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お知らせ
夏マリンレジャーを安全
に楽しむためのお願い
マリンレジャーシーズンに
入り、海へ遊びに行く機会も
増えてきます。自然に触れ、
親しむことはとても楽しいも
のですが、その一方で水の事
故も後を絶ちません。
事故を防ぐために、次の点
にご注意ください。
●注意点
・疲れているときや飲酒した
ときは絶対海に入らない。
・プレジャーボートなどで遊
ぶときは、気象・海象の確
認や機関の点検を行うとと
もに、ライフジャケットを
着用する。
・万が一の連絡体制確保のた
め、防水パックに入れた携
帯電話を携行する。
・事故が発生したときや事故
を発見したときは、迷わず
素早く「118番」へ通報す
る。
舞鶴海上保安部
(0773)76-4120
【総合問合せ窓口】

「南丹市園部女性の館」
夏
季休館日のお知らせ
●休館日
8月13日(日)〜15日(火)
園部女性の館
(0771)63-2986

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
救える大切な献血に、多くの方
のご協力をお願いします。
●日程 8月24日(木)
●時間 午前10時〜11時30
分、午後0時30分〜3時30
分
●場所 南丹市国際交流会館
保健医療課
(0771)68-0016

中・天若地区の写真を探
しています
日吉町郷土資料館では、日
吉ダム移転者離村30周年を
迎え、秋季企画展「湖底に眠
るふるさとの記憶」を開催し
ます。展示会に伴い、中・天
若の写真を探しています。在
りし日の風景や人々の生活な
ど当時を伺い知ることができ
る写真があれば、郷土資料館
までご連絡ください。ご協力
をお願いします。
南丹市日吉町郷土資料館
(0771)68-0069
(0771)72-1130
(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

中小企業退職金共済制度
のご案内
中小企業退職金共済(中退
共)制度は、中小企業の事業
主が、従業員の退職金を計画
的に準備できる国の退職金制
度です。
●制度のしくみ 事業主が中
退共本部と退職金共済契約
を結び、毎月の掛金は事業
主が指定した預金口座から
振り替えます。従業員が退
職したときは、中退共本部
から直接退職者へ退職金が
支払われます。
●制度のメリット
・掛金の一部を国が助成しま
す。(一部対象外となる場
合があります。)
・掛金は全額非課税です。
・パートタイマーや家族従業
員も加入可能です。
・外部積立で管理が簡単で
す。
・他の退職金や企業年金制度
などとのポータビリティ
(退職金や年金などの積立
金を移管すること)も可能
です。
※詳細については、お問い合
わせください。
中小企業退職金共済事業本
部
(03)6907-1234
koho@taisyokukin.jp
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浄化槽の設置にかかる費用の一部を補助します
公共下水道事業計画区域および農業集落排水事業認可区域以外の地域で、し尿や生活雑排水をきれ
いにする浄化槽を設置された方に、その費用の一部を補助しています。
●補助対象となる浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する機能を有するもので、法律で規定された構
造基準に適合し、次の全ての要件を満たす浄化槽
①南丹市に住所を有する方が、専用住宅および併用住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供す
る建物)に設置するもので、処理対象人員(人槽)が10人槽以下の浄化槽を設置した場合
②BOD(生物化学的酸素要求量)除去率が90％以上、放流水のBODが20mg/l以下のもので、浄化槽
設置整備事業国庫補助指針に適合する浄化槽を設置した場合
●補助対象とならない場合
①浄化槽法に基づく設置の届出の審査または建築基準法に基づく確認を受けずに設置した場合
②住宅などを借りている方で、賃貸人の承諾が得られない場合
③工場、事業所などの事業活動を行うところに浄化槽を設置した場合
④販売目的で浄化槽付き住宅などを建築した場合
⑤予定した年度内に工事が完了しない場合
⑥補助対象事業の予算枠を超えて申し込みがあった場合
●補助金の額
処理区分

地域
5人槽
6〜7人槽
8〜10人槽
園部町、日吉町
332,000円
414,000円
548,000円
通常処理
美山町
352,000円
441,000円
588,000円
園部町、日吉町
444,000円
486,000円
576,000円
高度処理
美山町
471,000円
519,000円
615,000円
※高度処理型浄化槽とは、次のいずれかの要件を満たすもので、浄化槽設置整備事業国庫補助指針に
適合するもの。
・BODのみを除去するものにあっては、BOD除去率97％以上で、放流水BOD5mg/l(日間平均
値)以下の機能を有するもの。
・窒素またはリンを除去する能力を有するものにあっては、BOD除去率90％以上、放流水
BOD20mg/l(日間平均値)以下で、放流水の全窒素20mg/l(日間平均値)以下または全リンが
1mg/l(日間平均値)以下のもの。
●補助対象地域
地域
園部

地区名

備考
全域
全域
一部

法京
木住、生畑、中世木
日吉
畑郷、四ツ谷、志和賀
南、河内谷、下、知見、江和、田歌、芦生、白石、佐々里、又林、
下平屋、野添、長尾、深見、荒倉、内久保、原、板橋、宮脇、下吉
全域
美山
田、上司、高野、盛郷、福居、肱谷、向山、樫原、音海、小渕
鶴ヶ岡、三埜
一部
※公共下水道事業計画区域および農業集落排水事業認可区域であっても、地形的または技術的に下水
道施設への接続が不可能な場合は、例外的に補助金を交付する場合があります。
※詳細はお問い合わせください。
下水道課
(0771)68-0054
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=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

自衛隊各種採用種目の概要および説明会のご案内
●日時・場所

8月21日(月)
●採用種目

日時
午前の部
午後の部
夕方の部

種目
航空学生
一般曹候補生
自衛官候補生
防衛大学校学生
防衛医科大学校医学
科学生
防衛医科大学校看護
学科学生
高等工科学校生徒

午前10時〜
午後1時〜
午後5時〜

場所
防衛省自衛隊亀岡募
集案内所

概要
自衛隊パイロットを養成
基幹要員である陸・海・空曹を養成
所要の教育を経て３カ月後に２等陸・
海・空士に任官
将来の幹部自衛官を養成
将来の医師である幹部自衛官を養成
将来の保健師・看護師である幹部自衛官
を養成
将来の陸上自衛官を養成
※中学校卒業者などを採用

●内容 自衛官の仕事と生活、採用種目について説明
●対象 どなたでも参加いただけます。
●その他 申込不要、履歴書不要、入退場自由、服装自由
防衛省自衛隊亀岡募集案内所
(0771)24-4170
621-0815 京都府亀岡市古世町西内坪34-26

南丹市営プールの開設日および閉鎖について
プール監視員の人員不足のため、本年度の市営プールの開設
は、次のとおり行います。ご理解とご協力をお願いします。
施設名

開設日など

園部中央プール

今夏は「閉鎖」します。

八木Ｂ＆Ｇプール

毎週火・水・土・日曜日 (8月23日まで)

※お盆期間(8月13日〜17日)は休館します。
また、都合により臨時休館する場合があります。臨時休館の場
合は各プール掲示板でお知らせします。
その他のプールについてはお問い合わせください。
社会教育課
(0771)68-0057

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

ＣＡＴＶインターネット新
規加入拡大事業の実施
南丹市ＣＡＴＶインター
ネットサービスへ新規に加入
される方を対象に、加入費用
相当分の商品券を支給しま
す。この機会にぜひ加入をご
検討ください。
●支給対象者 戸建住宅の南
丹市インターネットサービ
ス新規加入者
●支給対象経費 南丹市イン
ターネットサービス新規加
入分担金および工事費用、
手数料
●支給金額 ５万円以内の実
費を商品券で支給(千円未
満切捨)
※支給例：既に有線テレビに
加入されている方が、南丹
市インターネットサービス
に加入される場合、分担
金5,140円＋基本工事費用
27,990円＝33,130円が
必要な金額となりますが、
33,130円のうち33,000
円が商品券の支給対象とな
ります。
●支給対象期間 平成29年8
月1日から平成29年9月30
日までの間に、南丹市イン
ターネットサービスに新規
加入および申請された方
で、かつ平成29年10月31
日までに工事が完了した
方。
●その他 インターネット
サービスの加入には、有線
テレビの加入が必要です。
なお、この事業は期間内で
も予定人数に達した場合終
了となります。
南丹市情報センター
(0771)63-1777
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平成29年度母子家庭人
間ドックの実施について
●実施時期 12月〜平成30
年3月(平日の午前中)
●場所 京都第一赤十字病院
健診センター(京都市東山
区本町)
●費用 無料
●対象 母子家庭の母親(平
成29年4月1日現在、30歳
以上65歳未満の方で、現
に児童扶養手当を受給して
いる方)
●申込方法 9月1日(金)ま
でに、申込書(南丹保健
所、子育て支援課、各支所
市民生活課に備え付け)に
必要事項を記入の上、82
円切手を貼った返信用封筒
を添えて、持参または郵送
でお申し込みください。
南丹保健所福祉室
(0771)62-0361
622-0041 南丹市園部町
小山東町藤ノ木21

相談会
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 8月2日(水)
午後1時〜4時
●場所 園部公民館3階小研
修室
●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
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8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
8月19日(土)
8月22日(火)

時間

場所
そよかぜ美山
そよかぜ日吉(おいで家)
午後1時〜3時
園部まごころステーション
8月25日(金)
陽だまり
8月28日(月)
そよかぜ八木
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

多重債務無料法律相談のご案内
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 8月22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 8月21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

膠原病
（こうげんびょう）
個別相談のお知らせ
専門医による膠原病の個別医療相談を開催します。
【無料・要申込】
●日時 ①9月7日(木) 午後1時〜4時30分
②10月19日(木) 午後1時〜4時30分
●場所 ①亀岡総合庁舎、②南丹保健所
●申込期限 ①8月10日(木)、②9月22日(金)
●対象 膠原病で療養中の方または次の症状がある方
・寒冷刺激による手指の蒼白化(レイノー現象)
・手指などの関節炎、関節痛
・日光による皮膚過敏
・頬の赤い発疹(蝶型紅斑)
・手指などの皮膚が硬くなる
●担当医 京都第二赤十字病院 代謝・腎臓・リウマチ内科
井上衛 医師
●定員 6人
※予約制：状況によりお断りすることがあります。
南丹保健所保健室
(0771)62-2979
=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

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 8月8日(火) 午後1
時30分〜3時30分
●場所 園部公民館3階会議
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

子育て支援(催し)
よっといで広場開催日の
お知らせ(8月)
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。図書室も開室し
ています。【無料】
●日時 8月9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

子育てつどいの広場ぽこ
ぽこくらぶ(8月)
＜各ひろば共通事項＞
※各ひろばとも、南丹市全域
から参加いただけます。
※主に保育所、幼稚園に入
所・入園されるまでの子、
その保護者や妊婦が対象で
す。
※昼食はご持参ください。
(ランチタイムは正午〜午
後1時)
=メールアドレス

※お茶、オムツなどお子さん
に必要な物をお持ちくださ
い。
＜お盆休みのお知らせ＞
8月11日(金・祝)〜17
日(木)は、各ひろばと
「seedbase」(シードベー
ス)は休みます。
＜八木ひろば＞
●日時 毎週月・火・水・金
曜日の午前10時〜午後3時
※毎月第1水曜日の午前は休
みます。
●場所 コミュニティスペース
「気になる木JUJU」(八木
防災センター向かい側)
※水・金曜日の午後3時〜
6時まで、八木防災セン
ター１階でみんなの居場所
「seedbase」を開催しま
す。こちらは、小学生や地
域の方もご利用いただけま
す。
※車でお越しの場合は、市役
所八木支所に駐車してくだ
さい。
＜日吉ひろば＞
●日時 毎週火曜日の午前
10時〜午後3時
●場所 日吉町生涯学習セン
ター2階第1会議室
＜美山ひろば＞
●日時 毎週木曜日の午前
10時〜午後3時30分
●場所 美山文化ホール2階
和室
＜園部ひろば＞
●日時 毎週木曜日の午前
10時〜午後3時
●場所 第1・3木曜日は園
部南部コミュニティセン
ター、第2・4木曜日は横
田公民館
＜「絵本の日」＞
「絵本はまだ早いかな」と
悩むお父さんお母さんに向け
て、親子の時間を作るきっか
けになる本を紹介します。
●八木ひろば：8月9日(水)
●美山ひろば：8月10日(木)
●園部ひろば：8月10日(木)
※各広場とも午前11時〜11

=ホームページアドレス

=郵便番号

時30分まで
＜おめでとうの日＞
ひろばに来ているお友達の
誕生日のお祝いをしましょ
う。今回は7・8・9月生まれ
のお友達のお祝いをします。
●園部ひろば：8月24日(木)
●日吉ひろば：8月29日(火)
●八木ひろば：8月30日(水)
●美山ひろば：8月31日(木)
※各広場とも午前10時30分
〜正午
※歌、読み聞かせ、写真入り
お誕生日カードを作りま
す。(無料)
＜託児付き講座「外カフェ」
＞
お茶を飲みながらみんなで
楽しいひと時を過ごしましょ
う。【要予約】
●日吉ひろば：8月8日(火)
●八木ひろば：8月18日(金)
※各広場とも午前10時30分
〜正午
●定員 7組(先着順)
●参加費 300円
NPO法人グローアップ
080-3857-8119

わんぱく料理教室の参加
者を募集します
市内在住のひとり親家庭を
対象に、親子のふれあいと参
加者相互の交流を深めること
を目的として開催します。
●日時 8月20日(日)
午前10時〜午後2時
●場所 園部公民館調理室
●内容 自分でおいしい料理
を作ってみよう
●参加費 1人100円
●持ち物 エプロン、三角巾
(バンダナ)
●申込方法 8月4日(金)ま
でに、母子寡婦福祉会会員
は、各支部長までお申し込
みください。
≪裏面につづく≫
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会員以外は、申込用紙(子
育て支援課、各支所市民生
活課に備え付け)に記入の
上、お申し込みください。
●主催 南丹市母子寡婦福祉
会
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

よっといで夏祭りのお知
らせ
託児付カフェよっといでで
は、子育て中のママさんや家
族の方、お子さんがホッとで
きる居場所づくりをしていま
す。今月は毎年恒例の夏祭り
です。ぜひお越しください。
【要申込】
●日時 8月26日(土)
午前10時〜午後1時
(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 よっといで夏祭り
(流しそうめん、かき氷、
焼きそば、カレーなど、出
し物もあります)
●参加協力金 大人700円、
小学生以上400円
●申込方法 8月24日(木)
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。
みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
090-6962-6455
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ほめかた教室を開催しま
す

催し

子どもは、
「ほめられる」こ
とで「愛されている、認められ
ている」という自信が 育ちま
す。そこで、
「おこらない子育
て」、
「ほめる育児」をテーマ
に登録制のシリーズ講座を開
催します。少人数でお互いの
悩みを話し合い、共感し、そし
て、ほめて子育てが できるよ
う講座を受講してみませんか。
【無料・要申込】
●日時
Ａクラス：9月6日(水)、19
日(火)、10月3日(火)、17
日(火)
Ｂクラス：9月8日(金)、21
日(木)、10月4日(水)、18
日(水)
※いずれも午前10時〜11時
30分
※1講座全4回(欠席のないよ
うにご参加ください)
●場所 市役所4号庁舎2階
会議室
●対象 幼児の保護者
●募集人数 各クラス5人程
度
※申し込み多数の場合は調整
することがあります。
●内容 講話、意見交流、ほ
めかたロールプレイなど
●託児 希望者には託児を行
います。(無料)
●申込方法 8月23日(水)ま
でに、希望クラス名、住
所、氏名、電話番号、託
児希望の有無を、電話、
FAX、Eメールのいずれか
でお申し込みください。
子育て支援課
(0771)68-0017
(0771)68-1166
kosodate@city.nantan.
lg.jp

園部公民館ミニ写真展の
お知らせ
園部公民館1階ロビーでミ
ニ写真展を開催します。ご来
館の際はぜひご覧ください。
●出展団体 ①撮朗会、②さ
くら楽習館写真部、撮朗会
●出展期間 ①8月6日(日)
まで、②8月9日(水)〜8月
20日(日)
※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

南丹市立図書館夏の工作
教室を開催します
＜美山図書室＞
●日時 8月6日(日)
午後1時〜3時
●場所 美山図書室
●内容 プラバンを使って、
オリジナルアクセサリーを
作ります。
●対象 小学生以上の方
●定員 20人(先着順)
●持ち物 工作用はさみ、鉛
筆
＜中央図書室＞
●日時 8月10日(木)
午後2時〜
●場所 南丹市立中央図書館
●内容 自分の手で世界に一
つだけの万華鏡を作りま
す。
●定員 20人(未就学児は保
護者同伴)
＜日吉図書室＞
●日時 8月19日(土)
午前10時〜正午
●場所 日吉町生涯学習セン
ター美術工作室
●内容 ペットボトルとスト
ローで浮沈子を作ります。
●対象 どなたでも(小学3年
生未満の方は保護者同伴)
●定員 25人(先着順)

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

＜共通事項＞
●申込方法 事前に、市内の
図書館、図書室でお申し込
みください。
【無料・要申込】
美山図書室
(0771)68-0046
中央図書館
(0771)68-0080
日吉図書室
(0771)68-0036

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。
＜エンジョイテニス（夜の
部）＞
●日時 8月7日、21日(各
月曜日) 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
＜太極拳教室＞
●日時 8月11日(金・祝)
午後２時〜４時
●場所 旧宿泊所会議室
(予定)
●内容 太極拳の基礎を学ぶ
●参加費 500円(当日受付)
●定員 30人
＜テニス教室(夜の部)＞
●日時 9月4日〜10月23日
(毎週月曜日・全8回)
午後７時〜９時
●場所 テニスコート
●参加費 6,000円
●定員 20人
●対象 18歳以上(初心者、
初級者対象)
●申込方法 9月3日(日)ま
でに、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。
＜親と子の山村体験＞
●日時 9月16日(土) 午後1
時30分開講〜17日(日)正
午閉講
●場所 レストハウスおよび
=メールアドレス

公園周辺の農地
●内容 稲刈り、いもほり、
キャンプファイヤーなど
●参加費 大人5,000円、子
ども4，000円(宿泊代お
よび食事代含む)
※1泊3食付き
●定員 10家族
●対象 小学生と保護者(幼
児も可・ご相談ください)
●申込方法 8月16日(水)
〜9月9日(土)の間に、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-tanbapark.
or.jp
622-0232 京都府船井郡
京丹波町曽根崩下代110-7

2017南丹市下水道フェ
スティバルを開催します
下水道の役割や重要性を市
民の皆さんに広く知っていた
だくため、南丹浄化センター
の施設を公開します。
●日時 8月19日(土) 午前9
時30分〜午後2時30分
●場所 南丹浄化センター
(八木町山室地内)
●内容 南丹浄化センター施
設案内、環境を守る働く車
両の展示および実演、災害
時の活動写真展示、浄化槽
の維持管理説明展示、微生
物観察コーナー、下水道あ
れこれクイズ大会、スー
パーボールすくい、花の
苗・メダカのプレゼント
(先着順)
下水道課
(0771)68-0054

=ホームページアドレス

=郵便番号

夏休み草と木で作る工作
教室・展覧会を開催します
いつでも誰でも気軽にもの
づくりに参加し、展示ができ
る「つくりましてん」と、山
の材料を使った木工教室を開
催します。
＜夏休み工作教室＞
①本格巣箱作り
●日時 8月4日(金)
午前9時〜正午
●参加費 2,000円
②クロモジ柄のスプーン＆
フォーク、草木染ランチョ
ンマット作り
●日時 8月25日(金)
午前10時〜午後3時
●参加費 1本500円(材料
の金属製スプーン・フォー
ク持参の場合は1本300
円)
ランチョンマット1,000円
③カッティングボード作り
●日時 8月11日(金・祝)
午前9時〜正午
●参加費 1,000円
④卓上本棚作り
●日時 8月18日(金)
午前9時〜正午
●参加費 2,000円
●場所 気になる木ＪＵＪＵ
(八木防災センター向かい側)
●申込方法 開催日の1週間
前までに、電話またはメー
ルでお申し込みください。
※②については、当日参加可
＜つくりましてん＞
木材や布などを使って自由
に工作し、完成した作品は期
間中会場に展示されます。
●日時 8月11日(金・祝)〜27
日(日) 午前9時〜午後3時
(月・木曜日休館)
●場所 わざどころＰＯＮ
(八木防災センター向かい側)
●参加費 100円(材料1カ
ゴ分)
南丹市地域おこし協力隊
080-8330-2278
nantan.doors@gmail.com
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南丹市グループワーク事
業のお知らせ

さくら楽習館「歴史講座」の参加者を募集します
丹波地方の伝統建築、かやぶき屋根の構造や特徴について学ぶ
講座と、日吉ダム水没集落の離村30年を記念し、天若地域の民
家を多く描いた画家、井上辰夫氏の特別展を開催します。
【要申込】
●日時 8月21日(月) ①午前10時～正午 ②午後2時30分～4
時30分
●場所 南丹市日吉町郷土資料館
●内容 「かやぶき屋根の構造と特徴」講師：美山茅葺株式会社
「夏季特別展 井上辰夫展」解説：郷土資料館職員
※夏季特別展は7月15日から9月10日まで(毎週水曜日を除く)開
催していますが、解説は本講座限定です。
●参加費 無料(ただし、日吉町郷土資料館入場料( 大人200
円、大学・高校生150円、小人100円(市内在住の場合無料))
が必要です。
●申込方法 8月10日(木)までに、各社会教育施設に備え付けの
チラシに記入していただくか、氏名、電話番号、送迎乗車希望
場所を電話またはメールでお申し込みください。
●その他 園部・八木方面と日吉・美山方面の送迎車を用意します。
集合場所および出発時間【要申込・先着順】
・園部公民館(①午前9時20分、②午後1時50分)
・八木公民館(①午前9時、②午後1時30分)
・日吉町生涯学習センター(①午前9時40分、②午後2時10分)
・美山支所(①午前9時、②午後1時30分)
※日吉町郷土資料館にも駐車場がありますのでご利用ください。
社会教育課
(0771)68-0057
be-syakai@city.nantan.lg.jp

京都府こころの健康推進員養成講座を開催します
こころの病気は誰でもかかる可能性があります。病気を正しく
理解し、障がい者を含む全ての人を大切にする温かい地域づくり
を進めていきましょう。【要申込】
●日程 9月〜12月の間の7日間
●場所 北部会場(中丹勤労者福祉会館)もしくは、南部会場(精
神保健福祉総合センター)のどちらか選択
※上記以外の場所で実習が2日間あります。
●内容 講義および見学実習など
●受講資格
①京都府内(京都市を除く)に住所地がある方
②講座の全課程を受講できる方
③講座修了後、京都府こころの健康推進員として活動できる方
●申込方法 募集案内リーフレットを郵送しますのでお電話くだ
さい。なお募集案内リーフレットは保健所の窓口にも備え付け
ています。
※申し込みは8月18日(金)までです。
南丹保健所福祉室
(0771)62-0361
8
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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 8月24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
●内容 茶話会・レクリエー
ション
※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

夏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：8月17日
(木) 午後7時〜8時40
分、②登山：8月20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「高雄から
保津峡」コース
●対象 登山愛好者
●内容 「夏の山に登ろう」
夏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

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

民生委員制度100周年記念研修会の一般公開について
民生委員・児童委員は、「地域の見守り役」として、生活上の
心配ごとや困りごとなど、福祉全般の相談に応じることができる
よう、日々研さんを積んでいます。民生委員制度が始まって100
周年を迎えたことを記念し、民生委員・児童委員の研修会を一般
公開します。
●日時 8月24日(木) 午後1時〜3時30分
●場所 南丹市国際交流会館イベントホール
●内容
・アトラクション「淇陽太鼓の演舞」(京都府立淇陽学校)
・講演「社会的養護の子どもの居場所について」
・行政説明「消費者被害から子どもを守ろう〜初心者にもわかる
インターネットトラブル講座〜」
南丹保健所福祉室
(0771)62-0363

いきいき脳トレーニング教室の参加者を募集します
認知症予防のために、脳活性化ゲームを中心とした教室を行い
ます。「笑って」「考えて」心と頭と体を生き生きさせません
か。【要申込】
●場所、日程、時間
場所

日程

時間

日吉保健福祉セン
ター(各月曜日)
①
10月 2日
②
10月16日
③
11月 6日
④
11月20日
⑤
12月 4日
⑥
12月18日
⑦
1月15日
⑧
1月29日
⑨
2月 5日
⑩
2月19日

美山保健福祉セン こむぎ山健康学
ター(各水曜日)
園(各金曜日)
10月 4日
10月13日
10月18日
10月27日
11月 1日
11月10日
11月15日
11月24日
12月 6日
12月 8日
12月20日
12月22日
1月10日
1月12日
1月24日
1月26日
2月 7日
2月 9日
2月21日
2月23日
午後1時30分〜3時

●対象 市内在住の概ね65歳以上で、なるべく全ての回に出席
できる方
●定員 各会場25人程度(申し込み多数の場合は抽選)
●参加費 500円(全10回分、参加初日にご持参ください)
●内容 脳活性化ゲームなど
●講師 脳トレネット(認知症予防教室インストラクター)
●申込方法 9月1日(金)までに、電話でお申し込みください。
※本教室は「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

殿田夏祭り花火大会を開
催します
区民の思いが込められた花
火大会です。午後からちびっ
こ魚つかみ大会、夕方からは
各種模擬店、たそがれコン
サートを予定しています。多
数の参加をお待ちしていま
す。
●日時 8月14日(月)
花火大会：午後8時点火
●場所 殿田ふれあいパーク
(日吉町殿田)
●主催 殿田夏祭り実行委員
会
●後援 世木地域振興会
殿田夏祭り実行委員会
(0771)72-0002(午前9時
〜午後5時)

ひよし龍の森恋活の参加
者を募集します
おいしい空気と楽しい時間
を満喫できる府民の森ひよし
で「龍がつなぐ恋活」を開催
します。
●日時 8月26日(土) 午前9
時〜午後4時
●場所 STIHLの森(府民の
森ひよし)
●参加資格
・男性：25〜45歳の独身で
南丹市および周辺市町に在
住、または在勤の方
・女性：25〜45歳の独身の
方
●定員 男女各15人
●参加費 男性4,500円、女
性3,500円 ※昼食付
●申込方法 8月25日(金)
午後5時までに、氏名、住
所、性別、連絡先を、電話
またはＥメールでお申し込
みください。
●主催 世木地域振興会
世木の里づくり委員会
090-3356-2928
sekinosatozukuri@gmail.
com
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夏休み写真企画「なつそ
らピクニック」
の開催
写真初心者でも気軽に楽し
めるイベントを開催します。
＜写真展＞
・京都府立園部高等学校写真
部校外展「思い出す あの
時 あの場所 あの仲間」
●日時 8月27日(日)まで
午前１０時〜午後4時(最
終日のみ午後3時まで)
※正午〜午後1時と日曜日は
休みます
●入場料 無料
＜ピンホールカメラ作り＞
・フィルムケースでピンホー
ルカメラを作って簡易暗室
で現像します。【要予約】
●日時 7月30日(日)
午後1時〜3時
●参加費 500円(小学校3
年生以下は保護者同伴)
●定員 15人
●持ち物 飲み物、帽子など
●講師 写真家、大阪芸術大
学客員教授 吉川直哉 氏
＜パパママ写真教室＞
ミラーレスカメラまたは一
眼レフカメラをお持ちのパ
パ・ママ対象の教室です。
【要予約】
●日時 8月6日(日)
午前10時〜正午
●参加費 1組1,000円
●定員 6組(1組2名まで
で、2人の場合は夫婦に限
る。1人での参加ならびに
お子さんの同伴可)
●持ち物 ミラーレスカメラ
または一眼レフカメラ
●アドバイザー 北村写真研
究所、岡本写真館、田村写
真館
＜松原豊トークショー＞
写真家で名古屋ビジュアル
アーツ非常勤講師の松原豊さ
んに「地域での人物写真の撮
り方」の講演をいただきま
す。【申込不要】
●日時 8月27日(日)
午後1時〜2時30分
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●参加費 無料
●定員 50人(先着順)
＜共通事項＞
●場所 吉富ノ庄(旧吉富小
学校)
●申込方法 いずれもホーム
ページからお申し込みくだ
さい。
ワタリドリ写真部
(070)6920-0458
wataridoriphoto@gmail.
com
https://natsu-sora.local
info.jp/

第43回南丹市園部町文
化祭の参加者を募集
＜出展の部＞
●日程
・第1会期
11月4日(土)、5日(日)生
花、絵画、写真、手芸など
・第2会期
11月11日(土)、12日(日)
能面、短歌、俳句、てん
刻、書道など
●場所 園部公民館
●その他 出品は各種目1人
1点。作品の搬入は各会期
の前日午後1時30分から、
搬出は各会期終了日の午後
4時30分から、出展者の責
任で行うこと。
＜出演の部＞
●日程 11月4日 (土)、5日
(日)
●場所 国際交流会館コスモ
ホール
●出演時間 30分以内(準
備・後片付け含む)とし、
出演のための会場準備など
は各出演者が行うこと。
＜共通事項＞
●対象 市内在住、在勤、在
学の方
●参加費 1人500円
※高校生以下は無料
※出展場所、出演日時、舞台
装置使用などの最終決定は
主催者に一任願います。

●申込方法 8月18日(金)ま
でに、申込用紙(園部公民
館および社会教育課に備え
付け、市ホームページから
もダウンロード可)に必要
事項を記入の上、郵送、
FAX、Eメールのいずれか
でお申し込みください。な
お、申込書の郵送を希望さ
れる方は、事務局にご連絡
ください。
※申し込み後の詳細について
は、後日主催者から連絡し
ます。
●主催 園部町文化協会
●共催 南丹市教育委員会
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)63-2850
be-syakai@city.nantan.
lg.jp
622-0014 南丹市園部町
上本町南2-22

=申込・問合せ先

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。＜有線テレビご
加入の方が対象です。別
途、有線テレビ利用料
(1,540円/月)が必要で
す。またご加入の際、加
入分担金と工事費が必要
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

=電話番号

=FAX番号

チャレンジ漁業体験の参
加者を募集します
定置網体験をとおして、海
や漁業について学ぶととも
に、自然の醍醐味を味わいま
す。【要申込】
●日程 9月2日(土)〜3日
(日) ※１泊２日
●場所 宿泊：京都府立青少
年海洋センタ ー 、 漁 業 体
験：宮津市大島海上
●内容 宮津市大島海上での
定置網(朝網)体験
※気象条件が悪い場合は中止
●対象 2人以上のグループ
(18歳以下は保護者同伴)
●費用 小学生6,100円、
中学生6,300円、高校生
7,600円、一般8,700円
●定員 15人(先着順)
●申込方法 8月10日(木)〜
24日(木)に、電話でお申
し込みください。後日、参
加申込書を送付します。
●主催 京都府立青少年海洋
センター
京都府立青少 年 海 洋 セ ン
ター
(0772)22-0501

日吉地域情報
卓 球 、ビ ー チ ボ ー ル バ
レー(4人制)を楽しむ会
●日時 8月31日(木) 午後8
時〜(受付：午後7時30分
〜)
●場所 ユースホール
●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
・卓球：個人戦(シングルス)
・ビーチボールバレー：4人
1チーム(男女別チーム)
※個人参加も可能(主催者が
チーム編成します)
●プレー規則 公式ルールに
準じますが、一部変更もあ
ります。
=メールアドレス

●プレー方法 参加チーム数
により、当日発表します。
●申込方法 8月24日(木)午
後５時までに、住所、氏
名、電話番号を電話または
ＦＡＸでお申し込みくださ
い。
※体育館シューズを持参して
ください。
●運営主管 ひよし総合ス
ポーツクラブ
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

美山地域情報
美山町文化協会の俳句募
集について
市民の皆さんから俳句作品
を募集します。
●基準 定型(17文字)有季
(季節は問いませんが、季
語が入っていること)、未
発表の作品であること
●募集期間 9月8日(金)ま
で
●応募方法 官製はがきに3
句以内の俳句を記載の上、
事務局あてに郵送してくだ
さい。
●表彰 小・中学生、一般
(高校生を含む)の部門ごと
に、特選、準特選、佳作を
選考します。
美山町文化協会事務局(社
会教育課美山担当)
(0771)68-0044
601-0797 南丹市美山町
島島台51番地

=ホームページアドレス

=郵便番号

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。
＜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
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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
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