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お知らせ
平成29年度南丹市戦没
者追悼式のお知らせ
先の大戦で尊い命を失われた
数多くの戦没者の方々に深く思
いをいたし、
心から追悼の誠をさ
さげ、
遺族を慰謝、
激励するととも
に、世界の恒久平和と郷土の豊
かで活力ある発展を願い、南丹
市戦没者追悼式を挙行します。
会場の都合上、参列者は南
丹市遺族の内、各町遺族会か
ら代表の方(160人)に参列い
ただきます。参列者の取りま
とめは各町遺族会でお世話に
なります。
●日時 10月16日(月)
午前10時〜
●場所 日吉町生涯学習センター
●主催 南丹市
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
【総合問合せ窓口】

平成29年度中学校卒業
程度認定試験の実施
中学校卒業程度認定試験
は、病気などやむを得ない事
由で、保護者が義務教育諸学
校に就学させる義務を猶予ま
たは免除された方などについ
て、中学校卒業程度の学力が
あるかどうかを認定するため
に国が行う試験です。合格さ
れた方には高等学校の入学資
格が与えられます。
●試験日 10月26日(木)
●場所 京都府庁別館第4会
議室
●受験資格 次の①〜④のい
ずれかに該当する方
①就学義務猶予免除者または
就学義務猶予免除者であっ
た方で、平成30年3月31
日までに満15歳以上にな
る方
②保護者が就学させる義務の
猶予または免除を受けず、
かつ、平成30年3月31日
までに満15歳に達する方
で、その年度の終わりまで
に中学校を卒業できないと
見込まれることについてや
むを得ない事由があると文
部科学大臣が認めた方
③平成30年3月31日までに
満16歳以上になる方で、
①および④に該当しない方
④日本の国籍を有しない方
で、平成30年3月31日ま
でに満15歳以上になる方
●願書受付期間 8月21日
(月)〜9月8日(金)
●出願方法 受験希望者が直
(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

接文部科学省に出願してく
ださい。
※受験案内および願書などの
必要な諸用紙は、学校教育
課に備え付けています。
京都府教育庁指導部学校教
育課
(075)414-5823
学校教育課
(0771)68-0056

自衛隊各種採用試験等に
関する説明会のご案内
＜採用種目＞
①航空学生(自衛隊パイロッ
トを養成)
②一般曹候補生(基幹要員で
ある陸・海・空曹を養成)
③自衛官候補生(所要の教育
を経て３カ月後に２等陸・
海・空士に任官)
●受付期間 ①② 9月8日
(金)まで(必着)
③ 年中受け付けています。
＜説明会＞
●日時 9月6日(水) 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
●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
info@city.nantan.lg.jp
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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29日(火)
●時間 午前9時30分〜11
時30分
●場所 日吉保健福祉セン
ター
保健医療課
(0771)68-0016

相談会
司法書士「無料法律登記
相談会」
を開催します
社会支援の一環として、地
元の司法書士による無料法律
登記相談会を開催します。登
記、訴訟、成年後見などでお
悩みの方はご相談ください。
【無料・申込不要】
●日時 8月27日(日)
午後1時〜4時
●場所 日吉町生涯学習セン
ター2階第2会議室
京都司法書士会園部支部
(0771)23-9394

子育て支援(催し)
子育てすこやかセンター
9月事業のお知らせ
＜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、事業を中
止する場合があります。
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＜子育て講座＞
●日時 9月7日(木) 午前10
時30分〜11時30分
●内容 子どもの交通安全に
ついて
講師 南丹警察署警察官
＜子育て広場１歳〜＞
●日時 9月14日(木) 午前
10時30分〜11時３０分
●内容 親子で3Ｂ体操
＜子育て広場０歳〜＞
●日時 9月15日(金) 午前
10時30分〜11時30分
●内容 ふれあい＆ミニ栄養
相談
●持ち物 バスタオル
＜お話会＞
●日時 9月20日(水) 午前
10時30分〜11時
＜親子リトミック＞
●日時 9月22日(金) 午前
10時30分〜11時30分
＜ベビーマッサージ＆ミニ講
座＞
●日時 9月28日(木) 午前
10時30分〜11時30分
●持ち物 バスタオル
子育てすこやかセンター
(0771)68-0082

催し
丹波自然運動公園からの
お知らせ
＜太極拳教室＞
●日時 8月25日(金)
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
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

夏休み子ども体験教室を
開催します
夏休みのひとときを家族一
緒に折り紙や工作で楽しみま
しょう。お昼ご飯は、夏の簡単
料理を作ります。
【要申込】
●日時 8月26日(土) 午前
10時〜午後1時
●場所 八木公民館
●内容 木のミニカー作り、
折り紙、手品、読み聞かせ
など
●対象 小学生以下とその家族
●参加費 子ども一人につき
500円(当日支払)
●持ち物 エプロン、三角巾
●定員 25組(先着順)
●申込方法 8月22日(火)ま
でに、住所、氏名、年齢(子
どものみ)、電話番号を、窓
口または電話、ＦＡＸでお申
し込みください。
※この事業は南丹市市民提案
型まちづくり事業「つなが
ろう女性の輪」の一環とし
て実施しています。
南丹市女性会事務局(園部
公民館内)(月・祝日休館)
(0771)63-5820
(0771)63-2850

棚田の里「宕陰竹灯籠」
の開催について
竹灯籠の優しい灯りにつつ
まれる幻想的なひとときを過
ごしませんか。
●日時 8月26日(土)
午後5時〜(点火：午後7時)
●場所 宕陰出張所(右京区
役所)前の棚田
●内容 竹灯籠鑑賞、棚田散
策、飲食コーナーなど
●アクセス JR八木駅から京
阪京都交通バスで「宕陰出
張所前」
下車(臨時直行便有)
●その他 ご来場の際は、交
通機関(バス)のご利用をお
願いします。
右京区役所宕陰出張所
(0771)44-0314

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

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さくら楽習館
写真部、撮朗会 ②丹光会
●出展期間 ①8月20日(日)
まで ②8月23日(水)〜9月
3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

胡麻の夏２０１７を開催し
ます
毎年恒例の「胡麻の夏」が、
14回目を迎えます。多数の参
加をお待ちしています。
●日時 8月26日(土)
午後3時〜9時
●場所 JR胡麻駅前ロータ
リー
●内容 丹波音頭・丹波踊
り、胡麻郷小学校金管マー
チングバンド演奏、殿田中
学校吹奏学部、天神太鼓、
南丹娘、よさこい園部・爽
龍隊、夜店など
※会場へはなるべく乗り合わ
せてお越しください。
胡麻の夏実行委員会
(0771)74-1321

災害時ネットツール参加
体験説明会を開催します
防災や被災地復興のための
研修会を開催します。
【要申込】
●日時 ８月27日(日) 午
後1時30分〜4時30分(受
付：午後1時)
●場所 南丹市社会福祉協議
会本所農事研修室
●内容
・講演：過去災害から学ぶ被
災者ニーズ
・災害時連携ＮＰＯ等ネット
ワークの概要説明
=メールアドレス

・京都府マルチハザード情報
提供システム体験
・支援物資マッチングポータ
ルサイト体験
●対象 市民団体、ＮＰＯ、
企業、災害ボランティアセ
ンター、社会福祉協議会、
行政など
●持ち物 ノートパソコンや
タブレット、スマートフォ
ンなどのＷi-Fi回線に接続
できる通信機器をご持参く
ださい。
●定員 20人(先着順)
● 申 込 方 法 事 前 に、団 体
名、氏名、電話番号、メール
アドレスをＦＡＸまたはメー
ルでお申し込みください。
ＮＰＯ法人テダス
(0771)68-3555
(0771)68-3565
tedasu0827@design.zaq.jp

南丹市人権講演会を開催
します
8月は人権強調月間です。
あらゆる差別の撤廃、人権
意識の普及・啓発、基本的人
権の擁護を目指し、「南丹市
人権講演会」を開催します。
【無料】
●日時 9月2日(土)
午後1時30分〜
●場所 国際交流会館イベン
トホール
●演題 あってはいけない違
い なくてはならない個性
●講師 京都外国語大学教授
ジェフ・バーグランド 氏
●託児 託児ルーム(6カ月
以上のお子さん対象)のご
利用は、8月28日(月)まで
に、電話でお申し込みくだ
さい。
●その他 手話通訳、要約筆
記を準備します。
●主催 南丹市、南丹市教育
委員会、南丹市人権教育・
啓発推進協議会
人権政策課
(0771)68-0015

=ホームページアドレス

=郵便番号

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 8月26日(土)、27
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

わっかっか！まつりを開催
します
割り箸鉄砲作り、歌声喫
茶、ライブなど盛りだくさ
ん。夏の終わりのひとときを
みんなで楽しみませんか。
【申込不要】
●日時 9月3日(日)
午後3時〜5時30分
●場所 みんなの居場所わっ
かっか！(日吉町殿田)
●内容
＜お楽しみコーナー＞
●時間 午後3時〜
●内容 割り箸鉄砲作り、射
的、ポップコーン、ジュー
スなど(一部有料)
＜ライブ＞
●時間 午後4時〜
●内容 落語風紋亭革虎さ
ん、わっかっか！バンド、
歌声喫茶ほか
●参加費 500円(協力金)
みんなの居場所わっかっ
か！
080-9753-9402
wakkakka.2014@gmail.com
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南丹市で生業(なりわい)を
作りたい方、起業はしたけれど
今後の活動に悩んでいる方、
地域に密着した中小企業診断
士による講義やアドバイスが
無料で聞けます。
【要申込】
●日時 9月２日、9日、16
日、30日、10月7日
(各土曜日)
※10月７日は交流懇親会が開
催されます。(費用負担有)
●時間 午後1時〜5時
●場所 園部公民館研修室
●対象 南丹市内で創業・起
業を目指す方 も し く は 創
業・起業後５年未満の方
●申込方法 住所、氏名、
年齢、電話番号(携帯可)、
メールアドレス、お申し込
みの動機を、電話、FAXま
たはホームページからお申
し込みください。
●主催 南丹市、南丹市商工
会
南丹市商工会八木本所
(0771)42-5380
(0771)42-5734
nantan.kyoto.fsci.or.jp/

●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 日程変更などの連
絡は講師から直接入ります
ので、メールアドレスは必
ず記入ください。申し込み
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

南丹将棋教室参加者を募
集します

第4回氷室手づくり市を
開催します

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 9月2日(土)、10
日(日)、16日(土)、24日
(日)、30日(土)
●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)

手づくり作家さんが愛情を
込めて制作した作品を展示販
売します。親子での手づくり
体験も行います。
●日時 9月3日(日) 午前10
時〜午後3時
●場所 氷室の郷田園ホール
および芝生広場
※雨天時は田園ホール
●内容
・展示販売：アクセサリー、
木工雑貨、ニット、冬物小
物、ビーズ製品など
・ワークショップ：ミサン
ガ、ストラップ、紙切り、
ボディ−ペイント
・模擬店：きのこ炊込みご

南丹創業・起業セミナー
を開催します
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飯、いなりずし、巻き寿
司、綿菓子など
・レストラン：お皿付チキン
ライス(先着50人)、きの
こカレー、ハンバーグ
※先着100人に、「陶製ねこ
ストラップ」をプレゼント
します。
※子供造形教室「キッズパ
レット」の生徒作品の写真
も展示します。
※キッズプレイルームを設け
ます。
八木農村環境公園「氷室の
郷」(月曜休館)
(0771)43-1128

短期ピアノレッスンの参
加者を募集します
音のある楽しい毎日を始め
ませんか。楽譜が読めなくて
も大丈夫。この機会に1曲だ
けでもマスターしてみません
か。【要申込】
●日程 9月5日、19日、10
月3日、17日、31日、11
月7日(各火曜日、全6回)
●時間 午後1時〜2時
●場所 みんなの居場所わっ
かっか！(日吉町殿田)
●参加費 500円(1回当た
り、お茶代含む)
●対象 65歳以上のピアノ
初心者で、全ての回に参加
できる方
●定員 6人(先着順)
●持ち物 筆記用具
●申込方法 事前に住所、氏
名、年齢、電話番号を電話
またはEメールで、お申し
込みください。
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

健美アップ教室の参加者
を募集します
昨年度開催のアンチエイジ
ング教室から、名前を新たに
「体づくりは、運動と食か
ら」をテーマに、体の内側か
らの健康づくりをサポートす
る教室を開催します。運動実
践や栄養実践を通して、健康
で美しい体づくりを目指しま
しょう。【要申込】
●日程

回
日程
内容
1 10月11日(水)
運動
2 10月25日(水)
運動
3 11月10日(金)
栄養
4 11月22日(水)
栄養
5 12月6日(水)
運動
●時間 いずれも午前10時
～11時45分
●場所
・運動の回：園部公民館また
は園部海洋センター
・栄養の回：こむぎ山健康学
園
●対象 市内在住の概ね20
歳～74歳の方で、ウオー
キング程度の運動が可能な
方
●定員 30人(先着順)
●参加費 600円(全5回分)
●申込方法 9月15日(金)ま
でに、電話でお申し込みく
ださい。
※この教室は「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

ソフトバレーボール代表
選考会を開催します
第40回府民総体南丹市ソ
フトバレーボール代表選考会
を開催します。
【無料・要申込】
●日時 9月3日(日) 午前10
時～(受付開始)
●場所 スプリングスひよし
体育館
=メールアドレス

●参加資格
・市内在住または在勤の方
・10月29日(日)開催の府民
総体に出場可能なチームな
らびに選手
●種別
・成年：30歳代男女各2人、
40歳以上男女各2人で構成
・壮年：40歳代男女各2人、
50歳以上男女各2人で構成
※年齢は平成29年4月1日現
在の満年齢とする。
●申込方法 8月21日(月)ま
でに申込用紙に必要事項を
記入の上、持参または郵送
でお申し込みください。
※申込用紙は問い合せ先へ請
求ください。
南丹市体育協会事務局(社
会教育課内)
(0771)68-0057
622-8651 南丹市園部町
小桜町47番地

文化博物館夏の展示会を
開催します
本年４月に南丹市指定文化
財(書籍類および典籍類)に登
録された小出文庫の概要や文
庫を構成する書籍を紹介。
また、特集展として戦争の
記憶を後世に伝えるために、
子どもたちの暮らしに焦点を
あてた戦争展を開催します。
●期間 ９月18日(月・祝)
まで
●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
●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
●休館日 毎週月曜日
※9月18日(月・祝)は開館し
ます。
南丹市立文化博物館
(0771)68-0081

=ホームページアドレス

=郵便番号

郷土資料館夏季企画展を
開催します
水没した中・天若地域の消
えゆく風景を描き続けた井上
辰夫氏の作品を紹介します。
●期間 ９月１０日(日)まで
●時間 午前9時〜午後5時
※入館は午後4時30分まで
●場所 日吉町郷土資料館
●入館料 大人200円、学生
150円、小人100円
※市内在住の小学生は無料
※20人以上の団体は2割引
●休館日 毎週火・水曜日
※8月31日(木)までは水曜日
のみ
日吉町郷土資料館
(0771)68-0069

ものづくりプログラム検討
ボランティアスタッフ募集
例年秋に開催している南丹
工芸文化祭における「ものづ
くり体験コーナー」の充実と
新展開のアイデアを募る、も
のづくりプログラム検討会を
開催するため、ボランティア
スタッフの公募を行います。
公募のボランティアスタッ
フの皆様には、体験プログラ
ムのアイデア出しや、工芸
文化祭当日(10月14日(土)、
15日(日))のスタッフとして
のご協力もお願いします。
●対象
南丹工芸文化祭の趣旨に賛
同し、南丹工芸文化祭を盛
り上げてくれる方で、市内
在住または在勤の方。
●期間 ８月１８日(金)まで
●定員 若干名
●申込方法 電話またはＥ
メールでお申し込みくださ
い。
地域振興課
(0771)68-0019
chiiki@city.nantan.lg.jp
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自力アップ体操教室の参加者を募集します
椅子に座って行う体操を中心に、体に負担を掛けずにゆがみを
改善させる運動教室です。【要申込】
●日程など
回
日程
内容
第1回
10月12(木)
自分の体の状態を知ろう
第2回
10月26日(木)
座って、立って自力アップ体操
第3回
11月9日(木)
歩いて自力アップ体操
第4回
11月30日(木)
自分の体の変化を確かめよう
●時間 いずれも午後2時〜3時30分
●場所 日吉保健福祉センター
●対象 南丹市民の方で教室に続けて参加できる方
●定員 25人程度(先着順)
●講師 カイロプラクティック院 院長 中島光章 氏
●申込方法 9月15日(金)までに、電話でお申し込みください。
※この教室は、「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

●時間 いずれも午後1時30
分〜3時30分
●対象 南丹市民
●定員 基礎講座 70人
実践講座 25人
※実践講座は基礎講座受講が
必須となります。できるだ
け欠席のないようにお願い
します。
●参加費 700円(第4回実
践講座材料費として)
※第1回〜第3回は無料
●申込方法 9月15日(金)ま
でに、電話でお申し込みく
ださい。
※この教室は、「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

よい睡眠から健康に！
「睡眠講座」
受講生募集
質の良い睡眠は、生活習慣病の予防や心の健康と深い関係があ
ります。この機会に、ご自身やご家族の健康づくりのために「睡
眠」について正しく理解し、良質の睡眠を手に入れましょう。
●日程など【要申込】
日程

第1回
基礎講座

第2回
実践講座

第3回
実践講座

第4回
実践講座
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10月13日
(金)

内容
場所
・睡眠基礎講座
「快適な睡眠のために」
園部
講師：明治国際医療大学統合 公民館
医療学教授 今西二郎 先生

10月24日
(火)

・快眠のための生活習慣改善
術
・リラクゼーション実践法
国際交
Lesson1
流会館
講師：明治国際医療大学看護
学部教授 佐藤裕見子 先生

11月7日
(火)

・ストレスをプラスに変えて
快眠を得るための秘訣！
・リラクゼーション実践法
国際交
Lesson2
流会館
講師：明治国際医療大学看護
学部教授 佐藤裕見子 先生

11月21日
(火)

・アロマセラピー実践法
講師：アロマセラピスト
林陽子 先生
国際交
・快 眠 の た め の リ ラ ク ゼ ー
流会館
ション実践法 Lesson3
講師：明治国際医療大学看護
学部教授 佐藤裕見子 先生

平成29年
（2017年）8月10日発行

ゆずの里グラベルクリテ
リウムを開催します
美山町向山の未舗装周回
コースを走る自転車レースを
開催します。【要申込】
●日時 9月24日(日)
午前9時〜
●場所 美山町向山集落内特
設コース
●内容
・カテゴリごとの周回レース
・向山特産の柚子を使ったカ
レーなど、地元提供の飲食
ブースや協賛企業による
ブースを開設
・アンケートに答えて抽選会
●レース参加費 一般3,500
円、小中学生1,000円
●申込方法 8月31日(木)ま
でに、ホームページからお
申し込みください。
グラベルクリテリウム実行
委員会事務局
(0774)85-2623
gravelcriterium@gmail.
com
http://gravel.massaent
erprise.com

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

南丹市食生活改善推進員養成講座の受講生募集
食に興味のある方や、ボランティア活動に興味のある方は、ど
なたでも受講できます。講座終了後は、食生活改善推進員として
地域の食育活動にご協力ください。【要申込】
●日時・場所・内容
日時

場所

内容
開講式、講義「食生活改
善推進員〜食改さんとは
〜」、講義「南丹市の健康
課題について」

10月5日(木)
午前10時〜午後3
時30分

日吉町生涯学
習センター

10月27日(金)
午前10時〜午後3
時30分
11月14日(火)
午前10時〜午後3
時30分

美 山 保 健 講義「栄養の基礎知識」、
福 祉 セ ン 講話・実習「料理の基礎と
ター
塩分について」
講義・実習「食事バランス
八木保健福祉
ガイド」、講義「食品衛生
センター
と食中毒」

11月30日(木)
午前10時〜午後3
時30分

園部保健福祉
センター

12月14日(木)
午前11時〜午後4
時

日吉町生涯学
習センター

講義・調理実習「メタボ予
防メニュー」、演習「食品
成分表の使用と栄養価計
算」
講義・演習「献立作りに挑
戦①」、運動実技・講話
「エクササイズガイド」

平成30年1月24
日(水)
午前10時〜午後3
時30分

園部保健福祉
センター

講義・調理実習「乳幼児期
の食事〜離乳食から幼児食
〜」、講義・演習「献立作
りに挑戦②」

2月8日(木)
午前10時〜午後3
時30分

園部保健福祉
センター

講義・調理実習「伝えたい
味！南丹市の伝統食」、講
義・演習「レシピの完成！
調理実習へ」

2月28日(水)
午前10時〜午後3
時30分
3月14日(水)
午後1時30分〜3
時30分

園部保健福祉
センター
南丹市役所

調理実習「考えたレシピを
調理」、グループワーク
「実習を終えて！」
閉講式(修了証書授与)
〜これからの活動について
〜

●受講資格 市内在住で、全ての講座に出席できる方。受講後、
南丹市食生活改善推進員協議会の活動に積極的に参加できる
方。
●受講費 無料(ただし、テキスト・食品成分表代(2,100円程度)
と、調理実習に係る経費が別途必要です。)
●定員 20人程度(申し込み多数の場合は調整します。)
●申込方法 9月15日(金)までに、電話でお申し込みください。
●託児 就学までのお子さんを対象にお預かりをします。
【有料】
保健医療課
(0771)68-0016
(0771)63-0653

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

なつそらピクニック写真
展の作品を募集します
森の京都エリアで撮影され
た写真を募集・展示します。
たくさんのご応募をお待ちし
ています。
●展示期間 10月10日(火)
〜29日(日) 午前10時〜午
後4時
※正午〜午後1時と日曜・祝
日は休みます。
※最終日のみ午後3時で終了
します。
●展示場所 吉富ノ庄(旧吉
富小学校)
●参加料 1,000円
●応募規格 八切り〜Ａ3サ
イズでプリントしたものを
必ず額装(フレーム)または
パネル張りなどにしたも
の。一人3点まで。
※亀岡市、南丹市、京丹波
町、福知山市、綾部市、右
京区京北で撮影されたもの
に限ります。今夏以外の作
品でも応募可能です。
●応募方法 応募票に必要事
項を記入の上、作品の裏面
に貼付して、参加料ととも
に吉富ノ庄職員室に直接持
参ください。応募票は、
ホームページからダウン
ロードできます。
※受付：9月15日(金)、16
日(土) 午前10時〜午後3
時に搬入
※返却：11月10日(金)、11
日(土) 午前10時〜午後3
時に搬出
●その他 破損や盗難などが
あった場合は責任を負うこ
とができませんのでご了承
ください。
ワタリドリ写真部
070-6920-0458
https://natsu-sora.
localinfo.lp/

第278号

7

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＞
◆絶望を生きる哲学(池田晶子)◆ぐるぐる博物館(三浦しをん)◆ときめく御仏図鑑(門賀美央子)◆
“同い年”ものがたり(佐高信)◆おやこデート(杉浦さやか)◆香港(遊川和郎)◆都市の憧れ、山村の
戸惑い(田中滋編著)◆自分でする相続放棄(碓井孝介)◆復讐者マレルバ(ジュセッペ・グラッソネッ
リ、カルメーロ・サルド)◆和菓子を愛した人たち(虎屋文庫編著)◆マンガ古生物学(川崎悟司)◆朝の
時間割 おかわり◆ズパゲッティで編むバッグと小物(himawariほか)◆しあわせをつなぐ台所◆あや
しい美人画(松嶋雅人)◆沢村さん家(ち)の久しぶりの旅行(益田ミリ)◆クリエイティブ折り紙(山口真)
◆登山力アップの強化書(徳永哲哉)◆世界のすべてのさよなら(白岩玄)◆宮辻薬東宮(宮部みゆき他)
◆声なき叫び(小杉健治)◆満月の泥枕(道尾秀介)◆悪左府の女(伊東潤)◆星の子(今村夏子)◆カマタノ
コトバ(鎌田實)◆片づけたい(赤瀬川原平他)◆寂しい生活(稲垣えみ子)◆シャーロック・ホームズ対
伊藤博文(松岡圭祐)◆にらみ(佐伯泰英)◆汗はすごい(菅屋潤壹)
＜児童書＞
◆さわるな！猛毒危険生物のひみつ100 ◆夏休み！発酵菌ですぐできるおいしい自由研究(小倉ヒラ
ク)◆ジャングルのサバイバル 3 突然変異の生物たち(洪在徹)◆ラブリィ！(吉田桃子)◆１５歳、
ぬけがら(栗沢まり)◆ピンクのドラゴンをさがしています(あんびるやすこ)◆ジャンケンの神さま(く
すのきしげのり)◆アーサー王と黄金のドラゴン(メアリー・ポープ・オズボーン)◆はまべでひろっ
たよ
＜絵本＞
◆空をつくる(村尾亘)◆手おけのふくろう(ひらののぶあき)◆ようかいりょうりばんづけ(澤野秋文)
◆よるのおと(たむらしげる)◆ふしぎな銀の木(シビル・ウェッタシンハ/再話)◆子どもつなひき騒動
(宝井琴調)◆しっぱいなんかこわくない！(アンドレア・ベイティー)◆ぽつぽつぽつだいじょうぶ？
(しもかわらゆみ)◆いってみよう!大井川鐵道トーマス号となかまたち(小賀野実/写真・文)
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

八木地域情報
八木町農業公社秋の農作業受委託申し込みの案内
秋の農作業受委託を、次のとおり取り扱います。
●農作業受委託料金表
農作業名
稲刈り
耕起(刈り取り後)
作業員のみ

単位
10a
10a

料金(税込)
24,000円
11,500円

1時間

2,100円

●秋農作業受託要件 次の①および②の要件を満たすこと
①農地面積10a以上、②隣接の農道の幅員3.5m以上
●申込方法 8月25日(金)までに、電話でお申し込みください。
(公財)八木町農業公社
(0771)43-1128(月曜休み)
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備考
倒伏、湿田などは20％割増
−
機械を使用せず、角刈りや籾の
運搬などの作業

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

日吉地域情報
日吉町文化祭への出展者および出演者を募集します
展示の部
日時
会場
出演および
出展資格

ステージ発表の部

10月28日(土) 午後1時〜8時
10月29日(日) 午前9時30分〜午後3時

11月5日(日) 正午〜午後5時(予定)

スプリングスひよし体育館

日吉町生涯学習センターホール

日吉町文化交流協会会員、日吉町内在住、在勤および在学の方
発表時間

参加費

1人300円(1種目につき)

その他

・作品搬入
10月27日(金) 午後4時〜7時
(予備日28日 午前9時〜11時)
・作品搬出
10月29日(日) 午後3時〜5時
※作品の搬入・展示・搬出は出展者の責
任で行ってください。

申込方法
団体で出展
および出演
される方

5分以内 1,000円
10分以内 1,500円
15分以内 2,000円

・発表時間は入退場時間を含みます。
・発表順は主催者一任となります。
・必ず事前の音響照明打合せおよびリ
ハーサルにも参加してください。
・個人の出演時間は5分以内です。

申込用紙(日吉町生涯学習センターに備え付け)に必要事項を記入の上、9月15日
(金)までに参加費を添えてお申し込みください。
参加団体の中から1人以上の「運営協力者」を選出していただき、事前準備および
当日の運営にご協力ください。

日吉町文化交流協会事務局 日吉町生涯学習センター
「遊youひよし」
内
(0771)72-3300
(0771)72-3311

陶芸教室を開催します

美山地域情報

自分の器を作ってみません
か。【要申込】
●日時 9月9日、16日
(各土曜日) いずれも午前9
時〜正午
●場所 日吉町生涯学習セン
ター美術工作室
●材料費 2,000円程度
●申込方法 8月25日(金)ま
でに、電話でお申し込みく
ださい。
●その他 作品は日吉町文化
祭(10月28日〜29日)で展
示する予定です。
日吉町生涯学習センター
(0771)72-3300

無料法律・登記相談会の
お知らせ

=メールアドレス

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 8月25日(金)
●時間 午後1時〜4時
●場所 市役所美山支所1階
小会議室
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

=ホームページアドレス

=郵便番号

8月は
「道路ふれあい月
間」
です
国土交通省では、毎年８
月を「道路ふれあい月間」
として、道路を利用する国
民の方々に、道路とふれあ
い、道路の役割や重要性を
改めて認識していただき、
道路を常に広く、美しく、
安全に利用していただくた
め、道路の愛護活動や道路
の正しい利用の啓発などの
活動を推進しています。
政府広報より
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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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