 ※途中退館可
・超初級コース：午前9時〜
10時
・初級コース：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(きょうだ
いの場合は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 申込書(園部公
民館に備え付け)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 講師からの日程変
更の連絡のために、メール
アドレスは必ずご 記入くだ
さい。
※6月開催日のうち、11日(日)
が10日(土)に変更となりま
した。25日(日)は長生園と
の交流事業のため、午後か
らの開講となります。
園部公民館(月・祝日休館)
(0771)63-5820
(0771)63-2850
be-syakai@city.nantan.
lg.jp

健康イベントのお知らせ
日吉ゆう薬局スタッフによ
る、健康相談と健康意識を高
めていく「健康イベント」を
開催します。お気軽にご利用
ください。【無料】
●日程 6月27日(火)
●時間 午後1時30分〜3時
●場所 いきいきオアシス日
吉コミュニティルーム(JR
明治鍼灸大学駅前薬局・コ
ンビニなどの複合施設)
日吉ゆう薬局
(0771)72-5001

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

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。【申込不要】
●日時 7月2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

はじめての絵手紙教室の
受講者を募集します
「ヘタでいい、ヘタがい
い」がモットーの日本絵手紙
協会の公認講師から、世界に
１つだけの絵手紙づくりを学
びませんか。
●日時 7月6日、8月3日、
9月7日、10月5日、11月
9日、12月7日(各木曜日)
午前10時〜正午(全６回)
●場所 八木公民館
●講師 日本絵手紙協会公認
講師 井上みよし 氏
●対象 市内在住、在勤の成
人
●定員 20人(先着順)
●受講料 3,000円(6回分で
す。初回参加時にお支払い
ください。)
●持ち物 材料と道具は主催
者側で用意しますが、持参
いただいても結構です。
●申込方法 6月29日(木)ま
でに来館いただくか、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。
八木公民館(月・祝日休館)
(0771)42-3132
(0771)42-3133
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平成29年度女性の館随
時講座のご案内
女性の館では、さまざまな
手作り作品に取り組むととも
に、受講生の交流を深めてい
ます。初めての方も大歓迎で
す。【要申込】
＜祗園祭の桧扇「お生花葉
組」＞
●日時 7月11日(火)
午前10時〜正午
●講師 浅井淑子 氏
●持ち物 生け花用はさみ、
剣山か七宝
●運営協力金(材料費含む)
2,500円
＜アロマオーナメントストー
ン(香りを楽しむ石膏)＞
●日時 7月29日(土)
午前10時〜正午
●講師 松田彩子 氏
●持ち物 エプロン
●運営協力金(材料費含む)
1,500円
＜共通事項＞
●場所 園部女性の館
●定員 20人
●申込方法 6月30日(金)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

天然記念物樹木観察バス
ツアーを開催します
４月に樹木３本が南丹市指
定文化財(天然記念物)に追加
されたことを記念して、新指
定の樹木の観察会を開催しま
す。観察会を通して緑の癒し
と南丹市の文化財について身
近に感じてみませんか。
【無料・要申込】
●日時 7月15日(土) 午後1
時〜４時20分(予定)
※南丹市役所駐車場集合・解
散
●場所 樹木4本(南陽寺の
カヤ、天引八幡神社のムク
12
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ノキ、摩気神社の天狗杉、
朝倉神社の杉)をバスで巡
る観察会
●参加費 無料
●持ち物 飲み物は各自でご
用意ください。
●定員 20人(先着順)
●申込方法 事前に氏名、住
所、電話番号を電話で連絡
の上、お申し込みくださ
い。
社会教育課
(0771)68-0057

でに、申込書(園部公民館
に備え付け)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。
園部公民館(月・祝日休館)
(0771)63-5820
(0771)63-2850
be-syakai@city.nantan.
lg.jp

第3回南丹将棋大会の参
加者を募集します
日ごろの成果を発揮すると
ともに、世代を超えた新たな
仲間を見つける交流の場とし
て将棋大会を開催します。プ
ロ棋士の指導も受けられま
す。【要申込】
●日時 7月23日(日)
午前10時〜(受付：午前9
時30分)
●場所 園部公民館
●参加費 一般500円、大学
生以下300円
※当日徴収します。
●対象 小学生以上
●対局方法
・A〜Cまでクラス分けし、
各クラスで予選を行いま
す。
※A：2段以上相当、B：4級
〜初段相当、Ｃ：5級以下
相当
・昼食後、予選通過者同士で
決勝トーナメントを行いま
す(対局時計を使用)。3位
以上にはメダルと賞状を贈
呈します。
・予選を通過できなかった方
には、プロ棋士、アマチュ
ア高段者による指導対局を
行います。
●定員 各クラス36人(先着
順)
※昼食は各自ご持参くださ
い。
●申込方法 7月20日(木)ま

太田雄貴さんの講演会を
開催します
さまざまな分野の第一線で
活躍する方に学ぶ講演会を開
催します。【無料・要申込】
●日時 8月4日(金)
午後3時〜4時30分
●場所 ホテルグランヴィア
京都
●講師 元フェンシング選手
太田雄貴 氏
●内容 ひとつの夢にかける
●定員 100人(先着順)
●申込方法 6月22日(木)
から7月6日(木)までの間
に、京都府市町村職員厚生
会ホームページからお申し
込みください。
一般財団法人京都府市町村
職員厚生会
(075)411-0084
http://www.kyoto-kose
ikai.or.jp

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

第２回なんたん音楽フェ
スティバル出演団体募集
南丹市で活動している音楽
団体が一堂に集う、第2回な
んたん音楽フェスティバルの
出演団体を募集します。
【無料】
●日時 11月25日(土)
午前10時〜(予定)
●場所 日吉町生涯学習セン
ターホール
●参加資格 ①市内在住、在
勤、在学の方で構成された
団体であること②団体から
1〜2人、本番までの打ち
合わせおよび当日のイベン
ト運営に協力できること
●形態 楽器の演奏、合唱な
ど音楽に関係する発表であ
ること
●出演時間 出入りを含めて
15分以内
※出演団体数により変更の場
合あり
●申込方法 申込用紙に必
要事項を記入の上、8月10
日(木)までに、申込先へ持
参、FAX、Eメールのいず
れかでお申し 込 み く だ さ
い。申込用紙は申込先に備
え付けています。(市ホー
ムページからもダウンロー
ドできます。)
●申込先 社会教育課、園部
公民館、八木公民館、日吉
町生涯学習センター、社会
教育課美山担当(美山支所
内)
社会教育課
(0771)68-0057
(0771)63-2850
be-syakai@city.nantan.
lg.jp

丹波自然運動公園からの
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。

=メールアドレス

＜太極拳教室＞
●日時 6月23日(金)
午後2時〜4時
●場所 体育館
●内容 太極拳の基礎を学ぶ
●定員 30人
＜グラウンド・ゴルフ大会＞
【要申込】
●日時 7月7日(金)
午前9時〜午後４時
●場所 陸上競技場・補助競
技場
●内容 48ホールストロー
クプレーによる個人戦
●参加費 1,500円
(お弁当・お茶付き)
●定員 384人
●対象 どなたでも
●申込方法 6月30日(金)ま
でに住所、氏名、性別、生
年月日、電話番号、ＦＡＸ
番号を必ず記入の上、はが
き、ＦＡＸ、Ｅメールのい
ずれかでお申し込みくださ
い。
＜テニス大会＞【要申込】
●日時 7月12日(水)
午前９時〜
●場所 テニスコート
●内容 予選リーグ戦〜決勝
トーナメント
●参加費 1,000円
(1ペア)
●定員 男女別ダブルス／各
32組
●対象 18歳以上の方
●申込方法 7月5日(水)ま
でに住所、氏名、性別、生
年月日、電話番号、ＦＡＸ
番号を必ず記入の上、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-tanbapa
rk.or.jp
622-0232 京都府船井郡
京丹波町曽根崩下代110-7

=ホームページアドレス

=郵便番号

自力アップ体操教室初級
指導者養成講習開催
市内で体操教室を運営する
指導者を養成します。専門知
識は無くても大丈夫。講座で
必要な基礎知識を学びます。
●日程 7月27日、8月24
日、9月21日、10月19
日、11月16日、12月21
日、平成30年1月25日、
2月22日、3月8日(各木曜
日、全9回)
●時間 午後7時〜8時30分
●場所 美山町宮脇公民館
●対象 市内在住で、地域で
教室を開催して住民を元気
にしたい、集落を活性化し
たい、サロンなどに体操を
取り入れたい方や、福祉施
設従事者、スポーツ指導者
など
●内容 体操の実践(やり
方、指導法、歪みの見方)
と座学(体操の理論、体の
知識など)
●講師 南丹けんこう美人
中島光章 氏
●受講料 9,000円(保険代
含む)
※別途、年会費3,000円が必
要です。
●認定 試験(実践、筆記)の
上、合格者に「認定証」を
発行します。
●自力アップ体操 体の仕組
みを考えた独自理論で、筋
肉や脳に刺激を与え、体の
歪みを無くすことにより、
「痛みなど症状の回復」と
「本来の基本動作を取り戻
す」ことを目指します。運
動能力の向上やけがの防止
にも効果的です。
●申込方法 7月24日(月)ま
でに、電話でお申し込みく
ださい。
南丹けんこう美人
090-3171-0413
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ウクレレ教室の受講者を
募集します
ウクレレ教室を始めます。
初心者の方もお気軽にご参加
ください。
●日程 毎月 第1、第3土曜
日
●時間 正午〜午後1時
●場所 クアスポくちたん(府
立口丹波勤労者福祉会館)
●費用 5,000円(1カ月)
●申込方法 事前に氏名、住
所、電話番号をＦＡＸ、電
話、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
ＮＰＯ法人八木町スポーツ
協会(クアスポくちたん内)
(0771)42-5484
(0771)42-5684
fualx504@cans.zaq.ne.jp

クアスポチアスクールの
受講生を募集します
今話題のチアダンススクー
ルを開催します。
●日時
①3歳〜小学生の部：毎週土
曜日 午後2時〜3時
②中学生以上の部：毎週火曜
日 午後7時〜8時
●場所 クアスポくちたん(府
立口丹波勤労者福祉会館)
●受講料
①3歳〜小学生の部：6回
4,000円
②中学生以上の部：4回
4,000円
●申込方法 来館いただく
か、住所、氏名、電話番号
をFAX、電話、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、
南丹市体育協会
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NPO法人八木町スポーツ
協会(クアスポくちたん内)
(0771)42-5484
(0771)42-5684
fualx504@cans.zaq.ne.jp

八木地域情報
八木町グラウンド・ゴルフ
大会を開催します
平成29年度八木町グラウ
ンド・ゴルフ町民大会兼府民
総体予選を開催します。ご近
所、お友達、ご家族お誘い合
わせの上、多数ご参加くださ
い。用具のない方には主催者
が準備します。
●日時 6月24日(土) 午前9
時30分〜(受付：9時)
雨天予備日6月26日(月)
●場所 大堰川緑地公園
●対象 八木町内在住、在
勤、在学の中学生以上の方
●チーム構成 個人戦
●プレー規則 (公社)日本グ
ラウンド・ゴルフ協会ルー
ルおよび本大会の申し合わ
せ事項を適用
●プレー方法 24ホール(8
×3ラウンド)ストローク
プレーによる個人戦(打順
は3ラウンド通じてロー
テーション方式とする)
●運営主管 八木町グラウン
ド・ゴルフ協会
●申込方法 当日会場で申し
込み
●参加費 500円
●その他 上位20人の方
は、府民総体南丹市予選会
に八木町代表として出場し
ていただきます。
八木町グラウンド・ゴルフ
協会
(0771)42-3456

日吉地域情報
日吉地域グラウンド・ゴル
フ大会を開催します
平成29年度日吉地域グラ
ウンド・ゴルフ大会を開催し
ます。ご近所、お友達、ご家
族お誘い合わせの上、多数ご
参加ください。用具のない方
には主催者が準備します。
●日時 6月18日(日) 午前9
時〜(受付：8時30分)
雨天予備日6月19日(月)
●場所 日吉総合運動広場運
動場
●対象 日吉町内在住、在
勤、在学の中学生以上の方
●チーム構成 個人戦
●プレー規則 (公社)日本グ
ラウンド・ゴルフ協会ルー
ルおよび本大会の申し合わ
せ事項を適用
●プレー方法 24ホール(8
×3ラウンド)ストローク
プレーによる個人戦(打順
は3ラウンド通じてロー
テーション方式とする)
●運営主管 日吉町グラウン
ド・ゴルフ協会
●申込方法 6月15日(木)
午後5時までに、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。
※日吉町グラウンド・ゴルフ
協会会員の方は、各クラブ
の代表理事までお申し込み
ください。
●その他 上位20人の方
は、府民総体南丹市予選会
に日吉町代表として出場し
ていただきます。
南丹市体育協会日吉地域事
務局(日吉町生涯学習セン
ター内)
(0771)72-3300
(0771)72-3311

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

美山地域情報

無料法律・登記相談会の
お知らせ

南丹市メール配信サー
ビスにご登録ください

京都美山サイクルグリー
ンツアー出演出店者募集

京都司法書士会園部支部に
よる無料法律・登記相談会が
開催されます。お気軽にご利
用ください。
【無料・申込不要】
●日程 6月22日(木)
●時間 午後1時〜4時
●場所 市役所美山支所1階
小会議室
●定員 6人(先着順)
※1人30分以内
京都司法書士会園部支部
相談担当
(0771)63-2336
美山支所地域推進課
(0771)68-0040

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

ゲストに奥野史子さん、山
本雅道さん、益子直美さん、
山本隆弘さんをお迎えして、
今年も京都美山サイクルグ
リーンツアーを開催します。
前夜祭でのステージ発表や特
産品販売、サービス提供な
ど、会場を盛り上げてくださ
る方を募集します。
＜ステージ発表＞
●日時 7月29日(土)
午後5時〜
※1グループ15分程度
●場所 市役所美山支所野外
特設ステージ
●参加資格 美山町在住、在
勤の個人またはグループ
●申込方法 6月23日(金)ま
でに、発表内 容 、 代 表 者
名、グループ名、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。
＜出店＞
●日時 7月29日(土) 午後
1時〜6時30分、7月30日
(日) 午前9時〜午後4時
●場所 市役所美山支所駐車
場
●参加資格 美山町の住民で
構成される店またはグルー
プ
●出店料 500円
※1店舗2.7ｍ×3.6ｍ
●申込方法 6月23日(金)ま
でに、出店内 容 、 代 表 者
名、グループ名、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。
●その他 店舗の広さなどは
ご希望に添えない場合があ
ります。
京都美山サイクルグリーン
ツアー実行委員会事務局
(美山支所地域推進課内)
(0771)68-0040
(0771)75-0801
=メールアドレス

インターネット生活を
始めませんか
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。
●月額定額料金 3,080円
※プロバイダー料込みの
金額です。〈別途、有
線テレビ利用料(1,540
円/月)が必要となりま
す。〉
●通信速度 100Mbps
※ベストエフォート型の
サービスです。
●セキュリティー・サポー
トの充実
※トラブルの際はお問い合
わせください。
南丹市情報センター
(0771)63-1777

=ホームページアドレス

=郵便番号

第274号
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なんたんテレビ番組表（平成29年6月16日〜30日）★印
16

6

月

金
00

6

30
00

7
8

30
00
00

9
10
11
12
13

30
00
00
30
00

15
16
17
18
19
20

00

30
00

22
23

日

京都あかでみー13回

水

木

00

★もぎたてニュース

サタデー

京都あかでみー13回

京都あかでみー13回

★もぎたてニュース

ウェンズデー

★殿田小学校
6年 修学旅行

京都あかでみー14回
ＪＡトピックス

もぎたてサタデー

もぎウェンズ

胡麻郷小学校 修学旅行

30

金

★園部第二小

NHK学校音楽
コンクール 京都府予選出場

★もぎたてニュース

★もぎたてニュース

サタデー

ウェンズデー

★八木東小学校

6年 修学旅行

6年 修学旅行

園部第二小 ＮＨＫ学校音楽
コンクール 京都府予選出場

ふくしの森

丹月
市定
議例
会会
⑤

市民の情報ひろば
八木西小学校 修学旅行

八木東小学校 修学旅行

園部第二小 ＮＨＫ学校音楽
コンクール 京都府予選出場

ふくしの森

ＪＡトピックス

ＪＡ

もぎたてウェンズデー

京都あかでみー13回

殿田小学校 修学旅行

もぎたてウェンズデー

もぎたてサタデー

八木西小学校 修学旅行

園部第二小 ＮＨＫ学校音楽
コンクール 京都府予選出場

生身天満宮 菅原道真公1125年
記念大祭始奉告祭【撮影：礒野秀世さん】

もぎたてサタデー

もぎウェンズ

八木東小学校 修学旅行

ふくしの森

京都あかでみー14回

市民の情報ひろば

もぎたてウェンズデー

もぎたてウェンズデー

もぎたてサタデー

週報ほか
胡麻郷小学校 修学旅行

殿田小学校 修学旅行

もぎたてサタデー

八木西小学校 修学旅行

もぎたてウェンズデー

八木東小学校 修学旅行

胡麻郷小学校 修学旅行

京都あかでみー13回

ＪＡトピックス

殿田小学校 修学旅行

八木西小学校 修学旅行

八木東小学校 修学旅行

園部第二小 ＮＨＫ学校音楽
コンクール 京都府予選出場

ふくしの森

京都あかでみー14回
ＪＡトピックス

ＪＡ

もぎたてサタデー

もぎウェンズ

もぎたてウェンズデー

もぎたてサタデー

ＪＡトピックス

ＪＡトピックス

もぎたてウェンズデー

もぎたてウェンズデー

もぎたてサタデー

週報ほか
京都あかでみー13回

学舎 国語
25-①

週報ほか
胡麻郷小学校 修学旅行

殿田小学校 修学旅行

もぎたてサタデー

もぎウェンズ

八木西小学校 修学旅行

もぎたてウェンズデー

◇南丹市情報センター
(0771)63-1777
【発行】南丹市情報政策課

日

月

火

水

木

数学24-①

英語25-①

八木東小学校 修学旅行

もぎたてウェンズデー

もぎたてサタデー

生身天満宮 菅原道真公1125年
記念大祭始奉告祭【撮影：礒野秀世さん】

土

園部第二小 ＮＨＫ学校音楽
コンクール 京都府予選出場

ふくしの森

京都あかでみー14回

30

00

木

水

★八木西小学校

30

00

火

週報ほか

ＪＡ

00

月

30

ＪＡトピックス

京都あかでみー14回

ＪＡ

もぎウェンズ

30

日

★ふくしの森

★生身天満宮 菅原道真公1125年
記念大祭始奉告祭【撮影：礒野秀世さん】
殿田小学校
胡麻郷小学校 修学旅行
南６
修学旅行

30

00

土

ＪＡトピックス

胡麻郷小学校 修学旅行

00

00

金

29

週報ほか

金

16

火

★京都あかでみー14回

ＪＡ
もぎたて
ウェンズデー

月

30

00

21

土

22 23 24 25 26 27 28

30

00

14

17 18 19 20 21

初回放送

市民の情報ひろば
金

土

日

月

火

水

木

金

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。

