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お知らせ
京都府知事選挙と南丹市
長選挙のお知らせ
京都府知事選挙および南丹
市長選挙の日程が決定されま
したので、お知らせします。
また、南丹市長選挙において
は、立候補予定者等説明会を
開催します。
＜京都府知事選挙＞
●告示日 3月22日(木)
●投開票日 4月8日(日)
＜南丹市長選挙＞
●告示日 4月1日(日)
●投開票日 4月8日(日)
＜南丹市長選挙立候補予定者
等説明会＞
●日時 2月27日(火)
午後1時30分〜
●場所 市役所本庁3号庁舎
2階第4会議室
※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】

南丹市定住促進アクションプラン
（案）
の意見募集
南丹市では、定住促進に向けた実効性のある施策を実行するた
め、南丹市定住促進アクションプラン(2018〜2022年度)の策
定作業を進めています。
市民の皆さんに計画案をお示しして、ご意見・ご提言を募集し
ます。
●公開場所・提出様式 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。
●募集期間 2月14日(水)〜3月7日(水) ※必着
●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
●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 南丹市役所定
住・企画戦略課
・FAX：(0771)63-0653 定住・企画戦略課
・Eメール：kikaku@city.nantan.lg.jp
●注意事項 提出いただく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。ご意見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。
定住・企画戦略課
(0771)68-0003

(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

info@city.nantan.lg.jp
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市民健診を実施します
平成30年度市民健診の申
し込み受け付けを開始しま
す。
詳細については、各家庭に
送付の
「平成30年度南丹市特
定健康診査・がん検診等のご
案内」
などをご覧ください。
自分自身や家族の健康のた
め、毎年健診を受けましょう。
●申込方法 3月6日(火)ま
でに、各家庭 に 送 付 す る
「市民健診申込票」に必要
事項を記入の上、保健医療
課または各支所市民生活課
までご提出ください。
保健医療課
(0771)68-0016

税務署からのお知らせ
＜国税庁ホームページで確定
申告書を作成いただけます＞
確定申告書の作成は、国税
庁ホームページ「確定申告書
等作成コーナー」をご利用い
ただくのが便利です。申告に
は「マイナンバーの記載」と
「本人確認書類の提示または
写しの添付」が必要です。自
宅のプリンターで申告書など
を印刷し、郵送による提出も
可能です。早めの提出をお願
いします。
※作成コーナーの操作が不明
な場合は、作成コーナーヘ
ルプデスクに電話でお問い
合わせください。
0570-01-5901(全国一律
市内通話料金)
＜確定申告関係書類の送付が
変更となる方について＞
申告書等用紙が送付されて
いる方のうち、平成28年分
の「所得税および復興特別所
得税」または「消費税および
地方消費税」の確定申告書
を、次の相談会場で書面によ
り提出された方には、申告書
2

平成30年
（2018年）2月9日発行

等用紙に代えて、「確定申告
のお知らせ」が送付されま
す。
・税理士会による無料相談会
場
・地方公共団体による相談会
場
・納税協会、商工会および商
工会議所による相談会場
園部税務署
(0771)62-0340

石綿による疾病の補償・
救済について
中皮腫や肺がんなどを発症
し、それが労働者として石綿
ばく露作業に従事していたこ
とが原因であると認められた
場合には、労災保険法に基づ
く各種の労災保険給付や石綿
救済法に基づく特別遺族給付
金が支給されます。
石綿による疾病は、石綿を
吸ってから非常に長い年月を
経て発症することが大きな特
徴です。中皮腫などでお亡く
なりになられた方が、過去に
石綿業務に従事されていた場
合には、労災保険給付などの
支給対象となる可能性があり
ますので、お気軽に最寄りの
都道府県労働局または労働基
準監督署にご相談ください。
制度の案内は、厚生労働省
ホームページでもご覧いただ
けます。
http://www.mhlw.go.jp/
new-info/kobetu/roudo
u/gyousei/rousai/1204
06-1.html
京都労働局労働基準部労災
補償課
(075)241-3217

=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。
＜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

=電話番号

=FAX番号

生活援助員養成講座の参
加者を募集します
介護保険制度の介護予防・
日常生活支援総合事業のサー
ビスとして、「くらし安心サ
ポート事業」を実施していま
す。
この事業は、独り暮らしの
高齢者や高齢者世帯の方が社
会的に自立した生活が継続で
きるように、生活援助員によ
る支援(簡単な家事支援、買い
物代行など)を行うものです。
生活援助員として活動いた
だくには、利用者宅を訪問
し、サービスを提供するため
の知識を修得いただく必要が
ありますので、生活援助員養
成講座を開催します。
なお、介護職員初任者研修
を修了されているなど、訪問
介護員として活動できる資格
をお持ちの方は、この講座を
受講しなくても生活援助員と
して活動するこができます。
詳しくはお問い合わせくださ
い。【無料】
●日時 3月7日(水)
午後2時〜4時
●場所 市役所日吉支所3階
第1会議室
●対象 市内在住で、一般
的な家事(調理、掃除、洗
濯、買い物など)ができ、
講座修了後、サービス従事
に意欲のある方
※市内の訪問型生活援助サー
ビス提供事業所に生活援助
員として採用(登録)後に活
動することができます。
●内容 サービスの実務内
容、生活援助員に必要な知
識、接遇などを習得
※受講により何らかの資格が
得られるものではありませ
ん。
●定員 30人程度
●申込方法 2月28日(水)ま
でに、高齢福祉課、各支所
市民生活課または南丹市社
会福祉協議会に備え付けの
=メールアドレス

人材募集

程度：一部宿泊を伴いま
す。報酬はありません。た
だし、研修費と旅費は市が
負担します。)などを受講
した後に活動していただき
ます。
●任期 2年間
高齢福祉課
(0771)68-0006

南丹市介護相談員を募集
します

相談会

南丹市介護相談員は、市内
の介護保険施設を訪問し、
サービスを利用されている皆
さんからお話しを聴くこと
で、悩みや不安の解消、介護
サービスの質的向上などを図
るとともに、利用者と施設や
行政の橋渡しの活動を行って
いただきます。
●応募資格 次の①〜⑤に該
当する方。ただし、①②に
ついては、いずれかに該当
すれば可とします。
①保健・福祉・医療などに係
る介護問題について専門知
識または関心がある方
②民生児童委員や家族介護、
ボランティア活動など、保
健福祉関係の経験がある方
③南丹市に住民登録があり、
自動車の運転が可能な方
④介護サービス事業所を有す
る法人に属していない方
⑤月２日程度の活動と年２回
程度の会議に出席できる方
●人数 若干名
●報酬 1日当たり6,500円
(食費・交通費含む)
●申込方法 3月23日(金)ま
でに、市販の履歴書に必要
事項を記入の上、志望動機
を記した作文(400字程度)
を添えて、高齢福祉課また
は各支所市民生活課に持参
または、郵送でお申し込み
ください。
●採用 書類選考の上、面接
で決定し、市が指定する介
護相談員養成研修(５日間

司法書士「無料法律登記
相談会」
を開催します

申込用紙に必要事項を記入
の上、持参またはFAXでお
申し込みください。
高齢福祉課
(0771)68-0006
(0771)68-1166

=ホームページアドレス

=郵便番号

相続・遺言の手続きやトラブ
ルなど でお悩みの方、その他
不動産や会社の登記、訴訟、
成 年 後 見 など でお 悩 みの方
は、ご相談ください。
【無料】
●日程 ①2月24日(土)、②
2月25日(日)
●時間 午後1時〜4時
●場所 日程①日吉町生涯
学習センター2階第1会議
室、日程②園部公民館3階
大研修室
京都司法書士会園部支部
(0771)23-9394

身体障害者巡回更生相談
のお知らせ
●日時 3月6日(火) 午前9
時45分〜11時15分
●場所 市役所本庁 2号庁舎
3階301会議室
●巡回医師 整形外科
●内容 補装具交付および修
理に係る判定と医療相談
【無料】
●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 2月27日(火)ま
でに、電話でお申し込みく
ださい。
社会福祉課
(0771)68-0007

第290号
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京都府ナースセンターの
出張相談を行います

ファミサポ「スキップ楽団
コンサート」
のご案内

京都府ナースセンターは看
護職を対象とした無料職業相
談所で、隔月で出張相談を実
施しています。看護職の相談
員、就業アドバイザーが相談
に応じます。
●日時 3月7日(水)
午前9時30分〜正午
●場所 ハローワーク園部
●内容 就業相談、看護職の
悩み相談、再就職のための
研修案内など
京都府ナースセンター
(072)222-0316

南丹市ファミリー・サポー
ト・センターの全体交流会と
して、子ども向けの楽しい
「スキップ楽団コンサート」
〜三世代で楽しむファミリー
コンサート〜を開催します。
【無料】
●日時 3月3日(土) 午前
10時30分〜11時30分(受
付：午前10時15分)
●場所 南丹市国際交流会館
地階コスモホール
●対象 南丹市ファミリー・
サポート・センター会員と
そのご家族または南丹市在
住、在勤の方
●内容 子ども向けの音楽コ
ンサート
●定員 150人
●申込方法 2月23日(金)ま
でに、氏名、電話番号、参
加人数を、来所または電話
でお申し込みください。
南丹市ファミリー・サポー
ト・センター(南丹市子育
てすこやかセンター内)
(0771)68-0082
子育て支援課
(0771) 68-0017

子育て支援（催し）
託児付きカフェよっとい
でのお知らせ(２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。今月は親子で楽しくクッ
キングをします。
●日時 2月28日(水)
午前10時〜午後1時
(受付：午前9時50分)
●場所 美山保健福祉セン
ター(美山町安掛)
●内容 みんなで楽しく親子
クッキング
●参加協力金 500円(調理
材料代を含む)
●持ち物 エプロン、三角
巾、マスク、お子さんの着
替えなど
●その他 託児も行います。
●申込方法 2月25日(日)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。
※当日参加可能ですが期限ま
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
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子育てすこやかセンター
３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。
＜子育て広場１歳〜＞
●日時 3月6日(火)
午前10時〜11時30分
●場所 園部保健福祉セン
ター2階
●内容 「親子クッキング」

●持ち物 エプロン、三角
巾、マスク、手拭きタオ
ル、お茶
＜子育て広場０歳〜＞
●日時 3月8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
＜子育て講座＞
●日時 3月12日(月) 午前
10時30分〜11時30分
●内容 南丹市保健師による
「子どもの成長に大切なこ
と」
＜お話会＞
●日時 3月14日(水)
午前10時30分〜11時
＜ベビーマッサージ＆ミニ講
座＞
●日時 3月27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 3月28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

親子で酪農体験と牛乳工
場見学会
●日時 3月28日(水) 午後0
時40分〜4時30分
●場所 雪印メグミルク(株)
京都工場池上製造所および
谷牧場
※JR八木駅から車で5分程
度、駐車場有り。送迎バス
無し。
●内容 酪農体験(乳搾り、
ほ乳体験、餌やり)、牛乳
工場見学
●参加費 無料
●対象 小学生および就学前
のお子さんとそのご家族
※就学前のお子さんのみのご
家庭は申し込み不可
●定員 45人程度
※南丹市、亀岡市、京丹波町
在住の小学生のおられる家

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

族(1家族4人程度まで)
※申込者多数の場合は、抽選
の上、参加者 を 決 定 し ま
す。
●申込方法 3月9日(金)ま
でに、申込書に必要事項を
記入の上、電話、FAX、E
メールのいずれかでお申し
込みください。
※案内チラシや申込書は京都
府南丹保健所、子育て支援
課および各支所市民生活課
に備え付けています。また
京都府南丹保 健 所 ホ ー ム
ページからもダウンロード
できます。
http://www.pref.kyoto.
jp/nantan/ho-kikaku/
index.html
●その他 国内で家畜伝染病
が発生・拡大 し た 場 合 に
は、酪農体験を中止し、他
のイベント(紙すき、牛乳
パック工作など)に変更す
る場合があります。
●主催 京都府南丹保健所、
雪印メグミルク(株)京都工
場池上製造所
●協力 ぽぽたん
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

=メールアドレス

新刊図書のご案内
南丹市立図書館
「新刊図書」
のご案内
＜一般書＞
◆あなたの知らないセキュリティの非常識(辻伸弘)◆京都・イ
ケズの正体(石川拓治)◆不安な個人、立ちすくむ国家(経産省
若手プロジェクト)◆一触即発の世界(佐藤優)◆「国境なき医
師団」を見に行く(いとうせいこう)◆13歳から知っておきたい
LGBT+(アシュリー・マーデル)◆貧困の戦後史(岩田正美)◆髪が
つなぐ物語(別司芳子)◆べんりなしっぽ！ふしぎなしっぽ！(小
宮輝之)◆骨格百科-スケルトン-(アンドリュー・カーク)◆知識ゼ
ロからのスーパーフード入門(柴田真希)◆大切な靴と長くつきあ
うための靴磨き・手入れがよくわかる本(飯野高広)◆アイディア
いっぱい!おもしろポーチ大集合!◆「旬」おかずで今日も元気！
(高城順子)◆ぜんぶもやしレシピ(きじまりゅうた)◆小沢健二の
帰還(宇野維正)◆枕詞はサッちゃん(内藤啓子)◆花嫁をガードせ
よ！(赤川次郎)◆十二大戦対十二大戦(西尾維新)◆卑劣犯(笹本
稜平)◆ビギナーズ・ドラッグ(喜多喜久)◆バースデイ・ガール
(村上春樹)◆意識のリボン(綿矢りさ)◆僕らだって扉くらい開け
られる(行成薫)◆おもかげ(浅田次郎)◆カネと共に去りぬ(久坂部
羊)◆信長を生んだ男(霧島兵庫)◆なんでこうなるのッ？！(大宮
エリー)◆うちの子になりなよ(古泉智浩)◆医者が妻を看取る(小
野寺久)◆刑務所の読書クラブ(ミキータ・ブロットマン)
＜児童書＞
◆絵物語古事記(富安陽子)◆真夜中の電話(赤川次郎)◆うらない
師ルーナと三人の魔女(あんびるやすこ)◆帽子から電話です(長
田弘)◆かいけつゾロリのちていたんけん(原ゆたか)◆村木ツト
ムその愛と友情(福井智)◆りっぱな犬になる方法+1(きたやまよ
うこ)
＜絵本＞
◆動物たちは、お医者さん! (アンジー・トリウス、マーク・ドラ
ン)◆へそとりごろべえ(赤羽末吉)◆まほうの絵本屋さん(小手鞠
るい)◆おやすみなさいのおともだち(ハインツ・ヤーニッシュ)
◆あかいふうせん(山田和明)◆もりのちいさなしたてやさん(こ
みねゆら) ◆ぼくのともだちカニやまさん(ニシワキタダシ)◆森
から海へ(さとうひろし)◆のび～るのび～る(おかだしんご)◆義
経千本桜(吉田愛)
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

=ホームページアドレス

=郵便番号
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催し
園部公民館ミニ作品展の
お知らせ
園部公民館1階ロビーで開
催します。ぜひご覧ください。
●出展団体 撮朗会(写真)、
童画サークル(ちぎり絵・
はり絵)
●出展期間 2月13日(火)～
3月3日(土)
※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

森の京都
「氷室の郷・感謝
祭」
を開催します
このたび、憩いの場・テラ
スをリニューアルしました。
お披露目と日頃の感謝を兼ね
たイベントを開催します。
●日時 2月18日(日)
午前10時～午後3時
※雨天決行
●場所 氷室の郷
●内容
＜第１ステージ(テラスリ
ニューアル会場)＞
・八木町名工作品、特産品展
示(陶芸、木工、すす竹工
芸、生け花、盆栽、京のブ
ランド野菜、八木町の魅力
スポット写真展、商店街特
選品、わざどころPON作
品展示など)
＜第２ステージ(田園ホール
会場)＞
・映画上映会(入場無料)
・午前の部：「SING/シン
グ」午前10時から上映(当
日整理券配布は午前9時30
分から)
・午後の部：「無限の住人」
午後1時から上映(当日整
理券配布は午後0時30分か
ら)
※各部観覧数は400人限定で
す。入場には当日配布の整
6

平成30年
（2018年）2月9日発行

理券が必要です。
＜第３ステージ(レストラン
会場)＞
・京都産牛肉を使ったメ
ニューを提供(営業時間：
午前10時30分～午後3時)
・ヴァイパーヴァイオリン・
大城敦博による琉球ヴァイ
オリン演奏披露(正午～午
後1時)
＜第４ステージ(ホワイエ会
場)＞
・氷室の郷イベント紹介コー
ナー「しいたけ栽培体験」
(無料)第1回目：午前10
時～、2回目：午後1時～
(各30人限定)、「ワーク
ショップ」(毛糸で指網
体験、折り紙タコ作り体
験)、「売店コーナー」
(ポップコーン、よもぎだ
んご、もち、ちらし寿司、
パンなど）
八木農村環境公園「氷室の
郷」（月曜休館）
(0771)43-1128

「弁当の日」
講演会のお知
らせ
南丹市健康づくり推進協議
会は、子どもたちが献立を作
成し、調理、弁当への詰め込
み、後片付けまで自分でする
「弁当の日」の取り組みを支
援しています。この取り組み
を提唱し、香川県で始められ
た竹下和男氏をお招きして、
講演会を開催します。【無
料】
●日時 2月24日(土) 午後1
時～4時30分(開場：午後
0時30分)
●場所 日吉町生涯学習セン
ター
●内容
【午後1時～】
・「弁当の日」の食生活改善
推進員協議会の実践発表
・殿田小学校の全校「弁当の
日」の映像ほか

【午後２時10分～】
・講演：生きる力を育む「弁
当の日」～「弁当の日」で
心も体も健康に～
●講師 竹下和男 氏
●申込方法 事前に電話でお
申し込みください。(当日
受け付けも可能です)
●託児(乳幼児)ルーム
託児を希望される方は、事
前にお申し込みください。
(先着10人まで)
●主催 南丹市健康づくり推
進協議会
保健医療課
(0771)68-0016

南丹圏域障害者就業支援
セミナーを開催します
南丹圏域に暮らす障がいの
ある方が、安心して長く働き
続けられる地域環境づくりを
目指すとともに、関係機関の
連携を図り、障がい者就業へ
の理解を広く求める機会とし
てセミナーを開催します。
【無料】
●日時 2月24日(土)
午後1時30分～5時
●場所 ガレリアかめおか2
階大広間
●内容
・講演「障がいのある人が働
くことの意義」～今、合理
的配慮を考える～ 講師：
株式会社GSユアサウイン
グ 石田正直 氏
・リレートーク「なんたん障
害者就業・生活支援セン
ター10年の歩み」～これ
まで・現在・これから～
●定員 120人
●申込方法 事前に電話でお
申し込みください。
なんたん障害者就業・生活
支援センター
(0771)24-2181

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

八木公民館講座「人権ビ
デオ鑑賞会」
を開催します
南丹市人権教育・啓発推進
計画に基づき、人権感覚の豊
かな社会を構築するため、1
月から3月の第4土曜日に人
権ビデオ鑑賞会を開催しま
す。【無料】
＜第２回人権ビデオ鑑賞会＞
●日程 2月24日(土)
午前10時～
●場所 八木公民館１階和室
●対象 市内在住、在勤の方
ならどなたでも
●内容 ビデオ鑑賞
・「私」のない私～同調と傍
観～ (時間：30分)
・え！これも人権？～４コマ
劇場より～(時間：30分)
八木公民館(社会教育課八
木担当)
(0771)68-0026

健康講座「生活習慣病と
認知症」
について
生活習慣病予防を目的に健
康講座を開催します。
●日時 3月2日(金)
午後2時～3時30分
(受付：午後1時30分～）
●場所 国際交流会館地階コ
スモホール
●内容 講演「生活習慣病と
認知症について」
●対象 市内在住の方
●定員 100人(先着順)
保健医療課
(0771)68-0016

歌声喫茶を開催します
昔懐かしい童謡や昭和の歌
を生伴奏で一緒に歌い、楽し
いひとときを過ごしません
か。
●日時 3月4日(日)
午後2時～4時
●場所 みんなの居場所
「わっかっか！」(日吉町
=メールアドレス

殿田)
●運営協力金 500円
(小学生以下無料)
みんなの居場所「わっかっ
か！」
080-9753-9402

健康ウオーキング参加者
を募集します
ふるさとの春を感じなが
ら、日吉ダム周辺を訪ね歩き
ます。
●日時 3月10日(土) 午前9
時15分～正午(受付：午前
9時～)
※小雨決行
●集合場所 スプリングスひ
よし「道の駅」
●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 3月7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)
(0771)72-3300
(0771)72-3311

丹波史談会講演会を開催
します
丹波史談会は丹波地域の歴
史や文化を研究・調査してい
ます。今回は生身天満宮につ
いての講演です。
●日時 3月10日(土)
午後1時30分～3時
●場所 生身天満宮社務所
●内容
・第1部 講演「生身天満宮
紹介」丹波史談会会長 上
野榮二 氏
・第2部 講演「生身天満宮
宮司母屋の建築価値」びわ

=ホームページアドレス

=郵便番号

こ学院大学教授 丸山俊明
氏
※この事業は平成29年度京
都府文化力チャレンジ事業
の補助を受けて実施しま
す。
丹波史談会
080-4253-6489(午前9時
～午後5時)

地域防災講座を開催しま
す
災害時には、一人一人の力
と助け合いが必要です。防災
講座を通して、今の自分たち
にできることを一緒に考えて
みませんか。【無料】
●日時 3月10日(土)
午後1時～4時
●場所 日吉町生涯学習セン
ターホール
●テーマ 赤十字地域防災セ
ミナー 〜災害時、高齢者
等の生活支援のために〜
●内容 講演および実習
●講師 日本赤十字社 京都
府支部
●定員 80人
●申込方法 3月2日(金)ま
でに、電話でお申し込みく
ださい。
●主催 南丹市社会福祉協議
会
●後援 南丹市
●その他 この講座は災害ボ
ランティアセンター運営支
援ボランティア養成講座を
兼ねて開催します。
南丹市社会福祉協議会地域
福祉課
本所(0771)72-3220
園部事務所(0771)62-4125
八木事務所(0771)42-5480
日吉事務所(0771)72-0947
美山事務所(0771)75-0020

第290号
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京 都 府 青 少 年 すこや か
フォーラムを開催します

丹波自然運動公園からの
お知らせ

「親力(おやりょく)」を
テーマに全国で講演活動され
ている教育評論家をお招きし
ます。【無料】
●日時 3月11日(日) 午後1
時20分～3時20分(受付：
午後0時50分)
●場所 国際交流会館地階コ
スモホール
●内容
・第21回「明るい家庭づく
り(家庭の日)絵画展」表彰
式
※当日は、受付前のロビーで
作品展示を行います。
・講演会「叱らなくても子ど
もは伸びる～目から鱗の子
育てと家庭教育～」
講師：親野智可等(おやの
ちから) 氏
●定員 150人(先着順)
●申込方法 3月1日(木)ま
でに、氏名、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。
※当日参加は定員を超えてい
ない場合のみ 受 け 付 け ま
す。
●主催 (公社)京都府青少年
育成協会、京都府、南丹市
青少年育成協会
●後援 京都府教育委員会、
京都府警察本部、南丹教育
委員会連絡協 議 会 、 南 丹
市、南丹市教育委員会、京
都府PTA協議会、亀岡市
青少年育成地 域 活 動 協 議
会、京丹波町 青 少 年 育 成
協会、京都新聞、KBS京都
(順不同)
(公社）京都府青少年育成
協会事務局
(075)417-0602
(075)417-0603
kpyda@cello.ocn.ne.jp

＜太極拳教室＞
●日時 2月23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
＜グラウンド・ゴルフ大会＞
●日時 3月16日(金)
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(弁当、
お茶付き)
●定員 384人
●対象 どなたでも
●申込方法 2月16日(金)午
前9時以降に、住所、氏名
(ふりがな)、性別、生年月
日、電話番号、FAX番号を
必ず記入の上、はがき、
FAX、Eメールのいずれか
でお申し込みください。
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＜摘み菜教室＞
●日時 3月18日(日)
午前9時30分～午後3時
●場所 レストハウス(予定)
●内容 「春の摘み菜で彩る
パーティー」身近な草花を
摘んで、料理方法を学びま
す。
●参加費 2,000円(昼食代
含む)
●定員 30人
●対象 どなたでも
●申込方法 3月11日(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。
＜臨時休園日＞
●日時 2月27日(火)～28
日(水)
※施設の総合点検のため
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

八木地域情報
八木町農業公社春の農作業受委託申し込み
春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
単位
料金
耕起1回目(荒起し)
10アール
11,500円(税込み)
耕起2回目(整地)
10アール
9,500円(税込み)
代かき(畔付け不可)
10アール
10,500円(税込み)
田植
10アール
11,500円(税込み)
作業員(田植苗運び)
1時間
2,100円(税込み)
●春農作業受託要件 次の①および②の要件を満たすこと
①農地面積 10アール以上
②隣接の農道の幅員 3.5メートル以上
※作業によっては、別途作業料金が必要になる場合があります。
●申込方法 3月3日(土)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)

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

=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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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
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