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お知らせ
市民ワークショップメン
バーを募集します
公共施設の集約、複合化を
進める公共施設再配置計画を
策定するため、市民の皆さん
のご意見を伺う市民ワーク
ショップの参加者を募集しま
す。
●応募対象 平成30年4月1
日現在、市内在住、または
在勤、在学の満18歳以上の
方で、毎回参加可能な方。
●募集人員 40人程度(各町
10人程度)
●活動期間
6月〜平成31年1月
・期間中に町ごとに4回程度
開催予定(１回目は公共施設
再配置についての講演会を
開催。）
・町ごとのワークショップに参
加いただくため、4回程 度
出席いただきます。
・平日午後7時から約2時間
程度、または、土・日曜日に
開催します。(日程は決定次
第お知らせします。)
【総合問合せ窓口】

・報酬、交通費の支給はあり
ません。
●応 募 方法 専用の応 募用
紙(財務課に備え付け、また
は、市ホームページからダ
ウンロードできます)に 必
要事項を記入いただき、5月
10日(木)午後5時までに、
持参、郵送、Ｅメール、ＦＡ
Ｘのいずれかにより、ご応
募ください。
●選考方法 選考会において
書類選考します。
財務課
(0771)68-0018
(0771)63-0653
zaimu@city.nantan.lg.jp

母子家庭奨学金支給申請
のご案内
京都府独自の施策として、
母子家庭(父子を含まない)の
方を対象に母子家庭奨学金を
支給しており、平成30年度
の支給申請を受け付けます。
昨年度受給された方も申請
が必要です。
●支給金額(年額、1人当たり)
・乳幼児：11,000円
・小学生：21,500円
・中学生：43,000円
・高校生：64,000円
※高校入学時には入学支度金
(1人当たり35,000円)が別
途支給されます。
※提出期限以降に申請された
場合や、4月1日以降に新
規支給対象となられた方な
どは、申請月の翌月分から
の月割支給となります。
(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

●申請方法 申請窓口に備え
付けの申請用紙に必要事項
を記入し、ひとり親家庭福
祉推進員または民生委員・
児童委員の証明を受けたう
え、印鑑と貯金通帳を持参
して、子育て支援課または
各支所市民生活課で申請し
てください。
※高校生の場合は、在学証明
も必要です。
●提出期限 ５月31日(木)
＜ひとり親家庭福祉推進員の
証明日＞
ひとり親家庭福祉推進員の
証明日を次の日程で設けます。
●日時 ①5月11日(金) 午
後6時〜8時、②5月20日
(日) 午後１時〜３時
●場所 園部公民館2階和
室、八木公民館１階和室、
日吉町生涯学習センター第
1会議室、美山基幹集落セ
ンター
※美山基幹集落センターは５
月20日(日)のみです。
子育て支援課
(0771)68-0017
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「なんたん 健 幸ポイント
50」
が始まります
「な ん た ん 健 幸 ポイント
50」は、市民の皆さんの健康
づくりを応援する事業です。
各種健康診査・がん検診の受
診、健康教室の参加、健康づ
くりの実践などでポイントを
貯めて応募すると、抽選で記
念品が当たります。一人一人が
健康づくりに取り組み、50ポ
イントを貯めて健幸になりま
しょう。
●参加対象 市内在住または
在勤の20歳以上の方
●取組期間 平成30年4月か
ら12月まで(ただし、職場
健診、人間ド ッ ク は 平 成
30年1月受診分から対象に
なります)
●ポイントの貯め方 以下の
①〜③の方法でポイントを
貯めることができます。
①市民健診、職場健診、人間
ドックなどを受診する
②市主催、共催、後援の健康
教室などに参加する
③個人で健康目標を立て、健
康づくりを実践する
●取組方法
①ポイントカードを入手す
る。ポイントカードは、各
保健福祉セン タ ー 、 市 役
所(保健医療課・福祉事務
所・各支所市民生活課)、
南丹市園部公民館、八木公
民館、日吉町生涯学習セン
ター、美山文化ホールでお
渡しします。また、南丹市
集団健診受診時にも配布し
ます。市ホームページから
もダウンロードできます。
②健診を受診、健康教室に参
加をしてポイントカードに
スタンプを押してもらう。
職場健診、人間ドックなど
は自分で受診 日 を 記 入 す
る。
③自己目標を立てて実践する
場合は、ポイントカードに
目標と実践した日付を記入
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する。
④50ポイント貯まったら、
保健医療課または各支所市
民生活課へポイントカード
を持参し、参加賞と交換し
ます。
⑤応募者の中から抽選で記念
品をプレゼントします。
※詳しくはポイントカードに
掲載していますのでご覧く
ださい。
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 4月18日(水)
●時間 午前10時〜11時30
分、午後0時30分〜3時30
分
●場所 南丹市国際交流会館
保健医療課
(0771)68-0016

当事者団体活動に助成金
を交付します
南丹市内で活動する当事者
団体の充実と発展のため、赤
い羽根共同募金を財源に活動
に必要な資金を助成します。
※「当事者団体」とは、同じ
ハンディキャップのある
方々が、悩みや問題を共有
し、問題の解決を図ること
を目的に組織されたグルー
プをいいます。ただし、指
定助成団体(各町介護者の
会、南丹市身体障害者福祉
会、精神保健福祉推進家族
会、難聴者の会)は除きま
す。
●対象団体 市内で活動する
当事者団体

●対象経費 4月1日〜平成
31年3月31日の間に、活
動資金として要する費用の
うち、①謝金、②旅費交通
費、③消耗品費、④研修
費、⑤印刷製本費、⑥通信
運搬費、⑦賃借料、⑧備品
購入費、⑨その他必要と認
める経費
●助成金額
構成人数
助成額(上限)
3〜19人
2万円
20〜49人
5万円
50〜99人
10万円
100〜499人
20万円
500人以上
30万円
●申請期間 4月16日(月)〜
5月31日(木)
●申請方法 申請窓口に備え
付けの申請用紙に必要事項
を記入し、必要書類を添付
の上、南丹市共同募金委員
会事務局または市役所各支
所、社会福祉協議会各事務
所の窓口に提出してくださ
い。
●決定方法 審査委員会にお
いて、書類審査およびヒア
リングを行い決定します。
●実施報告 活動終了後に、
報告書および決算書を提出
してください。
南丹市共同募金委員会事務
局
・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

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

南丹市災害時要配慮者支
援台帳登録のご案内
災害時に自力で避難するこ
とに不安のある方が、必要な
支援を迅速に受けられるよう
にするため、要配慮者の情報
を事前に把握し、関係機関と
市で共有します。登録を希望
される方はお申し込みくださ
い。
●対象者 次の①〜⑤のいず
れかに該当する在宅の方
①身体障害者手帳2級以上、
療育手帳Ａ、精神障害者保
健福祉手帳1級をお持ちの
方
②介護保険制度で要介護3以
上の認定を受けている方
③65歳以上のひとり暮らし
の方、75歳以上のみで構
成されている世帯の方
④人工透析を受けている方
⑤上記のほか特に支援が必要
な方
●事前に把握する情報
住所、氏名、性別、生年月
日、電話番号 、 家 族 の 状
況、緊急連絡先、地域の支
援者、身体の状況など
※把握した情報は、日常の見
守りや災害時の支援などに
役立てます。それ以外の目
的に使用したり、他に情報
を流したりすることはあり
ません。
●情報共有機関 消防署、消
防団、警察署、社会福祉協
議会、民生児 童 委 員 、 区
(自治会、地域振興会)、市
役所
●申込期間 申し込みは随時
受け付けていますが、次回
の関係機関に配布する台帳
へ掲載希望の場合は、5月
11日(金)までに社会福祉
課または各支所市民生活課
へ申し込みください。
●必要なもの 申請書、印鑑
※申請書は社会福祉課および
各支所市民生活課に備え付
けています。市ホームペー
=メールアドレス

ジからもダウンロードが可
能です。
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

平成３０年度由良川水系
総合水防演習について
国土交通省、京都府、福
知山市、舞鶴市、綾部市、
宮津市、南丹市、京丹波町
をはじめ、約50の機関およ
び団体、総勢約1,000人が参
加する大規模な防災訓練が行
われます。この演習では、水
防工法の訓練をはじめ、避難
訓練、救出・救護訓練、災害
支援活動訓練など、さまざま
な水害時に必要な訓練が行わ
れ、南丹市からは南丹市消防
団が水防工法訓練に参加しま
す。
また、会場の展示・体験
コーナーでは、洪水の時の体
験や防災に関する展示、各種
災害対策用の特殊車両や機器
なども展示しています。
みなさんも演習をご覧いた
だき、水防の大切さを考えて
みませんか。
●日程 5月12日(土)
●時間 午前9時〜午後0時
30分
●場所 由良川右岸猪崎河
川敷運動広場(音無瀬橋下
流、福知山市猪崎 地先)
※駐車台数に限りがあります
ので公共交通機関をご利用
の上、ご来場ください。
近畿地方整備局 福知山河
川国道事務所調査課
(0773)22-5104
総務課
(0771)68-0002

=ホームページアドレス

=郵便番号

軽自動車税の納期限は5
月1日です
軽自動車税は、原動機付自
転車、軽自動車、小型特殊自
動車(農耕作業用を含む)、二
輪の小型自動車を4月1日現
在に所有している方に課され
る税です。今年度の納期限は
5月1日(火)ですので、納期
限内に納付してください。軽
自動車税は、コンビニエンス
ストアでも納付できます。
なお、車検に必要となる納
税証明書が領収証書と一体と
なっていますので、納付後は
大切に保管してください(車
検対象外の車種または前年度
以前に未納がある場合は証明
書有効期限を「＊」で消して
います)。5月2日以降に車検
を受ける場合は、平成30年
度の納税証明書が必要となり
ます。
口座振替の方には、納付確
認後(5月中旬)に口座振替済
通知書兼納税証明書を送付し
ます。送付までに納税証明書
が必要な方や紛失をされた方
は、税務課または各支所地域
推進課窓口で発行しますの
で、納付が確認できる領収書
や振替口座通帳、および本人
確認書類(免許証など)をご持
参ください。
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
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南丹市定住促進サポート
センター移転のお知らせ

南丹市地域活性化センターの利用について
閉校となった小学校跡施設を活用し、地域の皆さんが集い、地
域内外の交流を通じて地域活性化を図ることを目指す「地域活性
化センター」に、4月から「川辺・西本梅・平屋」の3施設が加
わり、7施設となりました。各施設とも校舎の各部屋、体育館、
運動場の貸出を行っていますので、どうぞご利用ください。
名称

開館時間
電話番号
火曜日〜土曜日
南丹市川辺地域 午前9時〜午後5時まで
(0771)62-1035
活性化センター (運動場を除き、利用申請
に基づき午後10時まで)
南丹市西本梅地
域活性化セン
ター

火曜日・木曜日〜日曜日
午前9時〜午後5時まで
(運動場を除き、利用申請
に基づき午後10時まで)

南丹市新庄地域
活性化センター

月曜日〜金曜日
午前9時〜午後5時まで
(0771)42-3057
(利用申請に基づき午後
10時まで)

月曜日〜土曜日
南丹市吉富地域 午前9時〜午後5時まで
活性化センター (運動場を除き、利用申請
に基づき午後10時まで)

(0771)65-0014

(0771)42-2122

南丹市五ヶ荘地
域活性化セン
ター

火曜日〜日曜日
午前9時〜午後5時まで
(0771)73-0605
(利用申請に基づき午後
10時まで)

南丹市平屋地域
活性化センター

火曜日〜日曜日
午前9時〜午後5時まで
(運動場を除き、利用申請
に基づき午後10時まで)

(0771)75-1009

南丹市大野地域
活性化センター

月曜日〜金曜日
午前9時〜午後5時まで
(運動場を除き、利用申請
に基づき午後10時まで)

(0771)75-0153

※施設の貸出状況や利用料金などの詳細は、各施設にお問い合わ
せください。
地域振興課
(0771)68-0019
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日吉町四ツ谷地内の旧五ヶ
荘小学校内に開設していた南
丹市定住促進サポートセン
ターが移転しましたので、お
知らせします。
●移転先
南丹市役所日吉支所2階
〒629-0398南丹市日吉町
保野田市野3番地1
(TEL)(0771)68-1616
※電話番号に変更はありませ
ん。
定住・企画戦略課
(0771)68-0003

「にっぽん縦断こころ旅」
に手紙をお寄せください
NHK-BSプレミアムで、
「日本縦断こころ旅2018
春」がスタートします。3
月26日に沖縄県をスタート
し、岐阜県を目指します。番
組では、皆さんからのお手紙
で旅のルートを決定するた
め、「何気ない風景」「思い
出の風景」などにまつわる手
紙を募集しています。
●応募方法 住所、氏名、電
話番号、性別、年齢、思い
出の場所・風景、場所にま
つわるエピソードを番組
ホームページ、FAX、郵送
のいずれかで投稿してくだ
さい。
●応募期間 5月21日(月)ま
で
●京都府の放送 7月2日
(月)〜6日(金)
●投稿先
http://nhk.jp/
kokorotabi/
(03)3465-1327
150-8001 NHK「ここ
ろ旅」係 宛
ＮＨＫふれあいセンター
(0570)066-066
050-3786-5000

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

平成30年度調理技術技能評価試験実施のご案内
調理技術技能評価試験は、調理師のステップアップのために、
昭和57年に国家資格として設けられた制度です。学科試験、実
技試験の両方に合格すると、厚生労働大臣から「専門調理師」・
「調理技能士」の称号が与えられます。また、調理師養成施設校
の教員資格が取得できます。
●試験実施日程

実施調理作業

受験案内
および
受験申請書
の配布期間

郵送
(当日消
印有効)
窓口

ホーム
ページ
受験申請書の受付期間
(当日消印有効)
実技試験問題公表
および受験票の発送

前期
すし料理
中国料理
給食用特殊料理

後期
日本料理
西洋料理
麺料理

3月20日(火)〜
4月23日(月)

8月22日(水)〜
9月26日(水)

3月20日(火)〜
5月7日(月)
3月20日(火)〜
5月7日(月)
4月2日(月)〜
5月7日(月)

8月22日(水)〜
10月5日(金)
8月22日(水)〜
10月5日(金)
9月4日(火)〜
10月5日(金)

6月29日(金)

12月3日(月)

実技試験日

7月29日(日)〜
8月18日(土)の間
で指定する日

学科試験日

7月29日(日)

合格発表

9月28日(金)

平成31年1月
12日(土)〜2月
15日(金)の間
で指定する日
平成31年1月
12日(土)
平成31年3月
29日(金)

※前期、後期それぞれいずれか1料理のみ受験可能です。
●受験案内および受験申請書の請求方法
①郵送：配布期間(当日消印有効)に書類送料として140円分の郵
便切手を貼った返信用封筒(角形2号※A4判用紙が入る大きさ)
に返信先(自分の住所、氏名、郵便番号)を明記したものを同封
して請求してください。
②窓口：配布期間の平日、午前10時〜午後5時(最終日は午後3
時)まで(公社)調理技術技能センターで受け取ることができま
す。
③ホームページ：配布期間(最終日は午後3時まで)に(公社)調理
技術技能センターのホームページから印刷してください。
(公社)調理技術技能センター
(03)3667-1867(平日の午前9時〜午後5時まで)
(03)3667-1868
http://www.chouri-ggc.or.jp
103-0012東京都中央区日本橋堀留町2-8-5 JACCビル5F

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

「第38回京都府女性の
船」
参加者を募集します
京都府では、地域づくり・
ＮＰＯ活動などに関心のある
女性や、職場でさらに能力を
発揮したい女性に、学習と
ネットワーク構築の機会を提
供し、地域・職場の課題解決
や社会・経済の活性化のため
に活躍する女性リーダーを育
成する「京都府女性の船」事
業を実施しています。是非ご
参加ください。
●実施時期 研修Ⅰ(事前研
修)８月25日(土)、研修
Ⅱ(3泊4日)9月7日(金)〜
10日(月)、研修Ⅲ(事後研
修)9月29日(土)
●訪問地 北海道
●応募資格 京都府内に居住
または勤務する概ね20歳
以上の女性で、次のすべて
の項目に該当する方
①地域や職場の課題解決や活
性化のために、さらに能力
を発揮して活躍したいとい
う意欲のある方
②健康で、この研修に十分耐
え得る体力のある方
③団体生活に適応できる方
④研修Ⅰから研修Ⅲまでのす
べてに参加できる方
※過去の「京都府女性(婦人)
の 船 」の 参 加 者 につ いて
は、その経験を生かして現
在就業・活動などをしてお
り、今回初めて参加する方
をサポートする役割を果た
す意志のある方に限り、10
人程度の参加を認めます。
(ただし、原則として最近2
年以内の参加者は除く。)
●参加費 35,000円
●申込方法 申し込み締切5
月31日(木)(必着)
・申込先 南丹市役所人権政
策課または各支所市民生活
課
・提出書類 ①参加申込書、
②アンケート
≪裏面につづく≫
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※提出書類の様式は、人権政
策課または各支所市民生活
課、京都府広域振興局、京
都府税事務所、京都府教育
局に備え付けています。ま
た、京都府男女共同参画課
のホームページからもダウ
ンロードできます。
京都府府民生活部男女共同
参画課
(075)414-4291
http://www.pref.kyoto.
jp/josei/index.html

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】
●日時 5月8日(火)
午後1時〜4時
●場所 八木公民館1階和室
●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

京都府ナースセンターの
出張相談を開催します
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。【無料】
●日時 5月2日(水) 午前9
時30分〜正午
●場所 ハローワーク園部
●対象 看護職(保健師、助
産師、看護師、准看護師)
●内容 就業相談、再就職の
ための研修案内、悩み相談
※当日受付(予約可能)
京都府ナースセンター
(075)222-0316
6
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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＞
◆伝説のハッカーが教える超監視社会で身をまもる方法(ケビ
ン・ミトニック、ロバート・バモシ)◆一〇一歳の習慣(高橋幸
枝)◆狙われた島(カベルナリア吉田)◆美しき小さな雑草の花図
鑑(多田多恵子)◆たった１分！あてるだけでキレイが目覚めるド
ライヤーお灸(川嶋朗)◆家族を家で看取る本(村松静子監修)◆老
前破産(荻原博子)◆手ぬいのかわいいベビー小物(木所未貴)◆た
のしい手づくり子そだて(良原リエ)◆主人が痩せた!ノンオイル
サラダと、野菜のかさ増しで(牧田敬子)◆さばかないデリ風魚介
レシピ(真藤舞衣子)◆単位と記号パーフェクトガイド(単位と記
号パーフェクトガイド編集チーム編)◆無農薬「自然菜園」で育
てる人気野菜 (新田穂高)◆筋肉をつくる食事・栄養パーフェク
ト事典(岡田隆、竹並恵里監修)◆祝葬(久坂部羊)◆国会議員基礎
テスト(黒野伸一) ◆ディレイ・エフェクト(宮内悠介)◆雪の階
(奥泉光)◆定年オヤジ改造計画(垣谷美雨)◆熟れた月(宇佐美まこ
と)◆５４字の物語(氏田雄介)◆メゾン刻の湯(小野美由紀)◆路上
のX (桐野夏生)◆口笛の上手な白雪姫(小川洋子)◆春待ち雑貨店
ぷらんたん(岡崎琢磨)◆ヲトメノイノリ(石田千)◆オンナの奥義
(阿川佐和子、大石静)◆雑談藝(いとうせいこう、みうら じゅ
ん)◆永遠のおでかけ(益田ミリ)
＜児童書＞
◆サイテーの偉人スティーブ・ジョブズに学ぶこれからを生きる
7つのレッスン(竹内一正)◆ようこそ、難民！(今泉みね子)◆マ
ルコとパパ(グスティ)◆はるのくさばなあそび(佐野高太郎写真)
◆楽しくお手伝い(松本麻希)◆フルスイング！(くすのきしげの
り)◆なまむぎなまごめ早口ことば(ながたみかこ)◆英語が好き
になる(関和之)◆バレエ・シューズ(ノエル・ストレトフィール
ド)◆キツネのパックス(サラ・ペニーパッカー)
＜絵本＞
◆ばすくんのともだち(みゆきりか)◆ぼくのどうぶつえん(ねじ
め正一)◆フランクリンの空とぶ本やさん(ジェン・キャンベル)
◆ワタナベさん(北村直子)◆ぜったいあけちゃダメッ！(アン
ディ・リー)◆はるのワンピースをつくりに(石井睦美)◆動物た
ちは、建築家！(ダニエル・ナサル)◆わたしはヴァネッサと歩く
(ケラスコエット)◆かぞえてみよう(ディック・ブルーナ)◆いろ
いろいろんなかぞくのほん(メアリ・ホフマン)
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

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

子育て支援（催し）

氷室の郷
「わんぱくアース
ＤＡＹ」
を開催します

さくら楽習館開講記念公
演のお知らせ

よっといでひろば開設日
のお知らせ(4月)

氷室の郷で、元気に「考
え・学び・ふれあう」わんぱ
くでエコな１日を過ごしませ
んか。【入場無料】
※当日は、ごみゼロの日を目
指します。また家庭用使用
済み天ぷら油の回収も実施
します。
●日時 4月29日(日)
午前10時〜午後３時
●場所 八木農村環境公園
「氷室の郷」
※雨天の場合はホール内で行
います。
●内容
＜プログラム＞
餅つき大会(ふるまい餅)
舞台披露(和太鼓演奏、チア
ダンス、ハワイアンフラダン
ス、津軽三味線演奏披露、吹
奏楽演奏披露、歌披露など楽
しい催しを行います。)
＜体験コーナー＞
折り紙タコ作り、丸太切り
体験、コラボクイズ、ジャン
ボしゃぼん玉体験
＜Ｅｃｏコーナー＞
ゴーヤ苗無料配布(先着
100人)、バイオ燃料で動く
レーシングカート展示と試乗
＜おもちゃかえっこバザール
＞
使わなくなったおもちゃを
物々交換
＜模擬店出店コーナー＞
たこ焼き、焼きそば、よも
ぎもち、フランクフルト、ち
らし寿司、綿菓子、パンなど
南丹市八木農村環境公園
「氷室の郷」(月曜休み)
(0771)43-1128

平成30年度さくら楽習館
の開講にあたり、日本よし笛
の会京都美山支部、美山民謡
会をお迎えして、民謡や懐か
しの曲を演奏していただきま
す。受講生以外の方も参加し
ていただけます。【無料】
●日程 4月26日(木)
●時間 開講式終了後、午後
1時50分～午後3時20分
●場所 日吉町生涯学習セン
ターホール
●内容 記念公演：日本よし
笛の会京都美山支部、美山
民謡会
社会教育課
(0771)68-0057

伸び伸び子どもを遊ばせた
り、お茶を飲んだり、好きな
ことをおしゃべりしましょ
う。
●日時 4月25日(水)
午前10時〜午後2時
●場所 旧平屋小学校(美山
町安掛)
●参加費 無料
みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
090-5061-9756

催し
「子供造形教室」キッズパ
レットの参加者募集
自分の手でモノづくりを楽
しむ時間を、子 供たちに体験
させてみませんか。
【要申込】
●日程 第1回：4月21日
(土)(以降、毎月第3土曜日
に開催します)
●時間 午前の部：午前10
時～正午、午後の部：午後
1時30分～3時30分
●場所 八木農村環境公園
「氷室の郷」草木工房
●対象 小学生
●定員 各部30人(定員にな
り次第締切)
●参加費 1人1回当たり
700円
●持ち物 お茶、筆記用具、
ハサミ、のり、汚れても良
い服
●申込方法 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
=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

第41回泰友書道展の開
催について
創立41年を迎える泰友書
道会の会員が、日頃の成果を
発表する場として、条幅・漢
字・仮名・色紙・額などの作
品を出展します。ぜひご来場
ください。【無料】
●日時 4月28日(土)～29
日(日・祝)午前9時～午後
9時(29日(日・祝)は午後4
時30分まで)
●場所 ガレリアかめおか
1階コンベンションホール
●その他 5月20日(日)午前
11時から表彰式を行いま
す(京都府知事賞、南丹市
長賞ほか)。
泰友書道会
(0771)25-6588
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丹波自然運動公園からお
知らせ

元気アップ体操教室のお知らせ
懐かしい曲や明るい音楽に合わせて、気持ち良く体を動かすリ
ズム体操や筋トレ、脳トレ、ストレッチを行います。南丹市介護
予防サポーター「元気アップなんたん」の仲間と一緒に、楽しく
体を動かして生き生きとした元気な生活を目指しませんか。
●日程など
会

場

時

間

旧摩気小学
校

午前10時30分
～正午

こむぎ山健
康学園

午後2時～
3時30分

美山保健福
祉センター

午後2時～
3時30分

八木老人福
祉センター

午前10時30分
～正午

殿田とーく
ほーる

午前10時～
11時30分

胡麻基幹集
落センター

午後2時～
3時30分

日 程
4月23日、5月7日、14日、21
日、28日、6月4日、11日、
18日(各月曜日)
4月19日、26日、5月10日、
17日、24日、31日、6月7
日、14日、21日(各木曜日)
4月24日、5月8日、15日、22
日、29日、6月5日、12日(各
火曜日)
4月27日、5月11日、18日、
25日、6月1日、8日 、15日、
22日(各金曜日)
4月20日、27日、5月11日、
18日、25日、6月1日、8日、
15日(各金曜日)
4月20日、27日、5月11日、
18日、6月1日、8日、15日、
22日(各金曜日)

●体操指導 「元気アップなんたん」(南丹市介護予防サポーター)
●参加費 500円(1回当たり)
●参加方法 直接会場にお越しください。【申込不要】
NPO法人元気アップAGEプロジェクト
080-4242-4734
保健医療課
(0771)68-0016

8

平成30年
（2018年）4月13日発行

＜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 4月27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
＜レディーススポーツデー＞
●日時 5月2日、9日、16
日、23日(各水曜日)午前9
時30分～11時30分
●場所 体育館
●内容 健康体操、軽スポー
ツ
●参加費 300円(当日受付)
●対象 18歳以上の女性
＜エンジョイテニス(昼の部)
＞
●日時 5月2日、9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
＜グラウンド・ゴルフ大会＞
●日時 5月15日(火)
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(お弁
当・お茶付き)
●定員 384人
●対象 どなたでも
●申込方法 4月15日(日)
午前9時から受付を開始し
ます。住所、氏名(ふりが
な)、性別、生年月日、電
話番号、ＦＡＸ番号を必ず
記入の上、はがき、ＦＡ
Ｘ、Ｅメールのいずれかで
お申し込みください。
＜テニス教室＞
●日時 5月16日～7月4日
の全8回（各水曜日）午後
1時30分～3時30分

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

●場所 テニスコート
●内容 初級者向けのテニス
教室です。初めての方も安
心して始められます。
●参加費 5,000円
●定員 50人
●対象 18歳以上
●申込方法 当日までに、住
所、氏名、年齢、電話番号
をご記入の上、はがき、Ｆ
ＡＸ、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 京丹波町曽根
崩下代110-7

第12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 5月10日(木)
午後7時～
●場所 南丹市八木フィジカ
ルセンター(南丹市八木町
西田 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
(0771)42-5684
fualx504@cans.zaq.ne.jp

=メールアドレス

「園部女性の館」
講座のご
案内

南丹将棋教室5月開催日
のお知らせ

日頃の感謝の気持ちを込め
てお母さんにカーネーション
で作るプードルをプレゼント
してみませんか。【要申込】
＜「母の日」フラワーアレン
ジメント＞
●日時 5月12日(土)
①午前10時～正午、②午
後1時30分～3時30分
●場所 ①美山文化ホール第
1会議室、②園部女性の館
●講師 森谷万知子 氏
●運営協力金 2,500円(材
料費含む)
●持ち物 生け花用ハサミ、
持ち帰り用の袋
●定員 各20人
●申込方法 5月2日(水)ま
でに、電話でお申し込みく
ださい。
園部女性の館運営委員会
(園部女性の館内)
(0771)63-2986

全くの初心者もお気軽にお
申し込みください。【要申
込】
●日程 5月13日(日)、19
日(土)、27日(日)
●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)
●参加費 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(市ホーム
ページからもダウンロード
できます)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。
●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。
・申込期限はありませんが、
参加者多数の場合、募集を
終了することがあります。
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
上本町南2-22

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 5月13日(日)
午後2時～午後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

=ホームページアドレス

=郵便番号

第294号
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第24回南丹市チャリティ
ゴルフ大会参加者募集

夏休み海外研修交流事業
の参加者を募集します

広報なんたん2・3月号に
係る訂正とお詫び

福祉事業の振興などを目的
に開催します。本大会は第
41回京都府民総合体育大会
ゴルフ競技の南丹市代表選手
選考を兼ねています。【要申
込】
●日時 5月17日(木)
※開始時間などについては申
込者にお知らせします。
●場所 クラウンヒルズ京都
ゴルフ倶楽部
●参加資格 大会趣旨に賛同
いただける方
●競技方法 18ホールスト
ロークプレー(ダブルペリ
ア方式)
●参加費 12,000円(チャリ
ティ基金、昼食、懇親会・
プレイフィ費を含む)
●申込方法 5月4日(金)ま
でに、住所、氏名、電話番
号を記入の上(グループで
申し込みいただく場合は、
住所および電話番号は代表
者のみ記入)、郵送または
FAXで問い合わせ先までお
申し込みください。(電話
での申し込みは不可)
※できるだけ4人1組でお申
し込みください。
●主催 南丹市ゴルフ協会
●後援 京都新聞社、南丹
市、南丹市社 会 福 祉 協 議
会、南丹市商工会、南丹市
体育協会
クラウンヒルズ京都ゴルフ
倶楽部
(0771)72-1234
(0771)72-1238
629-0301 南丹市日吉町
保野田池ヶ谷1番地

体験を通して、お互いの理
解や交流を深め、国際性を養
う事を目的に実施します。一
人で参加される方が7割以上
で、初めて海外にへ行かれる
方も多く、仲間作りから丁寧
に指導します。
●日時 7月26日(木)～8月
16日(木)のうち、8～18
日間
※コースにより異なる
●研修国 米国・英国・豪
州・カナダ・サイパン・シ
ンガポール・フィジー・
フィリピン
●内容 ホームステイ・ボラ
ンティア・文化交流・学校
体験・英語研修・地域見
学・野外活動など
●対象 小学校３年生～高校
３年生の方
※コースにより異なる
●参加費 24万8千円～
59万円
※コースにより異なる
●説明会 5月19日(土)
午後３時～(場所：京都ア
スニー京都市中京区丸太町
七本松西入)
※説明会は予約不要、無料で
す。
●申込方法 5月22日(火)お
よび6月8日(金)まで(コー
スにより異なります)にお
申し込みください。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。
(公財)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

3月9日発行の広報なんた
ん（Vol.87）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。
＜裏表紙＞
「なんたんミュージアム」
の記事で、竹中さんの学年に
誤りがありました。
（誤）4年（正）1年
※市ホームページでは修正後
の記事を掲載しておりま
す。
情報政策課
(0771)68-0065

平成30年
（2018年）4月13日発行

=申込・問合せ先

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

=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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なんたんテレビ番組表（平成30年4月16日〜30日）
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★京都あかでみー第23回

★もぎたてウェンズデー
★ 美山小入学式

美山中入学式

★殿田小入学式

★園部保入所式

殿田中入学式

★八木東小入学式

★城南保入所式

協働スイッチON！
園部中入学式
附属中
園部高
入学式

★園部第二小入学式 ★園部幼入園式

京都あかでみー第23回

美山小入学式

日吉中央保入所式
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京都あかでみー第23回
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入学式
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聖家族幼入園式

園部小入学式

知井保入所式

すこやか 入園式
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美山小入学式

日吉中央保入所式

美山中入学式

殿田小入学式

園部保入所式

八木東幼入園式

殿田中入学式
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城南保入所式

みやま保入所式

協働スイッチON！

京都あかでみー第23回

もぎたてウェンズデー

もぎたてサタデー

週報ほか
八木中学校
吹奏楽部
定期演奏会

園部高校・附属中学校
合唱部 定期演奏会
もぎたてウェンズデー
ＪＡトピックス

もぎたてサタデー
ＪＡトピックス
八木中学校
吹奏楽部
定期演奏会

園部高校・附属中学校
合唱部 定期演奏会

もぎたてサタデー

京都あかでみー第23回
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ふくしの森
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週報ほか
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八木中学校
吹奏楽部
定期演奏会

園部高校・附属中学校
合唱部 定期演奏会

京都あかでみー第24回

ＪＡトピックス
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胡麻郷小入学式
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園部中入学式
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ふくしの森

市民の情報ひろば
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八木中学校
吹奏楽部
定期演奏会

園部高校・附属中学校
合唱部 定期演奏会

京都あかでみー第24回
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ふくしの森
市民の情報ひろば

週報ほか
もぎたてサタデー

月

吹奏楽部
定期演奏会

合唱部 定期演奏会

もぎたてサタデー

胡麻郷小入学式

日

★八木中学校

★園部高校・附属中学校

京都あかでみー第24回

八木中入学式

土

ＪＡトピックス

京都あかでみー第24回
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★八木中央幼
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入所式
★八木東幼
入園式
★みやま保
入所式

入園式
★聖家族幼
★八木西小入学式 ★胡麻保入所式
入園式
★すこやか学園
★園部小入学式
★ 知井保入所式
入園式

もぎたてサタデー
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★日吉中央保
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園部第二小入学式

園部幼入園式

八木中央幼入園式

八木西小入学式

胡麻保入所式

聖家族幼入園式

園部小入学式

知井保入所式

すこやか 入園式

もぎたてサタデー
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もぎたてウェンズデー

火

◇南丹市情報センター
(0771)63-1777
【発行】南丹市情報政策課
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市民の情報ひろば
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日

月

火

水

木

金
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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。

