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お知らせ
国民健康保険被保険者証
の更新について
3月に被保険者証の一斉更
新を行います。
●交付方法 簡易書留で、加
入世帯ごとにまとめて世帯
主に郵送します。原則、住
所地への交付のため、郵便
局での転送サービスは利用
できません。
●発送時期 3月中旬〜下旬
※配達時に不在の場合は、郵
便局で保管されますので、
期限内にお受け取りくださ
い。
※保管期限を過ぎたものは、
市役所に返送 さ れ ま す の
で、保健医療課または各支
所市民生活課の窓口でお受
け取りください。受け取り
の際は、古い保険証、印鑑
および本人確認のできる書
類(個人番号カードや運転
免許証など)を必ずご持参
ください。

【総合問合せ窓口】

●その他
①国民健康保険税に滞納があ
る場合は、別途、短期被保
険者証の交付について通知
します。(保健医療課また
は支所で交付します。)
②国民健康保険の加入者で、
3月末になっても新しい被保
険者証が届かない場合や、
すでに他の健康保険に加入
しているのに新しい被保険
者証が届いた場合は、保健
医療課へご連絡ください。
※勤務先の健康保険に加入さ
れても、勤務先から市役所
へは届出がありませんの
で、加入者が直接手続きを
行ってください。
●有効期限 平成31年7月
31日まで(今回から期限が
変更になります。)
・上記の有効期限までに、退
職被保険者証で65歳到達
の方とその被扶養者の方ま
たは75歳到達で後期高齢
者医療制度に移行する方は
有効期限が異なります。
（有効期限までに新しい被
保険者証を送ります。）
・平成31年より、70歳以上
の方に交付する高齢受給者
証と一体型の被保険者証に
変更するため、被保険者証
の更新時期を毎年7月下旬
に変更します。
保健医療課
(0771)68-0011
各支所市民生活課
八木(0771)68-0022
日吉(0771)68-0032
美山(0771)68-0041
(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

技能修得資金の支給申請
について
中学校および高等学校を卒
業して、技能修得施設(専門
学校など)へ進学される方を
支援するため、技能修得資金
を支給します。
●対象 市内在住で、経済的
な理由から技能修得が困難
な方
※施設の要件、所得制限など
があります。詳細はお問い
合わせください。
●申請期間
・第1次申請：3月20日(火)
まで
・第2次申請：3月22日(木)
〜4月18日(水)
●その他 申請書は、南丹保
健所福祉室、市役所社会福
祉課および各支所市民生活
課に備え付けています。
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
日吉(0771)68-0032
美山(0771)68-0041
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平成３０年度福祉タクシー等利用券の申請について
障がいのある外出困難な在宅の方を対象に、福祉タクシー等の
利用券を交付します。
利用券は、タクシー料金、バス（デマンドバス含む。）運賃や
自家用車のガソリン代に使用することができます。
●対象者
手帳(障がい)の種類

じん臓機能障害

視覚障害、下肢、体
幹、移動機能障害
心臓、呼吸器、ぼう
こう、直腸、小腸、
肝臓機能障害
療育手帳
精神障害者保健福祉
手帳

等級

1・3級

1・2級
1級
A
1級

交付枚数・所得要件
2万円分/年
(50円券を400枚)
※所得制限なし
※5月以降の申請は、申請月
から1月あたり32枚分

1万円分/年
(50円券を200枚)
※世帯全員の市町村民税額
(所得割)の合計が、23万5
千円未満の場合に限る。
※5月以降の申請は、申請月
から1月あたり16枚分

●申込方法 3月1日(木)以降、社会福祉課および各支所市民生
活課で受け付けます。手帳と印鑑を持参の上、申請してくださ
い。(利用券の交付は4月以降となります。)
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
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風しん予防接種費用助成
申請は4月2日までに

狂犬病集合予防注射の日
程について

風しん予防接種費用助成対
象者の方で、今年度風しん予
防接種を受けられた方は、平
成30年4月2日(月)までに申
請手続きをしてください。
●助成者対象 接種当日、南
丹市に住所を有する方で、
風しんの抗体検査などで抗
体価が低くかつ以下のいず
れかに該当する方
①妊娠を希望する女性
②抗体価が低い妊婦の同居
者
詳しくは、保健医療課にお
問い合わせいただくか、南丹
市ホームページをご覧くださ
い。
保健医療課
(0771)68-0016

犬の所有者は、室内犬、室
外犬に関わらず、毎年4月か
ら6月の間に狂犬病予防注射
を受けさせることが法律で定
められています。市では以下
の日程で集合予防注射の巡回
を予定しています。
詳細な時間および場所は、
次回発行のお知らせなんたん
に掲載します。なお、市ホー
ムページにも掲載しています
ので、ご確認ください。
●日程
園部：4月3日(火)、4日(水)
八木：4月5日(木)、6日(金)
美山：4月9日(月)、10日(火)
日吉：4月11日(水)、12日(木)
市民環境課
(0771)68-0005
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クラブミーティングルー
ム登録団体を募集します
日吉町生涯学習センターで
は、平成30年度クラブミー
ティングルーム利用の登録申
請を受け付けています。
登録された団体は、約20
人の会議ができるクラブミー
ティングルームを年間に何回
でも利用できます。
●使用期間 ４月1日から平
成31年３月31日の午前９
時〜午後10時
●休室日 月曜日、祝日、年
末年始(12月28日〜1月4
日)、センターの臨時休館
日
●資格 次の①〜③全てに該
当すること
①団体の構成員が5人以上
で、その半数以上が市内在
住、在勤または在学中であ
ること
②社会教育の推進または文化
芸術活動の推進に寄与する
団体であること
③センターの運営に積極的に
協力できる団体であること
●登録料 年間10,280円
(10月以降利用の場合は、
5,140円)
●申込方法 3月25日(日)ま
でに団体構成員名簿、活動
実績および活動計画書を添
付の上、問合せ先までお申
し込みください。
日吉町生涯学習センター
(0771)72-3300
(0771)72-3311

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

4月8日は京都府知事選挙・南丹市長選挙の投票日です
京都府知事選挙および南丹市長選挙を4月8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4月9日以前に生まれた方(満18歳以上)で、南丹市長選挙は南丹市の区域内に、京都府知
事選挙は京都府内の区域内に引き続き3カ月以上住所を有する方です(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5頁以降
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。
※本庁と支所で開設期間が異なっています。また、一度に両方の選挙に投票できるのは、4月2日
(月)から4月7日(土)までとなりますのでご注意ください。
期日前投票所開設期間
3月23日(金)から
4月1日(日)まで

期日前投票所開設場所

投票できる選挙

南丹市役所本庁

京都府知事選挙

南丹市役所本庁
南丹市役所八木支所
京都府知事選挙
南丹市役所日吉支所
南丹市長選挙
南丹市役所美山支所
※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です。
・3月23日(金)から4月1日(日)まで ※京都府知事選挙のみ
・4月2日(月)から4月7日(土)まで(ただし、滞在先の市区町村が選挙期間中でない場合は、４月６日
(金)の通常の閉庁時間まで)※京都府知事選挙と南丹市長選挙両方
●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る場合は申請をお願いします。
※郵便等投票ができる方
4月2日(月)から
4月7日(土)まで

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
身体障がい者
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、小腸、 特別項症から第3項症
肝臓
まで
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
身体障がい者
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
≪裏面につづく≫
第292号
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●最近、南丹市へ転入された方、南丹市から転出された方の投票方法
最近、住所を移転された方は、投票の場所が変わることがありますので、お間違えのないようにし
てください。
【南丹市へ転入届を出された方】
届出の日
（住民登録の日）
京都府以外から
転入された方
京都府内の他の
市町村から転入
された方

H29.12.31以前

投票場所・選挙権の有無
南丹市で 前住所地で 投
票
投票できる 投票できる できない
○

H30. 1. 1以降
H29.12.31以前
H30. 1. 1以降

○
○
◯
知事選のみ

備考
知事選・市長選
どちらもできる
知事選・市長選
どちらもできない
知事選・市長選
どちらもできる
知事選できる
市長選できない

※平成30年1月1日以降、京都府内の他の市町村から南丹市へ転入して来られた方は、前住所地で知
事選のみ投票することができます(ただし、選挙人名簿に登録されていることが必要)。その際は、
前住所地で引き続き京都府内に住所を有することの確認を受けてください。
※平成29年12月22日から平成29年12月30日の間に南丹市へ転入届を出された方は、上記の表の要
件と異なりますので、南丹市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
【転出届を出された方】
届出の日
（住民登録の日）
京都府以外へ転
出された方
京都府内の他の
市町村へ転出さ
れた方

投票場所・選挙権の有無
新住所地で 南丹市で
投
票
投票できる 投票できる できない

全期間

○

H29.12.21以前
◯
に新住所地へ転入
知事選のみ
の届出
H29.12.22以降
◯
に新住所地へ転入
知事選のみ
の届出

備考
知事選・市長選
どちらもできない
知事選できる
市長選できない
知事選できる
市長選できない

※南丹市外へ転出された方は、南丹市長選挙の投票はできません。
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=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

●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
南丹市川辺地域活性化センター
(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
南丹市西本梅地域活性化センター
(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

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
池上公民館
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

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

≪裏面につづく≫

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

第292号
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【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

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

南丹市選挙管理委員会事務局
(0771)68-0002
(0771)63-0653
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=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

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
料招待を実施されます。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＞
試合日程
試合開始時間
対戦チーム名
応募締切日
4月7日(土)
午後3時
大分トリニータ
3月23日(金)
4月21日(土)
午後3時
ロアッソ熊本
4月6日(金)
5月6日(日)
午後3時
レノファ山口FC
4月20日(金)
●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(応募締切日必着)により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。
※抽選結果の発表は、返信ハガキの発送をもって行います。
京都サンガＦ.Ｃ.ホームタウン推進課
(0774)55-7603

「第24回大堰川さくら祭り」
出店者募集
●日時 4月7日(土)午前10時〜午後3時 ※雨天中止
●場所 南丹市大堰川緑地公園 芝生広場付近(八木町西田)
●出店募集 ・グルメ桜通り：特産品、加工品、手作り品、飲食物(先着10組)
出店料2,000円(テント代など)※電気調理器使用不可
・青空フリーマーケット：リサイクル品、野菜、地元産品ほか
協力金1,000円 ※車両販売可
●申込先 八木町観光協会事務局
●申込締切 4月4日(水)正午まで
八木町観光協会事務局(月・水・金)
0771-42-5850

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

第292号
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人材募集
平成30年度南丹市臨時職員を募集します
●職種など
職

種

バス運転手

勤務場所
市営バス
美山事務所

募集人数
1人

賃金（円）
日額10,300円

備

考

大型二種免許

用務員
1人
日額7,120円、時間額890円
保育士
市内保育所
若干名
日額8,160円、時間額1,020円
保育士資格
給食調理員
若干名
日額7,280円、時間額910円
調理師免許
幼稚園教諭 市内幼稚園
若干名
日額8,160円、時間額1,020円
幼稚園教諭免許
※上記以外の職種で勤務を希望される場合は、お問い合わせください。
●任用期間 平成30年4月1日から６カ月間
●募集条件など 年齢は65歳未満の方。備考欄に資格・免許保持者の記載がある職種は、資格を有
している方または取得見込者に限ります。
●勤務時間 原則週5日、午前8時30分〜午後5時まで
※職種により異なる場合がありますので、お問い合わせください。
●募集期間 平成30年3月20日(火)まで
※土・日・祝日を除く。午前8時30分〜午後5時15分
●申込方法 臨時職員登録申込書(総務課および各支所地域推進課に備え付け)に必要事項を記入の
上、総務課または各支所地域推進課へ提出してください。
※有資格の職種を希望する場合は資格を証明する書類(写し)を必ず添付してください。
●採用 書類審査および面接試験により合否を決定します。
※面接は随時実施します。(日程は申込者に別途連絡します)
●その他 詳細はお問い合わせください。
総務課
(0771)68-0008

南丹市臨時職員の登録者を募集します
引き続き、一般事務の臨時職員の登録を募集しています。
市役所の本庁・支所の各課で臨時職員が必要な場合、登録者に連絡します。任用については面接な
どにより決定します。
●受付期間 年間を通じて随時受け付けます。(登録は平成31年3月31日まで有効)
※受付時間、提出書類は上記と同様です。詳細はお問い合わせください。
総務課
(0771)68-0008
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=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

子育て支援（催し）

新刊図書のご案内

託児付きカフェよっとい
でのお知らせ(3月)

南丹市立図書館
「新刊図書」
のご案内

子育て応援として月1回
「カフェよっといで」をオー
プンし、子育て中のママさん
や家族の方、お子さんのホッ
とできる居場所作りをしてい
ます。
春の訪れを感じる頃となり
ました。今月が最後のよっと
いでになるお子さんもおられ
ることと思います。記念にみ
んなで大きな絵を描きましょ
う。カフェタイムもお楽しみ
に。お誘い合わせの上、お越
しください。
●日時 3月19日(月)
午前10時〜正午
(受付：午前9時50分)
●場所 美山保健福祉セン
ター
●内容 みんなで大きな絵を
描こう＆カフェ
●参加協力金 500円(無農
薬コーヒー＆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
※絵の具などがついてもよい
服装でお越しください。
●申込方法 3月17日(土)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、で
きるだけ事前にお申し込み
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

＜一般書＞
◆日本一の速読教室(石井真)◆伊勢神宮と出雲大社◆大日本史
(山内昌之、佐藤優) ◆掟破り(大下英治)◆おかげさまで、注文
の多い笹餅屋です(桑田ミサオ)◆奨学金借りるとき返すときに読
む本(柴田武男、鴨田譲編)◆発達障害の子どもと上手に生き抜く
74のヒント(小林みやび)◆京の祭と行事(星野佑佳写真)◆太陽
のきほん(上出洋介)◆数をかぞえるクマ サーフィンするヤギ(ベ
リンダ・レシオ)◆心も体もラク～になる宇宙一ゆる～いヨガ(Ｐ
ＩＣＯ)◆老後と介護を劇的に変える食事術(川口美喜子)◆市販
薬は成分表示だけ見ればいい(岩井浩)◆世界の断崖おどろきの絶
景建築(パイインターナショナル編著)◆私たちが好きなキルトの
バッグとポーチ(斉藤謡子、キルトパーティ)◆ほんものの京み
やげ(朝日新聞出版編)◆大豆粉でできる糖質オフのお菓子＆パン
(真藤舞衣子)◆パパ入門ガイド(ファザーリング・ジャパン)◆絵
本とおもちゃでゆっくり子育て(柿田友広)◆煙のようになって消
えていきたいの(斎藤明美)◆七色結び(神田茜)◆オーパーツ死を
招く至宝(蒼井碧)◆海馬の尻尾(荻原浩)◆牛天神(山本一力)◆父
子(おやこ)ゆえ(梶よう子) ◆嘘(村山由佳)◆温泉天国(嵐山光三郎
他)◆ぺコロスの母の忘れもの(岡野雄一)◆それ自体が奇跡（小
野寺史宜）
＜児童書＞
◆食物アレルギーキャラクター図鑑(赤澤晃監修)◆すみれちゃん
のお片づけ12カ月(渡辺ゆき)◆大根はエライ(久住昌之) ◆みん
なで！ひとりで！たのしいトランプあそび(草場純他監修)◆図書
館の怪談(斉藤洋)◆５分後に恋の結末(橘つばさ,桃戸ハル)◆十代
最後の日(赤川次郎)◆図書館につづく道(草谷桂子)◆シロクマが
家にやってきた！(マリア・ファラー) ◆きみの心にふる雪を。
(西本紘奈)
＜絵本＞
◆おめでとうのさくらまんじゅう(西本鶏介)◆ねこでんしゃ(山
口マオ)◆じてんしゃのれるかな(平田利之)◆うちゅうはきみの
すぐそばに(いわやけいすけ)◆すずちゃんののうみそ(竹山美奈
子)◆はりねずみのルーチカ りんごとれるかな？(北見葉胡) ◆
ブルドッグたんていときえたほし(谷口智則)◆動物たちは、冒険
家！(キム・トマス)◆わたしのおひっこし(イヴ・バンティング)
◆子ネコのスワン(ホリー・ホビー)◆藤吉じいとイノシシ(椋鳩
十)
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

第292号
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催し
よしとみフォトフェスティバ
ル2018開催のお知らせ
写真の作品展 や 吉 富 映 画
祭、ポートレート撮影などが
開催されます。
＜作品展＞
若手写真家の写真作品や学
生による作品を教室などを使
い展示します。【無料】
●日時 3月21日(水・祝)
〜31日(土) 午前10時〜正
午、午後１時～4時(ただ
し、25日(日)は休み)
※期間延長する場合がありま
す。
●場所 吉富ノ庄(旧吉富小
学校)
●出展者 大阪芸術大学写真
学科客員教授・写真家(吉
川直哉+大西みつぐ)、ゼ
ミ生、OB・OG、関西の
写真ギャラリー、吉富ノ庄
写真クラブ、園部高校ほか
近隣市町高等学校写真部、
観光協会の作 品 な ど を 予
定。※「はる そ ら フ ォ ト
ブックコンテスト」フォト
ブックも展示します。
＜吉富映画祭＞
京都国際インディーズ映画
祭に出品された短編映画の再
上映。【無料】
●日時 3月31日(土)
午前10時～午後3時
●場所 吉富ノ庄音楽室
●定員 40人(先着順)
＜LOCAL GIRL～かわいいは
都会だけじゃない～＞
ポートレート写真家和田久
さんによる撮影・プリントア
ウトお渡し会（希望者にはメ
イク付き）
●日時 3月31日(土)
午前10時～午後4時
●場所 吉富ノ庄展示室
●参加費 500円から(写真
現像代・メイク代)

10

平成30年
（2018年）3月9日発行

●定員 30人(先着順)
＜その他＞
八木綿の綿繰り体験イベン
トなどを予定しています。
※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。
※予定は変更する場合があり
ます。
※詳しくはホームページをご
覧ください。
ワタリドリ写真部
070-6920-0458
https://yoshitomiphoto.
localinfo.jp/

パソコン初心者講習会の
参加者を募集します
中高年(60歳以上)を対象
にしたパソコン(ワード、エ
クセル)初心者講習会を開催
します。
●日程 4月12日(木)、26
日(木)、5月11日(金)、25
日(金)※全4回
●時間 いずれも午後1時～
4時
●場所 八木老人福祉セン
ター1階パソコン教室
●費用 受講料：4,400円
(教科書代)
●定員 10人(申し込み者多
数の場合は抽選)
●申込方法 3月23日(金)ま
でに、申込用紙(八木老人
福祉センター事務局に備え
付け)に必要事項を記入の
上、事務局へお申し込みく
ださい。
●主催 八木老人クラブ連合
会パソコンサークル
●その他 初心者講習終了後
に、八木老人クラブ連合会
パソコンサークルへの入会
も可能です。
八木老人福祉センター事務
局
(0771)42-4680

「手話教室・入門講座」の
受講者募集
手話であいさつや自己紹介
ができるよう、手話を学んで
みませんか。【無料・要申
込】
●日程 4月11日～7月18日
までの毎週水曜日 全15
回(予備日：7月25日)
●時間 午後7時～9時
●場所 南丹市役所3号庁舎
第4会議室(会場は変更す
る場合があります。)
●対象 市内在住、通勤・通
学の満15歳以上で手話を
初めて学ぶ方
●申込方法 4月4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
ふない聴覚言語障害セン
ター
(0771)63-6448

ひよりカフェのご案内
日吉町にある障害者施設ひ
より舎では、定期的に利用者
さんとメニューを考え、カ
フェを開催しています。カ
レーやうどん、コーヒーなど
の定番からお持ち帰りできる
炊き込みご飯や焼きそば、コ
ロッケもあります。さをり織
り商品などもありますので、
お気軽にお越しください。
※メニューは季節的に変わり
ます
●日時 3月23日(金)
午前11時～午後1時30分
●場所 ひより舎(南丹市日
吉町保野田垣ノ内5-10)
●駐車場 あり
南丹市社会福祉協議会 障
がい者多機能型支援事業所
ひより舎
(0771)72-0324

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

「平成30年度南丹将棋教
室」
参加者募集
考えることの面白さ、礼儀
を大切にする心や集中力、粘
り強い精神力を培うととも
に、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。全くの初心者でも参加
できますのでお気軽にお申し
込みください。
●4月の日程 4月7日(土)、
14日(土)、22日(日)、28
日(土)※以降の日程は随時
お知らせします。
●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（未就学
児は保護者同伴なら可）
●費用 一般：1回500円、
学生：1回400円(家族で
申し込みの場合、2人目以
降100円引き)
●講師 大山勝義 アマ6段
●申込方法 園部公民館に備
え付けの申込書に必要事項
を記入の上、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。
※申込期限はありませんが、
参加者多数の場合は、募集
を終了するこ と が あ り 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
い。上達に応じて参加コー
スの変更も可能です。
=メールアドレス

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
上本町南2-22

平成30年度「さくら楽習
館」
受講生を募集します
生涯学習講座「さくら楽習
館」の受講生を募集します。
●対象 市内在住の55歳以
上の方
●開設期間 4月～平成31年
3月(講座を8回程度開催)
●場所 後日参加者にお知ら
せします。
●内容 趣味教養講座、健
康・福祉講座、専門学部
(サークル活動)
●費用 受講料：1,000円
(別途、実費徴収あり)
●募集期間 随時募集
※申込時期によっては、終了
している講座があります。
●申込方法 社会教育課、八
木公民館、日吉町生涯学習
センター、社会教育課美山
担当(美山支所内)のいずれ
かへお越しいただき、お申
し込みください。
※申込用紙は、各事務所に備
え付けています。
社会教育課
(0771)68-0057
(0771)63-2850

丹波史談会講演会の開催
日が変更になりました
3月10日(土)開催予定の講
演会を次のとおり変更しま
す。多数の参加をお待ちして
います。
●日時 3月17日(土)
午後1時30分～3時
●場所 生身天満宮社務所
●内容 講演「生身天満宮宮
司主屋の建築価値」びわこ
学院大学教授 丸山俊明

=ホームページアドレス

=郵便番号

氏
丹波史談会
080-4253-6489(午前9時
～午後5時)

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、人
権ビデオ鑑賞会を開催しま
す。【無料】
＜第３回人権ビデオ鑑賞会＞
●日程 3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
●内容 ビデオ鑑賞
・『ありったけの勇気』 (時
間：27分)
・『風の旅人』(時間：30分)
八木公民館(社会教育課八
木担当)
(0771)68-0026

外国人の方が日本語学習
の成果を発表します
国際交流協会が主催する
「外国人のための日本語教
室」で、日本語を学んでいる
外国人の方が学習の成果を発
表します。【無料】
●日時 3月18日(日)
午前10時～正午
●場所 国際交流会館2階第
1・2研修室
●内容 学習の成果発表
●対象 日本語教室や国際交
流に関心のある方をはじ
め、市民ならどなたでも
●申込方法 3月15日(木)まで
に電話、ＦＡＸ、Ｅメールの
いずれかで、氏名・所属をご
連絡ください。
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
nantania@office.zaq.jp
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チアダンスの生徒を募集
します

世界の料理教室「肉まん」
を開催します

チアダンスをしませんか。
●日時
・3歳～小学生の部
3月24日(土)から毎週土曜
日午後2時～午後3時
・中学生以上の部
4月3日(火)から毎週火曜
日午後7時～午後8時
●場所 京都府立口丹波勤労
者福祉会館体育館(南丹市
八木町西田金井畠9)
●内容 ポンポンを使い、音
楽に合せてダンスを踊る。地
域のイベントに出演する。
●講師 川井千枝先生(カワ
イダンスエージェンシー)
●参加料 3歳～小学生の部
4,000円(6回)、中学生以
上の部4,000円(1カ月)
●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(口丹波勤労者福祉会
館)
(0771)42-5484
(0771)42-5684
fualx504@cans.zaq.ne.jp

●内容 南丹市在住の中国出
身の皆さんから、本格的な
「肉まん」の作り方を教え
てもらいます。
●日時 3月25日(日)
午後10時～午後2時
●場所 八木公民館調理室
●参加費 500円(材料費、
保険代込み)
●対象 市内在住、在勤の小
学生以上の方および会員
●定員 15人(先着順)
●申込方法 氏名、年齢、住
所、電話番号、当日連絡
先(携帯電話番号など)を電
話、ＦＡＸ、Ｅメールのい
ずれかで、お申し込みくだ
さい。
●主催 南丹市国際交流協会
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
nantania@office.zaq.jp

アート陽作品展のお知ら
せ

生涯学習として、社交ダン
スで健康増進と親睦を深め、
楽しい時間を過ごせるよう、
気軽に始めてみませんか。
【無料】
●日時 4月5日、12日、19
日、26日(各木曜日) 午後
8時～9時45分
●場所 八木公民館3階大集
会室
●対象 18歳以上の方
●内容 ジルバ、ワルツ、ブ
ルースなど
南丹市社交ダンス愛好会
(0771)42-3084

園部公民館１階ロビーにて
開催します。ご来館の際はぜ
ひご覧ください。
●期間 3月18日(日)～31
日(土)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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社交ダンス初心者講習会
を開催します

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 4月1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
wakkakka.2014@gmail.com

STIHLの森京都(府民の
森ひよし)からのお知らせ
リニューアルオープンに先
立ち、南丹市民の方を対象と
したキャンプ場の利用モニ
ターを募集します。
電気の使える区画とペット
と泊まれる区画を新設し、従
来の施設も拡張しています。
この機会に是非宿泊頂き、ご
要望やご意見を伺うアンケー
トにご協力ください。
●開催日 3月29日(木)～
31日(土)
●宿泊条件 3日間のうち午
後3時～翌日午前10時まで
の１泊
●対象 南丹市在住の方(未
成年者は保護者同伴のこ
と)
●宿泊施設 キャンプ場4種
類40区画(テントは持参し
てください)
●使用料 無料
●申込方法 3月25日(日)ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。(先着順)
●その他 詳細はお問い合わ
せください
STIHLの森京都(府民の森
ひよし）
(0771)72-1339

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

丹波自然運動公園からの
お知らせ

「第5回中世木せつぶん
草まつり」
を開催します

＜テニス大会＞
●日時 4月18日(水)
午前９時～
●場所 テニスコート
●内容 予選リーグ戦～決勝
トーナメント
●参加費 1,000円(1ペア)
●定員 男女別ダブルス／各
32組 ※先着順
●対象 18歳以上の方
●申込方法 3月18日(日)か
ら4月11日(水)までに、参
加者の住所、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。
＜天文教室＞
●日時 4月21日(土)
午後7時～9時
●場所 丹波天文館(公園内)
●内容 月、金星、木星、春
の星座などの観望
●参加費 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 4月20日(金)ま
でに、参加者 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。
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

「第5回中世木せつぶん草
まつり」を開催します。
また、中世木せつぶん草を
守る会が編集した「中世木山
野草ＢＯＯＫ」の発行記念と
して、同志社大学光田重幸先
生の講演も開催します。
●日時 3月18日(日)
午前10時～午後3時
(講演：午後1時～)
※3月17日(土)午前10時～
午後3時も自生地を公開し
ます。
●場所 南丹市日吉町中世木
中世木公民館周辺
●参加費 保存協力金300円
以上をお願いします。
●申込 不要
●主催 日吉町中世木区、中
世木せつぶん草を守る会
●後援 京都府、南丹市、世
木地域振興会
※この事業は平成29年度南
丹市集落支援事業の補助金
を受けています。
南丹市集落支援員
090-2066-3441

=メールアドレス

八木・日吉・美山地域情報
C A T Vで B S・C S パスス
ルーサービスを開始します
八木・日吉・美山地域の南
丹市ケーブルテレビ(ＣＡＴ
Ｖ)で、新たにＢＳ・ＣＳパ
ススルーサービスを開始しま
す。このサービスは、南丹市
ＣＡＴＶに加入していれば、
ＢＳ・ＣＳアンテナを設置し
なくてもＢＳ・ＣＳ放送の番
組が視聴できます。
ご利用についてご不明な点
は、南丹市情報センターへお
問い合わせください。
●サービス開始日 平成30
年4月1日

=ホームページアドレス

=郵便番号

※利用にあたりＣＡＴＶ基本
料金(月額1,540円)に追加
料金は発生しません。
※ＢＳ放送の視聴には、加入
者様で分波器の購入と取り
付けが必要です。分波器
は、一般的な電気店、家電
量販店で購入できます。
※ＢＳ・ＣＳの視聴には対応
したテレビまたはチュー
ナーが必要です。また、宅
内配線や機器がＢＳ・ＣＳ
電波に対応していない場合
は、加入者様の手配や費用
で配線や機器の交換が必要
になることがあります。
※ＢＳ・ＣＳパススルーサー
ビスの利用には本年度実施
しているＶ−ＯＮＵの交換
が完了している必要があり
ます。(交換工事がお済み
でない場合は利用できませ
ん。)
※Ｖ−ＯＮＵ交換工事の完了
確認の際、ＢＳ・ＣＳを
「視聴しない」と回答され
た加入者様については、南
丹市情報センターまたは各
支所地域推進課窓口で「Ｂ
Ｓ・ＣＳパススルー開始申
請」(手数料不要)の手続き
が必要です。
※ＮＨＫ−ＢＳの視聴にはＮＨ
ＫとのＢＳ受信契約が必要
です。また、ＢＳ有料チャン
ネルの視聴には各有料チャ
ンネル放送事業者と個別の
有料契約が必要です。
※ＣＳ放送の視聴には、放送
事業者と個別の有料契約が
必要です。
※ＣＳスカパープレミアム
サービスは、別途専用アン
テナ・チューナーが必要で
す。
南丹市情報センター
(0771）63-1777
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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

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。

