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お知らせ
寄附禁止のルールを守っ
て明るい選挙を
政治家が選挙区内の人にお
金や物を贈ることは、公職選
挙法で禁止されています。
また、有権者が寄附や贈り
物を求めることも禁止されて
います。寄附禁止のルールを
守って、明るい選挙を実現し
ましょう。
●政治家の寄附の禁止
政治家(候補者、候補者に
なろうとする者、現に公職
にある者)が寄附をすること
は、罰則をもって禁止され
ています。
●政 治 家に対する寄附の勧
誘・要求の禁止
政治家に対して寄附をする
よう勧誘や要求をすること
も禁止されています。政治
家を威迫して、あるいは、
政治家を陥れる目的で勧誘
や要求をすると処罰されま
す。
●政治家の関係団体の寄附の
禁止
【総合問合せ窓口】

政治家が役職員や構成員で
ある団体や会社が、政治家
の氏名を表示したり、氏名
が類推されるような方法で
寄附することは禁止されて
おり、選挙に関して寄附を
すると処罰されます。
●政治家の後援団体の寄附の
禁止
政治家の後援団体(いわゆ
る後援会)が、花輪、香典、
祝儀などを出すと処罰され
ます。
●年賀状などのあいさつ状の
禁止
政治家は、答礼のための自
筆によるものを除き、年賀
状や暑中見舞状などのあい
さつ状を出すことは禁じら
れています。
●あいさつを目的とする有料
広告の禁止
政治家や後援団体が、有料
のあいさつ広告を新聞・テ
レビ・インターネットなど
に出すと処罰されます。
＜みんなで徹底しよう「三な
い運動」＞
・政治家は有権者に寄附を贈
らない。
・有権者は政治家に寄附を求
めない。
・政治家から有権者への寄附
は受け取らない。
選挙管理委員会事務局(総
務課内)
(0771)68-0002

(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

在宅重度身体障害者介護
者激励金のお知らせ
重度の身体障がいがある方
を在宅で介護されている方を
対象に激励金を支給します。
●対象者 市民税非課税世帯
で、次の①②全てに該当す
る方
①寝たきりの状態が６カ月以
上 継 続している重 度 の 身
体障がいのある方(20歳以
上65歳未満)と同居し、常
時直接介護している親族な
ど。
②重度の身体障がいのある方
と介護者の双方が、平成29
年8月1日現在(基準日)に市
内に在住されている方。た
だし、次のいずれかに該当
する場 合は 支 給 対 象 外 で
す。
・施設に入所している場合
・病院などに引き続き３カ月
以上入院している場合
・平成29年2月1日以降に市
外から転入された場合
●助成金額 年額６万円
※支給は年度内に1回のみ
●申請 方 法 問い合わせ先
で申請用紙を配布しますの
で、民生委員の証明を受け
ていただき、8月31日(木)
までに申請してください。
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
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未成年心身障害者年金申
請のお知らせ

八木支所停電による電話の不通および図書室の休室
市役所八木支所の高圧電気設備取替工事に伴い、八木支所の電
話(上水道課および下水道課を含む)が不通となります。停電作業
期間に電話連絡を要する場合は、市役所本庁に電話連絡をお願い
します。なお、八木図書室については、9月2日・3日とも休室し
ます。工事期間中はご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いし
ます。
●停電作業日時 9月２日(土) 午前９時〜午後５時
※雨天予備日 9月３日(日) 午前９時〜午後５時
※天候不順により作業を順延または延期する場合は、９月１日
(金)に行政無線で連絡します。
●工事内容 市役所八木支所高圧電気設備の取替工事
(0771)68-0001
●停電作業期間の連絡先 市役所本庁
八木支所地域推進課
(0771)42-2300

命を救う応急手当講習の受講者を募集します
救急車が到着するまでに、その場に居合わせた方が適切に応急
手当を行うことが「救命リレー」のスタートです。大切な命を救
うための応急手当を学ぶ講習会に参加してみませんか。
【無料・要申込】
●日時 9月16日(土) 午前9時〜正午
●場所 園部消防署
●内容 人工呼吸、胸骨圧迫、除細動(AED)、止血法
●定員 20人(先着順)
●申込方法 9月15日(金)までに、電話でお申し込みください。
園部消防署救急係
(0771)62-0119
八木出張所
(0771)42-3119
日吉出張所
(0771)74-0119
美山出張所
(0771)75-0119
丹波出張所
(0771)82-0119

花ノ木医療福祉センター情報発信事業の開催
障がい者福祉の推進を目的としたボランティア講座「人とつな
がり、社会に貢献を」を開催します。【無料・要申込】
●日時 9月24日(日) 午後1時30分〜3時(受付：午後1時)
●場所 花ノ木医療福祉センター2階多目的室
●内容 花ノ木で活動されているボランティアの紹介およびさま
ざまな種類の車いすの操作説明や乗車体験
●定員 40人(先着順)
●申込方法 9月20日(水)までに、参加申込書(花ノ木医療福祉
センター備え付け)に記入の上、ＦＡＸまたは郵送でお申し込
みください。申込書はホームページからもダウンロードできま
す。
花ノ木医療福祉センター (0771)23-0701
(0771)22-8365
http://hananoki-kameoka.or.jp/
621-0018 京都府亀岡市大井町小金岐北浦37-1
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未成年で心身に障がいのあ
る方および保護者の負担軽減
を図るため、年金(助成金)を
支給します。
●対象者 市民税非課税世帯
で、次の①②全てに該当す
る方の扶養者
①平成29年4月1日現在、市
内に3年以上居住する20歳
未満の方
②次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳1・2級、
精神障害者保健福祉手帳
1・2級または療育手帳所
持者
・日常生活を著しく制限され
ているか、介護の必要のあ
る方
・特別支援学級または特別支
援学校に在籍している方
●助成金額 年額２万円
※支給は年度内に1回のみ
●申請方法 8月31日(木)ま
でに、印鑑、通帳など振込
金融機関が確認できるもの
を持参の上、申請してくだ
さい。
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

木造住宅耐震化事業の募
集について
地震対策の一環として、地
震による家屋倒壊時に一定の
空間を確保し、命を守るため
の「耐震シェルター」の設置
に要する費用の一部を補助し
ます。
要件がありますのでご相談
ください。
住宅課
(0771)68-0062

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

就業構造基本調査の実施
について
総務省統計局では、10月1
日現在で平成29年就業構造
基本調査を実施します。
この調査は、国民の就業・
不就業の実態を明らかにする
ことを目的としており、統計
法に基づき実施される国の重
要な統計調査です。調査結果
は、雇用政策、経済政策など
の企画・立案のための資料と
して活用されます。調査の対
象となる世帯には、8月下旬
から調査員が伺いますので、
調査の趣旨をご理解いただ
き、ご協力をお願いします。
就業構造基本調査コールセ
ンター
0570-07-1937(ナビダイ
ヤル)
03-6748-1970 (IP電話の
場合)
総務課
(0771)68-0002

相談会
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 ９月６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)468-3238

=メールアドレス

文化財保護に関する巡回よろず相談事業のご案内
指定、未指定を問わず文化財を所有されている京都府内の方を
対象にした、文化財に係る修理や保存方法、補助金や貸付制度な
ど、あらゆる相談を行います。いずれの会場でも相談いただけま
す。【無料・申込不要】
●相談の事例 建造物や美術工芸品などの保存・修理の方法、防
災・防犯施設や収蔵庫の整備、補助金や貸付金(長期・低利)の
対象と申請手続きなど
●日程など
日程

時間
場所
午後1時
京都府立丹後郷土資料館2階研修
9月6日(水)
〜4時
室(宮津市字国分小字天王山)
午後1時
市民交流プラザふくちやま3階ギャ
9月7日(木)
〜4時
ラリー(福知山市駅前町400番地)
午 前 1 0 時 ルビノ京都堀川3階「朱雀」(京都
9月8日(金)
〜午後4時 市上京区東堀川下長者町下がる)
(公財)京都文化財団文化財保護基金室
(075)213-3660
社会教育課
(0771)68-0057

9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
9月9日(土)

時間

場所
そよかぜ美山
園部まごころステーション
9月22日(金) 午後1時
陽だまり
〜3時
9月25日(月)
そよかぜ八木
9月26日(火)
そよかぜ日吉(おいで家)
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

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】
●日程 ①9月12日(火) 、②9月26日(火)
●時間 いずれも午後1時〜4時
●場所 ①八木公民館1階和室、②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
●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

=ホームページアドレス

=郵便番号
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神経・筋難病個別相談の
ご案内

出張がん個別相談会のお
知らせ

子育て支援(催し)

専門医による個別医療相談
を開催します。
【無料・要申込】
●日時 10月6日(金)
午後1時〜4時30分
●場所 南丹保健所
●対象 神経・筋難病で療養
中の方や、手 足 が ふ る え
る、筋肉がやせる、力が入
りにくい、足がふらつく、
最初の一歩が出にくい、話
しにくいなどの症状がある
方
●内容 専門医による個別相
談
●担当医 国立病院機構宇多
野病院神経内科医師 須藤
慎治 先生
●定員 5人
※申込状況により、お断りす
ることがあります。
●申込方法 9月12日(火)ま
でに、電話でお申し込みく
ださい。
南丹保健所保健室
(0771)62-2979

がんに関わるさまざまな相
談窓口として、出張個別相談会
を行います。
【無料・要申込】
●日程 9 月19日、10月17
日(各火曜日)
●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 実施日前の平日
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

みんなおいでよ−！を開催
します

行政相談委員による定例
相談所を開設します

日常生活のさまざまな心配
ごと、困りごとなどの相談を
行います。【無料・要申込】
●日時 10月1日(日)
午前10時〜午後4時
●場所 京都地方法務局本局
(京都市上 京区 荒神口通 河
原町東入上生洲町197番地)
●内容 登記相談、戸籍、成
年後見、国籍相談、供託相
談、人権相談、遺言、後見
などの公正証書に関する相
談
●相談対応 法務局職員、司
法書士、土地家屋調査士、
人権擁護委員、公証人
●申込期間 9月11日(月)〜
29日(金) 土・日・祝日を除く
午前8時30分〜午後5時15
分
京都地方法務局総務課
(075)231-0148
(075)254-2103

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 9月12日(火) 午後1
時30分〜3時30分
●場所 八木支所1階市民
ルーム
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
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全国一斉「法務局休日相
談所」開設のお知らせ

108回目となる「みんなお
いでよー！」を開催します。
子どもたちもお母さんも、友
達になって楽しく遊びます。
【要申込】
●日時 9月12日(火)
午前9時30〜正午
●場所 市役所八木支所3階
子育て支援ルーム
●内容 絵本ライブ
講師：絵本教育研究所
代表 岡松久美子 氏
●対象 0歳〜6歳までの家
庭で過ごされている子ども
たち、お父さん、お母さん、
おじいちゃん、おばあちゃ
ん、子どもたちを支援して
いただく地域の皆さん。
●持ち物 マイ皿、マイ箸、
お手ふき、お茶など
●参加費 500円(手作りラ
ンチとケーキ付き)
●申込方法 9月5日(火)ま
でに、お申し込みくださ
い。
●定員 30組(先着順)
＜すくすくやぎっこミニ情報
＞
子どもたちとお母さんが、
のんびり楽しく過ごせるよう
に、支援ルームを借りていま
す。【無料】
●曜日 毎週火、木曜日
●時間 午前10時〜午後3時
●場所 市役所八木支所3階
子育て支援ルーム
子育て支援ボランティア
「すくすくやぎっこ」
090-7486-1735
090-2389-9965

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

子育てつどいの広場ぽこ
ぽこくらぶ(9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)
※お茶、オムツなどお子さん
に必要な物をお持ちくださ
い。
＜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)
※毎週水・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」(シード
ベース)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木曜日は南
部コミュニティセンター、
第2・4木曜日は 横田公
民館
=メールアドレス

＜つながり・ひろがれ・あお
むしの輪＞
子どもの手形・足形で「は
らぺこあおむし」を作り、子
どもの成長を残しましょう。
【要申込】
●園部ひろば：9月7日(木)
(南部コミュニティセンター)
●日吉ひろば：9月12日(火)
●美山ひろば：9月14日(木)
●八木ひろば：9月15日(金)
※各広場とも午前10時〜正
午(先着10組)
●参加費 1枚につき1,000
円(材料費込み)。完成品は
後日、フレームに入れてお
渡しします。
●申込方法 事前に電話でお
申し込みください。
※9月22日(金)から10月11
日(水)まで、八木ひろばで
展示会を開催します。
＜「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。
【無料】
●八木ひろば：9月13日(水)
●園部ひろば：9月14日(木)
(横田公民館)
●日吉ひろば：9月19日(火)
※各広場とも午前11時〜11
時30分
●美山ひろば：9月14日(木)
※午後1時〜1時30分
＜託児付き講座 外カフェ＞
お茶を飲みながらみんなで
お話ししませんか。毎回テー
マがあります。【要予約】
●園部ひろば：9月21日(木)
(南部コミュニティセンター)
●美山ひろば：9月28日(木)
※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
●申込方法 事前に電話でお
申し込みください。
NPO法人グローアップ
080-3857-8119

=ホームページアドレス

=郵便番号

よっといでひろば開設日
のお知らせ(9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。【無料】
●日時 9月13日(水) 午前
10時〜午後2時
●場所 旧平屋小学校(美山
町安掛)
みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
090-5061-9756

託児付きカフェよっとい
でのお知らせ(9月)
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。今月はおいもほりを行い
ます。ぜひお越しください。
【要申込】
●日時 9月27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) 集合後、農園へ移動
します。
●内容 おいもほり＆カフェ
●参加協力金 500円(無農
薬コーヒーと手作りおやつ
付き)
※おいもほりは、別途300円
が必要です。
●持ち物 スコップ、軍手、
タオル、お子さんの着替
え、マイカップなど
●申込方法 9月25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。
●定員 30組(先着順)
みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
090-6962-6455
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催し
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丹光会(写
真)、②撮朗会(写真)
●出展期間 ①9月3日(日)
まで、②9月5日(火)〜10
月1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

まちの保健室開催のお知
らせ
明治国際医療大学看護教員
による、健康相談と健康づく
りサロン「まちの保健室」を
開設します。【無料】
●日時 ①9月5日(火)、②9
月19日(火) いずれも午後
1時30分〜3時
●内容 ①リラクセーション
実践法を学ぶ、②快眠のた
めの相談とリラクセーショ
ン体験
●場所 いきいきオアシス日
吉コミュニティルーム(JR
鍼灸大学前駅前 薬局・コ
ンビニなどの複合施設)
明治国際医療大学看護学部
地域保健看護学講座
(0771)72-1182

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。
＜グラウンド・ゴルフのつど
い＞
●日時 9月1日、8日、15
日、22日、29日(各金曜
日)午前9時〜11時45分
6
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●場所 球技場
●参加費 300円(当日受付)
＜エンジョイテニス(夜の部)
＞
●日時 9月4日、18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歳以上の方
＜レディーススポーツデー＞
●日時 9月6日、13日、20
日、27日(各水曜日)
午前9時30分〜11時30分
●場所 体育館
●内容 健康体操、軽スポー
ツ
●参加費 300円(当日受付)
●対象 18歳以上の女性の
方
＜エンジョイテニス＞
●日時 9月6日、13日、20
日、27日(各水曜日)
午後１時30分〜５時
●場所 テニスコート
●参加費 300円(当日受付)
●対象 18歳以上の方
＜太極拳教室＞
●日時 9月8日(金)
午後2時〜４時
●場所 体育館
●内容 太極拳の基礎を学ぶ
●参加費 500円(当日受付)
●定員 30人
＜障がい者スポーツのつどい
＞
●日時 9月12日(火) 午後1
時30分〜時30分
●場所 体育館
●内容 卓球バレー、ボッ
チャ、フライングディス
ク、グラウンド・ゴルフな
ど
●参加費 無料(当日受付)
＜スポーツを楽しむ日＞
●日時 9月12日(火)
午後6時〜9時
●場所 体育館
●内容 バトミントン、卓
球、テニスなど
●参加費 400円(当日受付)

＜ツリークライミング教室＞
【要申込】
●日時 9月23日(土・祝)午
前10時〜午後3時30分(体
験時間約120分)
●場所 こどもの広場
●内容 専用のロープを使用
して木に登る
●参加費 2,000円(保険料
含む)
●定員 30人
●対象 小学生以上
●申込方法 9月22日(金)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。
＜グラウンド・ゴルフ大会＞
【要申込】
●日時 9月26日(火)
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名
●対象 どなたでも
●申込方法 9月19日(火)ま
でに、住所、氏名(ふりが
な)、性別、生年月日、電
話番号、ＦＡＸ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

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

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 9月9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、弁当、うどん、パン、
シフォンケー キ 、 た こ 焼
き、駄菓子、美山特産品、
軍手、はぎれ 、 手 づ く り
品、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 保健師による健
康相談(血管年齢測定)
午前10時〜午後2時
●その他 10月14日(土)に
「風の市」と併せて「神吉
ま〜けっと」(フリーマー
ケット)を旧神吉小学校体
育館で開催します。出店希
望の方は、9月9日(土)ま
でに、住所、氏名、電話番
号、出店内容を、電話また
はFAXでお申し込みくださ
い。
●主催 風の市を盛り上げる
会
風の市を盛り上げる会
090-6961-1021
(0771)44-0743

第12回南丹市卓球交流
大会の参加者募集
市民の親睦と交流を図り、
生涯スポーツとして卓球を楽
しむ交流大会を開催します。
なお、今大会は第40回府民
総体の南丹市代表選考会を兼
ねています。
【無料・要申込】
●日時 9月10日(日)
午前9時15分〜正午
(受付：午前8時30分)
=メールアドレス

●場所 園部海洋センター体
育館
●出場資格 市内在住、在勤
の方
※ただし、府民総体代表選考
の部(一般の部)に出場する
方は、次の条件をすべて満
たす方
①18歳以上の方(高校生不可)
②11月12日(日)の府民総体
卓球の部(京都市)に出場で
きる方
③南丹市内において、クラブ
活動その他、何らかの形で
卓球活動を行っている方
(今後、活動される予定の
方も可)
※府民総体マスターズ大会出
場者は、府民総体代表に選
出不可
●種目
①一般の部(男女別)(府民総
体代表選考の部)
②中学生・高校生の部(男女
別なし)
③シニアの部(男女別なし、
60歳以上)
※一般の部については、男女
とも成績上位者の中から、
年齢制限も加味した上で、
各4人を府民総体の代表者
として選出します。(男子
50歳以上1人、女子40歳
以上1人含む)なお、年齢
制限については、本交流大
会開催日までに、その年齢
に達している方。
●競技方法 種目ごとに、3
〜4人程度による予選リー
グ(5ゲームスマッチ)を行
い、その後上位2人ずつに
よる決勝トーナメント(5
ゲームスマッチ)を行う。
ただし、参加人数により変
更する場合がある。
●ルールなど 平成29年度
日本卓球ルールおよび競技
規則により行う。ボールは
TSP40mmプラスチック
ボールを使用する。
●表彰 各種目上位1位〜3
位まで賞状および賞品を授

=ホームページアドレス

=郵便番号

与。
●申込方法 8月31日(木)
午後5時までに、氏名、生
年月日、年齢、性別、希望
種目、勤務先(学生の場合
は学校名)、連絡先を、電
話またはFAXでお申し込み
ください。
●申込先
・園部海洋センター
(0771)68-0084
(0771)62-4434
・社会教育課
(0771)68-0057
(0771)63-2850
南丹市卓球協会
090-5960-1165

「山里の記憶」伝承教室
の参加者を募集します
美山町鶴ヶ岡地区に伝わる
暮らしの知恵、匠の技を学び
ませんか。栃もちの予約販売
も受け付けます。【要申込】
●日時 9月10日(日)
正午〜午後3時
●場所 栃の里加工所(美山
町高野)
●内容 栃もちづくりの工程
を学び、杵つきで栃もちを
作ります。
※鶴ヶ岡地域資源発掘ツアー
「栃の実拾い」も同日開催
します。(荒天中止)
午前8時30分〜正午
●持ち物 飲み物、マスク、
タオル
●参加費 1人1,000円(栃も
ち入りぜんざい付き)
※鶴ヶ岡在住者は500円
●定員 15人(先着順)
●申込方法 9月4日(月)ま
でに、氏名、生年月日、電
話番号を、電話またはFAX
でお申し込みください。
※昼食の用意が必要な方は事
前注文を承ります。(別途
参加者負担)
鶴ヶ岡振興会
(0771)76-9020
(0771)76-9021
第279号
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読書ボランティア養成講
座を開催します
子どもたちに絵本を読んで
あげたい、昔話を伝えたい方
の参加をお待ちしています。
【無料・要申込】
●日時 9月12日、26日、
10月10日、24日、11月7
日、28日(各火曜日)
午前10時〜正午
●場所 園部公民館中研修室
●講師
・第1回〜第3回
岩出景子 氏(高槻市 野の
花文庫)
・第4回〜第6回
小野田照代 氏(京都おは
なしを語る会)
●内容 わらべうた、語り・
ストーリーテリング
●定員 25人(先着順)
●申込方法 中央図書館およ
び各図書室に備え付けの申
込書に必要事 項 を 記 入 の
上、図書館または各図書室
に提出してください。
●主催 南丹市読書ボラン
ティア連絡会
●共催 南丹市立図書館
※この講座は、まちづくり活
動支援交付金を活用してい
ます。
南丹市読書ボランティア連
絡会事務局
(0771)42-3391

南丹市民総体第12回南
丹市ボウリング交流大会
市民の皆さんの交流を目的
に、開催します。どなたでも
お気軽にご参加ください。な
お、この大会は第40回府民
総体南丹市代表選考会を兼ね
ています。
●日時 9月16日(土) 午後8
時〜(受付：午後7時30分)
●場所 アルプラザボウル
(亀岡市篠町野条)
●参加資格 18歳以上の市
内在住または在勤者(高校
8
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生は不可)、府民総体の出
場資格は、18歳以上の社
会人に限る。
●参加費 1人2,000円
※貸し靴代は別途必要です。
●競技方法
①1人4ゲームトータルピン
で順位を決定する。
②性別、年齢によってハン
ディを与える。
●申込方法 9月12日(火)
午後5時までに、住所、氏
名、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。
●申込先
・園部海洋センター
(0771)68-0084
(0771)62-4434
・社会教育課
(0771)68-0057
(0771)63-2850
●その他 表彰は、優勝者に
トロフィ(持ち回り)を授与
します。また、成績により
賞品などを主催者で準備し
ます。(参加賞有)
※会場への道中ならびに競技
中の負傷について、主催者
は一切の責任を負いませ
ん。
南丹市ボウリングクラブ事
務局
090-4303-1450

学生以下半額)保険代含
む、新米のお土産付き
●定員 15人(先着順)
●申込方法 9月11日(月)ま
でに、氏名、生年月日、電
話番号を、電話またはFAX
でお申し込みください。
※昼食は地元名物食堂「ム
ラーガーレ食堂」で取って
いただきます。(別途参加
者負担)
鶴ヶ岡振興会
(0771)76-9020
(0771)76-9021

百姓体験の参加者を募集
します
今では目にすることの少な
くなった「稲木干し」のある
風景を一緒に作りませんか。
●日時 9月17日(日)
午前9時30分〜午後4時
(荒天中止)
●場所 ムラの駅たなせん
(美山町鶴ヶ岡)
●内容 稲刈り、稲木干し、
鶴ヶ岡の名所巡り
●持ち物 飲み物、作業着
(長袖、長ズボン)、帽子、
長靴、軍手など
●参加費 １人3,000円(小
=申込・問合せ先

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＞
南丹市関係の気象警報や
地震情報などをメールで配
信します。
●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

=電話番号

=FAX番号

日吉地域情報

(0771)72-3300
(0771)72-3311

ボウリング、ビーチボール
バレーを楽しむ会の開催

美山地域情報

＜ボウリング＞【要申込】
●日時 9月30日(土) 午後8
時〜(受付：午後7時30分)
●場所 アルプラザボウル
(亀岡市篠町野条)
●対象 日吉町在住、在勤、
在学の高校生以上の方
●競技内容 個人戦とし、3
ゲームトータルピンにて順
位を決定。1ゲームにつき
60歳未満女性15ピン、60
歳以上女性20ピン、60歳
以上男性15ピンのハンデ
とする。
●参加費 1,650円
※貸し靴代は、別途300円が
必要です。
●申込方法 9月22日(金)
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。
●運営主管 日吉総合スポー
ツクラブ
＜ビーチボールバレー(3人
制)＞【無料・要申込】
●日時 10月7日(土) 午後8
時〜(受付：午後7時30分)
●場所 日吉はーとぴあ体育
館
●対象 日吉町在住、在勤、
在学の中学生以上の方
●チーム構成 1チーム3名
(男女混合チーム)
●競技規則 南丹統一ルール
●持ち物 体育館シューズ
●申込方法 9月30日(土)
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。
●運営主管 日吉町ビーチボ
ールバレー連盟
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)

美山町文化祭の出演・出
展者を募集します

=メールアドレス

●日程 10月21日(土)
●場所 美山文化ホール大
ホール(舞台発表)、ギャラ
リー(作品展示)
●申込方法 9月15日(金)
までに、出演・出展報告
書(美山町文化協会に備え
付け)に必要事項を記入の
上、持参またはFAXでお申
し込みください。
●主催 南丹市美山町文化協
会
美山町文化協会事務局(社
会教育課美山担当)
(0771)68-0044
(0771)75-0801

西乗寺コンサートを開催
します
夏の終わりのひととき、爽
やかなよし笛の音色と民謡や
オカリナ、お琴をお楽しみく
ださい。【無料】
●日時 9月9日(土) 午後1
時30分〜4時30分
●場所 西乗寺(美山町下平
屋)
●出演 日本よし笛の会京都
美山教室、美山民謡会、北
鈴会、オカリナアンサンブ
ル・ぐーす ほか
●主催 日本よし笛の会京都
美山教室、美山民謡会
日本よし笛の会京都美山教
室事務局
(0771)75-0584

=ホームページアドレス

=郵便番号

みやまスポーツクラブの
つどいのお知らせ
誰でも気軽に参加できるい
ろんな種目の「スポーツのつ
どい」を開催します。
●費用 会員：無料、会員以
外：1回100円
＜よさこい＞
●日時 9月2日(土)
午後8時〜
●場所 旧平屋小学校
＜インディアカ＞
●日時 9月6日(水)
午後8時〜
●場所 旧平屋小学校
＜グラウンド・ゴルフ①＞
●日時 9月8日(金)
午前8時30分〜
●場所 棚グラウンド・ゴル
フ場
＜グラウンド・ゴルフ②＞
●日時 9月10日(日)
午前8時30分〜
●場所 旧平屋小学校
＜ウオーク＞
●日時 9月10日(日)
午前9時〜
●場所 栃原農事倉庫前集合
＜エアロビクスとヨガ＞
●日時 9月21日(木)
午後8時〜
●場所 美山保健福祉セン
ター
＜剣道＞
●日時 9月26日(火)
・少年の部：午後6時30分〜
・青年の部：午後7時30分〜
●場所 美山中学校
みやまスポーツクラブ事務
局(社会教育課美山担当内)
(0771)68-0044
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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

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。

