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お知らせ
蔵書点検に伴う休館のお
知らせ
南丹市立図書館では、蔵書
点検のため、次の期間図書
館・室を休館します。ご不便
をお掛けしますが、ご理解い
ただきますようお願いしま
す。
●対象館 中央図書館、美山
図書室
※八木図書室および日吉図書
室は通常通り開館します。
●期間 2月19日(月)〜23
日(金)
※返却ポストは、休館中もご
利用いただけます。
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

【総合問合せ窓口】

京都丹波農業応援隊関係
事業等説明会を開催
●日時 2月8日(木)
午後1時30分〜3時30分
●場所 京都府園部総合庁舎
新館ABC
●内容 生産拡大や6次化、
流通販路拡大などを応援す
る補助事業などについての
説明および個別相談
●対象 亀岡市、南丹市、京
丹波町に在住の農業者
●申込方法 2月7日(水)ま
でに、在住の市町名、氏
名、電話番号、参加人数
を、電話、FAX、Eメール
のいずれかでお申し込みく
ださい。
南丹農業改良普及センター
(0771)62-0665
(0771)63-1864
nanshin-no-nantan-nokai@
pref.kyoto.lg.jp

就職支援セミナーと個別
相談会を開催します
専門のキャリアカウンセ
ラーによる就職支援セミナー
と個別相談会を開催します。
【無料】
＜就職支援セミナー＞
●日時 2月17日(土)
午前10時〜正午
●場所 日吉興風交流セン
ター
●内容 就職活動の進め方、
応募書類の作成方法、面接
アドバイス、自己ＰＲ方法
など
(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

●定員 10人
＜個別相談会＞
●日時 2月17日(土)
午後1時〜5時
●場所 日吉興風交流セン
ター
●内容 就職活動に関する相
談や悩みに対するアドバイ
スなど
●定員 4人
●申込方法 2月9日(金)ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。
人権政策課
(0771)68-0015

京都マラソンノーマイカー
デーにご協力ください
京都市では2月18日(日)
に、京都マラソン2018を開
催します。
大会当日は、大規模な渋滞
が予想されます。緊急車両、
路線バスの運行確保と、交通
渋滞の発生を防ぐため、自動
車の使用をお控えください。
※自転車、歩行者のコース横
断も規制されます。路線バ
スの経路変更などにもご注
意ください。
●日程 2月18日(日)
●時間
・午前8時55分：車いす競技
スタート
・午前9時：マラソン・ペア
駅伝スタート
※午後3時終了予定
京都市市民スポーツ振興室
(075)366-0314

info@city.nantan.lg.jp
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パブリックコメントを募集します
＜南丹市障害者計画及び第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画(中間案)＞
南丹市では、障がいのある人もない人も共に安心して暮らせる地域共生社会の町を実現するため、
「南丹市障害者計画及び第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画」の策定作業を進めています。
市民の皆さんへ計画中間案をお示しして、ご意見・ご提言を募集します。
●公開場所・提出様式 社会福祉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。
●募集期限 2月9日(金) ※必着
●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：社会福祉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 社会福祉課宛て
・FAX：(0771)68-1166 社会福祉課宛て
・Eメール：s-fukushi@city.nantan.lg.jp
社会福祉課
(0771)68-0007
＜南丹市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画(素案)＞
高齢者が住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らせる町づくりを目指し、市民・事業者・行政
が協働して高齢者福祉の充実に取り組むため、「南丹市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画」
(素案)を作成しました。
市民の皆さんへ計画(素案)をお示しして、ご意見・ご提言を募集します。
●公開場所・提出様式 高齢福祉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。
●募集期限 2月9日(金) ※必着
●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：高齢福祉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 高齢福祉課宛て
・FAX：(0771)68-1166 高齢福祉課宛て
・Eメール：k-fukushi@city.nantan.lg.jp
高齢福祉課
(0771)68-0006
＜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
市税の納税義務を有する方
●注意事項 提出されるご意見は日本語でお願いします。用紙は指定様式でご提出ください。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、住所・氏名・連絡先(法人
その他団体などは名称・所在地・連絡先)は必ずご記入ください。記入がない場合はお受けできま
せん。電話によるご意見はお受けできません。
●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。
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=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

２月１１日は南丹市議会議員一般選挙の投票日です
南丹市議会議員一般選挙を2月11日(日)に執行します。投票できる方は、日本国民であり平成12
年2月12日以前に生まれた方(満18歳以上)で、南丹市の区域内に引き続き3カ月以上住所を有する方
(平成29年11月3日以前に住民登録された方)です(公職選挙法で定める選挙権の欠格事項に該当する
方を除く)。投票時間は午前7時から午後8時まで(一部、閉鎖時刻を繰り上げます)、各地域の投票所
は次ページの投票所一覧のとおりです。
●期日前投票について
仕事、旅行、病気、出産などのため、投票日の当日、投票所に行けないと見込まれる方のために、
投票日の前でも次の場所、期間中に投票ができます。
期日前投票期間

投票できる場所
市役所本庁、市役所八木支所、市役所日吉支所、
2月5日(月)〜10日(土)※6日間
市役所美山支所
※期日前投票時間は、いずれも午前8時30分から午後8時までです。お住まいの地域に関係なく、い
ずれの期日前投票所でも投票できます。
●不在者投票について
仕事や旅行などで、選挙期間中、南丹市以外の市区町村に滞在している方は、南丹市選挙管理委員
会に、直接または郵便などで投票用紙など必要な書類を事前に請求していただくと、滞在先の市区町
村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、京都府選挙管理委員会が指定する病院や施設に
入院・入所している方は、その施設内で不在者投票ができます。
※投票期間は、期日前投票と同じく、2月5日(月)〜10日(土)です。(ただし、滞在先の市区町村が選
挙期間中でない場合は、2月9日(金)の通常の閉庁時間まで)
●郵便による不在者投票について
身体障害者手帳などをお持ちで一定の障がいのある方は、郵便を利用して在宅で投票できる「郵便
等による不在者投票制度」が利用できます。この制度を利用するには、事前に手続きをして「郵便等
投票証明書」の交付を受けていただく必要があります。
すでに「郵便等投票証明書」をお持ちの方は、証明書の有効期限が切れていないか確認をお願いし
ます。有効期限が終了していたら申請をお願いします。
※郵便等投票ができる方
障がい等の区分

障がい等の程度
両下肢、体幹、移動機能
1級または2級
身体障害者
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級または3級
免疫、肝臓
1級から3級まで
特別項症から第2項症まで
両下肢、体幹
戦傷病者
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小
特別項症から第3項症まで
腸、肝臓
介護保険の被保険者
要介護状態
要介護5
また、郵便などによる不在者投票をすることができる方で、次に該当する方は、あらかじめ南丹市
選挙管理委員会に届け出た人による代理記載ができます。
障がい等の区分
身体障害者
戦傷病者

=メールアドレス

上肢または視覚
上肢または視覚

=ホームページアドレス

=郵便番号

障がい等の程度
１級
特別項症から第2項症まで

第289号
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●投票所一覧
投票所は、後日選挙管理委員会が郵送する入場券に表示してありますので、ご確認ください。
【園部地域】
投票区
第1区
第2区
第3区
第4区
第5区
第6区
第7区
第8区
第9区
第10区
第11区
第12区
第13区
第14区
第15区
第16区

投票所
南丹市園部公民館
小桜町公民館
＜専＞京都建築大学校
新町区公民館
南丹市立園部中学校
南丹市園部スポーツセンター
新堂区公民館
(旧)南丹市立川辺小学校
南丹市園部仁江文化センター
竹井公民館
(旧)南丹市立摩気小学校
口人区公民館
(旧)南丹市立西本梅小学校
天引区公民館
大河内公民館
若森区公民館

投票区の区域など
宮町、上本町、本町、若松町、美園町、上木崎町、河原町
小桜町、城南町
小山西町、栄町
新町、小山東町
横田、黒田、京都太陽の園、こひつじの苑
木崎町、内林町、瓜生野、千妻、曽我谷、長生園
新堂、熊崎
船岡、高屋、大戸、熊原、佐切、越方
仁江、船阪
竹井
大西、宍人
半田、口人、口司
埴生、南八田、あけぼの学園
天引
法京、大河内
殿谷、南大谷、若森

【八木地域】
投票区
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投票所

第17区

南丹市役所八木支所

第18区

南丹市八木防災センター

第19区
第20区
第21区
第22区
第23区
第24区
第25区
第26区
第27区
第28区
第29区
第30区

南丹市立八木西小学校
青戸公民館
西田公民館
南丹市八木東部文化センター
氷所コミュニティセンター
日置会議所
北広瀬区公民館
南丹市八木北地区自治振興会館
山室ふれあいセンター
野条公民館
南丹市八木西地区自治振興会館
室河原公民館

第31区

南広瀬公民館

第32区

南丹市八木神吉地区自治振興会
館
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投票区の区域など
本町1丁目、栄町1丁目・2丁目、垣内、京都中部総合
医療センター
本町2丁目・3丁目・4丁目・5丁目・6丁目、栄町3丁
目
本郷東、本郷西、本郷南、本郷北
青戸、屋賀上
西田、井ノ尻、ヴィラ多国山
観音寺、屋賀、北屋賀
氷所
日置
刑部、北広瀬
船枝、室橋、諸畑、ラポール八木
山室
野条、池上
鳥羽、玉ノ井、八木嶋の一部(新町、片原、町田)
美里、室河原、木原、池ノ内
大薮、折戸、南広瀬、柴山、八木嶋(第29区に属する
区域を除く)、あけぼの学園
神吉上、神吉下、神吉和田

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

【日吉地域】
投票区
第33区
第34区
第35区
第36区
第37区
第38区
第39区
第40区
第41区
第42区
第43区
第44区
第45区
第46区
第47区

投票所
南丹市日吉胡麻基幹集落センター
上胡麻区会議所
東胡麻区会議所
畑郷区会議所
南丹市日吉はーとぴあ
志和賀区会議所
佐々江生活改善センター
四ツ谷生活改善センター
南丹市日吉興風交流センター
新シ会議所
片野生活改善センター
南丹市殿田活力倍増センター
木住集会所
生畑生活改善センター
中世木公民館

投票区の区域など
西胡麻、上胡麻広野
上胡麻(広野を除く)
東胡麻、はぎの里
畑郷
保野田、殿田尾崎および尾崎旭山飛び地、東雲
志和賀
佐々江
四ツ谷
興風、彰徳
和田、新シ
片野、片野団地
殿田(第37区に属する区域を除く)
木住
生畑
中世木

【美山地域】
投票区
第48区
第49区
第50区
第51区
第52区
第53区
第54区
第55区
第56区
第57区
第58区
第59区
第60区
第61区
第62区
第63区
第64区
第65区
第66区
第67区
第68区

投票所
北集落センター
知井振興センター
知見公民館
江和集落センター
田歌集落センター
芦生公民館
佐々里公民館
内久保公民館
南丹市美山保健福祉センター
下平屋集落センター
板橋公民館
宮脇公民館
南丹市役所美山支所
高野公民館
南丹市林業者等健康管理センター
豊郷公民館
盛郷公民館
福居公民館
大野地域総合サービスセンター
岩江戸担い手センター
小渕集落農事集会所

南丹市選挙管理委員会事務局

=メールアドレス

投票区の区域など
南、北
中、河内谷、下
知見
江和
田歌
芦生
白石、佐々里
荒倉、大内、内久保
上平屋、安掛、野添、長尾、深見
又林、下平屋
原、板橋
宮脇、下吉田
島、長谷、上司、和泉、静原
高野
鶴ケ岡
豊郷
盛郷
福居
萱野、大野
三埜
肱谷、小渕、樫原、向山、音海

備考
午後7時に閉鎖
午後7時に閉鎖
午後6時に閉鎖
午後6時に閉鎖
午後6時に閉鎖
午後6時に閉鎖
午後6時に閉鎖

午後7時に閉鎖
午後6時に閉鎖
午後7時に閉鎖
午後6時に閉鎖
午後7時に閉鎖

(0771)68-0002

=ホームページアドレス

=郵便番号

第289号
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京都府社寺等文化資料保全補助金について
貴重な文化資料を後世に残すため、緊急に保全が必要でかつ保全に要する経費の負担が困難な所有
者に対し、補助金を交付します。
●補助額 いずれも事業費の2分の1以内とし、それぞれに定める限度額を上限とします。
●事業種別・補助限度額など
＜１. 文化資料保存施設および設備の整備事業＞
事業種別
収蔵庫の設置
防災防犯設備の整備または
保存施設の修理
＜２. 文化資料の補修事業＞
事業種別

限度額
150万円
100万円
限度額

美術工芸品の補修
建造物の修理

80万円
200万円

＜３. 民俗文化資料の保全事業＞
事業種別
有形の民俗文化資料の保全

摘要
価値の高い美術工芸品を保存する収蔵庫の新設
既存の収蔵庫、土蔵などの修理ならびに防災・防犯設備
の設置、修理など
摘要
学術・芸術上価値が高いと認められる美術工芸品の補修
(仏像・神像は室町時代以前、絵画は明治時代以前のも
の)
価値が高いと認められる建造物(江戸時代以前)の修理
で、建立当時の工法、仕様、材料などについて現状維持
できるもの

摘要
住民生活の推移を知る上で貴重な資料となるもの
地域の住民生活の中で伝承されている民俗芸能、伝統行
無形の民俗文化資料の保全
30万円
事で価値があると認められるもの
無形の民俗文化資料の映像
文書、写真、映像などの記録を作成し、その芸能行事の
100万円
などの記録整備
所作や工芸技術の工程などを忠実に記録するもの
＜４. 遺跡・名勝・天然記念物の保全事業＞
事業種別
遺跡・名勝・天然記念物の
保全事業
＜５.その他＞
事業種別

限度額
100万円

限度額

20万円
限度額
20万円

摘要

市町村が指定もしくは登録したものに限る
摘要

その他
上記1〜4以外のもの
＜共通事項＞
●対象外 次の①または②に該当する場合は対象外です。
①国の指定文化財や府の指定・登録文化財(いずれも民俗文化財を除く)
②個人所有物件や既に事業の着手および完了したもの。
●事前審査 事前に事業計画書(添付書類として、見積書、仕様書(修理設計書)、現況写真、図面(保
存施設および建造物の修理の場合に限る))の提出が必要です。
※事業計画書の提出をもって、補助金の交付が確定するものではありません。
●様式の入手方法 事業計画書の様式は、南丹市教育委員会ホームページから入手してください。社
会教育課にも備え付けています。
●申込方法 3月20日(火)までに、社会教育課へ事業計画書と添付書類一式を2部提出してください。
●その他 補助事業の活用をお考えの場合は、事前にお問い合わせください。
社会教育課
(0771)68-0057
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=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

所得税確定申告相談会および市府民税申告のご案内
平成30年1月1日に市内在住で、「給与所得」「雑所得(公的年金等)」などの所得がある方を対象
に、所得税確定申告相談会を開催します。また、併せて市府民税申告の相談･受け付けを行います。
＜所得税確定申告相談会について＞
●期間 2月16日(金)〜3月15日(木) ※土・日曜日を除く
●時間 午前9時〜午後4時30分
※正午〜午後１時を除く。最終日は午後3時30分まで。受け付けは終了時間の30分前までです。混
雑の状況により、早く受け付けを終了する場合があります。
●場所 ・園部：市役所本庁1号庁舎3階防災会議室 ・八木：市役所八木支所1階市民ルーム
・日吉：市役所日吉支所2階申告会場 ・美山：美山文化ホール2階第1会議室
●申告相談が受けられないもの(園部税務署で申告してください)
青色申告、分離課税申告(土地建物や株式等の譲渡所得、配当所得、山林所得)、住宅借入金等特別
控除の１年目の手続き、準確定申告(納税者が死亡した場合の手続き)
＜市･府民税の申告について＞
●申告が必要な方(前年中に所得がある方は申告が必要です)
・営業・農業・不動産・利子・配当・雑(公的年金以外)などの所得のある方
・給与所得があり、次のア〜オに該当する方
ア．勤務先から市に給与支払報告書の提出がない方
イ．前年に中途退職し、再就職していない方
ウ．給与以外の所得がある方
エ．雑損控除や医療費控除などを受けようとする方
オ．年末調整で申告できていない扶養・各種控除を受けようとする方
・公的年金受給者で、次のアまたはイに該当する方
ア．公的年金以外の所得がある方
イ．生命保険料・地震保険料・雑損・医療費などの各種控除、扶養の追加などをしようとする方
・非上場株式の配当所得がある方
●申告が不要な方(上記に該当されても下記の場合は申告不要です)
・所得税の確定申告をされた方
・給与所得のみで勤務先から市に給与支払報告を提出されている方
・年金・恩給などの公的年金所得のみの方(ただし、市府民税において各種控除を受ける場合は申告
が必要です)
・前年の所得が次の算式で求めた額以下の方
28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円
※控除対象配偶者および扶養親族のない方は28万円
●所得がない旨の申告 前年所得がない方や非課税年金(障害・遺族年金など)のみの方でも、税務証
明の発行や所得判定が必要な行政サービスを受けるために必要な場合は、所得がない旨の申告をし
てください。
①国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険に加入している方、②福祉、公営住宅、教育関係な
どの制度で所得の申告が必要な方、③所得・(非)課税証明書が必要な方など
＜申告に必要なもの＞
・前年中の収入・所得がわかるもの(源泉徴収票、支払調書、収支内訳書など)
・所得控除に必要な証明書(南丹市以外の国民健康保険・社会保険料、国民年金、生命保険料、地震
保険料など)
・障害者控除を受ける人は、障害者・療育手帳、障害者控除対象者認定書など
・医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書(領収書の添付不要)
・寄附金控除を受ける人は、団体が発行した領収書など
・印鑑
・個人番号カードまたは通知カード
・運転免許証などの本人確認書類
・所得税の還付を受けられる方は、還付受取口座(本人名義)のわかるもの
税務課
(0771)68-0004
各支所地域推進課
八木(0771)68-0020 日吉(0771)68-0030 美山(0771)68-0040
=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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高校生給付型奨学金の申
請を受け付けます
高校生給付型奨学金(第1
次)の申請を受け付けます。
●対象 市内在住で、次の①
〜③全てに該当する方
①平成29年度市民税(平成
28年中の所得に係る市民
税)が非課税の世帯に属す
る方
②母子(父子)世帯(ただし、
20歳以上65歳未満の同居
者がいない家庭)、児童世
帯、障がい者世帯、長期療
養者世帯などに該当する世
帯の方
③高等学校(高等専門学校な
どを含む)に在学中(新入学
を含む)の方
※同居している方の状況に
よっては対象とならない場
合があります。
※他の奨学金制度などを受け
ている方は、支給調整をす
ることがあります。
●必要書類 申請書、同意
書2種類(返還・併給調整
および在学確認用)、申請
者と同居する 世 帯 員 全 員
分(被扶養者を除く)の平成
29年度課税証明書、支援
金利用予定書、その他(事
実が確認できる書類の写し
など)
※税務課窓口で申し出いただ
くことにより課税証明書の
取得手数料は 免 除 さ れ ま
す。
●申請方法 2月1日(木)〜2
月28日(水)の間に、京都
府南丹保健所、社会福祉課
および各支所市民生活課に
備え付けの申請書類に必要
事項を記入の上、ご提出く
ださい。
南丹保健所福祉室
(0771)62-0363
社会福祉課
(0771)68-0007
各支所市民生活課
八木(0771)68-0022
8
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日吉(0771)68-0032
美山(0771)68-0041

国民健康保険高額療養費
支給のお知らせ
国民健康保険の被保険者
で、1カ月(月の初めから終
わりまで)の医療費が一定額
を超えた場合、その超えた分
が申請により支給されます。
高額療養費の支給対象となる
方には、受診月から4カ月後
以降に、世帯主宛に文書でお
知らせしていますので、次の
必要書類などをお持ちの上、
申請してください。交通事故
などの治療により自己負担の
ない場合や、他制度などです
でに支給されている場合には
申請の必要はありません。
●申請必要書類など
・高額療養費支給の案内(市
からの文書)
・医療費の領収書または医療
費の支払いを証明する書類
(コピー不可)
※返却希望の方には、支給決
定時に申請済みの押印をし
てお返しします。
・世帯主の預貯金通帳
※世帯主以外の方の口座への
振り込みは、世帯主の委任
状が必要です。
・被保険者証
・マイナンバー(個人番号)
カードまたは通知カードと
免許証などの本人確認書類
※初回申請時は個人番号の記
載が必要です。
●申請先 保健医療課または
各支所市民生活課
保健医療課
(0771)68-0011

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、2月1
日(木)に市内に在住されて
いること。ただし、次のい
ずれかに該当する場合は対
象となりません。
・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8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1回のみ
●申請方法 社会福祉課また
は各支所市民生活課に備え
付けの申請用紙に、2月1
日(木)以降、民生委員の証
明を受けていただき、2月
28日(水)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

未成年心身障害者年金申
請のお知らせ
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

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

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1回のみ
●申請方法 2月28日(水)ま
でに、印鑑と通帳など振込
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

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】
●日程 ①2月7日(水)、②2
月20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

=メールアドレス

確定申告などの相談会の
お知らせ
税務署からのお知らせ
＜給与所得者(サラリーマン)
や年金受給者のための還付申
告会場＞
●日程 2月8日(木)、9日
(金)
●受付時間 午前9時30分〜
午後3時(開設時間は午前9
時30分〜午後4時まで)
※昼休みの時間帯は、少人数
の職員で対応しています。
●場所 ガレリアかめおか1
階コンベンションホール
＜税理士による地区相談会場
＞
●日程 2月20日(火)、21
日(水)、23日(金)
●受付時間 午前9時30分〜
午後3時(開設時間は午前9
時30分〜午後4時まで)
※昼休みの時間帯は、少人数
の職員で対応しています。
※土地・建物・株式等の譲渡
所得、山林所得、贈与税、
相続税に関する相談は行っ
ていません。相談が必要な
場合は税務署までお越しく
ださい。
●場所 ガレリアかめおか1
階コンベンションホール
＜園部税務署申告書作成会場
＞
●開設時期 2月16日(金)〜
3月15日(木)
●受付時間 午前9時〜午後
4時
＜相談会場を利用される際の
注意点＞
①自宅で準備できることは前
もって準備をお願いします。
・収支内訳書・青色申告決算
書の作成、医療費控除の明
細書の作成と集計、配当金
関係書類の集計
②駐車台数に限りがあるた
め、近隣の方は自動車での
来場はご遠慮ください。
③各会場では、ご自身での申
告書などの作成をお願いし

=ホームページアドレス

=郵便番号

ています。
④会場では、作成された確定
申告書の計算の確認(検算)
は行いません。
⑤会場の混雑状況により、早
めに相談受付を終了する場
合があります。
⑥来場される前に不明な点が
あれば、電話での問い合わ
せも可能です。
※会場運営にご協力をお願い
します。
園部税務署
(0771)62-0340
園部納税協会の確定申告相談
会を開催します
適正な申告納税の推進と納
税道義の高揚などを目的に、
近畿税理士会園部支部から派
遣を受けた税理士による、所
得税確定申告相談会を開催し
ます。確定申告書の書き方な
どで分からないことがある方
は、お気軽にお越しくださ
い。【無料】
● 日 程 2 月16日( 金 )、19
日(月)、20日(火)、3月5日
(月)、9日(金)、12日(月)
●時間 いずれも午前9時30
分〜11時30分、午後1時
〜3時30分
●場所 園部納税協会２階会
議室
公益社団法人園部納税協会
(0771)62-0039

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 2月13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
第289号

9

京都府ひとり親家庭自立支援センターの巡回相談
家庭の状況や子どものこと、養育費などの弁護士相談、離婚前
相談、職業適性などの相談や就職活動に役立つセミナーの案内な
どを行います。【無料】
●日時 2月8日(木)、3月8日(木) いずれも①午後1時30分〜、
②午後2時30分〜、③午後3時30分〜
●場所 市役所4号庁舎福祉事務所
●対象 ひとり親家庭やこれからひとり親になろうとするお母さ
ん、お父さん
●申込方法 相談日の3日前までに電話でお申し込みください。
子育て支援課
(0771)68-0017
京都府ひとり親家庭自立支援センター
(075)662-3773

子育て支援（催し）
「みんなおいでよ−！」
を開
催します

女性相談日のお知らせ
女性が直面するさまざまな悩みを、専門の女性カウンセラーが
共に受けとめ、整理するお手伝いをします。どんなことでもご相
談ください。【無料】
●日時 2月14日、28日、3月14日、28日(各水曜日)
①午後1時〜、②午後2時〜
※相談は1人1時間まで
●申込方法 事前に電話でお申し込みください。
人権政策課
(0771)68-0015

２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
2月17日(土)

時間

2月23日(金)

午後1時
〜3時

場所
そよかぜ美山
園部まごころステーション
陽だまり
そよかぜ八木
そよかぜ日吉(おいで家)

2月26日(月)
2月27日(火)
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】
●日時 2月27日(火) 午後5時〜6時30分
10

※1人30分以内
●場所 園部公民館
●申込方法 2月26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

平成30年
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子どもたちもお母さんも、
友達になって遊びます。
●日時 2月13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 リトミック 講師：
小谷里美 氏、手づくりラ
ンチとデザートもお楽しみ
に
●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、
マイスプーン、お茶、動き
やすい服装、タオルなど
●参加費 300円
＜ミニ情報＞【無料】
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。
●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

=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(２月)
＜各ひろば共通事項＞
【無料】
※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
※2月5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
●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
=メールアドレス

＜「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】
●園部ひろば：2月8日(木)
(横田公民館)
●美山ひろば：2月8日(木)
●八木ひろば：2月14日(水)
※午前11時〜11時３０分ま
で
●日吉ひろば：2月20日(火)
※午前11時30分〜正午まで
＜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
分について話しませんか。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。)
●日吉ひろば：2月13日(火)
●八木ひろば：2月16日(金)
※各ひろばとも午前10時
15分〜正午まで
●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。
＜おめでとうの日＞
ひろばに来ているお友だち
のお誕生日のお祝いをみんな
でしましょう。今回は、1・
2・3月生まれのお友だちの
お祝いをします。【無料】
●日吉ひろば：2月20日(火)
●八木ひろば：2月21日(水)
●美山ひろば：2月22日(木)
●園部ひろば：3月1日(木)
※各ひろばとも午前10時30
分〜正午まで
●内容 うた、読み聞かせ、
写真入りお誕生日カード作
りなど
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

催し
「森の京都ジビエフェア
２０１８冬」
を開催します
森の京都エリアの魅力ある
食材のひとつ「ジビエ」を味
わっていただくために開催し
ます。
●期間 2月18日(日)まで
●内容 森の京都地域内の
47店舗でさまざまなジャ
ンルのジビエ(猪肉または
鹿肉)料理を提供します。
https://morinokyoto.
jp/
●主催 森の京都DMO、南
丹・中丹広域振興局
●後援 南丹市、亀岡市、京
丹波町、福知山市、綾部
市、舞鶴市
南丹広域振興局農林商工部
企画調整室
(0771)22-0133
中丹広域振興局農林商工部
企画調整室
(0773)62-2508

園部公民館ミニ展示会の
お知らせ
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 さくら楽習館写
真部
●出展期間 1月27日(土)～
2月8日(木)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
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氷室の郷「赤味噌仕込み
講習会」
を開催します
家族のために、安心安全な
熟成味噌を作ってみません
か。
●日時 2月3日(土)
午後1時30分～3時
●場所 八木農村環境公園
「氷室の郷」調理体験室
●内容 煮豆、糀、塩を混ぜ
て仕込みます。
●対象 作った仕込み味噌を
5kg以上、家庭で熟成され
る方
●講習料 500円
※別途、1kg当たり500円が
必要です。
●定員 15人(先着順)
●持ち物 エプロン、三角
巾、味噌を仕込む容器
●申込方法 2月1日(木)ま
でに、住所、氏名、電話番
号を、電話またはFAXで連
絡の上、お申し込みくださ
い。
八木農村環境公園「氷室の
郷」(月曜休館)
(0771)43-1128
(0771)43-2109

「ＦＵＫＵＳＨＩ
（フクシ）就職
フェア」
開催のご案内
＜FUKUSHI就職フェア(京都
丹波)＞
亀岡市・南丹市・京丹波町
に所在する高齢・障害の事業
所(17法人)が一堂に会し、
合同就職説明会を実施しま
す。来場者特典もありますの
で、ぜひお越しください。
●日時 2月3日(土)
午後1時～4時
●場所 ガレリアかめおか2
階大広間
●内容 合同就職説明会、施
設職員による座談会、福祉
疑似体験など
●対象 福祉の仕事に関心
のある方(未経験者、パー
ト・契約職員希望の方も歓
12
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迎)
●その他 申込不要、入場無
料、服装自由、履歴書不要
＜FUKUSHI就職フェア＞
京都最大規模の福祉関連合
同就職説明会を開催します。
本フェアは京都府補助事業
で、出展法人は全て「きょう
と福祉人材育成認証制度」の
認証事業所・宣言事業所で
す。
●日時 3月4日(日)
正午～午後5時
●場所 メルパルク京都5
階、6階
●内容
・法人ＰＲタイムなど：正午
～
・合同就職説明会：午後１時
～
・出展法人：京都府内の介
護・福祉事業所 約100法
人
●対象 平成31年・30年3
月卒業予定者、一般求職者
の方も歓迎
●その他 申込不要、入場無
料
福祉職場就職フェア実行委
員会(社会福祉法人京都府
社会福祉協議会)
(075)252-6297

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 2月1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 チョコレートに関
する本
美山図書室
(0771)68-0046

南丹市民ボウリング交流
大会の参加者募集
ボウリング競技の普及と技
術の向上並びに市民相互の親
睦交流を深めることを目的に
開催します。どなたでもお気
軽にご参加ください。
●日時 2月10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)
(0771)24-3386
●競技方法
①1人3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。
●参加資格 18歳以上の市
内在住、在勤の方(高校生
不可)
●参加料 1,600円(1人当た
り)
※当日受付で徴収します。貸
し靴代は別途必要です。
●申込方法 2月5日(月)午
後5時までに、申込先へ住
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 社会教育課
(0771)68-0057
(0771)63-2850
園部海洋センター
(0771)68-0084
●その他 優勝者にトロフィ
(持ち回り)を授与します。
また、参加賞を参加者全員
にお渡しします。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。
●主催 南丹市ボウリングク
ラブ
●後援 南丹市体育協会
南丹市ボウリングクラブ事
務局
090-4303-1450

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

「山里の記憶」
伝承教室の
参加者を募集します

南丹市グループワーク事
業のお知らせ

民生委員制度創設１００周
年記念研修会の開催

美山町鶴ヶ岡地区に伝わる
暮らしの知恵や匠の技を学び
ませんか。
＜味噌づくり・そば打ち＞
●日時 2月18日(日)
午前9時30分～午後0時30
分
●場所 旧鶴ヶ岡小学校
●持ち物 1～1.5リットル
のふた付きタッパー(仕
込んだ味噌の お 持 ち 帰 り
用)、マスク、三角巾、エ
プロン、お茶、タオル
●参加費 １人1,000円
※鶴ヶ岡在住者は500円
●定員 20人
●申込方法 2月13日(火)午
後5時までに、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。
鶴ヶ岡振興会
(0771)76-9020
(0771)76-9021

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
不安のある方を対象に、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
ていく活動を行います。【無
料】
●日時 ①2月16日(金) 午
前10時〜11時30分、②2
月27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
※内容は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

民生委員制度創設100周年
を記念して、南丹市民生児童
委員協議会が毎年実施してい
る研修会を市民の皆さんに公
開します【無料】
●日時 2月20日(火)
午後1時30分～
●場所 日吉町生涯学習セン
ター
●内容
・「民生委員制度創設100年
の歩み」説明
・映画の上映「さとにきたら
ええやん」
日雇い労働者の街・釜ヶ崎
で38年間続く子どもたち
の集い場「子どもの里」に
関わる人々が、日々精一杯
生きる姿を捉えたドキュメ
ンタリー
●託児 生後3カ月以上のお
子さんを対象に託児コー
ナーを設けます。利用を
希望される方は、2月2日
(金)までに、お申し込みく
ださい。
社会福祉課
(0771)68-0007

梅若長左衛門氏のお能教
室を開催します
南丹市日吉町の世木地域は
能楽の梅若家ゆかりの地で
す。梅若長左衛門氏(観世流
シテ方、㈶梅若会理事)をお
迎えし梅若家と世木地域の関
わり、能楽の面白さを理解す
る「お能教室」を開催しま
す。
●日時 2月18日(日)
午後1時30分～3時30分
●場所 殿田とーく・ほーる
●内容
・第１部 講話「梅若家と世
木と能について」、仕舞「芦
刈キリ」梅若長左衛門 氏
・第２部 お能の体験
※この事業は南丹市市民提案
型まちづくり活動支援交付
金事業です。
世木の伝統芸能を守る会
(0771)72-0002
=メールアドレス

第１１回トレーニング機器
使用講習会を開催します
機器を使用したい方は、必
ず受講してください。
【無料】
●日時 2月16日(金)
午後7時～
●場所 八木フィジカルセン
ター(京都府立口丹波勤労
者福祉会館内)
●内容 トレーニング機器の
正しい使い方、健康・安全
なトレーニング法
●持ち物 体育館シューズ
●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(京都府立口丹波勤労
者福祉会館内)
(0771)42-5484

=ホームページアドレス

=郵便番号
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園部城見学と講演会を開
催します

「犬のしつけ方教室」
の参加者を募集します
犬の飼い主の意識向上と、犬と一緒に暮らせる社会環境をつく
るため「犬のしつけ方教室」を開催します。【無料】
●日時および場所
回

日時
場所
2月23日(金)
南丹保健所
第１回
午後2時～4時
講堂
3月2日(金)
南丹保健所
第２回
午後1時30分～2時30分
テニスコート
3月9日(金)
南丹保健所
第３回
午後1時30分～2時30分
テニスコート
3月16日(金)
南丹保健所
予備日
午後1時30分～2時30分
テニスコート
※第1回は飼い主のみ参加、第2回および第3回は犬と飼い主同伴
●対象 亀岡市、南丹市および京丹波町に在住する生後6カ月以
上2歳未満の犬の飼い主で、3回とも受講できる方
※登録および狂犬病予防注射接種済みの犬が対象です。
●募集人員 8人(先着順)
●申込方法 2月13日(火)～16日(金) 午前9時～午後5時(正午～
午後1時を除く)の間に、電話でお申し込みください。
南丹保健所環境衛生室
(0771)62-4754

南丹市人権教育・啓発活動交流会を開催します
南丹市人権教育・啓発推進協議会では、市内におけるあらゆる
人権問題の解決に向けて活動を行っています。この交流会は、地
域・学校・職場などで取り組んでいる活動内容を教材として、日
常の中で思っていることや、感じていることなどの意見交流を行
い、今後の活動の発展につなげることを目的に開催します。
●日時 2月25日(日) 午後1時20分～4時
●場所 南丹市国際交流会館コスモホールほか
●内容
・全体会 講演「沈黙から目覚めへ～私の中の差別と向き合う
～」講師：崇仁発信実行委員会 藤尾まさよ 氏
・分散会 参加者による意見交流
●主催 南丹市人権教育・啓発推進協議会
●その他 美山・日吉方面から会場までの送迎を準備しますの
で、希望される方は、お問い合わせください。
人権政策課
(0771)68-0015
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南丹市歴史探勝会では南丹
市の史跡を巡り、郷土史家に
よる歴史教室を開催していま
す。今回は、日本で最後に建
築された園部城の巽楼、楼
門、番所の見学会と世木地域
にゆかりのある梅若家と能に
ついての講演会を開催しま
す。
●日時 2月25日(日) 午後1
時30分～3時30分
●場所 南丹市立博物館
●内容
・第１部 講演「梅若家と世
木と能について」
・第２部 園部城(楼門、番
所、巽櫓)
●後援 南丹市、丹波史談会
※この事業は南丹市市民提案
型まちづくり活動支援交付
金事業です。
南丹市歴史探勝会
(080)4253-6489(午前9
時～午後5時まで)

家族介護者交流会を開催
します
在宅で家族を介護されてい
る皆さんの、心身のリフレッ
シュを目的に交流会を開催し
ます。第2部のみの参加も可
能です。【無料】
●日程 3月23日(金)
●場所 国際交流会館
●送迎 第1部から参加され
る方で、送迎を希望される
方は、お申し込み時にご連
絡ください。
＜第１部＞
●内容 交流会(昼食・懇談)
●時間 午前11時30分～午
後1時
●場所 2階特別会議室
●申込方法 3月15日(木)ま
でに、電話でお申し込みく
ださい。

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

＜第２部＞
●内容 講演とグロッケン演
奏 「ほっとする場所 ど
こですか？ほ っ と す る 人
誰ですか？」
●講師 岩崎順子 氏
●時間 午後1時30分～3時
(開場：午後1時)
●場所 地下1階コスモホー
ル
※第2部については申し込み
不要です。介護を終えられ
た方や介護に関わりのある
方もご参加ください。
高齢福祉課
(0771)68-0006

第４２回ちびっこ探検学校
ヨロン島の参加者募集
日本全国から参加するたく
さんの友だちと一緒に、思い
出に残る楽しい体験をしてみ
ませんか。
●内容 共同生活(民宿)、
野外活動(海水浴、洞窟探
検、野宿体験など)
●日程 3月26日(月)～4月
1日(日) 6泊7日
●場所 鹿児島県大島郡与論
町
●定員 200人
●対象 小学2年生～6年生
※平成30年2月末現在
●申込締切 3月5日(月)
●説明会 2月18日(日) 午
後3時30分～、京都テルサ
第8会議室
●その他 詳細はお問い合わ
せいただくか、資料請求ま
たはホームページでご確認
ください。
公益財団法人国際青少年研
修協会
(03)6417-9721
http://www.kskk.or.jp

=メールアドレス

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
＜ソフトバレーボール＞
●日時 2月9日(金)
午後8時〜
●場所 旧鶴ヶ岡小学校
＜ゲートボール＞
●日時 2月15日(木)
午後1時〜
●場所 美山自然文化村いき
いきドーム
＜バドミントン＞
●日時 2月19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

=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

第289号
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なんたんテレビ番組表（平成30年2月1日〜15日）
1

2

月

6
7
8
9
10

00

2

木

金

ＪＡトピックス

00

もぎたてニュース
ウェンズデー

13
14

16
17
18
19
20

23

月

火

15

水

木

★京都
あかでみー

★もぎたてニュース

サタデー

★園部幼稚園
3歳児生活発表会

金管引き継ぎ式

★もぎたてニュース

ウェンズデー

★園部小学校
マイレコード集会

京都
あかでみー

協働スイッチＯＮ！

２月の新刊案内

胡麻郷小学校
金管引き継ぎ式

園部小学校
マイレコード集会

園部幼稚園
３歳児生活発表会

２月の新刊案内

ＪＡトピックス

京都
あかでみー

協働スイッチＯＮ！

ＪＡトピックス
もぎたてサタデー

もぎたてウェンズデー

ＪＡトピックス
もぎたてウェンズデー

もぎたてサタデー

もぎたてウェンズデー

週報ほか

図書館だより

園部小学校
マイレコード集会
京都
協働スイッチＯＮ！
あかでみー

胡麻郷小学校
金管引き継ぎ式

まちかどぶらっトーク！

園部幼稚園
３歳児生活発表会

２月の新刊案内
市民の情報ひろば

もぎたてウェンズデー

もぎたてサタデー

もぎたてウェンズデー

30

もぎたてサタデー

もぎたてウェンズデー

週報ほか

00

胡麻郷小学校
金管引き継ぎ式

まちかどぶらっトーク！

もぎたてサタデー

もぎたてウェンズデー
ＪＡトピックス

00
00

図書館だより

30

ＪＡトピックス

00

もぎたてウェンズデー

園部幼稚園
３歳児生活発表会
もぎたてウェンズデー

園部小学校
マイレコード集会

もぎたてサタデー

ＪＡトピックス

もぎたてウェンズデー

ＪＡトピックス

胡麻郷小学校
金管引き継ぎ式

まちかどぶらっトーク！

園部小学校
マイレコード集会

園部幼稚園
３歳児生活発表会

京都
あかでみー

協働スイッチＯＮ！

２月の新刊案内
ＪＡトピックス
もぎたてサタデー

ＪＡトピックス
もぎたてウェンズデー

30

もぎたてサタデー

もぎたてウェンズデー

週報ほか
図書館だより

２月の新刊案内

英語29-⑤

数学28-⑤

00

もぎたてウェンズデー

協働スイッチＯＮ！

国語29-②

もぎたてサタデー

30

数学27-⑤

胡麻郷小学校
金管引き継ぎ式

まちかどぶらっトーク！

英語29-①

園部幼稚園
３歳児生活発表会
もぎたてウェンズデー

もぎ
サタ

協働スイッチＯＮ！
国語29-③

金

◇南丹市情報センター
(0771)63-1777
【発行】南丹市情報政策課

土

日

月

京都
あかでみー

数学29-①

園部小学校
マイレコード集会
もぎサタ

市民の情報ひろば

木

16

★胡麻郷小学校

30

00

日

ＪＡトピックス

ウェンズデー

サタデー

図書館だより

00

30

土

選挙開票速報生中継
南丹市議会議員一般

22

★もぎたてニュース

まちかどぶらっトーク！

00

21

10 11 12 13 14

市民の情報ひろば

00

30

9

金

★もぎたてニュース

30

00

8

木

ＪＡトピックス

図書館だより

00

30

7

水

★協働スイッチON!

30

00

15

6

火

2月の新刊案内

まちかどぶらっトーク！

00

00

12

5

月

週報ほか

00

00

11

4

日

★図書館だより

30

30

3

土

もぎたてウェンズデー

市民の情報ひろば

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

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。

