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お知らせ
自動車税納期限のお知ら
せ
自動車税の納期限は5月31
日(木)です。
お近くの金融機関やコンビ
ニエンスストアで、納期限ま
でに納付してください。
納税通知書が届いていない
場合はご連絡ください。
京都府南丹広域振興局税務
室
(0771)22-0330

美山図書室臨時休室のお
知らせ

南丹市定住促進アクションプランを策定しました
南丹市定住促進アクションプランに対するご意見を募集し、い
ただいたご意見を参考に南丹市定住促進アクションプラン(計画
期間：2018〜2022年度)を策定しました。
ご意見の概要やアクションプランを、次のとおり公開しました
のでお知らせします。
●いただいたご意見 計：6件
(持参：2件、郵送：2件、Eメール：2件)
●ご意見の概要と市の考え方および策定したアクションプラン
・定住・企画戦略課および各支所地域推進課に配置
・南丹市ホームページに掲載
定住・企画戦略課
(0771)68-0003

ため池の適正な管理について
ため池は、日頃から堤体の草刈りなどの適正な管理をお願いし
ます。特に、豪雨や長雨に備え、次の点に注意してください。
・洪水吐は、ため池の規定水位を保つための重要な施設です。土
のうや角落しなどでせき上げして貯水量を増やすことは、ため
池の決壊を招く恐れがありますので、絶対やめましょう。
・洪水吐に流木などの浮遊物がある場合、流れを阻害しますので
除去しましょう。
・天気予報に注意し、降雨に備え、事前に池の水位を下げましょ
う。(増水時に水位を下げるため、ため池に近づくことは大変
危険です。)
※濁った漏水など、異変に気付かれた場合はご連絡ください。
農林整備課
(0771)68-0012

美山サイクルロードレース
開催に伴い、美山図書室を休
室します。ご不便をお掛けし
ますが、ご理解をお願いしま
す。
●休室日 5月27日(日)
美山図書室
(0771)68-0046

【総合問合せ窓口】

(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

info@city.nantan.lg.jp
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風しん予防接種費用助成
事業について
風しんは妊娠初期に感染す
ると、胎児に先天性風しん症
候群を起こす可能性がありま
す。南丹市では、先天性風し
ん症候群の発生予防の対策と
して、風しん予防接種費用の
一部を助成します。
●助成対象者 接種当日、南
丹市に住民票 を 有 す る 方
で、風しんの抗体検査など
で抗体価が低く ※、次のい
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
※HI法またはEIA法による検
査で、HI価が1:16以下、
またはEIA-IgG価8.0未満
を「抗体価が低い」と判定
します。
●助成対象予防接種 麻しん
風しん(MR)予防接種また
は、風しん(R)予防接種
●助成予防接種実施期間
4月1日〜平成31年3月31
日
●助成申請受付期間 平成
31年4月1日(月)まで
●助成金額 麻しん風しん
(MR)予防接種は6,000
円、風しん(R)予防接種は
4,000円
※ただし、助成回数は平成
25〜29年度事業を含め、
1人1回のみです。また、
予防接種費用が助成金額を
下回る場合は、低い方の金
額を助成します。生活保護
世帯の方は、全額助成とな
ります。
●申請方法 医療機関で予防
接種を受け、費用を全額支
払い後、保健医療課または
各支所市民生活課窓口で申
請してください。
●必要書類など ①予防接種
費用助成金交付申請書、②
印鑑、③助成金振込先の金
融機関口座番号が確認でき
るもの、④医療機関発行の
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予防接種領収書の原本(氏
名、予防接種名、接種日、
金額記載のもの)レシート
不可、⑤風しん抗体検査結
果(母子手帳可)、⑥抗体価
の低い妊婦の同居者は、
母子手帳、同居の妊婦の
風しん抗体検査結果(母子
手帳に記載されていれば
不要)、同居の有無が分か
る書類(保険証、免許証な
ど)、⑦風しん予防接種費
用助成金請求書
●助成方法 助成決定者に
は、助成決定金額を指定口
座に振り込みます。
●注意事項 女性は、予防接
種前1カ月から予防接種後
2カ月は避妊しなければな
りません。妊娠中の方は、
予防接種は受けられませ
ん。
●その他 風しん抗体検査
は、京都府が助成事業を実
施しています。詳しくは
南丹保健所 (0771)624751にお問い合わせくだ
さい。
保健医療課
(0771)68-0016

たりしないでください。
お店で購入したコイも川や
池などに放さないでくださ
い。
②死んだコイは川や池などに
捨てず、焼却ゴミとして処
分してください。
③川や池でコイが大量に死ん
でいるのを発見された場合
や、飼育池で続けてコイが
死ぬことがあればご連絡く
ださい。
京都府水産課
(075)414-4997
京都府南丹広域振興局農林
商工部
(0771)22-0371
京都府農林水産技術セン
ター海洋センター
(0772)25-0129

コイヘルペスウイルス病
のまん延防止のお願い
コイヘルペスウイルス
(KHV)病は、マゴイとニシキ
ゴイ特有の病気で、府内では
平成24年に感染したコイが
確認されています。
この病気は人や他の魚種に
はうつりませんが、コイに
とっては恐ろしい病気で、感
染すると死亡率が高く、感染
した魚と接触したり、飼育し
ている水を介して病気が広が
りますので、病気のまん延を
防ぐために、皆さんのご協力
をお願いします。
●注意点
①川や池などで釣ったり捕ま
えたりしたコイを、他の池
や川などに放したり、捨て
=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

南丹市誇りと絆の賑わい
商店街づくり事業について

人材募集

相談会

市内商店街の活性化を図る
ための取り組みに対して、交
付金を交付します。
●受付期間 5月1日(火)か
ら随時
●対象 南丹市内を拠点とし
て活動する、南丹市商工会
に所属する3以上の団体
●対象事業
・賑わい創出事業：地域交流
型事業(市外地域との交流
を含む)
・販売促進事業：商店街へ来
街し、消費を促進させるた
めの事業
・情報化促進事業：新しい街
の魅力を創造し、市民への
情報発信を行う事業
・顧客サービス強化事業：時
代のニーズに応える商店街
づくりのための事業
・コミュニティ機能強化事
業：商店街と地域住民の交
流を増加させる事業
●交付金の上限額
・21店舗以上：40万円
・11〜20店舗：30万円
・3〜10店舗：20万円
●その他
・交付金の交付は、当該年度
につき1団体1事業としま
す。
・交付申請書提出順に受け付
け、予算の範囲内で交付し
ます。
・交付申請書に、団体の概
要、事業計画書、事業経費
計画書、構成員名簿、その
他市長が必要と認める書類
を添付してく だ さ い 。 ま
た事業完了後30日以内に
実績報告を提出してくださ
い。
・詳細はお問い合わせくださ
い。
商工観光課
(0771)68-0050
kankou@city.nantan.lg.jp

国家公務員採用一般職試
験(高卒者試験)

女性相談日のお知らせ

●試験区分 事務、技術、農
業、農業土木、林業
●受験資格
①平成30年4月1日において
高等学校または中等教育学
校を卒業した日の翌日から
起算して2年を経過してい
ない者、および平成31年3
月までに高等学校または中
等教育学校卒業見込みの者
②人事院が①に掲げる者に準
ずると認める者
●申込受付期間
・インターネット 6月18日
(月)〜6月27日(水)
・郵送または持参 6月18日
(月)〜6月20日(水)(通信日
付印有効)
※原則インターネット申し込
みをしてください。
●第1次試験日 9月2日(日)
●試験地 京都市、大阪市、
神戸市、奈良市、和歌山
市、田辺市
※受験案内はホームページに
掲載しています。
http://www.jinji.go.jp/
saiyo/saiyo.htm
人事院近畿事務局
(06)4796-2191
553-8513 大阪市福島区
福島1-1-60

女性が直面するさまざまな
悩みを、専門の女性カウンセ
ラーがともに受け止め、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】
●日程 5月23日、6月13
日、27日、7月11日、25
日(各水曜日)
●時間 ①午後1時〜、
②午後2時〜
※相談は1人1時間までで
す。
●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

京都府無料法律相談のお
知らせ
京都府では、法律問題でお
困りの方のために、弁護士に
よる無料法律相談を実施し、
問題解決のお手伝いをしてい
ます。お気軽にご利用くださ
い。【無料】
●日時 5月28日(月)
午後1時30分〜4時30分
※相談は1人20分までです。
●場所 京都府南丹広域振興
局園部総合庁舎
●定員 8人(先着順)
●申込方法 5月23日(水)午
前9時から電話でお申し込
みください。
京都府南丹広域振興局園部
地域総務室
(0771)62-0360
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身体障害者巡回更生相談
のお知らせ
●日時 6月8日(金) 午前9
時45分〜11時15分
●場所 園部公民館
●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 6月1日(金)ま
でに、電話でお申し込みく
ださい。
社会福祉課
(0771)68-0007

子育て支援（催し）
子育てすこやかセンター
6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０歳〜＞
●日時 6月4日(月) 午前10
時30分〜11時30分
●内容 よし笛と歌を楽しも
う
※日本よし笛の会京都美山教
室の協力参加
●持ち物 バスタオル
＜子育て広場１歳〜＞
●日時 6月15日(金) 午前
10時30分〜11時30分
●内容 おはなしポケットに
よるお話 ほか
＜お話会＞
●日時 6月20日(水)
午前10時30分〜11時
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＜ベビーマッサージ＆ミニ講
座＞
●日時 6月21日(木) 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 6月29日(金) 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

日曜講座開催のお知らせ
父親が子どもと一緒に遊
び、子育て仲間と出会い、子
育てが楽しいと感じるきっか
けづくりとして開催します。
ご家族の方も一緒にお越しく
ださい。
●日時 6月17日(日)
午前10時〜11時30分
(受付：午前9時30分〜)
※開始時間の15分前にはお
集まりください。
●場所 南丹市子育てすこや
かセンター
●内容 子どもと楽しもう！
〜3B体操〜
※3B体操講師：井上八千代
氏
●定員 親子25組(先着順)
●対象 市内在住の0歳から
保育所、幼稚園に入園する
までの子どもとお父さん
●申込方法 事前に、電話で
お申し込みください。
南丹市子育てすこやかセン
ター
(0771)68-0082

=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

新刊図書のご案内

催し

南丹市立図書館
「新刊図書」
のご案内

簡単クッキングの参加者
を募集します

＜一般書＞
◆老いる勇気(岸見一郎)◆京都を学ぶ 丹波編(京都学研究会編)◆
京へと続く街道あるき(竹内康之)◆遺贈寄付(星野哲)◆2時間で
丸わかり仮想通貨の超入門書(鹿子木健)◆定年入門(高橋秀実)◆
山中伸弥教授が語る最新iPS細胞◆女性のための不調を治す整体
学(宮川眞人)◆スマホが学力を破壊する(川島隆太)◆40歳を過ぎ
て最高の成果を出せる「疲れない体」と「折れない心」のつくり
方(葛西紀明)◆気になる脂質早わかり(川端輝江監修・解説)◆若
杉ばあちゃんのよもぎの力(若杉友子)◆草笛光子のクローゼット
(草笛光子)◆痛い靴がラクに歩ける靴になる(西村泰紀)◆もし文
豪たちが現代の文房具を試しに使ってみたら(福島槇子、寺井広
樹)◆セカンドライフ、はじめてみました(bonpon)◆ハギレで
作るかわいい布こもの◆京都人のいつものお昼(柏井壽)◆まんが
でわかる土と肥料(村上敏文)◆サバが好き！(池田陽子)◆ヴァー
ジニア・リー・バートンの世界(ギャラリーエークワッド編)◆夢
を生きる(羽生結弦)◆ひふみんの将棋の一二三(津江章二)◆春の
旅人(村山早紀)◆アンダーカバー(麻生幾)◆スイート・ホーム(原
田マハ)◆奏弾室(仁木英之)◆私はあなたの記憶のなかに(角田光
代)◆かちがらす(植松三十里)◆ほどほど快適生活百科(群ようこ)
◆オリジン 上下(ダン・ブラウン)
＜児童書＞
◆写真で見る星と伝説(野尻抱影/文・八板康麿/写真)◆羽毛恐竜
(大島英太郎)◆しあわせの牛乳(佐藤慧)◆ウォルト・ディズニー
(ウォルト・ディズニー・カンパニー監修)◆モンスター・ホテ
ルでプレゼント(柏葉幸子)◆奇譚ルーム(はやみねかおる)◆妖怪
一家の温泉ツアー(富安陽子)◆ひとりじゃないよ、ぼくがいる
(サイモン・フレンチ)◆イースターのたまごの木(キャサリン・
ミルハウス)◆楽しくおぼえちゃおう！ことわざモンスター図鑑
(WILLこども知育研究所編著)
＜絵本＞
◆大名行列(シゲリカツヒコ)◆のどぼとけさん(尾崎美紀)◆王
さまになった羊飼い(松瀬七織再話)◆おばあちゃんとおんなじ
(なかざわくみこ)◆はじめてのはじまり(中川ひろたか)◆飛行機
しゅっぱつ！(鎌田歩)◆だんごむしのおうち(澤口たまみ)◆うで
のいいくつや(くすのきしげのり)◆ねずみのペレスと歯のおはな
し(アナ・クリスティーナ・エレロス)◆としおくんむし(ねじめ
正一)
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

「簡単クッキング〜高齢
者、障がい者にやさしい食事
と調理」の参加者を募集しま
す。【無料】
●日時 5月23日(水)
午前10時〜正午(受付：午
前9時30分〜)
●場所 花ノ木医療福祉セン
ター2階 多目的室
●定員 30人
●対象 食事支援にお困りの
方や嚥下(えんげ)サポート
食について相談のある方
※障がい者や高齢者にも飲み
込みやすく食べやすい嚥下
サポート食(ゼリー食)を紹
介します。
●内容 簡単調理(さばの味
噌煮)、嚥下サポート食(ゼ
リー食)、お粥を使った食
事(たけのこご飯)、試食
会、濃厚流動食の紹介
●申込方法 5月21日(月)ま
でに、センター備え付けの
参加申込書に必要事項を記
入の上、FAXまたは郵送で
お申し込みください。
※郵送の場合は締切日必着
※申込書はホームページから
もダウンロードできます。
花ノ木医療福祉センター
(0771)23-0701
(0771)22-8365
http://www.hananokikameoka.or.jp/
621-0018 亀岡市大井町
小金岐北浦37-1
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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。
＜太極拳教室＞
●日時 5月25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
＜あっぱれたんぼ田植えイベ
ント＞【無料】
●日時 5月27日(日)
午前9時〜正午頃
●場所 公園南駐車場および
周辺の農地
●内容 自然に触れ合える田
んぼアートの田植えイベン
ト
●申込方法 当日までに、住
所、氏名、年齢、電話番号
を、はがき、FAX、Eメー
ルのいずれかでお申し込み
ください。
※当日参加も可能です。
＜さつき山野草展＞【無料】
●日時 6月1日(金)〜3日
(日) 午前9時〜5時
●場所 京都トレーニングセ
ンターロビー
●内容 愛好家が丹精込めて
育てた作品を展示
＜ガーデニング教室＞
●日時 6月3日(日)
午後2時〜4時
●場所 旧宿泊所会議室(予
定)
●内容 初夏に向けての寄せ
植え
●参加費 2,500円
●定員 30人
●対象 どなたでも
●定員 5月31日(木)まで
に、住所、氏名、年齢、電
話番号を、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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＜ゲートボール大会＞
●日時 6月5日(火)
午前9時〜
●場所 陸上競技場
●内容 予選リーグ〜決勝
トーナメント
●参加費 2,000円(1チー
ム)
●定員 32チーム
●対象 どなたでも
●申込方法 5月29日(火)ま
でに、チーム名および代表
者の住所、氏名、年齢、電
話番号を、はがき、ＦＡ
Ｘ、Ｅメールのいずれかで
お申し込みください。
＜チャリティーグラウンド・
ゴルフ大会＞
●日時 6月19日(火)
午前９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 2,000円(お弁
当・お茶付き)
●定員 240人
●対象 どなたでも
●申込方法 5月19日(土)
〜6月12日(火)までに、
住所、氏名(ふりがな)、
性別、生年月日、電話番
号、FAX番号を、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 京丹波町曽根
崩下代110-7

「ベニバナヤマシャクヤク」
春の鑑賞会を募集します
京都府指定希少野生生物
(絶滅危惧種)のベニバナヤマ
シャクヤクの群生地を公開し
ます。
●日時 5月26日(土)、27
日(日) 午前10時〜午後3
時(公開時間)
●場所 南丹市美山町内久保
※内久保公民館から徒歩5分
の杉林
●受付場所 内久保公民館
(0771)75-0647
●環境保全協力金 300円
●主催 内久保環境史跡保存
会
●後援 平屋振興会、美山町
観光協会
●その他 歩きやすい服装で
お越しください。なお、天
候により開花の時期が前後
することがあります。
内久保環境史跡保存会
(0771)75-0637

南丹将棋教室６月開催日
のお知らせ
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。
●日程 6月2日(土)、10日
(日)、16日(土)、24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)
≪裏面につづく≫

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

●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
は100円引き)
●講師 大山勝義アマ６段
●申込方法 申込書(園部公
民館に備え付け)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。
●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＆落語会を開催
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、落語
で大笑い、楽しいひとときを
過ごしませんか。
●日時 6月3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)
●出演 風紋亭革虎 氏 ほ
か
●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

「差別解消法三法の意義
と課題について」
講演会
平成28年に「障害者差別
解消法」、「ヘイトスピーチ
解消法」、「部落差別解消推
進法」が施行されました。三
法を中心に法律のできた意義
や、今後の課題について詳し
くお話しいただきます。【無
料・申込不要】
●日時 6月9日(土)
午後1時30分〜3時
●場所 国際交流会館コスモ
ホール
●演題 「差別解消法三法の
意義と課題について」(仮題)
●講師 部落解放・人権研究
所長 谷川雅彦 氏
●主催 南丹市教育委員会
社会教育課
(0771)68-0057

「はじめての大正琴教室」
の受講生を募集します
大正琴は、楽譜が読めなく
ても、数字の書かれたキーを
押しながら弾くだけでメロ
ディになる楽器です。あなた
の思い出の一曲を自分の手で
奏でてみませんか。
●日程 6月13日、27日、
7月11日、25日 (各水曜
日、全4回)
●時間 午後2時〜4時
●場所 園部公民館
●講師 琴伝流大正琴 響弦
会 森はつみ 氏
●受講料 2,000円(4回分、
初回参加時にお支払いくだ
さい)
●対象 市内在住、在勤の成
人の方
●定員 20人(先着順)
●申込方法 6月8日(金)ま
でに、住所、氏名、電話番
号を、来館、電話、FAX、
Eメールのいずれかで、お
申し込みください。
●その他 大正琴は主催者で
準備します。

園部公民館(月・祝日休館)
(0771)63-5820
(0771)63-2850
be-syakai@city.nantan.
lg.jp

らべんだ〜ずオカリナコ
ンサートを開催します
2年ぶり、11回目の開催で
す。お誘い合わせお越しくだ
さい。【無料】
●日時 6月17日(日)
午後1時30分〜(開場：午
後1時)
●場所 日吉町生涯学習セン
ターホール
●演奏曲 上を向いて歩こ
う、君をのせて、いい日旅
立ち、さとうきび畑、あの
鐘を鳴らすのはあなた、宇
宙戦艦ヤマト、誰も寝ては
ならぬ歌劇「トゥーラン
ドット」より
●主催 らべんだ〜ず・オカ
リナ・アンサンブル
●後援 京都新聞、南丹市教
育委員会、京丹波町教育委
員会、南丹市社会福祉協議
会、京丹波町社会福祉協議
会、京丹波町文化協会
日吉町生涯学習センター
(0771)72-3300

きこえの支援レクリエー
ション教室を開催します
きこえに不安のある方や難
聴者が、安心して交流を楽し
み、豊かな社会参加が実現で
きるよう、レクリエーション
を開催します。
●日時 6月18日(月)
午前9時45分〜午後3時
●集合場所・時間 ＪＲ京都
駅・午前9時45分
●内容 三十三間堂の見学
(午前10時15分〜)、京都
市聴覚言語障害センターで
の昼食交流会(正午〜)、解
散(午後3時)
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●対象 乙訓地域または亀岡
市、南丹市、京丹波町在住
の、きこえにくさのある方
や難聴者およびその家族の
方
●定員 50人
●参加費 2,000円(弁当代
を含む)
●申込方法 5月31日(木)必
着で、氏名、年齢、住所、
電話番号、FAX番号、難
聴の有無、身 体 障 害 者 手
帳(聴覚障害)所持の有無を
記載の上、郵送、FAX、E
メールのいずれかでお申し
込みください。
604-8437 京
●申込先
都市中京区西ノ京東中合町
２番地 京都市聴覚言語障
害センター レ ク リ エ ー
ション教室事務局
(075)841-8337
(075)841-8312
yoseijoho2@kyotochogen.or.jp
●その他 身体障害者手帳を
お持ちの方はご持参くださ
い。
※当日は情報保障(見学時の
筆談や遠隔操作文字情報、
交流会場での要約筆記、ヒ
アリングループ)がありま
すので、安心してご参加く
ださい。
ふない聴覚言 語 障 害 セ ン
ター
(0771)63-6448
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「ご長寿運動教室」
の参加
者を募集します
加齢に伴う体力や筋力の低
下を防ぎ、自活した生活を続
けていきたい方のために、健
康運動指導士などによる運動
教室を実施します。【無料】
●期間 7月下旬〜2月下旬
(全26回)
※各地区4会場で実施
●時間 午後2時〜３時頃
●場所・曜日 園部健康福
祉センター(火)、八木公民
館(木)、日吉健康福祉セン
ター(水)、美山健康福祉セ
ンター(金)
●内容 健康運動指導士、3
Ｂ体操講師による椅子に
座った体操
●対象 市内在住で75歳以
上の方(椅子に座って1時
間体操のできる方)
※通所型の介護保険サービス
利用者は参加できません。
●定員 25人(申込多数の場
合は抽選)
●申込方法 6月15日(金)ま
でに、氏名、生年月日、年
齢、住所、電話番号、治
療・管理中の疾患、医師の
指示の有無、送迎の有無、
最寄りのバス停について電
話でお申し込みください。
●その他 送迎はあります
が、人数に限りがあるた
め、交通手段がない方を優
先します。
※この事業は、なんたん健康
ポイント50の対象事業で
す。
保健医療課
(0771)68-0016

日吉地域情報
日吉地域グラウンド・ゴル
フ大会を開催します
ご近所やお友達、ご家族お
誘い合わせの上、多数ご参加
ください。
●日時 6月24日(日) 午前9
時〜(受付：8時30分)
雨天予備日：6月26日(火)
●場所 日吉総合運動広場運
動場
●対象 日吉町内在住、在
勤、在学の中学生以上の方
●チーム構成 個人戦
●プレー規則 (公社)日本グ
ラウンド・ゴルフ協会ルー
ルおよび本大会の申し合わ
せ事項を適用
●プレー方法 24ホール(8
×3ラウンド)ストローク
プレーによる個人戦(打順
は3ラウンド通じてロー
テーション方式とする)
●運営主管 日吉町グラウン
ド・ゴルフ協会
●申込方法 6月21日(木)
午後5時までに、住所、氏
名、電話番号を電話また
はFAXでお申し込みくださ
い。
※日吉町グラウンド・ゴルフ
協会会員の方は、各クラブ
の代表理事までお申し込み
ください。
●その他 上位20人の方
は、府民総体南丹市予選会
に日吉町代表として出場し
ていただきます。
南丹市体育協会日吉地域
事務局(日吉町生涯学習セ
ンター内)
(0771)72-3300
(0771)72-3311

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX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

（0771）63-0653
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