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パブリックコメントを募集します

＜第２次南丹市総合振興計画（中間案）＞
南丹市のまちづくりの指針となる総合振興計画の計画期間が、
本年度までとなっていることから、平成30年度以降の第2次総合
振興計画の中間案を取りまとめました。現在、市民の皆さんのご
意見・ご提言を募集しています。
●公開場所・提出様式 定住・企画戦略課および各支所地域推進課に備え付けているほか、市ホーム
ページでも閲覧・入手できます。
●募集期限 10月12日(木) 午後5時まで
●提出方法 指定様式に必要事項を記入の上、次のいずれかの方法でご提出ください。
・持参：定住・企画戦略課または各支所地域推進課
・郵送：〒622-8651 南丹市園部町小桜町47 定住・企画戦略課宛て
・FAX：(0771)63-0653 定住・企画戦略課宛て
・Eメール：kikaku@city.nantan.lg.jp
定住・企画戦略課
(0771)68-0003
＜南丹市人権教育・啓発推進計画（中間案）＞
南丹市人権教育・啓発推進計画の計画期間が、本年度までとなっていることから、引き続き南丹市の人
権教育・啓発に関する施策を推進するため、南丹市人権教育・啓発推進本部で新しい計画づくりを進め、中
間案を取りまとめました。そこで、市民の皆さんに中間案をお示しし、ご意見やご提言を募集します。
●公開場所・提出様式 人権政策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
でも閲覧・入手できます。
●募集期間 10月3日(火)〜31日(火) 午後5時まで
●提出方法 指定様式に必要事項を記入の上、次のいずれかの方法でご提出ください。
・持参：人権政策課または各支所市民生活課
・郵送：〒622-8651 南丹市園部町小桜町47 人権政策課宛て
・FAX：(0771)63-2850 人権政策課宛て
・Eメール：jinken@city.nantan.lg.jp
人権政策課
(0771)68-0015
＜共通事項＞
●対象 市内に在住、在勤、または在学の方
市内に事務所または事業所を有する個人および法人、その他の団体
●注意事項 提出されるご意見は日本語でお願いします。様式は自由ですが、できる限り記入用紙で
ご提出ください。提出いただいたご意見などの内容を確認させていただく場合がありますので、差
し支えなければ住所、氏名、電話番号をご記入ください。電話によるご意見は受け付けません。
●意見の公表 提出いただいた意見の概要とそれに対する本市の考え方は、市ホームページで一定期
間公表します(氏名、住所などは公表しません)。なお、個別の回答はいたしません。
【総合問合せ窓口】

(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

info@city.nantan.lg.jp
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平成29年度南丹市総合防災訓練を実施します
訓練は、地区ごとの住民避難訓練、美山中学校で実施する地震災害現地対策訓練、美山町全域を対
象に行う原子力災害住民避難訓練などを併せて行います。
住民の皆さんと防災関係機関が一体となった実践的な総合訓練ですので、各区における訓練などに
積極的な参加をお願いします。
●日時 10月1日(日) ※雨天決行
●目的 市民の防災意識の高揚と、防災関係機関との連携強化
●想定 南丹市内での直下型地震ならびに若狭湾内原子力発電所事故の発生を想定
＜第１部「住民避難訓練など」＞
●時間 午前７時〜８時
●内容 各区公民館などへの避難および避難誘導の訓練など
※訓練内容は各区で異なります。
※避難訓練の開始に合わせて、防災無線による放送やサイレンを吹鳴される地域があります。
＜第２部「住民避難訓練など」＞
●時間 午前８時30分〜
●内容 避難所開設運用、避難誘導、救援物資の搬送、初期消火および炊き出しの訓練など
●場所
・園部町：旧西本梅小学校(西本梅地域住民参加型訓練)
・八木町：旧吉富小学校(西地域住民参加型訓練)
・日吉町：旧五ヶ荘小学校(五ヶ荘地域住民参加型訓練)
＜第３部①「地震災害現地対応訓練」＞
●時間 午前9時30分〜正午
●場所 美山中学校グラウンド
●訓練内容 災害現地対策本部設置・運用訓練、公共土木施設応急復旧訓練、避難所開設訓練、応急
救護所開設・運用訓練、災害ボランティアセンター開設・運用訓練、災害医療チーム派遣訓練、住
民避難・誘導訓練、倒壊家屋等救助救出・救護訓練、炊き出し訓練、初期消火訓練、大規模火災対
応訓練など
＜第３部②「原子力災害住民避難訓練」＞
●時間 午前7時〜正午
●場所 美山町各区および美山小学校グラウンド
●訓練内容 住民避難および誘導訓練、情報伝達訓練、安定ヨウ素剤緊急配布訓練、スクリーニング
検査、簡易除染訓練、避難所開設訓練、特殊車両・防災物品等展示・体験など
●参加機関 南丹市、南丹市教育委員会、南丹市消防団、市内各区・自治会および自主防災会、京都
府(南丹広域振興局、南丹土木事務所、南丹保健所)、京都中部広域消防組合園部消防署、京都府南
丹警察署ほか約40団体 (順不同)
総務課
(0771)68-0002

防災訓練に外国人の方も参加してください
市の総合防災訓練の見学や地震の体験などを行います。【無料・要申込】
●日時 10月1日(日) 午前9時〜11時30分 ●場所 美山中学校(美山町静原)
●対象 市内在住または、在勤、在学の外国人の方
●申込方法 9月27日(水)までに、住所、氏名、電話番号(自宅・携帯)、会場までの交通手段を、電
話、FAX、Eメールのいずれかでお申し込みください。
南丹市国際交流協会
(0771)63-1840(火〜金の午後0時30分〜4時30分)
(0771)63-1841
nantania@office.zaq.jp
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=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ
高齢者を対象に、インフルエンザの予防接種を公費(一部個人負担)で実施します。希望される方は
期間内に実施医療機関で接種してください。
●対象 南丹市に住民票を有し、次の①、②いずれかに該当する方
①65歳以上の接種希望者(接種日に65歳以上の方)
②60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で、接種を希望される方
●実施期間 10月13日(金)〜12月28日(木)
※診療日は医療機関によって異なりますので、必ず医療機関にお問い合わせください。
※ワクチン数に限りがありますので、実施できない場合があります。
●自己負担金 1,500円(1人につき、年度内1回)
●申込方法 下記、実施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であるなど、特別な事情で、下記の医療機関以外で接種を希望される方
は、保健医療課または各支所市民生活課へお問い合わせください。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。
●接種費用の免除 生活保護世帯の方は接種費用が免除されます。必ず接種までに、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。
●実施医療機関(順不同)
医療機関名
川西診療所
げんの耳鼻咽喉科
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
きむら診療所
山田医院
保健医療課

電話番号
(0771)62-0139
(0771)68-1313
(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)43-0860
(0771)42-2306

医療機関名
京都中部総合医療センター
(旧公立南丹病院)
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
吉田医院
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
大萱医院美山町分院
京都市立京北病院

電話番号

(0771)42-2510
(0771)74-0022
(0771)73-0203
(0771)72-1014
(0771)72-0022
(0771)72-1221
(0771)75-1113
(0771)76-0201
(0771)77-0213
(075)854-0221

(0771)68-0016

赤い羽根共同募金運動へのご協力について
今年も10月1日から、全国一斉に「赤い羽根共同募金運動」が行われます。
皆さんの善意に基づく社会福祉増進のための募金活動です。
いただいた募金の約7割は南丹市の地域福祉のため、残りの3割は市を超えた広域的な課題解決の
ための活動に活用されます。
なお、例年どおり「赤い羽根共同募金」と「歳末たすけあい募金」の戸別募金を一括して募らせて
いただきますので、ご理解とご協力をお願いします。
南丹市共同募金委員会事務局
南丹市社会福祉協議会
(0771)72-3220
社会福祉課
(0771)68-0007

=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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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。
本年度2回目となるこの機会
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)
●支給対象期間 平成29年
10月1日から12月26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、平
成30年1月31日までに工
事が完了した方。なお、期
間内でも予定人数に達した
場合、支給事業は終了とな
ります。
●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。
※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
ビスに加入の 場 合 、 分 担
金5,140円＋基本工事費用
27,990円＝33,130円を
ご負担いただきますが、後
日、33,000円分の商品券
をお渡しします。
南丹市情報センター
(0771)63-1777
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骨粗しょう症健診のお知らせ
骨粗しょう症とは、骨量が少なくなって骨がもろくなり、骨折
の危険が高くなった状態のことです。骨粗しょう症健診を実施し
ますのでこの機会に受診いただき、ライフスタイルに合わせた骨
粗しょう症対策にお役立てください。【無料・要申込】
●日程など
実施日
10月26日
(木)

場所
定員
受付時間
日吉保健福祉
60人 午後1時〜2時30分
センター
八木保健福祉
11月1日(水)
90人 午後1時〜3時30分
センター
1 1 月 2 7 日 美山保健福祉
60人 午後1時〜2時30分
(月)
センター
1 1 月 2 8 日 南丹市役所
午前9時〜11時
150人
(火)
301会議室
午後1時〜3時30分
●内容 問診、骨密度測定(かかとの骨に超音波を当てて測定)、
結果指導、試食
●対象 南丹市に住民票を有する20歳〜70歳(平成30年3月末時
点)の女性
●申込方法 10月6日(金)までに、電話でお申し込みください。
※各会場定員になり次第、締め切ります。
保健医療課
(0771)68-0016

京都丹波集落担い手基礎講座の受講生を募集します
集落の担い手を対象とした、土地利用型作物(水稲、豆類)の栽
培基礎技術および農業機械の操作、整備技術の習得を目的とした
講座を開催します。【無料・要申込】
●日程 12月6日(水)、14日(木)、平成30年1月17日(水)、24
日(水)
●時間 午後1時30分〜4時30分
●場所 京都府園部総合庁舎およびJA全農京都中部物流セン
ター
●対象 亀岡市、南丹市、京丹波町に在住で、土地利用作物の栽
培基礎技術および農業機械の操作、整備技術の習得を必要とす
る65歳以下の農業者
●内容 栽培基礎技術および農業機械の安全操作、整備方法につ
いて
●定員 20人
※書類選考の上、11月下旬に受講決定通知を送付します。
●申込方法 11月15日(水)までに、申込用紙(南丹農業改良普及
センターおよび農政課に備え付け)に必要事項を記入の上、持
参、郵送、FAX、Eメールのいずれかでお申し込みください。
京都府南丹農業改良普及センター
(0771)62-0665
(0771)63-1864
nanshin-no-nantan-nokai@pref.kyoto.lg.jp
622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

国際交流会館をピンク色
にライトアップします
10月はピンクリボン月間
です。京都府では、乳がんの
早期発見、早期診断、早期治
療の大切さを伝えるピンクリ
ボン活動を推進しています。
より多くの方にこの運動を
お伝えするために国際交流会
館をピンク色にライトアップ
します。
●日時 10月1日(日)、3日
(火) 午後6時〜8時
●場所 国際交流会館
南丹保健所保健室
(0771)62-4753

労働トラブル解決制度の
ご案内
解雇、雇止めなど、労働者
個人と事業主間のトラブルを
公平、中立の立場のあっせん
員が、話し合いで円満に解決
します。手続きは簡単で、迅
速な解決を目指します。労働
者、事業主どちらでも利用で
きますので、お気軽にお問い
合わせください。【無料】
京都府労働委員会
(075)414-5733
http://www.pref.kyoto.
jp/kyoroi

府職員出前語らい・専門
職員を派遣します
京都府の重点施策や福祉、
環境など暮らしに身近なテー
マについて、府職員が直接出
向いて説明し、府民の皆さん
と意見交換します。【無料】
●申込方法 希望日の4週間
前までにお申し込みくださ
い。詳細はお問い合わせい
ただくか、ホームページを
ご確認ください。
京都府府民総合案内・相談
センター
(075)414-4234
http://www.pref.kyoto.jp/demae/
=メールアドレス

人材募集
京都中部総合医療センター職員を募集します
●職種 事務職員
●応募人数 若干名
●応募資格 昭和62年4月2日以降に生まれた方で、最終学歴が
学校教育法による大学を卒業した方または平成30年3月末まで
に卒業見込みの方
※地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号のいずれか
に該当する方は受験できません。
●応募方法 10月11日(水) 午後5時までに京都中部総合医療セ
ンター総務課(土、日、祝日を除く午前9時〜午後5時)に備え
付けの職員採用試験申込書を、持参または郵送で提出してくだ
さい。(郵送の場合も10月11日必着)
※申込書は京都中部総合医療センターホームページからもダウン
ロードできます。
●第１次試験
・日時：10月22日(日) 午前9時〜
・場所：京都中部総合医療センター第2病棟5階講堂
・試験：教養試験
●第２次試験
・日時：第1次試験合格者に文書で通知します。(12月上旬実施
予定)
・場所：京都中部総合医療センター第2病棟5階講堂
・試験：小論文、職場適性検査、面接試験
●最終合格発表 第1次試験、第2次試験の結果に基づき最終合
格者を決定の上、12月下旬に文書で通知します。
●採用 最終合格者は、原則として平成30年4月1日以降1カ年
以内に必要に応じ採用します。
●給与 初任給：大学卒184,800円(経験者は当病院の規定によ
り加算します)、賞与：年間2回、4.3カ月分(平成28年度実績)
●身分 地方公務員(採用日から6カ月は試用期間)
●休暇 完全週休2日制、年次有給休暇、特別休暇
●福利厚生 京都府市町村職員共済組合、京都府市町村厚生会、
京都府市町村職員退職手当組合
※各種福利厚生事業を行っています。
京都中部総合医療センター総務課人事係
(0771)42-2510
629-0197 南丹市八木町八木上野25番地
http://www.kyoto-chubumedc.or.jp/recruit/

=ホームページアドレス

=郵便番号
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相談会
調停委員による無料相談
会のご案内
ご近所とのトラブル、交通
事故、金銭の貸借、土地や建
物、相続・贈与、家庭内や対
人関係など、お困りの方は調
停委員が相談に応じます。
【無料・予約不要】
●日時 10月4日(水)
午前10時〜午後3時
●場所 ガレリア亀岡2階研
修室
亀岡調停協会(亀岡簡易裁
判所内)
(0771)22-0409

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 ①10月4日(水)、②
10月17日(火)
●時間 いずれも午後1時〜
4時
●場所 日程①園部公民館3
階小研修室、日程②市役所
日吉支所3階第１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

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 10月10日(火)
午後1時30分〜3時30分
●場所 園部公民館3階会議
室
6
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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

公証相談所を開設します
10月1日(日)〜7日(土)
の、公証週間に合わせて公証
相談所を開設します。公証役
場は、国の機関で、法務大臣
から任命された公証人が各種
契約や遺言公正証書の作成な
どの公証事務を取り扱ってい
ます。遺言やお金の貸し借り
などの大切な契約は、公正証
書にしておくと安心、確実で
す。この機会にぜひご利用く
ださい。【無料・要申込】
●日時 10月12日(木)
午後1時30分〜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。
福知山公証役場
(0773)23-6309

ください。
南丹市社会福祉協議会地域
福祉課生活相談センター
(0771)72-3220

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。まずはお問い合せく
ださい。【無料・要申込】
●日時 10月24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 10月23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
京都府南丹広域振興局商工
労働観光室
(0771)23-4438

出張くらしの相談会を開
催します
家計や仕事など暮らしに関
する困り事の相談をお受けし
ます。現に生活困窮状態にあ
る方(生活保護受給者は除く)
であれば、どなたでもご相談
いただけます。また、年金に
ついての相談も社会保険労務
士がお聞きします。【無料・
要申込】
●日時 10月20日(金) 午後
1時30分〜3時30分
●場所 園部まごころステー
ション陽だまり(園部町本
町)
●申込方法 10月17日(火)
までに、電話でお申し込み
=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

適切な救急医療受診につ
いて学んでみませんか

子育て支援
南丹市ファミリー・サポート・センター講習会のご案内
＜平成29年度第2回まかせて会員講習会＞
南丹市ファミリー・サポート・センターは、子育ての援助をし
たい人(まかせて会員)と、子育ての援助を受けたい人(おねがい
会員)が相互援助を行う会員組織です。
現在、保育所の送迎など、空いている時間に少しでも援助でき
る「まかせて会員」を募集しています。なお「まかせて会員」に
は、安全に活動していただくため、「まかせて会員講習会」を受
講していただく必要があります。
●日程など
日程

10月24日
(火)

時間
午前9時30分〜10時
30分
午前10時30分〜正午
午後1時〜2時30分
午後2時30〜4時

10月27日
(金)

午前9時〜正午
午後1時〜2時30分

講座内容
まかせて会員として活
動するために
子どもの病気について
子どもの事故と予防に
ついて
発達障害について
保育実習
(子どもの発達と生活
習慣について、子ども
の遊びについて)
子どもの栄養と食生活

●場所 市役所八木支所3階会議室(南側)
※10月27日(金)の保育実習は八木中央幼児学園で行います。
●救命救急講習会 上記の講習会のほかに、小児向け救命救急講
習会(12月13日(水) 午前10時〜11時)を受講してください。
●申込方法 10月13日(金)までに来所いただくか、電話でお申
し込みください。
※講習は、数回に分けて受講していただいても構いません。
●その他 託児を行います(無料)。ご希望の方は、申し込み時に
必ずお伝えください。詳細は別途連絡します。
＜おねがい会員を募集しています＞
もしものときのために、登録だけでもしていただけます。
●利用時間 午前7時〜午後8時(12月29日〜1月3日を除く)
●利用料金 平日：1時間あたり700円
土・日・祝日：1時間あたり800円
※詳細はお問い合わせください。
南丹市ファミリー・サポート・センター(南丹市子育てすこや
(0771)68-0082
かセンター内)
子育て支援課
(0771)68-0017

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

夜間や休日、病院の休診時
にお子さんが怪我をしたり、
体調が悪くなればその対応に
慌ててしまいます。救急医療
の受診目安や家庭で対応でき
る知識などを学びましょう。
託児スタッフも配置していま
すので、お子さんと一緒にお
越しください。【要申込】
●日程および場所
＜平日開催＞
・11月8日(水)
・12月6日(水)
※場所はいずれも「気になる
木ＪＵＪＵ」(八木防災セ
ンター向かい側)
※ぽこぽこくらぶの時間を利
用して開催します。
＜休日開催＞
・11月11日(土)
・12月2日(土)
※場所はいずれも南丹市子育
てすこやかセンター
※事業開催時間のみ開館しま
す。
●時間 いずれも午後1時30
分〜3時
●内容 先生のお話(救急医
療・予防接種について：
40分程度)、質疑応答
●定員 各講座10組程度
●申込方法 10月25日(水)
までに、電話でお申し込み
ください。
子育て支援課
(0771)68-0017
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子育て支援(催し)
子育てつどいの広場ぽこ
ぽこくらぶ
（10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 。
【無料】
※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
※10月2日(月)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
※10月31日(火)は休みます。
●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
8
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●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。
【無料】
●八木ひろば：10月11日
(水)
●園部ひろば：10月12日
(木)(横田公民館)
●美山ひろば：10月12日
(木)
●日吉ひろば：10月17日
(火)
※各ひろばとも午前11時〜
11時30分
＜託児付き講座「外カフェ」
＞
子育てや家事に待ったなし
のお母さんたち。たまには自分
についてお話ししませんか。
お子さんはスタッフがお預
かりします。(毎回テーマが
あります。)【要予約】
●園部ひろば：10月5日(木)
(南部コミュニティセンター)
●日吉ひろば：10月10日
(火)
●八木ひろば：10月20日
(金)
※各ひろばとも午前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。
＜ハロウィンパーティー＞
ハロウィンの仮装をして八
木の商店街をみんなで行進し
ます。【要申込】
●日時 10月28日(土)
午前10時〜正午(受付：午
前９時30分)
●場所 八木公民館3階大集
会室
※変更の場合があります。
●参加費 1家族あたり500
円、小中高生のみ1人300

円、大人のみ1人500円
●持ち物 お菓子を入れるか
ごまたはかばん
※ハロウィンメイク(有料)や
衣装の貸し出し(無料)もあ
ります。
●申込方法 事前に電話でお
申し込みください。
※当日参加も可能です。
NPO法人グローアップ
080-3857-8119

よっといでひろば開設日
のお知らせ(10月)
伸び伸び子どもを遊ばせた
り、お茶を飲んだり、好きな
ことをおしゃべりしましょ
う。【無料】
●日時 10月11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

みんなおいでよ−！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 10月12日(木)
午前9時30分〜正午
●場所 市役所八木支所3階
子育て支援ルーム
●内容 カラーセラピー実践
法
講師：カラーセラピスト
林陽子 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 300円(手作りラ
ンチ付き)

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

＜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

託児付きカフェよっとい
でのお知らせ(10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。今月は人気のリトミック
です。【要申込】
●日時 10月30日(月)
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 親子リトミック＆カ
フェ 講師：小谷里美 氏
●参加協力金 500円(無農
薬コーヒーと手作りおやつ
付き)
●持ち物 タオル、お子さん
の着替え、お茶など
※運動しやすい服装でお越し
ください。
●申込方法 10月23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。
みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
090-6962-6455

=メールアドレス

催し

「外国人のための日本語
教室」を開催します

園部公民館ミニ写真展の
お知らせ

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
①10月1日〜12月17日(11
月19日を除く毎週日曜
日・全11回) 午前9時〜10
時30分
②10月5日〜12月21日(11
月23日を除く毎週木曜
日・全11回) 午後6時30分
〜8時
※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、参加教
室(①または②)、住所、氏
名、電話番号(自宅・携帯)
を、電話、FAX、E メール
のいずれかでお申し込みく
ださい。
●その他
※お知り合いに外国人の方が
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

園部公民館1 階ロビーでミ
ニ写真展を開催しています。
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
●出展期間 ①10月1日(日)
まで、②10月3日(火)〜
10月17日(火)
※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

るり渓収穫祭を開催しま
す
自然の中でやぎと触れ合え
る収穫祭を開催します。バ
ルーンアートやダンスショー
などのステージパフォーマン
スや農園の収穫物を利用した
料理など盛りだくさんです。
●日時 10月1日(日)
午前11時〜午後3時
●場所 るり渓高原やぎ牧場
(園部町大河内小米坂1-3)
●入場料 無料
●内容
・ステージパフォーマンス、
出店：午前11時〜午後3時
・やぎ搾乳体験：午後1時30
分〜
●主催 るり渓収穫祭実行委
員会
●共催 るり渓やぎ農園、自
然塾やぎ農園
●後援 京都府、南丹市、南
丹市社会福祉協議会、南丹
市教育委員会
自然塾やぎ農園
(0771)68-1221

=ホームページアドレス

=郵便番号
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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 ①10月3日(火)、②
10月17日(火) いずれも午
後1時30分〜3時
●内容 ①認知症予防相談と
健康すごろくゲームなど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

おとなの読書会を開催し
ます
美山図書室では、２カ月に
１回大人の方を対象にした読
書会を開催しています。楽し
い時間を共有しませんか。
●日時 10月5日(木)
午後2時〜4時
●場所 美山文化ホール2 階
会議室
●持ち物 「美味しい」から
連想する本
美山図書室
(0771)68-0046

平成29年京都丹波くり
まつりの開催について
京都丹波で栽培される「丹
波くり」を味わいに来てくだ
さい。
●日時 10月7日(土)
午前8時〜午後1時
●場所 「丹波マーケス」丹
のまち広場うるおい館
●内容 丹波くり販売、イガ
投げ、くりつかみ取りなど
の催し、焼きぐりなどの販
売
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●主催 京都丹波くりまつり実行委員会
南丹広域振興局森づくり推進室
(0771)22-1017

元気アップ体操教室のお知らせ
懐かしい曲や明るい音楽に合わせて、気持ち良く体を動かすリ
ズム体操や筋トレ、脳トレ、ストレッチを行います。南丹市介護
予防サポーター「元気アップなんたん」の仲間と一緒に、楽しく
体を動かして生き生きとした元気な生活を目指しませんか。
●日程など
場所

旧摩気小
学校

時間

午前10時30分
〜正午

美山保健福 午後2時〜
祉センター 3時30分

日程
10月16日、23日、30日、
11月6日、13日、20日、27
日、12月4日、11日、18日
(各月曜日)
10月10日、17日、24日、
31日、11月7日、14日、21
日、28日、12月5日、12日
(各火曜日)

10月6日、13日、20日、27
八木老人福 午前10時30分〜 日、11月10日、24日、12
祉センター 正午
月1日、8日、15日、22日
(各金曜日)
胡麻基幹集 午後2時〜
落センター 3時30分

10月6日、13日、20日、27
日、11月10日、17日、24
日、12月1日、8日、15日
(各金曜日)

●体操指導 元気アップなんたん(南丹市介護予防サポーター)
●参加費 500円(1回当たり)
●参加方法 直接会場にお越しください。
NPO法人元気アップAGEプロジェクト
080-4242-4734
保健医療課
(0771)68-0016

フィールドトリップｉ
ｎ南丹を開催します
市内在住の外国人や府内の外国人留学生の方々と日本の伝統文
化を通して交流し、楽しいひと時を過ごしませんか。【無料・要
申込】
●日時 10月7日(土) 午後1時〜3時30分
●場所 大野虹の湖交流センター（旧大野小学校）
●申込方法 9月28日(木)までに、住所、氏名、年齢、電話番
号を、電話、FAX、Eメールのいずれかでお申し込みくださ
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

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

輝くおかあちゃんマルシェⅢ
を開催します

南丹市サロン交流会を開催します

地域で活躍する女性たちの
ネットワークづくりを目的
に、さまざまな地域団体が知
恵を出し合いマルシェ(市場)
を開催します。
●日時 10月8日(日) 午前
10時30分〜午後3時
●場所 国際交流会館1階イ
ベントホール、2階第1・
２研究室
●内容 地元産の野菜販売特
産品を使った 加 工 品 の 販
売、京都学園大学とコラボ
した健康ワークショップな
ど
●主催 京都府女性の船「ス
テップあけぼの」南丹・船
井支部および亀岡支部
京都府男女共同参画課
(075)414-4291

南丹市でふれあい・いきいきサロンの活動をされている方々
に、情報交換していただく場です。また、講師を招きサロン活動
で使えるゲームなども教えていただきます。【無料・要予約】
●日時および場所

第11回京都丹波美術工
芸教育展を開催します

地域の皆さんに施設を身近に感じていただき、利用者との交流
を深めていただける機会を目指しています。
●日時 10月14日(土) 正午〜午後3時頃
※お店(模擬店)は午前11時〜
●場所 特別養護老人ホーム 美山やすらぎホーム(美山町島)
●内容
・ステージ：雄進浩＆U-Kidsによる和太鼓演奏、あぜみちによ
るフォークソング、Kokoro☆Star による楽器演奏と歌舞台、
北桑田高校・周山中学校吹奏楽部による演奏、北桑会「共｣に
よるよさこい踊り、福引大会ほか
・お店(予定)：バザー、回転焼、ポップコーン、おでん、カレー
ライス、焼きそば、手作りパン・ケーキ、飲み物、あてもの、
ヨーヨー釣りなど
●主催 特別養護老人ホーム 美山やすらぎホーム
●後援 南丹市
美山やすらぎホーム
(0771)75-0847

南丹地区の保育所、幼稚園
から大学校の幼児、児童、生
徒が制作した美術工芸作品を
一堂に展示します。【無料・
申込不要】
●日時 10月14日(土) 午前
9時〜午後5時、15日(日)
午前９時〜午後3時
●場所 国際交流会館、南丹
市立文化博物館
●展示作品 南丹地区の公立
保育所、幼稚園、小学校、
中学校、高等学校、特別支
援学校の幼児、児童生徒な
らびに京都伝統工芸大学校
の学生および卒業生が制作
した美術工芸作品など(約
1,200点)
京都丹波美術工芸教育展実
行委員会事務局(京都府南
丹教育局内)
(0771)62-0354

=メールアドレス

会場
園部

日程
10月13日(金)

時間
場所
午前10時〜正午
園部公民館中研修室
午後1時30分〜
南丹市社会福祉協
八木 10月13日(金)
3時30分
議会 八木事務所
日吉 10月27日(金)
午前10時〜正午
はーとぴあ日吉
午後1時30分〜
旧平屋小学校
美山 10月27日(金)
3時30分
ランチルーム
●講師 レクリエーションコーディネーター 大田恵子 氏
●申込方法 事前に電話でお申し込みください。
●その他 いずれの会場も内容はほぼ同じです。お気軽にご参加
ください。
●主催 南丹市社会福祉協議会
南丹市社会福祉協議会本所
(0771)72-3220

美山やすらぎホームふれあいまつりを開催します

京都丹波・森の文化祭を開催します
「森とのふれあい」をテーマに、音楽、食、文化芸術などを楽
しめる参加型のイベントを開催します。【無料】
●日時 10月14日(土) 午前10時〜午後4時
●場所 すぱーく園部、周辺一帯
京都丹波・森の文化祭実行委員会(事務局：南丹広域振興局企画振興室)
(0771)24-8430

=ホームページアドレス

=郵便番号
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「神吉ま〜けっと」
と
「風の
市」
のお知らせ

南丹市グループワーク事
業のお知らせ

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。今月は「神 吉ま〜けっ
と」(フリーマーケット)と「風
の市」を 開催します。楽しい
ひと時を過ごしませんか。
●日時 10月14日(土)
午前10時〜午後2時
●場所 旧神吉小学校体育館
●内容 フリーマーケット、
野菜、巻き(鯖)寿司、弁
当、うどん、 パ ン 、 駄 菓
子、たこ焼き 、 美 山 特 産
品、軍手、はぎれ、各種手
づくり品、自転車修理販売
など
※当日変更になる場合があり
ます。
●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

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 ①10月20日(金)
午前10時〜11時30分、
②10月24日(火) 午後1時
30分〜3時
●場所 日時①こむぎ山健康
学園、日時②地域活動支援
センターそよかぜ八木
●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

あうる京北からのお知ら
せ
暮らしをもっと、手づくり
しよう「けいほくクラフト」
を開催します。100組の手作
りクラフト作家と、手作り食
品の店による、温もりいっぱ
い2 日間のものつくりフェア
です。【入場、駐車無料】
●日時 10月14日(土) 午
前10時〜午後5時、15日
(日) 午前9時〜午後4時
●場所 あうるの森の原っぱ
(あうる京北の西側)
●内容 木工、陶芸、ガラス、
皮革、染織などのこだわり
作品や手作り体験、味自慢
の食品、ミニ動物園など
※手作り体験は、材料費(数
百円〜2,000円程度)
あうる京北(京都府立ゼミ
ナールハウス)
(075)854-0216
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Ｃｌ
ｕｂ Ｊ-ＷＥＳＴの森 森づ
くりイベントを開催
秋のさわやかな一日、森に
親しんでいただく多彩なイベ
ントを開催します。
●日時 10月21日(土)
午前10時30分〜
※雨天中止
●場所 スチールの森京都
(府民の森ひよし)
※JR 園部駅から無料シャト
ルバスを午前9時55分〜午
後0時55分の間で、1時間
毎に運行します。
●内容など
＜自然観察＞【先着順・無料】
午前10時30分〜、午後2
時〜
＜体験・実演コーナー＞
【先着順・無料】
・薪割体験：午前11時45分
〜午後2時
・燻製づくりミニ講座：午後
1時〜、午後1時40分〜、
午後2時20分〜

・バウムクーヘンづくり：午
後1時〜
・森のクイズラリー：受付午
前10時30分〜午後2時
・地元農産物のミニ販売コー
ナー：午前10時30分〜
・おにぎり、豚汁ふるまい：
正午〜(先着100人)
※当日、会場で配布のチラシ
を提示すると、スプリング
スひよし温泉入浴および売
店、レストランでの割引な
どが受けられます。
※開始時間や内容が変更にな
る場合があります。
公益社団法人京都モデル
フォレスト協会
(075)823-0170
kyomori@kyoto-modelf
orest.jp
http://www.kyoto-model
forest.jp/

国際交流プログラムの参
加者を募集します
関西で学ぶ大学生と海外か
らの留学生の国際交流プログ
ラムとして、郷土料理教室と
インターナショナル運動会を
行います。一般の方も参加で
きます。さまざまな国からの
留学生たちと一緒に楽しい一
日をすごしてみませんか。
【要申込】
＜郷土料理教室＞
●日時 10月21日(土)
午前11時〜午後3時
●場所 日吉町胡麻基幹集落
センター1階調理室
●対象 小学2年生以上
●内容 グループに分かれて
郷土料理の調理と試食を行
います。
●定員 10人(先着順)
●参加費 500円
●講師 チームおば給
●持ち物 エプロン、三角
巾、タオル、スリッパ
※郷土料理教室終了後、学生
たちとの交流会を午後5時
まで行います。希望者は参

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

加可能です。
＜インターナショナル運動会
＞
●日時 10月22日(日)
午前10時〜午後3時
●場所 五ヶ荘地域活性化セ
ンター(旧五ヶ荘小学校)グ
ラウンド
●対象 小学2年生以上
●内容 運動会の種目や海外
のスポーツをチームで競い
ながら楽しみます。
●定員 15人(先着順)
●参加費 無料
●持ち物 弁当、飲み物、動
きやすい服装、タオル
＜共通事項＞
●申込方法 10月15日(日)
までに電話またはFAXでお
申し込みください。
●その他 いずれのプログラ
ムも日本語および英語の両
方で行います。
※参加される方には行事保険
に加入していただきます。
手続きは当団 体 が 行 い ま
す。
※この事業は「南丹市市民提
案型まちづくり活動支援交
付金」を活用しています。
里山Global Exchange
(0771)74-1327

平成29年度女性の館随
時講座のご案内
＜ハーバリウム＞【要申込】
●日時 10月25日(水) 午後
1時30分〜3時30分
●内容 ドライフラワーやプ
リザーブドフラワーをガラ
ス瓶に入れ、植物や色を楽
しむインテリアオブジェ
●運営協力金 2,000円(材
料費含む)
●講師 松田彩子 氏
●持ち物 エプロン
＜押し花を使って作品づくり
＞【要申込】
●日時 10月31日(火)
午後1時30分〜4時
●運営協力金 2,500円(材
=メールアドレス

料費含む)
●講師 前田寿枝子 氏
＜お正月寄せ植え(苔玉)＞
【要申込】
●日時 11月7日(火)
午前9時〜正午
●運営協力金 2,000円(材
料費含む)
●講師 黒木勝 氏
●持ち物 剪定バサミ、エプ
ロン
＜共通事項＞
●場所 園部女性の館
●定員 20人
●申込方法 10月20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

クアスポ卓球交流大会を
開催します
試合を通して、卓球の楽し
さや人との交流を深めません
か。【要申込】
●日時 10月25日(水) 午前
8時45分〜(個人戦のみの
参加受付は午後0時30分
〜)
●場所 クアスポくちたん(府
立口丹波勤労者福祉会館）
●試合形式
・団体戦(午前)：男女混合を
含む3〜4人の1チーム
※チーム編成は主催者がしま
す。
・個人戦(午後)：A(上級)、
B、Cの3ブロック別
●参加費 1人500円
●申込方法 10月10日(火)
までに、チームあるいは個
人で、住所、氏名、年齢、
電話番号、個人戦のクラス
(A〜C)を、来館、電話、
ＦＡＸ、Ｅメールのいずれ
かでお申し込みください。
※開催要項、申込書はクアス
ポくちたんのホームページ
からもダウンロードできま
す。

=ホームページアドレス

=郵便番号

●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
(0771)42-5484
(0771)42-5684
fualx504@cans.zaq.ne.jp
http://www.quaspokuchi
tan.com/

人権教育講座(第3講)を
開催します
人権に関する学習の機会を
通じ、市民の人権感覚の高揚
を図ることを目的に開催しま
す。【無料・申込不要】
●日時 10月25日(水)
午後7時30分〜9時
●場所 日吉町生涯学習セン
ターホール
●演題 寝た子はネットで起
こされる！？〜「部落差別
解消推進法」施行と今後の
課題〜
●講師 山口県人権啓発セン
ター事務局長 川口泰司 氏
社会教育課
(0771)68-0057

チャレンジ漁業体験パート2
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 10月28日(土)〜29
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(とれと
れ魚の朝食付き)
※気象条件が悪い場合、漁業
体験は中止します。
≪裏面に続く≫
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●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 10月10日(火)
〜10月19日(木)の間に、
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
626-0068 京都府宮津市
字田井382

緩和ケア講習会を開催し
ます
●日時 10月28日(土)
午後２時〜４時
●場所 京都中部総合医療セ
ンター第2病棟5階講堂
●演題 「家で過ごしたい人
の希望を叶えるために」〜
在宅での緩和医療を知ろう
〜
●講師
・川西診療所 川西祥宏 氏
・ゆう薬局 小林篤史 氏
・訪問看護ステーションここ
ろ所長 中尾美千代 氏ほか
●その他 無料・要申込
●申込方法 事前に住所、氏
名、電話番号を、電話また
はFAX でお申し込みくだ
さい。
●主催 京都中部総合医療セ
ンター(地域がん診療病院)
●共催 京都府南丹保健所
●後援 亀岡市医師会、船井
医師会、京都府口丹波歯科
医師会、亀岡市薬剤師会、
船井薬剤師会
京都中部総合医療センター
地域医療連携室
(0771)42-2510
(0771)42-5071
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第20回記念洞峠の風に
ふれあう交流会を開催
美山町豊郷と綾部市奥上林
の両方から、古道「洞峠」の山
頂を目指します。山頂で合流
してから、希望者は美山側へ
下山し、交流会を行います。
●日時 10月29日(日) 午前
10時出発(集合：午前9時
30分)※雨天中止
●集合場所 美山側：洞公民
館、綾部側：古屋公民館
●参加費 500円
●持ち物 水筒、雨具、お弁
当
●山頂での交流会 洞峠の講
和、記念撮影
●下山後交流会(希望者のみ)
美山側であぜみち(地元
フォークバンド)ライブ、
そば打ち
※美山側に下山途中で「音谷
の滝」散策道に立ち寄りま
す
※綾部からの登山者で美山へ
の下山者は先着20人
●申込方法 10月19日(木)
までに、住所、氏名、年
齢、電話番号、下山後交流
会参加の有無を電話かFAX
でお申し込みください。
鶴ヶ岡振興会(美山から出
発の方)
(0771)76-9020
(0771)76-9021
奥上林地域振興協議会(綾
部から出発の方)
(0773)55-0001
(0773)55-0309

河鹿合唱団第71回定期
演奏会のお知らせ
今 年は宮沢 賢 治 作 詩の合
唱曲から歌謡曲までさまざま
な曲を演奏します。(みんなで
歌おうのコーナーもあります)
●日時 10月29日(日) 午後
1時〜、午後3時30分〜(2
回公演)
●場所 国際交流会館コスモ

ホール
●入場料 500円
※幼児をお連れの際は、演奏
へのご配慮をお願いしま
す。
河鹿合唱団
090-5137-6235
http://www.kyoto.zaq.
jp/kajika/

子育て応援フェスタの飲
食店出店者を募集します
「京都丹波子育て応援フェ
スタ2017」における、飲食
店の出店者を募集します。
●日時 11月26日(日) 午前
11時30分〜午後2時
●場所 国際交流会館
●募集数 20店舗程度(間口
3.6ｍ×奥行2.7ｍ)
●出店料 無料
※テントレンタル、電源は有
料
●申込方法 10月25日(水)
までに、ホームページ(京
都丹波子育て応援フェス
タ2017 で検索)で詳細を
確認し、申込書に必要事項
を記入の上、FAXまたはE
メールでお申し込みくださ
い。
京都府南丹保健所福祉室
(0771)62-0361
(0771)63-0609
nanshin-ho-nantan-fukushi
@pref.kyoto.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。
＜エンジョイテニス(夜の部)
＞
●日時 10月2日、16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

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

＜ゲートボール大会＞【要申
込】
●日時 10月3日(火)
午前9時〜
●場所 陸上競技場
●内容 予選リーグ、決勝
トーナメント
●参加費 2,000円(1 チー
ム)
●定員 32チーム
●対象 どなたでも
●申込方法 9月26日(火)ま
でに、チーム名および代
表者の住所、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。
＜エンジョイテニス(昼の部)
＞
●日時 10月4日、11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
＜グラウンド・ゴルフのつど
い＞
●日時 10月6日(月例大
会)、13日、20日(各金曜
日) 午前9時〜11時45分
●場所 球技場
●参加費 300円(当日受付)
＜障がい者スポーツのつどい
＞
●日時 10月10日(火) 午後
1時30分〜3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 10月10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)
＜ウオークラリー大会＞【無
料・要申込】
=メールアドレス

●日時 10月22日(日)
午前9時45分〜
●場所 中央広場集合
●内容 園内3km コース
●対象 どなたでも
●申込方法 当日までに、代
表者の住所、氏名、年齢、
電話番号に加え、参加者全
員の氏名を記入の上、はが
き、FAX、Ｅメールのいず
れかでお申し込みくださ
い。
※当日受付も可能
●表彰 上位3組および特別
賞
※事前申し込みの方には参加
賞があります。
＜宿泊付グラウンド・ゴルフ
大会＞【要申込】
●日時 10月26日(木)〜27
日(金) 午後1時〜翌日午後
4時ごろ
●場所 陸上競技場
●内容 1泊2日のグラウン
ド・ゴルフ大会
●参加費 7,500円(宿泊、
弁当、食事交流会)
●定員 192人
●対象 どなたでも
●申込方法 9月26日(火)〜
10月20(金)までに、参加
者の住所、氏名、性別、生
年月日、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。
＜天文教室＞【要申込】
●日時 10月28日(土)
午後7時〜9時
●場所 丹波天文館
●内容 月、秋の星座などを
観望
●費用 300円
●定員 50人
●対象 小学生以上(小・中
学生は保護者同伴)
●申込方法 前日までに、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。

=ホームページアドレス

=郵便番号

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

美山地域情報
みやまスポーツクラブの
つどいのお知らせ
みやまスポーツクラブで
は、誰でも気軽に参加できる
いろんな種目のスポーツを用
意しています。
●費用 会員：無料、会員以
外：1回100円
＜グラウンド・ゴルフ①＞
●日時 10月4日(水)
午前8時30分〜
●場所 棚グラウンド・ゴル
フ場
＜エアロビクスとヨガ＞
●日時 10月5日(木)
午後8時〜
●場所 美山保健福祉センター
＜グラウンド・ゴルフ②＞
●日時 10月11日(水)
午前8時30分〜
●場所 交流ひろば八ヶ峰
＜ソフトバレーボール＞
●日時 10月13日(金)
午後8時〜
●場所 旧平屋小学校
＜よさこい＞
●日時 10月14日(土)
午後8時〜
●場所 旧平屋小学校
＜ウオーク＞
●日時 10月15日(日)
午前9時〜
●場所 やまざと市広場集合
＜バドミントン＞
●日時 10月30日(月)
午後8時〜
●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
第281号
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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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