発

行

第２８２号
平成29年
10月13日発行
http://www.city.nantan.kyoto.jp/

目

次

(ページ)

・お知らせ(1〜3)
・相談会(3)
・子育て支援(4〜5)
・子育て支援(催し)(5)
・新刊図書のご案内(6)
・催し(6〜12)
・八木・日吉・美山地域情報(12)
・日吉地域情報(12〜13)
・美山地域情報(13)
・なんたんテレビ番組表(14)

お知らせ
南丹市議会議員一般選挙
のお知らせ
南丹市議会議員の任期が平
成30年2月18日で満了する
ため、南丹市議会議員一般選
挙を平成30年2月4日(日)告
示、2月11日(日)投開票の日
程で執行します。
また、立候補予定者等説明
会を次のとおり開催します。
なお、市議会議員の定数は
22人です。
●日時 12月15日(金)
午前10時〜
●場所 市役所本庁2号庁舎
3階301会議室
●その他 会場の都合上、1
陣営3人までの出席でお願
いします。
※当日、立候補届出関係書類
をお渡しします。
選挙管理委員会事務局
(0771)68-0002

【総合問合せ窓口】

要約筆記教室の受講者を
募集します

京都府最低賃金のお知ら
せ

要約筆記とは、聞こえが不
自由な方のために、話の内容
や会議の進行、講演の内容な
どを文字で表す筆記通訳のこ
とです。要約筆記を学び、技
能を習得して活動していただ
ける方を募集しています。
【無料・要申込】
●日程 12月9日、16日、
平成30年1月13日、20
日、27日、2月3日、10
日、17日(各土曜日、全8
回)
※予備日は3月3日(土)
●時間 いずれも午後1時〜
5時
●場所 園部公民館
●対象 市内在住、在勤、在
学の16歳以上で、要約筆
記活動に熱意や関心のある
方
●定員 40人
●申込方法 12月1日(金)ま
でに、電話でお申し込みく
ださい。
※申し込みが3人に満たな
かった場合は中止します。
社会福祉課
(0771)68-0007
ふない聴覚言語障害セン
ター
(0771)63-6448

京都府最低賃金(地域別最
低賃金)を、平成29年10月1
日から改正しています。
●適用対象 京都府内の事業
場で働く全ての労働者およ
びその使用者
●改正後金額 時間額856円
(25円引き上げ)
※特定の産業については、京
都府最低賃金より高い金額
で特定(産業別)最低賃金が
定められている場合があり
ます。
●注意事項 使用者が労働者
に最低賃金未満の賃金しか
支払っていない場合には、
使用者は労働者にその差額
を支払わなくてはなりませ
ん。最低賃金を支払わない
場合には、罰則(50万円以
下の罰金)が定められてい
ます。
●除外賃金 最低賃金には次
の賃金は算入されません。
①臨時に支払われる賃金
②1カ月を越える期間ごとに
支払われる賃金
③時間外、休日および深夜手当
④精・皆勤手当、通勤手当、
家族手当
●周知義務 使用者は、労働
者に最低賃金額、算入しな
い賃金および効力発生年月
日を、掲示するなどの方法
により、周知する必要があ
ります。
京都労働局賃金室
(075)241-3215

(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653
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歳末たすけあい募金助成
事業の申請について
年末年始に、住民同士のつ
ながりづくりを目的とした事
業を実施される団体に助成金
を交付します。本事業は、歳
末たすけあい募金を原資に実
施するものです。
●対象 市内の非営利団体
(ボランティア活動、市民
活動、当事者活動などを行
う団体)
●対象事業 12月1日〜平成
30年1月31日に実施され
る事業で、本事業の目的に
合う事業
●助成金額 1事業につき5
万円以内
●対象経費 会議費、事務
費、備品購入費、交通費、
その他事業実施に必要な経
費
※備品購入費については、活
動の発展に役立つかどうか
という観点から、必要性、
使用頻度などにより判断し
ます。
※人件費は対象外です。
※飲食費については、レクリ
エーションとして調理し、
交流する場合の材料につい
てのみ対象とし、それ以外
は対象となりません。
●申請方法 11月6日(月)ま
でに、申請書に必要書類を
添えて、問合せ先または各
支所市民生活課、社会福祉
協議会各事務所窓口に提出
してください。申請用紙は
各窓口に備え 付 け て い ま
す。
●審査方法 南丹市共同募金
委員会が申請書類とヒアリ
ングで審査します。
※審査日は別途連絡します。
●その他 助成決定後、助成
金をお支払いします。事業
終了後は、必ず報告書、決
算書を提出してください。
南丹市共同募金委員会事務
局
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南丹市社会福祉協議会地域
福祉課
(0771)72-3220
社会福祉課
(0771)68-0007

激励金助成事業の申請に
ついて
歳末たすけあい募金を原資
に、激励金助成事業を実施し
ます。該当される方は申請し
てください。
●助成対象者 南丹市に住民
票を有する在宅の方で、①
または②に該当される方
①身体障害者手帳1級、精神
障害者手帳1級、療育手帳
Aのいずれかをお持ちの方
②要介護5の方
※ただし、①②いずれも生活
保護世帯は除く
●助成額 激励金として１人
当たり5,000円を助成
※激励金については、民生児
童委員の方からお渡しいた
だきます。
●申請方法 10月31日(火)
までに、問合せ先または各
支所市民生活課、社会福祉
協議会各事務所窓口で申請
してください。電話でも受
け付けます。
南丹市共同募金委員会事務
局
南丹市社会福祉協議会地域
福祉課
(0771)72-3220
社会福祉課
(0771)68-0007

無承認・無許可の医薬品
に気を付けましょう
近年、健康食品が手軽に購
入できるようになりました。
しかし、健康食品の中には、
医薬品ではないのに、「病気
に効く」などと広告している
ものもあります。
これらの商品を「無承認・
無許可医薬品」と言い、安全
性が確認されていないため、
使用することは大変危険で
す。
また、海外から個人輸入し
た医薬品の使用による健康被
害も報告されています。何ら
かの問題が生じた場合には自
己責任となるため、個人輸入
にはリスクがあることを認識
し、購入や使用する際は十分
に検討してください。
万が一、体に異常が現れた
場合には、すぐに使用を中止
し、医師などの専門家に相談
してください。
南丹保健所
(0771)62-4754

国の教育ローンのご案内
高校、大学などへの入学
時、在学中にかかる費用を対
象とした公的な融資制度で
す。
お子さん1人につき350
万円以内を、固定金利(年
1.81%(平成29年8月31日現
在))で利用でき、在学期間内
は利息のみの返済とすること
ができます。
詳しくは、「国の教育ロー
ン」で検索するか、コールセ
ンター 0570-008656また
は (03)5321-8656にお問
い合わせください。
日本政策金融公庫西陣支店
国民生活事業融資第二課
(075)462-5121

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

和太鼓をたたく団員を募
集します
日本の伝統芸能に興味があ
る、太鼓をたたいてストレス
を発散させたい、久しぶりに
再開したいなど、年齢や経験
に関係なく楽しく太鼓をたた
いて活動する団員を募集しま
す。
●活動場所 五ヶ荘地域活性
化センター(旧五ヶ荘小学
校)
●申込方法 10月31日(火)
までに、電話でお申し込み
ください。
●その他 申し込み締め切り
後、練習日程 を 相 談 し ま
す。
住みよいむらづくり協議会
(0771)73-0605

労働保険の成立手続きは
お済みですか
労働保険とは、労働(通勤)
災害や失業などが発生した際
に、保険給付などを行うこと
により、労働者の福祉の増進
を図る制度です。
原則として、労働者を一人
でも雇用していれば事業主は
成立手続き(加入手続き)を行
わなければなりません。
ご相談は、最寄りの労働基
準監督署や公共職業安定所で
もお受けしています。
京都労働局労働保険徴収課
(075)241-3213

平成２９年度市政懇談会
の開催中止について
10月から市内12会場で市
政懇談会を行う予定をしてい
ましたが、そのうち半数が選
挙期間と重なることから、市
政懇談会の開催を中止するこ
ととしました。
ご理解賜りますようよろし
くお願いします。
情報政策課 (0771)68-0066
=メールアドレス

広報なんたん８・９月号に係る訂正とお詫び
平成29年9月8日発行の広報なんたん(Vol.84)について、次の
とおり誤りがありました。お詫びして訂正します。
＜17ページ下段＞
「ふ・れ・あ・い」の記事で、執筆を担当した人権政策課の文
字が消えていました。
＜21ページ下段右＞
「地域で楽しいひとときを過ごす」の記事で、本文中の開催日
に誤りがありました。
(誤) 8月6日
(正) 8月5日
※市ホームページでは修正後の記事を掲載しています。
情報政策課
(0771)68-0065

相談会
身体障害者巡回更生相談のお知らせ
日程
①11月7日
(火)
②11月30日
(木)

時間
午前10時〜
11時15分
午前10時〜
11時30分

場所
巡回医師
日吉はーとぴあ保
整形外科医
健センター
瑞穂保健福祉セン
耳鼻科医
ター(京丹波町)

●内容 補装具交付および修理に係る判定と医療相談【無料・要
申込】
●持ち物 身体障害者手帳、使用中の補装具、印鑑(支給申請が
必要な場合に使用)
●申込方法 日程①は10月31日(火)まで、日程②は11月22日
(水)までに、電話でお申し込みください。
社会福祉課
(0771)68-0007

年金の予約相談をご利用ください
日本年金機構では、全国の年金事務所で年金に関する相談の事
前予約を実施しています。年金請求の手続きや、受給している年
金についての相談にご利用ください。
※お客様のご都合に合わせて、相談内容にあったスタッフが事前
に準備の上、対応します。
●申込方法 予約相談希望日の1カ月前から前日までに、基礎年
金番号の分かる年金手帳や年金証書を準備の上、電話でお申し
込みください。
※申込状況によっては、ご希望に添えない場合があります。
ねんきんダイヤル
0570-05-1165

=ホームページアドレス

=郵便番号
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子育て支援
平成30年度市立保育所の利用申し込みについて
平成30年度において、南丹市立保育所の利用を希望される方
は、次のとおりお申し込みください。
●入所対象 市内在住で、父母などの保護者のいずれもが、家庭
で保育することが困難な場合にある子ども (転入予定の方も含
む)
※年度当初(4月)からの入所でない場合も、一斉受付期間に申請
してください。
●市立保育園の概要
保育所名
園部保育所

所在地
園部町木崎町

城南保育所

園部町城南町

八木中央保育所
(八木中央幼児学園長時部)
八木東保育所
(八木東幼児学園)

八木町西田
八木町北屋賀

日吉中央保育所

日吉町保野田

胡麻保育所
興風保育所

日吉町胡麻
日吉町田原

みやま保育所

美山町島

知井保育所

美山町中

入所対象児
1歳児〜5歳児
0歳児(満6カ月
児)、2歳児〜4歳児
1歳児〜5歳児
0歳児(満6カ月児)
〜5歳児
0歳児(満6カ月児)
〜5歳児
1歳児〜5歳児
1歳児〜5歳児
0歳児(満1歳児)
〜5歳児
1歳児〜5歳児

※入所対象児の年齢は、平成30年4月1日現在の年齢です。０歳
児については( )内の月年齢に達してからが対象になります。
※城南保育所の1歳児および5歳児については、平成30年度の新

平成30年度市立幼稚園の利用申し込みについて
平成30年度において、南丹市立幼稚園の利用を希望される方
は、次のとおりお申し込みください。
●入園対象 市内在住の3歳児から5歳児(平成24年4月2日〜平
成27年4月1日生まれ)の子ども(転入予定の方も含む)
●市立幼稚園の概要

幼稚園名
所在地
入園対象児
園部幼稚園
園部町小桜町 3歳児〜5歳児
八木中央幼稚園
八木町西田
3歳児〜5歳児
(八木中央幼児学園短時部)
※入園対象児の年齢は、平成30年4月1日現在の年齢です。
●申請書類など 支給認定申請書、幼稚園利用申込書
※利用案内および提出書類は、10月23日(月)から配布します。
各受付場所に備え付けるほか、市ホームページからもダウン
ロードできます。
●受付期間 11月1日(水)〜22日(水) ※土・日・祝日は除く
4
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規申し込みは受け付けませ
ん。
※興風保育所については、希
望者が少数の場合、第2希
望の保育所への入所となり
ます。
●申請書類など 支給認定申
請書、保育所利用申込書の
ほか、就労等証明書などの
必要な書類
※利用案内および申請書類
は、10月23日(月)から配
布します。各受付場所に備
え付けるほか、市ホーム
ページからもダウンロード
できます。
●受付期間 11月1日(水)〜
22日(水) ※土・日・祝
日は除く
●受付場所 各保育所、子育
て支援課および各支所市民
生活課
※開所および開庁時間内にお
越しください。
●利用料 市町村民税額を用
いて算定します。
子育て支援課
(0771)68-0017
※各市立保育所にもお問い合
わせいただけます。

●受付場所 各幼稚園、子育
て支援課および各支所市民
生活課
※開園、開庁時間内にお越し
ください。
●利用料 市町村民税額を用
いて算定します。
※八木中央幼稚園は、給食費
月額3,500円が別途必要で
す。
子育て支援課
(0771)68-0017
園部幼稚園
(0771)68-0083
八木中央幼児学園
(0771)42-5189

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

平成３０年度すこやか学
園入園申し込みについて
平成30年度において、幼
児の館「すこやか学園」の入
園を希望される方は、次のと
おりお申し込みください。
●施設名 幼児の館「すこや
か学園」
※すこやか学園とは、集団の
中での遊びの場を通じ、子
どもの心身の健全な発達を
助長し、また親同士が子育
てについて学び合い、親子
が触れ合い、育ち合うこと
を目的に、保育を必要とし
ない2歳児を対象に、保護
者同伴で利用いただく施設
です。
●所在地 園部町小桜町(園
部幼稚園内)
●定員 20人×2学級
●入園対象 市内在住の2歳
児とその保護者(転入予定
の方も含む)
※入園対象児の年齢は、平成
30年4月1日現在の年齢で
す。
●開設日 週2日(月、木曜
日クラスと火、金曜日クラ
ス)
※クラスは指定できません。
クラス編成は 園 で 行 い ま
す。
●開設時間 午前の2時間
●使用料 月額2,000円
●申請書類 入園申込書
※利用案内および入園申込書
は、10月23日(月)から配
布します。各受付場所に備
え付けるほか 、 市 ホ ー ム
ページからもダウンロード
できます。
●受付期間 11月1日(水)〜
22日(水)
※土・日・祝日は除く
●受付場所 園部幼稚園、子
育て支援課および各支所市
民生活課
※開園および開庁時間内にお
越しください。
※定員を超えて申し込みが
=メールアドレス

あった場合は、抽選で入園
者を決定します。
子育て支援課
(0771)68-0017
園部幼稚園
(0771)68-0083

子育て支援(催し)
子育てすこやかセンター
１１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。
※気象警報発令時は、事業を
中止する場合があります。
＜あげます・ください会＞
●日時 11月1日(水)
午前10時30分〜11時
※育児用品を持ち帰られる方
はマイバッグをご持参くだ
さい。
＜子育て広場１歳〜＞
●日時 11月7日(火) 午前
10時30分〜11時30分
●内容 「よし笛と歌を楽し
もう」
※「日本よし笛の会京都美山
教室」協力参加
＜子育て広場０歳〜＞
●日時 11月9日(木) 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 11月15日(水)
午前10時30分〜11時
＜子育て講座＞
●日時 11月17日(金) 午前
10時30分〜11時30分
●内容 都智華子講師による
誕生学「命のはじまり〜そ
して現在から未来へ」

=ホームページアドレス

=郵便番号

＜ベビーマッサージ＆ミニ講
座＞
●日時 11月28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 11月29日(水) 午前
10時30分〜11時30分
南丹市子育てすこやかセン
ター
(0771)68-0082

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
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新刊図書のご案内

催し

南丹市立図書館
「新刊図書」
のご案内

園部公民館ミニ展示会の
お知らせ

南丹市立図書館の新刊図書の一部を紹介します。
＜一般書＞
◆図書の修理とらの巻(書物の歴史と保存修復に関する研究会編)
◆自分でできる認知行動療法(浅岡雅子)◆江戸ビジュアル図鑑◆
産婆フジヤン(坂本フジヱ)◆警視庁生きものがかり(福原秀一郎)
◆惑星のきほん(室井恭子、水谷有宏)◆白内障・緑内障・黄斑変
性症を自力でぐんぐん治すコツがわかる本(高山東洋監修)◆わた
しの主人公はわたし(細川貂々)◆浜内千波調理の新常識(浜内千
波)◆すごい!セスキ掃除(石鹼百科監修)◆犬のほんとうの気持ち
(中西典子)◆森の巨人たち(草川啓三)◆シンプル・フォトレッス
ン(関根統)◆和のカラフル切り絵(ゆまあひmaki)◆なくなりそ
うな世界のことば(吉岡乾)◆阿久悠◆運命の恋をかなえるスタン
ダール(水野敬也)◆ゴースト(中島京子)◆国士(楡周平)◆ＧＩプ
リン(渡辺淳子)◆ランニング・ワイルド(堂場瞬一)◆むーさんの
自転車(ねじめ正一)◆緑の窓口(下村敦史)◆盤上の向日葵(柚月裕
子)◆弟は僕のヒーロー(ジャコモ・マッツァリオール)◆お迎え
に上がりました。(竹林七草)◆告白(三島由紀夫)◆移植医たち(谷
村志穂)◆君の知らない方程式(山本弘)◆人生の旅をゆく3(吉本
ばなな)
＜児童書＞
◆近づくな！襲撃危険生物のひみつ100◆泣けるいきもの図鑑
(今泉忠明監修)◆世界のくるま図鑑2500◆珍獣ドクターのドタ
バタ診察日記(田向健一)◆わたしの苦手なあの子(朝比奈蓉子)◆
キワさんのたまご(宇佐美牧子)◆涙倉の夢(柏葉幸子)◆かえたい
二人(令丈ヒロ子)
＜絵本＞
◆ロケット発射場の一日(いわた慎二郎)◆ようかいでんしゃ(ナ
カオマサトシ)◆地面の下をのぞいてみれば・・・(カレン・ラッ
チャナ・ケニー)◆天女かあさん(ペクヒナ)◆エンリケタ、えほ
んをつくる(リニエルス)◆にんぎょうのおいしゃさん(マーガ
レット・ワイズ・ブラウン)◆マンモスのみずあび(市川里美)◆
なんにもせんにん(唯野元弘)◆6この点(ジェン・ブライアント)
◆だいぶつさまのうんどうかい(苅田澄子)
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
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園部公民館1階ロビーでミ
ニ展示会を開催します。ご来
館の際はぜひご覧ください。
●出展団体 丹光会(写真)、
個人出展(絵画)
●出展期間 10月18日(水)
～31日(火)まで
※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

少林寺拳法京都北部大会
を開催します
南丹市以北の京都府内少林
寺拳法拳士が一堂に会して、
創始70周年記念の大会を南
丹市で開催します。一般の方
も参加できるプログラムもあ
りますので、ぜひお越しくだ
さい。
●日時 10月22日(日)
午後1時～4時
●場所 明治国際医療大学体
育館
●内容 弁論の部、演武の部
ほか
●参加プログラム 少林寺拳
法健康プログラム体験(武
道の体の動かし方を応用し
た健康体操)
●主催 少林寺拳法京都北部
ブロック
少林寺拳法園部スポーツ少
年団
090-3722-2083

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

環境ウオーキングの参加
者を募集します
澄みきった空気の中、さわ
やかな秋の季節を感じながら
身近な自然を再発見してみま
せんか。【無料・要申込】
●日時 10月22日(日)
午前9時30分～午後3時
※小雨決行
●集合場所 園部町船阪親水
公園駐車場(集合時間：午
前9時30分)
●コース 船阪親水公園→黒
田古墳→九品寺→摩気神社
●送迎 ＪＲ園部駅西口に集
合場所までの送迎用車両を
用意します。(出発時間：
午前9時10分)
●対象 元気に1人で10km
以上歩ける方
●持ち物 弁当、飲み物、敷
物、保険証の 写 し 、 タ オ
ル、帽子、雨具(雨天時)
※当日は歩きやすい服装と履
きなれた靴でお越しくださ
い。
●申込方法 10月19日(木)
までに、住所、氏名、生年
月日、性別、電話番号、集
合場所(船阪親水公園また
はＪＲ園部駅西口)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。
●主催 南丹市の環境を守り
育てる会
市民環境課
(0771)68-0005
(0771)63-0653
shimin@city.nantan.lg.jp
622-8651 南丹市園部町
小桜町47番地

丹波自然運動公園からお
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。
＜太極拳教室＞
●日時 10月27日(金)
=メールアドレス

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
＜ツリークライミング教室＞
【要申込】
●日時 11月3日(金・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
●定員 30人
●対象 小学生以上
●申込方法 11月2日(木)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。
●その他 空きがあれば当日
参加も可能です。
＜丹波公園まつり＞
●日時 11月3日(金・祝)
午前9時～午後3時頃
●場所 公園一帯
●内容 京都丹波ロードレー
ス、京都丹波ふるさと特産
展うまいもの市、菊花展、
ツリークライミング教室な
ど
＜京都フローラ野球教室＞
【要申込】
●日時 11月11日(土)
午後1時～3時
●場所 球技場
●内容 京都フローラ女子プ
ロ野球選手による野球指導
●参加費 300円
●定員 100人
●対象 中学生
●申込方法 11月4日(土)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 11月21日(火)

=ホームページアドレス

=郵便番号

午前9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 10月21日(土)
午前9時から受け付けを
開始します。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。
＜京都サンガF.Cサッカー教
室＞【要申込】
●日時 11月23日(木・祝)
午前10時～正午
●場所 陸上競技場
●内容 京都サンガF.Cサッ
カースクールの小学生サッ
カー指導
●対象 小学生
●定員 200人
●参加費 300円
●申込方法 11月16日(木)
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。
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
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健康ウオーキングの参加
者を募集します
日吉ダム周辺を歩きます。
ふるさとの秋を感じてみませ
んか。【要申込】
●日時 10月28日(土) 午前
9時15分～正午(受付：午
前9時) ※小雨決行
●集合場所 道の駅スプリン
グスひよし
●コース スプリングスひよ
し→日吉ダム西側の大向山
(標高357ｍ)周辺
●持ち物 水筒、汗拭きタオ
ル、帽子、雨具
●申込方法 10月25日(水)
午後５時までに、氏名、連
絡先を電話またはFAXでお
申し込みください。
※体調を十分チェックした
上でご参加ください。
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

まちなかハロウィンとそ
のべ軽トラ市を合同開催
まちなかハロウィンとその
べ軽トラ市を合同で開催しま
す。仮装してまちなか協力店
をめぐり、抽選会に参加しま
しょう。軽トラ市では秋の味
覚をお届けします。
●日時 10月28日(土)
・軽トラ市：午前11時～午
後4時
・ハロウィン：午後3時～6
時
●場所 まちなか協力店 軽
トラ市会場(京都銀行園部
支店西隣)
●ハロウィンへの参加方法
前売り券(500円)が必要で
す。新屋(10月17日(火)ま
たは24日(火)の午前11時
～午後8時)で購入してく
ださい。
※抽選会に必要な抽選券は、
8
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10月28日まで、園部商店
街の協力店をご利用の際に
進呈されます。
ハロウィン：CocoCan
cococan2013@gmail.com
軽トラ市：にぎわいコン
ソーシアム園部
(0771)63-2451

ひよし水の杜フェスタ
２０１７を開催します
日吉の特産物や食べ物の販
売、フリーマーケット、防災
フェア、ダム施設見学会など
のほか、ステージでの催しも
行います。
●日時 10月29日(日)
午前10時～午後3時
※雨天決行
●場所 スプリングスパーク
●ステージ かつみ♡さゆり
による漫才、殿田中学校吹
奏学部の演奏、日吉町内保
育所園児の太鼓演奏、園部
吹奏楽団による演奏、南丹
娘、Sweet&Bitter、ご当
地キャラPRなど
※天候や主催者の都合により
プログラムを変更・中止す
る場合があります。
ひよし水の杜フェスタ 2017
実行委員会事務局(日吉支
所地域推進課内)
(0771)68-0030

２０１７氷室の郷「収穫
まつり」を開催します
●日時 10月29(日)
午前10時～午後3時
●場所 氷室の郷
※雨天時はホールで開催
●内容
・イベント：収穫もちつき大
会(ふるまい餅)、和太鼓演
奏、チアダンス、八木中学
校吹奏楽部演奏、ハワイア
ンフラダンス、津軽三味線
演奏披露
・体験コーナー：新米の食味
分析体験(新米チェック希

望の方は玄米0.5合をご持
参ください。)、ジャンボ
かぼちゃ重さ当てクイズ、
コラボクイズ、しめ縄作り
体験(有料)、大型農業機械
展示、おもちゃかえっこバ
ザール
・美味しいコーナー：たこ焼
き、焼きそば、フランクフ
ルト、だんご、焼きいもな
ど
八木農村環境公園「氷室の
郷」(月曜休み)
(0771)43-1128

美山育成苑「第２６回苑
まつり」を開催します
●日時 10月29日(日)
午前10時15分～午後2時
●場所 美山育成苑体育館、
グラウンド
●内容
・イベント：和太鼓演奏(大
野地区小学生)、吹奏楽
演奏(亀岡市吹奏楽団)、
フォークソング(あぜみち)
・バザー：日用品バザー(正
午～)
・模擬店：しめじご飯、豚
汁、焼きそば、カレー、
キャベツ焼き、飲み物、フ
ルーツポンチ、手作りパ
ン、フランクフルト、利用
者の作品など
・展示：利用者の生活や行
事、作業風景の紹介と作品
展示
●後援 南丹市ほか
美山育成苑苑まつり実行委
員会
(0771)75-1561

視覚障害者社会教育指導
者研修会を開催します
京都府教育委員会では、視
覚に障がいのある方の心豊か
な生活に向けた学習活動や社
会参加の促進を図るため、研
修会を開催しています。障が
いと障がいのある方への正し

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

い理解と認識を深める機会で
もあります。ぜひご参加くだ
さい。【無料・要申込】
●日時 11月1日(水)
午前10時～午後3時
●場所 京丹波町立丹波ひか
り小学校(京丹波町曽根宮
ノ浦戸麦54)
●内容 生徒からの発表、お
茶についての講演や体験、
運動体験、情報交流など
●対象 意欲や興味のある方
ならどなたでも
●申込方法 10月25日(水)
までに電話でお申し込みく
ださい。
社会教育課
(0771)68-0057

美山ふるさと祭を開催し
ます
市民相互の交流と地域の活
性化を目的に開催します。
【入場無料】
●日時 11月3日(金・祝)
午前8時45分～午後3時
※雨天決行
●場所 市役所美山支所およ
び美山文化ホール周辺
●内容
①野外ステージ (午前10時
～午後2時) ：もくもくコ
ンクール表彰式、市民参加
ステージ
②テント販売(午前8時45分
～午後3時)：郷土食や特
産品、加工食品などの販売
とフリーマーケット
③お楽しみ福引大会抽選会：
午後2時～3時(受付：午前
9時～午後1時)
※お楽しみ福引大会に参加す
る場合は、この記事が掲載
された「お知 ら せ な ん た
ん」を総合案内テントにお
持ちください。福引券と交
換します。
④展示体験コーナー(午前8
時45分～午後3時)：ふれ
あいバザー、農林産物品評
会・即売会、献血、南丹・
=メールアドレス

京丹波木材まつり(もくも
くコンクール作品展、木工
教室)ほか
●主催 美山ふるさと祭実行
委員会
※都合によりプログラムを変
更する場合があります。
美山ふるさと祭実行委員会
事務局（美山支所地域推進
課内）
(0771)68-0040

紅葉に彩られた文化財を
巡るバスツアーと写真展
紅葉の美しい社寺をめぐ
り、写真を撮りながら南丹市
の文化財について身近に感じ
てみませんか。撮影された写
真の展示会も行います。写真
展にもお越しください。
【無料】
＜バスツアー＞
●日時 11月11日(土)
午後1時～4時(予定)
●集合場所・時間 市役所駐
車場、午後1時
●内容 西光寺(八木町)、摩
気神社(園部町)、龍穏寺
(園部町)をバスで巡り、境
内や本殿を拝観します。
※写真撮影可
●持ち物 飲み物、カメラ
●定員 20人(先着順)
※定員になり次第締め切りま
す。
●申込方法 事前に住所、氏
名、電話番号を、電話でお
申し込みください。
＜写真展＞
展示にご協力いただける方
は、ツアーで撮影した写真を
期間内にご提出ください。
●募集期間 11月12日(日)
～17日(金)
●提出方法 デジタルデータ
を社会教育課宛メールでご
提出ください。
※1人1枚に限ります。
●展示場所 園部公民館1階
ロビー
●展示期間 11月21日(火)

=ホームページアドレス

=郵便番号

～12月10日(日)
※11月23日(木・祝)、27日
(月)、12月4日(月)は休館
社会教育課
(0771)68-0057
be-syakai@city.nantan.
lg.jp

情報センター２５周年あり
がとう感謝祭を開催
南丹市情報センターと国際
交流会館の設立25周年を記
念して、利用者や市民の皆さ
んに感謝の気持ちを込めて、
記念感謝祭を開催します。
●日時 11月19日(日)
午前11時～午後8時
●場所 国際交流会館および
園部公園一帯
＜国際交流会館イベント＞
●時間 午前11時～午後4時
30分
●内容 なんたんテレビスタ
ジオ見学と生中継体験、な
んたにあんキッズカーニバ
ル(国際交流協会)、巨大迷
路、オープンスクールイベ
ント、各種サークルの体験
イベントなど
＜園部公園野外イベント＞
●時間 午後５時～８時
●内容 美しい紅葉の幻想的
なライトアップをお楽しみ
ください。なお、11月12
日(日)～19日(日)の1週間
はライトアップをお楽しみ
いただけます。
南丹市情報センター
(0771)63-1777
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第４３回南丹市園部町文化祭を開催します
毎年恒例の園部町文化祭を今年も開催します。新たに体験コーナーを開設します。お誘い合わせの
上、ぜひご来場ください。【無料・申込不要】
＜お茶席＞
●日時 11月4日(土) 午前11時～午後2時 ●場所 園部公民館1階ロビー
●費用 200円(お菓子付き)
＜出展の部＞
●時間 いずれも午前9時～午後5時 ※各会期の最終日は午後4時30分まで
●場所 園部公民館
●日時・出展団体
日時

第1会期
11月4日(土)～5日
(日)

出展団体
嵯峨御流淇水会、嵯峨御流松月会、池坊華月会、池坊清々会、花すみれ、
華泉会、秋霜会、ほととぎすの会、丹光会、園部写友会、撮朗会、童画
サークル、園部町絵手紙サークル、城南町いきいきサロンあじさい会、い
きいきサロン「はな」、こぶし会、聖家族幼稚園、園部幼稚園、園部保育
所、城南保育所、丹波支援学校、園部共同作業所、個人出展 ほか

第2会期
11月11日(土)～12日
(日)

面友会、園部短歌会、うたがき短歌会、如月短歌会、あらくさ短歌会、淇
光句会、園部白朱会、すぎなの会、土筆会、墨寿会、硯友会、どんぐり、
個人出展 ほか

＜出演の部＞
●場所 国際交流会館コスモホール ※19日(日)は園部公民館
●日時・出演団体 ※時間は、進行状況により前後する場合があります。
日時

11月4日(土)
午前10時30分～午後
6時
11月5日(日)
午前10時～午後5時
11月12日(日)
午後5時～7時
11月18日(土)
午後1時30分～3時30分
11月19日(日)
午後1時～5時

出演団体(出演順)
美山民謡会による記念演奏、新舞会、日舞川勝流えりや会、らべんだ～ず
オカリナアンサンブル、河鹿合唱団、響弦会、チャーミーママ、神心流尚
道館園部支部園部町文化協会部、クレージーモンキーズ、HOPE dance
circle、富本クラブBEAT BOX、園部吹奏楽団(幕間出演)
響弦会、五十鈴会、童謡・唱歌ひまわり、園部民謡クラブ、雅美流雅美
会、園部マジック同好会、御幸会、劇団3人、園部吹奏楽団(幕間出演)
カラオケサークル「公孫樹」
南丹ゴールデンエイジ混声合唱団「まゆみ」
丹波史談会(研究発表)
※19日のみ会場は園部公民館3階大研修室となります。

＜体験コーナー＞
●場所 園部公民館
●日時・参加団体
日時

11月11日(土)
午後2時～3時15分
11月12日(日)
午後1時～3時
11月18日(土)、25日
(土) 午後6時～8時

参加団体(内容)

自彊術同好会(健康体操)
●服装 動きやすい服装、5本指靴下(お持ちであれば)
●準備物 バスタオル
と金の詩(女性限定 はじめての将棋教室)
●対象 女性のみ
Hope dance circle(ストリートダンス、ダブルダッチ)
●服装 上靴、動きやすい服装
●準備物 着替え、タオル、水分、縄跳び(お持ちであれば)

●主催 園部町文化協会、南丹市教育委員会
園部町文化協会事務局(園部公民館内)
(0771)63-5820(月曜・祝日休館)
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=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

ステップアップ・ワード講
座の受講者を募集します

622-0004 南丹市園部町
小桜町62-1

「ワード(Microsoft
word)」を学ぶパソコン講座
を実施します。ボランティア
講師からゆっくりと習いま
す。【要申込】
●日時 11月11日、25日、
12月2日(各土曜日・全3
回) 午後1時～4時
●場所 国際交流会館2階情
報研修室
●内容 ワードで もらって
嬉しい年賀状(裏表)、アイ
デア満載のチラシ、クーポ
ンづくり
●受講資格 市内在住で、
ワードのステップアップを
目指したい方(入力程度の
能力は必要)
●定員 10人(先着順)
※受講者には受講証を送付し
ます。
●受講料 3,000円
※南丹市インターネットをご
利用の方は500円で受講で
きます。
●テキスト料 1,404円
※「FOM出版ワード2013
チャレンジ編」を使用しま
すので、テキストを持参さ
れる場合は、テキスト料は
不要です。申し込み時にそ
の旨をお伝えください。
※受講料およびテキスト料は
初回時にお支 払 い く だ さ
い。
●申込方法 10月31日(火)
必着で、郵便はがきに「ス
テップアップ・ワード講座
受講希望」と 記 載 し 、 住
所、氏名、年齢、電話番号
を記入の上、お申し込みく
ださい。
●共催 公益財団法人南丹市
情報センター、さくらPC
クラブ
南丹市情報センター「ス
テップアップ・ワード講
座」募集係
(0771)63-1777 (月曜休館)

南丹将棋教室参加者を募
集します

=メールアドレス

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 11月18日(土)
※11月12日(日)は園部町文
化祭の一環として女性限定
の将棋コーナーを設けま
す。26日(日)はプロ棋士
を招いて「南丹将棋フォー
ラム」を開催します。
●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
項をご記入の上、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
ずご記入ください。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

=ホームページアドレス

=郵便番号

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
622-0014 南丹市園部町
上本町2-22

ご長寿運動教室の参加者
を募集します
加齢に伴う体力や筋力の低
下を防ぎ、自活した生活を続
けたい方のために、運動教室
を実施します。
【無料・要申込】
●期間 12月上旬～3月中旬
(全13回)
●時間 午後2時～３時頃
●場所・曜日 園部・日吉・
美山の各保健福祉センター
および八木公民館
※園部会場(火曜日)、八木会
場(木曜日)、日吉会場(水
曜日)、美山会場(金曜日)
●内容 健康運動指導士、3
Ｂ体操講師による椅子に
座った体操
●対象 南丹市在住の75歳
以上の方で、椅子に座って
1時間体操ができる方。な
るべく全回通して参加でき
る方。
※通所型の介護保険サービス
をご利用の方は対象外
※管理中の疾患がある方は医
師の指示を得てください。
●定員 25人(申込多数の場
合は抽選)
●申込方法 11月10日(金)
までに、氏名、生年月日、
年齢、住所、電話番号、治
療・管理中の疾患、医師
の指示の有無、送迎の有
無(交通手段のない方が優
先)、最寄りのバス停を電
話でお申し込みください。
申込者には後日詳細を案内
します。
≪裏面につづく≫
第282号
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※必ず全ての項目についてお
知らせください。
※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

国際青少年研修協会から
のお知らせ
＜沖縄アドベンチャースクー
ル＞
沖縄諸島を舞台にさまざま
な自然体験をするプログラム
です。【要申込】
●日程 12月24日(日)～28
日(木) ※4泊5日
●場所 沖縄県ナガンヌ島、
南城市
●内容 無人島体験(1泊)、
イノー体験(潮だまり遊
び)、海遊び、星空観察、
ビーチコーミングなど
●対象 小学3年生～中学3
年生
●参加費 6万円と別途旅費
(小学生で関西空港出発の
場合の旅費：6万6千円)
※中学生料金やその他の出発
地はお問い合 わ せ く だ さ
い。
●定員 25人(先着順)
※最少催行人員10人
公益財団法人国際青少年研
修協会
(03)6417-9721
info@kskk.or.jp
http://www.kskk.or.jp
141-0031 東京都品川区
西五反田7-15-4 第三花
田ビル4階

12

平成29年
（2017年）10月13日発行

八木・日吉・美山地域情報

日吉地域情報

ケーブルテレビ設備更新
工事の実施について

日吉町文化祭を開催しま
す

八木・日吉・美山地区の
ケーブルテレビ(CATV)加入
者様宅に設置しているCATV
設備(V-ONU)が更新時期を
迎えていることから、交換工
事を実施します。
加入者様へ郵送で工事の案
内をお送りし、工事日の調整
の連絡を順次させていただき
ます。工事日の調整について
は、工事施工業者から直接、
電話連絡をさせていただきま
すので、ご理解とご協力をお
願いします。
●工事実施時期 10月〜平
成30年3月
●工事施工業者 ㈱かんでん
エンジニアリング
(075)205-5211
※V-ONUは、光ケーブルの
光信号を、テレビの映像用
電気信号へ変換するための
機器です。本機器と付属の
電源アダプターを更新しま
す
※工事は主に屋外ですが、電
源アダプターが宅内に設置
されている場合は、宅内で
の交換作業が発生します。
※今回の交換工事に際して、
機器代金や工事料金をいた
だくことはありません。
※工事は工事期間中、順番に
実施します。同じ地区でも
実施時期が異なる場合があ
ります。
情報政策課
(0771)68-0066

お誘い合わせの上、お気軽
にお越しください。
＜展示の部＞
●日時 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
●場所 スプリングスひよ
し、体育館
※日吉町内各地域から送迎バ
スを運行します。時刻表な
どについては別途開催チラ
シで案内します。
●内容 書道、絵画、写真、
陶芸、手芸、草木染、児
童・生徒の作品展示(保育
所〜中学校)など
※喫茶コーナーも設けていま
す。
＜ステージ発表の部＞
●日時 11月5日(日)
正午〜午後5時(予定)
●場所 日吉町生涯学習セン
ターホール
●内容 大正琴、舞踊、コー
ラス、オカリナ、篠笛、
琴、バレエなど
※お茶席もあります。
日吉町文化交流協会事務局
(日吉町生涯学習センター
内)
(0771)72-3300

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

ショートテニス・ファミリー
バドミントンを楽しむ会
●日時 11月12日(日) 午後
7時30分〜(受付：午後7
時)
●場所 日吉ユースホール
●対象 日吉町在住、在勤、
在学の方。または、ひよし
総合スポーツクラブ員で中
学生以上の方。
●持ち物 体育館シューズ
●チーム編成
・ショートテニス：2人1
チーム(個人参加も可)
・ファミリーバドミントン：
3人1チーム(個人参加も
可)
※競技規則はショートテニ
ス・ファミリーバドミント
ンのルールに準じますが、
一部変更もあります。
●申込方法 11月5日(日)午
後5時までに、氏名、連絡
先を電話またはFAXでお申
し込みください。
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
「美山町文化祭」
を開催し
ます
お誘い合わせの上、ぜひお
越しください。
●日時 10月21日(土)
舞台：午後1時〜
展示：午前10時〜
●場所 美山文化ホール大
ホール(舞台)、ギャラリー
(展示)
●舞台内容 よし笛、コーラ
ス、民謡、詩吟、大正琴、
オカリナ、フォークソング
などを予定
●展示内容 書道、水彩画、
俳句、押花、能面、キルト
=メールアドレス

作品などを予定
●主催 美山町文化協会
社会教育課美山担当
(0771)68-0044

１０月は骨 髄 バンク推
進月間です
白血病など命の危険に関
わる血液の難病の患者さん
は、骨髄移植および末梢血
幹細胞移植により治ること
が期待できます。これらの
移植は、患者さんの血液
と同じ血液のタイプ(白血
球の型＝HLA型)を持つ方
が、骨髄などを提供してく
ださることにより行われま
す。
しかし、患者さんの家
族の方以外で血液のタイ
プ(HLA型)が一致する確率
は、数百人から数万人に一
人と非常に少ないため、移
植を受けられずに病状が悪
化したり、亡くなってしま
う患者さんは少なくありま
せん。
(公財)骨髄バンクでは、
骨髄などの提供に協力いた
だける方の登録をすること
ができます。一 人でも多
くの方が骨髄等提供希望者
として登録してもらえれ
ば、多くの患者さんの命が
救われます。骨髄などの提
供への協力に理解をお願い
します。

=ホームページアドレス

政府広報より

=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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◇南丹市情報センター
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【発行】南丹市情報政策課
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第１７回

胡麻郷小学校
運動会

火

園部小学校
運動会

週報ほか

数学28-②

殿田小学校
運動会

月

14

★もぎたてニュース

ウェンズデー

★ 美山小学校

京都あかでみー
第１７回

月

JAトピックス

京都あかでみー
京都あかでみー
大住
第１７回
第１８回
飯民
30
市民の情報ひろば
市民の情報ひろば
発説
電明
00
ウェン
ウェン
所会
もぎたてウェンズデー
もぎたてサタデー
もぎたてサタデー
ズデー
ズデー
30

日

★ふくしの森

★もぎたてニュース

サタデー

胡麻郷小学校
運動会

ＪＡトピックス

00

★もぎたてニュース

運動会

協働スイッチＯＮ！

土

第18回

★胡麻郷小学校

00

00

ウェンズデー

殿田小学校
運動会

金

ＪＡトピックス

★もぎたてニュース

協働スイッチＯＮ！

火

★京都あかでみー

第17回

殿田小学校
運動会

30

30

★京都あかでみー

月

ＪＡトピックス
サタデー

00

水

協働スイッチＯＮ！

00 もぎたてニュース

00

18

16

30

30

初回放送

国語27-③

園部小学校
運動会

園部第二小学校
運動会

ウェンズ
火

水

木

金

土

日

月

火

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。

