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お知らせ
第２次南丹市総合振興計
画を策定しました
次の10年間のまちづくり
の指針となる「第2次南丹市
総合振興計画」の策定にあ
たっては、市民意識調査や市
民団体などへのヒアリング、
市民ワークショップなどの機
会を通じ、広く市民の皆さん
のご意見を取り入れていま
す。
特に、市民の皆さんに総合
振興計画を身近に感じていた
だけるよう、南丹市の目指す
将来像や、地域の将来像を分
かりやすく表現するため、市
民ワークショップで出し合っ
た意見をビジョンマップとし
てとりまとめました。
このたび「第2次南丹市総
合振興計画・ビジョンマップ
お披露目会」を開催しますの
で、多くの市民の皆さんのご
参加をお待ちしています。

【総合問合せ窓口】

●日時 3月4日(日) 午後2
時～午後4時30分
●会場 市役所2号庁舎3階
301会議室
●内容 第2次南丹市総合振
興計画の紹介、ビジョン
マップのお披露目、山崎亮
氏((株)studio-L 代表取締
役)の講演、山崎氏と市民
ワークショップ参加者との
トークセッション
●その他 入場無料、会場準
備の都合上、事前申し込み
をお願いします。なお、当
日参加も可能です。
定住・企画戦略課
(0771)68-0003
kikaku@city.nantan.lg.jp

春季全国火災予防運動の
実施について
火災が発生しやすい時季を
迎えるにあたって、予防意識
の啓発を図り火災の発生を防
止し、事故や財産の損失を防
ぐことを目的に実施します。
●期間 3月1日(木)～7日
(水)
●統一標語 「火の用心 こ
とばを形に 習慣に」(平
成29年度全国統一防火標
語)
「小さな火 大きな森を
破壊する」(平成30年度全
国山火事予防運動統一標
語)
●重点目標
①住宅防火対策の推進
②放火火災予防対策の推進
③林野火災予防対策の推進
(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

④乾燥時および強風時の火災
発生防止対策の推進
●主な取り組み
①消防車などによる防火啓発
パレードの実施(4日)
②消防団員による防火訪問、
啓発チラシの配布など
③啓発サイレンの吹鳴
【園部・八木・日吉】3月1
日(木)～7日(水)午後9時
【美山】3月1日(木)朝、3月
15日(木)午後9時
【信号符】1分間長符一声
※火災とお間違いのないよ
うにお願いします。
＜火の用心 ７つのポイント
＞
①家の周りに燃えやすいもの
を置かない
②寝たばこやたばこの投げ捨
てをしない
③天ぷらを揚げるときは、そ
の場を離れない
④家庭や事業所では、たき火
をしない
⑤子どもには、マッチやライ
ターで遊ばせない
⑥電気器具は正しく使い、た
こ足配線はしない
⑦ストーブには、燃えやすい
ものを近づけない
≪裏面につづく≫
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＜住宅防火 いのちを守る－
３つの習慣・４つの対策―＞
●３つの習慣
・寝たばこは、絶対やめる
・ストーブは、燃えやすいも
のから離れた位置で使用す
る
・ガスコンロなどのそばを離
れるときは、必ず火を消す
●４つの対策
・逃げ遅れを防ぐために、住
宅用火災警報器を設置する
・寝具、衣類およびカーテン
からの火災を防ぐために、
防炎品を使用する
・火災を小さいうちに消すた
めに、住宅用消火器などを
設置する
・お年寄りや身体の不自由な
方を守るために、隣近所の
協力体制をつくる
総務課
(0771)68-0002

Ｊアラートの訓練放送の
実施にご協力ください
全国一斉に全国瞬時警報シ
ステム(Jアラート)で訓練放
送が実施されます。南丹市で
は、防災行政無線の屋外拡声
子局および家庭に設置されて
いる戸別受信機から放送が流
れますのでご承知ください。
●試験日時 3月14日(水)
午前11時ごろ
※全国の災害発生状況や気象
状況などによっては、試験
が中止になる場合がありま
す。
●放送内容
・報知音
・「これは、テストです。」
(3回繰り返し)
・「こちらは南丹市です。」
・報知音
※戸別受信機の機器の音量設
定に関係なく最大音量で流
れます。
総務課
(0771)68-0002
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南丹市スポーツ推進委員
を公募します
スポーツ推進委員には、市
のスポーツ事業などの企画運
営を行い、市民の生涯スポー
ツ活動推進や市民の健康増進
を図る役割を担っていただき
ます。その他に各種団体の行
うスポーツ事業への協力や、
毎月１回の定例会や年数回の
研修会を通じて委員として必
要な知識を習得していただき
ます。
●職・身分 非常勤特別職の
地方公務員
●任期 2年間(平成30年4
月1日～平成32年3月31
日)
●報酬 南丹市特別職の職員
で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例に基
づき支給
●公募人数 6人
●応募条件
・南丹市に住所を有する方
・20歳以上の方(平成30年4
月1日現在)
・スポーツ活動などの実践経
験または生涯スポーツに関
心、見識のある方
・南丹市スポーツ推進委員規
則(教育委員会規則第35
号)第3条の規定による職
務を遂行できる方
●応募方法 社会教育課、八
木公民館、日吉町生涯学習
センターおよび社会教育課
美山担当に備え付けの「南
丹市スポーツ推進委員候補
者略歴書」に必要事項を記
入の上、持参または郵送で
応募してください。市ホー
ムページからもダウンロー
ドしていただけます。
622-8651 南
●提出先
丹市園部町小桜町４７番地
南丹市教育委員会社会教育
課 南丹市スポーツ推進委
員会事務局

●公募期間 3月9日(金) 午
後5時15分まで(郵送の場
合は当日の消印有効)
●結果の報告 決定後、速や
かに応募者に対し、書面に
て通知します。
●その他 詳しくは市ホーム
ページをご覧いただくか、
事務局へお問い合わせくだ
さい。
社会教育課
(0771)68-0057
(0771)63-2850
be-syakai@city.nantan.
lg.jp

福祉タクシー等利用券使
用期限は3月31日です
障がいのある方を対象に
交付している平成29年度南
丹市福祉タクシー等利用券
は、使用期限が3月31日まで
となっております。4月1日
以降は、利用券を使用するこ
とはできません。使用期限内
に使用せず返還された場合で
も、現金との引換えはいたし
ませんのでご注意ください。
南丹市福祉タクシー等利用
券で支払いのできる事業者一
覧は、南丹市ホームページを
ご覧いただくか、社会福祉課
または各支所市民生活課まで
お問い合わせください。
平成30年度の南丹市福祉
タクシー等利用券は、3月1
日より受け付けます。詳細
は、次回発行のお知らせなん
たんに掲載します。
社会福祉課 障害者福祉係
(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

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

高齢者用肺炎球菌予防接種のお知らせ
平成29年度接種対象者となる方は、3月31日までが接種期間となります。接種を希望される方
は、接種期間内に実施医療機関で接種してください。
●対象者

年齢
対象生年月日
65歳となる方
昭和27年4月2日生～昭和28年4月1日生
70歳となる方
昭和22年4月2日生～昭和23年4月1日生
75歳となる方
昭和17年4月2日生～昭和18年4月1日生
80歳となる方
昭和12年4月2日生～昭和13年4月1日生
85歳となる方
昭和7年4月2日生～昭和8年4月1日生
90歳となる方
昭和2年4月2日生～昭和3年4月1日生
95歳となる方
大正11年4月2日生～大正12年4月1日生
100歳となる方
大正6年4月2日生～大正7年4月1日生
●実施期間 平成30年3月31日まで
※この期間に接種できなかった場合、その後の接種は任意接種扱いとなり、公費負担は受けられません。
●自己負担金 4,000円
●自己負担金の免除 今年度の対象者で生活保護世帯の方、市民税非課税世帯の方は申請により自己
負担金が免除されます。必ず接種までに、印鑑を持参の上、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。
●申込方法 下表の南丹市内の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など、特別な事情で、実施医療機関以外で接種を希望される方は、事前
に保健医療課へお問い合わせください。ただし、医療機関によっては、公費での接種を受けていた
だけない場合があります。
●実施医療機関(順不同)
医療機関名
川西診療所
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
京都中部総合医療セン
ター（旧公立南丹病院）

電話番号
(0771)62-0139
(0771)62-0515
(0771)68-1155
(0771)68-2550
(0771)68-1105
(0771)62-0234
(0771)62-0218
(0771)65-0048
(0771)63-1458

医療機関名
きむら診療所
山田医院
吉田医院
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
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

電話番号
(0771)43-0860
(0771)42-2306
(0771)72-0022
(0771)74-0022
(0771)73-0203
(0771)72-1014
(0771)72-1221
(0771)75-1113
(0771)76-0201

(0771)42-2510

保健医療課
(0771)68-0016

献血・骨髄ドナー登録にご協力ください
赤十字血液センターの採血車による献血と骨髄ドナー登録会を実施します。人の生命を救える大切
な献血です。多くの方のご協力をお願いします。
●日程 3月13日(火)
●時間 午前10時～11時30分、午後0時30分～3時30分
●場所 八木公民館
保健医療課
(0771)68-0016

=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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南丹市不妊治療等給付申
請について
子どもを希望しながらも恵
まれないため、不妊治療また
は不育治療を受けている夫婦
に対し、経済的負担の軽減を
図るため、治療費の一部を助
成します。
●対象者 南丹市に住所を有
し、京都府に1年以上居住
している夫婦(一般不妊治
療のうち一般治療、および
不育治療については、婚姻
の届けを出していないが事
実上婚姻関係にある方を含
む。)で、各種医療保険に
加入している方。
●助成内容 本人負担額の２
分の１
※医療保険法の規定による保
険者、共済組合の規約、定
款、運営規則などで、不妊
治療に要する費用に対して
給付がなされる場合には、
その額を控除します。
●対象となる治療および助成
金の上限
・一般不妊治療：一般治療
(治療の一環として行う検
査を含む、保険適用有)お
よび人工授精(保険適用無)
１年度につき10万円(保険
適用のみの場合は６万円)
・不育治療：不育症の原因検
査・ヘパリン注射などの治
療(保険適用有)１回の妊娠
につき１０万円
●申請期間 治療の翌日から
起算して1年以内。なお、
平成29年度の治療につい
ては、年度内に申請してく
ださい。
●申請方法 保健医療課また
は各支所市民生活課で受け
付けています。詳細は保健
医療課にお問い合わせいた
だくか、市ホームページで
ご確認ください。
保健医療課
(0771)68-0016
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軽自動車などの廃車や名義変更の手続きはお早めに
軽自動車税は、毎年４月１日現在の所有者に課税されます。軽
自動車、バイク、農耕用トラクター、コンバインなど、廃棄処分
したものや人に譲ったもので手続きが済んでいないものがある場
合は、早急に手続きをしてください。
なお、軽自動車税は路上の走行有無にかかわらず、車両を所有
していることに対して課税(標識交付)するもので、「車両は置い
てあるが乗らないので」といった一時使用中止による廃車手続き
(標識返納)は受け付けできません。また、所有者が死亡されてい
る場合は、名義変更の手続きをお願いします。ご不明な点は、車
種に応じた問合せ先へお問い合わせください。
●問合せ先
車種
手続き・問い合わせ先
125㏄以下の原動機付自転車、ミ
市役所税務課
ニカー、小型特殊自動車(農耕用
(0771)68-0004
トラクター、コンバインなど)
軽自動車協会
軽二輪(125cc
廃車するとき
京都事務取扱所
超～250㏄以下
(075)691-6516
のバイク)
廃車以外のとき 近畿運輸局
京都運輸支局
二輪の小型自動車
(050)5540-2061
(250㏄を超えるバイク)
軽自動車検査協会
軽三輪、軽四輪
京都事務所
(050)3816-1844

※125㏄以下の原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車の廃
車や名義変更の手続きをされる場合は、ナンバープレート、印
鑑、本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)を持参の上、
税務課または各支所地域推進課にお越しください。
※農耕用トラクターやコンバインなどの申告漏れがないか、再度
ご確認ください。
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

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

Ｕターン者住宅購入等支援制度を拡充しました
南丹市Ｕターン者住宅購入・新改築支援商品券交付制度の交付対象となる方の要件を拡充し、市内
で住宅を購入、新築または改築をするＵターンする子育て世帯に対して、南丹市商工会の商品券を複
数年にわたり交付します。
●変更内容 要件を満たすＵターン世帯が3親等以内の親族の所有する住宅へ入居する場合におい
て、世帯の構成員が改築の契約を締結した場合も交付の対象とすることができます。
●交付額
住宅補助の別
新築・新築住宅購入
※工事費、購入費が500万円
以上であること

交付額
該当世帯につき100万円

交付年次と額
1年目
40万円
2年目
30万円
3年目
20万円
4年目
10万円
1年目
30万円
2年目
20万円
3年目
10万円

改築・中古住宅購入
該当世帯につき60万円
※工事費、購入費が300万円
以上であること
●交付対象者 次の要件を全て満たす世帯
①住宅購入、新築または改築のいずれかの契約を締結した方を含む世帯であること。ただし、住宅
購入にあっては2親等以内の親族から購入するものでないこと。
②交付申請日の属する年度の4月1日時点において、18歳未満の方と、その方を養育する3親等以内
の方をもって転入する子育て世帯であること。ただし、養育者のうち一人が50歳未満である場合
に限る。
③移住する世帯員に、3年以上市外に居住したＵターン者が含まれていること。
④商品券の交付を受けた日から、引き続き南丹市に5年以上定住することを誓約する世帯であること。
⑤住宅購入などの契約に基づく引き渡しの前後6カ月以内に、住民登録をした世帯であること。
⑥前年(申請が1月～6月までの間にあるときは前々年)の合計所得額が1千万円以上でないこと。
⑦市税などの滞納がないこと。
⑧暴力団員でないこと。
⑨住宅購入などを行った住宅の所有者を含む世帯であること。
※上記①～⑧に該当する世帯が3親等以内の親族の所有する住宅へ入居する場合、その所有者または
転入する世帯の構成員が改築の契約を締結した場合も対象とすることができます。
●交付申請の期限 住宅購入などの契約に基づく引き渡し後、6カ月以内に申請してください。
※詳細はお問い合わせください。
定住・企画戦略課
(0771)68-0003
kikaku@city.nantan.lg.jp

Ｕ・Ｉターン就職支度商品券交付制度
について
市内事業所の人材確保と市内事業所への就職
を契機に定住してもらうことを目的として、南
丹市商工会の商品券を交付します。
●交付額 商品券5万円分
●交付対象者 市内在住で、次の要件全てに該
当する方
①市内事業所の正規雇用労働者となり、雇用を
契機に本市に移住した雇用時の年齢が40歳
未満の方
②転入から5年以上、本市から転出しない意思
を有する方
③市税などの滞納がないこと
=メールアドレス

=ホームページアドレス

④生活実態が伴わない転出や転入でないこと
⑤暴力団員でないこと
●交付申請の期限 市内事業所に就職した日か
ら6カ月以内が期限となっています。期限を
過ぎると交付対象の方でも申請いただけませ
んのでご注意ください。
※詳細はお問い合わせください。
定住・企画戦略課
(0771)68-0003
kikaku@city.nantan.lg.jp

=郵便番号
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京都サンガF．
C．
ホームゲーム無料招待のご案内
南丹市は京都サンガＦ.Ｃ.のホームタウンです。京都サンガＦ.Ｃ.では次の日程でホームゲームの無
料招待を実施します。あなたもスタジアムでサンガを応援しませんか。
＜京都サンガＦ.Ｃ.ホームゲーム情報＞
対戦チーム名
①3月17日(土)
午後3時 キックオフ ＶＳ ＦＣ岐阜
②3月21日(水・祝) 午後3時 キックオフ ＶＳ ファジアーノ岡山
③3月31日(土)
午後3時 キックオフ ＶＳ カマタマーレ讃岐
●場所 西京極総合運動公園 陸上競技場兼球技場(京都市右京区)
●定員および席種 各試合10組20人(ＳＢ自由席) ※満席の場合は他席種へご案内します。
●応募方法 往復ハガキでお申し込みください。
(ハガキ１枚につき、2人まで招待)
・往信表面
610－0102 城陽市久世上大谷89－1
(送付先) 京都サンガＦ.Ｃ. 「南丹市広報ご招待」係
・往信裏面 住所、氏名、電話番号、観戦希望試合の対戦チーム名
・返信表面 郵便番号、住所、氏名
・返信裏面 白紙のままお送りください。
●締切日
①3月２日(金)必着
②３月７日(水)必着
③３月１６日(金)必着
※抽選結果の発表は、返信ハガキの発送をもって行われます。
京都サンガＦ.Ｃ.ホームタウン推進課
(0774)55-7603

人材募集
水道検針員を募集します
●職種など

職種
勤務場所
人数
水道検針員
園部・八木地内
若干名
●応募資格 65歳未満で普通自動車免許を所持される方
※男女は問いません。
●業務内容 毎月1日〜10日の間に、各家庭や事業所などに設置している水道メーターの検針を実施
●任用 4月1日〜
●募集期間 2月26日(月)〜3月9日(金) ※土・日・祝日は除く
午前8時30分〜午後5時15分
●申込方法 履歴書を総務課または上水道課(八木支所2階)へご提出ください。
※履歴書は、市販の横書きのものを使用し、写真を必ず添付してください。
※履歴書はお返しできません。
●採用方法 面接試験などで合格者を決定します。面接日は、申込者に別途連絡します。
上水道課
(0771)68-0053
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=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

相談会

３月のなんでも相談日のお知らせ

職業適性診断と個別相談
会を開催します

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

●日時 3月13日(火) 午後1
時〜、2時〜、3時〜(１人
当たり30分〜50分)
※毎月第2火曜日に実施
●場所 ハローワーク園部
●対象 学校卒業後や中退
後、仕事を辞めた後、現在
働いていないなどの15歳
〜39歳までの方
※学生の方のご利用はご相談
ください。
●費用 無料
●内容 パソコンを使った簡
単な方法で適職診断を行い
ます。その場で出る結果を
基に、相談員とともに自分
に合った仕事を考えます。
●申込方法 電話でお申し込
みください。
※飛び込みの場合、お受けで
きないことがあります。
※ハローワーク園部にお電話
をいただいても予約はでき
ません。
なんたん地域若者サポート
ステーション(火・木・土
曜日 正午〜午後5時)
(0771)23-8002
http://ys-kyoto.org/sup
port/nantan/

日程
3月17日(土)

時間

3月23日(金)

午後1時
〜3時

3月26日(月)
3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

行政書士による無料相談
会を開催します

南丹市無料法律相談会の
お知らせ

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 3月7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

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 ①3月13日(火)、②
3月27日(火)
●時間 いずれも午後1時〜
4時
●場所 日程①八木公民館1
階和室、日程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

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 3月13日(火) 午後1
時30分〜3時30分
●場所 市役所八木支所3階
会議室(南側)
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

=メールアドレス

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)

=ホームページアドレス

=郵便番号
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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(3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。
＜春休みのお知らせ＞
各ひろばと「seedbase」
(シードベース)は休みま
す。
●期間 3月24日(土)〜4月
8日(日)
＜八木ひろば＞
●日時 毎週月・火・水・金
曜日の午前10時〜午後3時
※3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
8
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●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
＜「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：3月8日(木)
(横田公民館)
●美山ひろば：3月8日(木)
●八木ひろば：3月14日(水)
●日吉ひろば：3月20日(火)
※午前11時〜11時３０分ま
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。)
●園部ひろば：3月15日(木)
(園部南部コミュニティー
センター)
●美山ひろば：3月22日(木)
※各ひろばとも午前10時
15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

「みんなおいでよ−！」
を開
催します
子どもたちもお母さんも、
お友だちになって楽しく遊び
ます。
●日時 3月8日(木)
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 お楽しみ会〜子ども
たちの成長を祝います〜
南丹ママさんブラスによる
ミニコンサート。プレゼン
トもあります。ランチは手
作りちらし寿司です。
●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、
お茶、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

催し
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。
＜グラウンド・ゴルフのつど
い＞
●日時 3月2日(月例大
会)、9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)
＜エンジョイテニス(夜の部)
＞
●日時 3月5日、19日(各
月曜日) 午後6時～9時
●場所 体育館
●参加費 400円(当日受付)
●対象 18歳以上
＜レディーススポーツデー＞
●日時 3月7日、14日(各
水曜日) 午前9時30分～11
時30分
●場所 体育館
●参加費 300円(当日受付)
●内容 健康体操、軽スポー
ツ
●対象 18歳以上の女性
＜エンジョイテニス(昼の部)
＞
●日時 3月7日、14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
＜太極拳教室＞
●日時 3月9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

=メールアドレス

＜障がい者スポーツのつどい
＞
●日時 3月13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 3月13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)
丹波自然運動公園
(0771)82-0560
(0771)82-0480
kouen@kyoto-tanbapark.
or.jp
622-0232 京丹波町曽根
崩下代110-7

京都丹波・五色の豆食べ
歩きフェア開催のご案内
南丹市をはじめとする京都
丹波地域の豊かな自然、歴
史、文化に育まれた良質で特
長のある豆類を「京都丹波・
五色の豆」と名付け、その京
都丹波産の豆類を使った地元
菓子店の「こだわりの和・洋
スイーツ」を食べ歩く、「京
都丹波・五色の豆食べ歩き
フェア」を15のお店で開催
しています。
ガイドブック片手にあなた
の“こだわりの一品”を見つ
けてください。
●期間 3月11日(日)まで
●場所 京都丹波地域の和・
洋菓子店 15店舗
●内容 期間中に4店舗以上
のお店で対象商品を購入い
ただくと、抽選でスペシャ
ル菓子セットをプレゼント
します。ガイドブックは道
の駅や観光協会などで配布
しています。

=ホームページアドレス

=郵便番号

南丹広域振興局農林商工部
企画調整室
(0771)22-0133
http://www.pref.kyoto.jp
/nantan/nourin/mame-one.
html

ふるさと再発見 健康ウ
オーキングの参加者募集
そのべ総合型地域スポーツ
クラブではｎａｎｔａｎ健歩
会の協力により南丹市内を巡
るウオーキングイベントを開
催します。
●日時 3月4日(日)
午前11時45分
●集合場所 岡村製作所(園
部町曽我谷 道の駅 京都
新光悦村横)
●参加費 200円(総合型ク
ラブ会員：無料)
●内容 5kmのウオーキン
グと熊崎不動尊や大護摩と
火渡り体験 ほか
●持ち物 水筒、タオル、帽
子、手袋、雨具
そのべ総合型地域スポーツ
クラブ
（園部海洋センター内）
(0771)68-0084

なんたん商工祭を開催し
ます
南丹市商工会員による「な
んたん商工祭」を開催しま
す。企業参加型イベントとし
て、地域産業のPRブースや
飲食出店による食の提供で、
地域資源の再発見や地域の魅
力を高める場にしていきま
す。
また、地 元 サークル「チェ
リーズ」などのステージイベン
トや、南丹市商工会女性部に
よる「ふるまい鍋(数量限定)」
の無料配布もあります。
春を感じる好季節の一日
を、「なんたん商工祭」でお
楽しみください。皆さんのお
越しをお待ちしております。
≪裏面につづく≫
第291号
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●日時 3月10日(土)
午前10時～午後3時
●場所 京都銀行園部支店西
隣
●主催 南丹市商工会
南丹市商工会
(0771)42-5380

「春休み！なんたんむ〜び
〜」
を開催します
遊ｙｏｕひよしの大きなス
クリーンで、空想的で幻想的
な映画を楽しみましょう。春
休みに家族や友達を誘い合わ
せ、ぜひお越しください。
【無料】
●日時 3月28日(水)
＜午前の部＞
●時間 午前10時～
(開場：午前9時30分)
＜午後の部＞
●時間 午後2時～
(会場：午後1時30分)
●入場方法 入場整理券をお
持ちください 。 入 場 整 理
券は日吉町生 涯 学 習 セ ン
ター、園部公民館、八木公
民館、社会教育課美山担当
（美山支所内）で配布して
います。入場 整 理 券 の 配
布は、1人3枚までとしま
す。
●場所 日吉町生涯学習セン
ター ホール
●上映作品 『ペット』(91分)
●定員 200人
※当日入場は、定員に達して
いない場合のみ可能です。
社会教育課
(0771)68-0057

園部吹奏楽団第４２回定
期演奏会のお知らせ
午後のひととき、園部吹奏
楽団の演奏をお楽しみくださ
い。団員一同、皆さんのご来
場をお待ちしています。
【無料】
●日時 3月11日(日) 午後2
時～(開場：午後1時30分)
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●場所 国際交流会館イベン
トホール
●内容
・第1部 「オリジナルステー
ジ 客演指揮 山川すみ男」
ノヴェナ、なぎさの詩、
マーチ「プロヴァンスの
風」
・第2部「 ポップスステー
ジ Ensui 楽舞 Live!」ス
イートメモリーズ、君の瞳
に恋してる、女流演歌コレ
クション、ソーランファ
ンク(踊り：園部舞組爽龍
隊）ほか
●後援 南丹市、南丹市教育
委員会、南丹市文化協会、
京都府職域・一般吹奏楽連
盟
園部吹奏楽団
090-3352-7713

園部高・附属中合唱部定
期演奏会のお知らせ
部員の日ごろの成果を披露
します。休憩時間にはお菓
子、飲み物を用意し、皆さん
のご来場をお待ちしていま
す。【無料】
●日時 3月17日(土) 午後2
時～(開場：午後1時30分)
●場所 国際交流会館コスモ
ホール
●内容
・第１ステージ：Storia
（NHK「歴史秘話ヒス
トリア」主題歌）、ヒカ
リノアトリエ（NHK朝ド
ラ「べっぴんさん」主題
歌）、青いベンチ ほか
・第２ステージ：企画ステー
ジ～めぐる季節～
・第３ステージ：組曲「もう
ひとつの京都」より、私と
小鳥と鈴と、信じる ほか
園部高等学校
(0771)62-0051

木こり体験参加者募集
いつか住みたい。究極の田
舎京都・美山。その前に試し
てみよう 暮らし・人。美山
の景色は、人と山の暮らしが
あってこそ。木を伐って木を
植える基本的な作業を通し
て、人と山の暮らしについて
考えてみませんか。
●日時 3月25日(日)午前9
時30分～午後4時
●内容 間伐(伐倒)、玉切
り、植栽(クヌギ)、獣害防
止用具設置、地域の見どこ
ろ案内(音谷の滝など)
●集合場所 ムラの駅たなせ
ん(南丹市美山町鶴ヶ岡新
釈迦堂前1)
●参加費 中学生以上3,000
円・小学生以下1,500円
(保険含・ランチ付)
●持ち物 作業服、長靴、タ
オル、軍手、飲料、着脱し
やすい防寒着
●申込方法 3月19日(月)
午後5時まで申し込みくだ
さい。
氏名、生年月日、連絡のつ
く電話番号をお伝えくださ
い。
鶴ヶ岡振興会
(0771)76-9020
(0771)76-9021

さくら楽習館専門学部発
表会と閉講式のお知らせ
さくら楽習館の１年の締め
括りとして専門学部発表会お
よび閉講式を開催します。多
くの皆さんの参加をお待ちし
ています。【無料】
●日程 3月14日(水)
●時間 発表会：午前9時40
分～、閉講式：午前11時
～
●場所 日吉町生涯学習セン
ターホール
●内容
・発表会：舞台発表(歌謡

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

部、コーラス部)
・閉講式記念映画上映:「オ
ケ老人！」 監督：細川
徹
・新任の高校教師が、間違っ
て入ったアマチュアオーケ
ストラで老人たちを率いな
がら指揮者として奮闘する
－。荒木源の同名小説を映
画化した、人情たっぷりの
音楽コメディ。
社会教育課
(0771)68-0057

南丹市グループワーク事
業のお知らせ
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 ①3月2日(金) 午
後1時30分～3時、②3月
16(金) 午前10時～11時
30分
●場所 日時①いきいきオア
シス日吉(日吉ゆう薬局に
隣接)、日時②こむぎ山健
康学園
●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

明るい家庭づくり(家庭の
日)絵画展のお知らせ
小学生の目から見た家庭内
の微笑ましいふれあいを絵で
表現することを通して、子ど
もたちの健やかな成長にとっ
て家庭の役割の大切さを再認
識するため、「家庭の日」絵
画展を実施します。京都府内
小学生から応募のあった336
=メールアドレス

点から選ばれた入賞作品23
点と南丹市・亀岡市からの佳
作2点を展示します。
【無料】
●日時 ①3月6日(火)～10
日(土) 午後1時～5時、
②3月11日(日) 正午～午
後3時30分
※入賞作品の表彰式を同時開
催します
●場所 ①園部公民館ロビー
②国際交流会館地階ロビー
(公社)京都府青少年育成協
会事務局
(075)417-0602

八木・日吉・美山地域情報
ＣＡＴＶ設備の交換にご協
力をお願いします
現在、八木・日吉・美山地
区のケーブルテレビ(ＣＡＴ
Ｖ)各加入者様宅に設置して
いるＣＡＴＶ設備(Ｖ－ＯＮ
Ｕ)の更新工事を実施してい
ます。
この工事は、設置から年数
が経過し、更新時期を迎えて
いる設備(Ｖ－ＯＮＵ)を新し
いものへ交換を行うもので、
3月末までが工期となってい
ます。
安定的なサービスの提供の
ため、お済みでない方は、ご
協力をお願いします。
工事日の調整は、工事施工
業者から、直接、加入者様に
電話連絡させていただいてい
ます。電話の際は、「南丹市
のケーブルテレビ」であるこ
とを明確にお伝えしますの
で、民間事業者の営業電話と
混同されませんようご注意く
ださい。
●工事施工業者
㈱かんでんエンジニアリング
(075)205-5211
(受付時間 午前8時30分～
午後5時 土日営業 月曜日
休み)

=ホームページアドレス

=郵便番号

情報政策課
(0771)68-0066

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
＜ゲートボール＞
●日時 3月8日(木)
午後1時〜
●場所 美山町自然文化村い
きいきドーム
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
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