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お知らせ

地域福祉計画・活動計画
お披露目会のご案内
　市および南丹市社会福祉協
議会では、誰もが住み慣れた
地域で安心して住み続けられ
ることを目指し、地域福祉を
推進するため、「第３期南丹市
地域福祉計画・地域福祉活動
計画」を策定しました。地域
福祉を市民みんなで進めてい
くきっかけとするため、計画
のお披露目会を開催します。
●日時　7月29日（日） 午後
　1時〜3時30分（予定）
●�場所　日吉町生涯学習セン

ター
●内容　
・計画の説明
・ 講演　講師：佛教大学社会

福祉学部教授　岡﨑祐司　
氏

・活動事例発表
●対象　どなたでも
●      申込方法　7月24日（火）ま

でに、電話またはＦＡＸで
お申し込みください。　　

●�その他　提出いただいた書
類は返還しません。また、
個人情報については、南丹
市個人情報保護条例に基づ
き取り扱います。

問地域振興課
ＴＥＬ（0771）68-0019
ＦＡＸ（0771）63-0653
chiiki@city.nantan.lg.jp

〒�622-8651�南丹市園部町小
桜町47番地

介護職員初任者研修受講
者の支援について
　市内で就労される介護職員
の資格取得支援を目的に、研
修費用の一部を助成します。
●�対象　市内に居住され、介

護職員初任者研修および実
務者研修（初任者研修を含
むもの）を受講修了し、市
内の介護保険事業所に勤務
されている方で、申請日か
ら２年以上継続して勤務さ
れる方
●�助成額　研修にかかる受講

料（本人負担金）の10分の7
（限度額5万円）
●�申請方法　研修を修了し、市

内の介護保険事業所で勤務
をされた方は、高齢福祉課ま
たは各支所市民生活課で申
請手続きをしてください。
●�申請書類　研修の修了証明

証（写し）、研修費用の領収書
（写し）、勤務先の就業証明書
（用紙は高齢福祉課または各
支所市民生活課で配布）

問高齢福祉課
ＴＥＬ（0771）68-0006

※ 託児を希望される方は、7
月20日（金）までにご連絡
ください。　　　　　　　

問社会福祉課
ＴＥＬ（0771）68-0007
ＦＡＸ（0771）68-1166　　　　　

南丹市景観審議会委員の
公募について

　市の良好な景観を保全・形
成するために南丹市景観審議
会を設置しており、その委員
を公募します。
●�応募資格　市内に住所を有

し、平成30年4月1日現在
で満20歳以上の方で、市
内の景観に関心を持ち、審
議会において積極的に意見
を述べていただける方
●募集人員　若干名
●任期　委嘱の日から2年間
● 選考方法　選考会において

作文の内容を基に選考しま
す。

● 応募方法　8月10日（金）午
後5時必着で、応募申込書
または任意の様式に住所、
氏名、生年月日、性別、電
話番号、作文（テーマ：南
丹市の景観を活用したまち
づくりについて（800字以
内））を記入の上、郵送、Ｅ
メール、ＦＡＸ、持参のい
ずれかでお申し込みくださ
い。なお、持参の場合は各
支所地域推進課でも受け付
けます。

※ 応募申込書は市ホームペー
ジからもダウンロードでき
ます。
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市営住宅（公営住宅）
の入居者を募集します
●申込資格
① 現に住宅に困窮しているこ

とが明らかであること。
② 現に市内に住所または勤務

場所があること。
※ 他に、収入額などの要件が

あります。詳細はお問い合
わせください。
●�申込方法　住宅入居申込書

に必要書類を添えて提出し
てください。

※ 募集案内書および住宅入居
申込書は、住宅課および各
支所地域推進課に備え付け
るほか、市ホームページか
らもダウンロードできま
す。
●�受付場所　住宅課および各

支所地域推進課
●�受付期間　7月17日（火）〜

7月27日（金） 午前8時30
分〜午後5時15分（土・日
曜日を除く）
●�入居選考　入居資格を有す

る方の中から、「南丹市営住
宅の設置及び管理に関する
条例」に基づき選考します。
●�入居予定　平成30年9月中

旬
●�その他　募集する住宅など

の詳細は、市ホームページ
などに掲載します。

問住宅課
ＴＥＬ（0771）68-0062

家族介護用品支給事業の
ご案内

　要介護高齢者を在宅で介護
されている方の経済的負担の
軽減を図るため、介護用品購
入に関する費用の一部を助成
します。
●�対象者　要介護4または5

と認定された方を在宅で介
護している家族で、要介護
者、介護者ともに市内在住
で市民税非課税世帯の方

※ 入院中・施設入所中の方は
対象外
●�支給額　1人 当 た り 年 額

75,000円以内
●�支給方法　費用の全額をい

ったんお支払いいただいた
上で、申請により規定の額
を助成します。
●対象となる介護用品
・ 紙おむつ、尿とりパット、

防水シートなど排泄関係用
品

・ 介護用パジャマ、介護用下
着など介護衣類用品

・ 介護用手袋、マスク、エプ
ロンなどの衛生関係用品

・ ドライシャンプー、清拭剤
などの入浴関係用品

※ 入院中や施設入所中に購入
されたものは対象外
●�申請方法　領収書（レシー

ト不可）および印鑑（認印）
を持参の上、窓口で申請し
てください。申請は随時受
け付けています。

※ 領収書は、購入者名、購入
日、購入金額、介護用品名
が明記されたものが必要で
す。南丹市内に限らずどこ
で購入されても、助成の対
象となります。

問高齢福祉課
ＴＥＬ（0771）68-0006
問各支所市民生活課
ＴＥＬ八木（0771）68-0022
　日吉（0771）68-0032
　美山（0771）68-0041

家族介護慰労金支給制度
のご案内

　市内在住の高齢者を、在宅
（同居）で介護されている方を
対象に、介護者の身体的およ
び精神的な負担の軽減を図る
ことを目的に慰労金を支給し
ます。
＜南丹市家族介護慰労事業＞
●�対象者　要介護4または5

と認定された方を、介護保
険サービスを利用しなが
ら、在宅で6カ月以上介護

している同居家族で、市民
税非課税世帯の方
●支給額　年額80,000円
＜南丹市ねたきり老人・認知
症老人等介護手当支給事業＞
●�対象者　介護保険サービス

を利用せずに、寝たきりや
認知症の高齢者の方を6カ
月以上在宅で介護している
同居家族で市民税非課税世
帯の方
●支給額　
・ ねたきり老人・認知症老人

手当：月額30,000円
・ 準ねたきり老人・準認知症

老人手当：月額15,000円
＜共通事項＞
●�申請方法　申請書（高齢福

祉課および各支所市民生活
課に備え付け）に必要事項
を記入の上、申請してくだ
さい。申請は、随時受け付
けています。

問高齢福祉課
ＴＥＬ（0771）68-0006
問各支所市民生活課
ＴＥＬ��八木（0771）68-0022
　日吉（0771）68-0032
　美山（0771）68-0041

海の「もしも」は118番へ

　海で遊ぶことは楽しいもの
ですが、その一方で水の事故
が後を絶ちません。
　「疲れているとき」や「飲酒
したとき」の遊泳は事故に直
結しますので、絶対に行わな
いでください。また、プレジ
ャーボートで遊ぶ方は、「出港
前にエンジン・燃料などの点
検」、「常時見張りの徹底」、「故
障に備え救助支援者の確保」
を確実に行うとともに「ライ
フジャケットを着用」してく
ださい。事故が発生した時や
事故を目撃した時は、迷わず、
素早く、「118番」へ電話して
ください。
問舞鶴海上保安部
ＴＥＬ（0773）76-4120
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高額療養費の自己負担限度額が変わります

　平成30年8月診療分から、高額療養費の自己負担限度額が下表のとおり変わります。

●対象者
・   老人医療費支給制度
　65歳から69歳までの福祉医療費受給者証（老）をお持ちの方（一定の所得基準を満たす方）
・  医療保険制度（国民健康保険、後期高齢者医療制度）
　70歳以上の方

＜平成29年8月から平成30年7月診療分まで＞

 適用区分  外来＋入院（世帯単位） 外来（個人単位）

 現役並み所得者  57,600円
 80,100円＋（医療費−267,000円）×1%
 【4回目以降　※1　44,400円】

 一般　※４  14,000円　※2  57,600円【4回目以降　※1　44,400円】
 低所得者Ⅱ  8,000円  24,600円
 低所得者Ⅰ  15,000円
 

＜平成30年8月診療分から＞

 適用区分  外来＋入院（世帯単位） 外来（個人単位）

現役並　
み所得　
者

 課税所得　※３
 690万円以上

 252,600円＋（医療費−842,000円）×1%
 【4回目以降　※１  140,100円】

 課税所得　※３
 380万円以上

 167,400円＋（医療費−558,000円）×1%
 【4回目以降　※１  93,000円】

 課税所得　※３
 145万円以上

 80,100円＋（医療費−267,000円）×1%
 【4回目以降　※１  44,400円】

 一般　※４  18,000円　※2  57,600円【4回目以降　※1  44,400円】
 低所得者Ⅱ  8,000円  24,600円
 低所得者Ⅰ  15,000円
・外来（個人単位）の限度額を適用後に、外来+入院（世帯単位）の限度額を適用します。
　※１ 　 過去12カ月以内に、限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超

えた分が支給されます。
　※２　8月から翌年7月の12カ月間年間限度額は144,000円です。
　※３　課税所得とは、所得から所得控除分を差し引いた、課税の対象となる金額のことです。
　※４ 　 世帯収入の合計額が520万円未満（一人世帯の場合383万円未満）の場合や、「旧ただし書所

得　※5」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
　※５　 前年の総所得金額と山林所得、株式の配当所得、土地・建物等の譲渡所得金額などの合計

から基礎控除（33万円）を除いた額。

老人医療費支給制度　問高齢福祉課　ＴＥＬ（0771）68-0006
医療保険制度　　　　問保健医療課　ＴＥＬ（0771）68-0011
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問社会福祉課
ＴＥＬ（0771）68-0007
問各支所市民生活課
ＴＥＬ八木（0771）68-0022
　日吉（0771）68-0032
　美山（0771）68-0041

在宅重度身体障害者介護
者激励金のお知らせ

　重度の身体障がいがある方
を在宅で介護されている方を
対象に激励金を支給します。
●�対象者　市民税非課税世帯

で、次の①②全てに該当す
る方

① 寝たきりの状態が6カ月以
上継続している重度の身体
障がいのある方（20歳以上
65歳未満）を、常時直接介
護している親族など。

② 重度の身体障がいのある方
と介護者の双方が、平成
30年8月1日現在、市内に
在住されている方。ただし、
次のいずれかに該当する場
合は支給対象外です。

・施設に入所している場合
・ 病院などに引き続き３カ月

以上入院している場合
・ 平成30年2月1日以降に市

外から転入された場合
●助成金額　年額6万円
※支給は年度内に1回のみ。
●�申請方法　問合せ先で申請

用紙を配布しますので、8
月1日以降に民生委員の証
明を受けていただき、8月
31日（金）までに申請して
ください。

問社会福祉課
ＴＥＬ（0771）68-0007
問各支所市民生活課
ＴＥＬ八木（0771）68-0022
　日吉（0771）68-0032
　美山（0771）68-0041

国民健康保険限度額適用
認定証などの更新

　現在交付している国民健康
保険限度額認定証および限度
額適用・標準負担額減額認定
証は、有効期限が平成30年7
月31日となっています。対
象の方には7月上旬に認定証
の交付申請書を郵送していま
す。8月1日以降も認定証が
必要な方は、7月20日（金）ま
でに申請してください。7月
下旬に新しい認定証を郵送し
ます。なお、上記の期日以降
に申請された場合、新しい認
定証は8月以降に随時郵送し
ます。
●�注意事項　平成30年度の

所得申告をしていない国民
健康保険加入者がいる世帯
は、最も高い所得区分で判
定されます。正しい所得区
分で判定するには、必ず所
得の申告をしてください。
国民健康保険税に滞納があ
る世帯の方は、「限度額適用
認定証」などを交付できな
い場合があります。

問保健医療課
ＴＥＬ（0771）68-0011

雨水タンクの購入費用の
一部を補助します

　雨水をためることにより、
雨水の利活用や防災対策など
に役立てていただくため、購
入費用を補助しています。
●補助額
　雨水タンク購入経費に4
分 の3を 乗 じ た 額（ 上 限 額
45,000円）
●補助対象となるタンク
　雨水を雨どいから分岐器
具を介して貯留する施設で、
100リットル以上の貯留量が
あるもの。（農業用タンク・ド
ラム缶などは補助対象外。雨
水タンクとして市販されてい
るものに限ります。）

●補助交付条件
・ 南丹市内で雨水タンクを設

置する建物を所有する個人
または法人

・ 雨水タンク本体を購入する
前に申請書を提出すること

・ 税、下水道受益者負担金、
分担金および上下水道料金
の滞納がないこと

・ 設置に係る工事費用、配達
費、雨どいにかかる費用、
塗装費などは補助金対象外
●その他　
・ 補助金交付要綱や補助金交

付申請書などは、市ホーム
ページからダウンロードし
ていただけます。その他不
明な点はお問い合わせくだ
さい。

問下水道課
ＴＥＬ（0771）68-0054

未成年心身障害者年金申
請のお知らせ

　未成年の心身障がい者およ
び保護者の負担軽減を図るた
め、年金（助成金）を支給しま
す。
●�対象者　市民税非課税世帯

で、次の①②全てに該当す
る方の扶養者

① 平成30年4月1日現在、市
内に3年以上居住する20歳
未満の方

② 次のいずれかに該当する方
・ 身体障害者手帳1・2級、精

神障害者保健福祉手帳1・2
級または療育手帳所持者

・ 日常生活を著しく制限され
ているか、介護の必要のあ
る方

・ 特別支援学級または特別支
援学校に在籍している方
●�助成金額　年額２万円
※支給は年度内1回のみ。
●�申請方法　8月31日（金）ま

でに、印鑑と通帳など振込
金融機関が確認できるもの
を持参の上、申請してくだ
さい。
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・ 社外積立型で管理が簡単で
す。

・ 他の退職金や企業年金制度
などとのポータビリティ

（年金原資の持ち運び）も可
能です。

※ 詳細については、お問い合
わせください。

問�中小企業退職金共済事業本
部

ＴＥＬ（03）6907-1234
koho-3712@taisyokukin.jp

京都府統計グラフコンクールの作品募集について

　統計に親しんでいただくとともに、統計グラフの表現技術の
向上を図るため、京都府統計グラフコンクールを実施します。
●�応募対象　京都府内の学校に在学する方、および府内に居住

または勤務する方
●応募資格・課題・規格

応募資格 課題

手書き統計
グラフの部

第1部 小学校1・2年生 自分で観察・調査
した結果をグラフ
にしたもの第2部 小学校3・4年生

第3部 小学校5・6年生
自由第4部 中学生

第5部 高校生以上・一般

  パソコン統計グラフ
 の部 小学生以上・一般

自由（小学校４年
生以下の場合は自
分で観察・調査し
た結果をグラフに
したもの）

※仕上げ寸法：72.8cm×51.5cm（B2判） 
※市販のB2判で規格より大きい場合は切ってお使いください。
※規格厳守でお願いします。
●�送付先　作品に応募作品票を添付し、京都府政策企画部企画

統計課または市役所総務課へご提出ください。
●申込締切　9月6日（木）
※市役所へ提出される場合は、8月31日（金）必着
●�その他　応募や作品作成上の注意など、詳しくは募集要領を

ご確認ください。募集要領や応募作品票は京都府ホームペー
ジからダウンロードできます。

問京都府政策企画部企画統計課　ＴＥＬ（075）414-4487
HPhttp://www.pref.kyoto.jp/tokei/news/gracon/graconbosyu.
　html
〒602-8570　京都市上京区下立売通新町西入
問総務課��ＴＥＬ（0771）68-0002
〒622-8651　南丹市園部町小桜町47番地

中小企業退職金共済制度のご案内

　中小企業退職金共済（中退共）制度は、中小企業の事業主が従
業員の退職金を計画的に準備できる国の退職金制度です。
●�制度のしくみ　事業主が中退共本部と退職金共済契約を結び、

毎月の掛金は事業主が指定した預金口座から振り替えます。
従業員が退職したときは、中退共本部から直接退職者へ退職
金が支払われます。
●制度のメリット
・ 掛金の一部を国が助成します。（一部対象外となる場合があり

ます。）
・掛金は全額非課税で、手数料も無料です。
・パートタイマーや家族従業員も加入可能です。

人材募集

京都中部広域消防組合消
防職員を募集します

　平成30年度職員採用試験
を行います。
●採用数　若干名（消防職員
　初級・上級）
●受験資格
・ 初級：平成9年4月2日から

平成13年4月1日までに生
まれた方（学歴は問いませ
んが高等学校卒業程度の学
力が必要）

・ 上級：平成4年4月2日から
平成9年4月1日までに生ま
れた方（学歴は問いませんが
大学卒業程度の学力が必要）

※ その他身体的条件などの受
験資格を定めています。
●�第1次試験　9月16日（日） 

午前9時〜正午頃まで（受
付：午前8時15分〜）
●�場所　京都中部広域消防組

合消防本部3階大会議室な
ど
●�受付期間　7月13日（金）〜

８月13日（月） 午前９時〜
午後5時（土・日・祝日を
除く）

※ 郵送による申し込みは、8
月9日（木）の消印分までに
限り受け付けます。

≪裏面につづく≫
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※ 受験申込書は消防本部、消
防署、分署、出張所および
構成市町（亀岡市、南丹市、
京丹波町）の市役所、町役
場の本庁・支所に備え付け
ています。また、消防組合
のホームページからもダ
ウンロードできます。

問�京都中部広域消防組合消
防本部総務課

ＴＥＬ（0771）22-9580
HP�http://www.kyoto-chubu
　119.jp/
〒�621-0851� 亀岡市荒塚町1
丁目9番1号

南丹市情報センターの臨
時職員を募集します
●�職種　 南 丹 市 情 報 セ ン

ター、南丹市国際交流会館
の受付業務および事務業務
●条件
・ パソコンでワード、エクセ

ルを使いこなせる方
・普通自動車免許を有する方
・ 市内在住または30分程度

で通勤可能な方
・ 接客および電話対応業務の

経験者を優先
●�勤務場所　南丹市国際交

流会館
●�勤務時間　 午 前8時30分

〜午後5時15分
※シフト制による週5日勤務
●�時給　890円（時間外、通

勤手当などは就業規則に
より支給）
●�雇用期間　平成30年9月1

日〜平成31年3月31日（労
使合意の上で期間を延長
する場合があります）
●�申込方法　7月31日（ 火 ） 

までに、履歴書（写真貼付、
自筆）および職務経歴書
を、持参または郵送でお申
し込みください。

※ 面接日程は、書類選考通過
後に連絡します。
●�採用　書類選考および面

接により合格者を決定し
ます。

問公益財団法人南丹市情報セ
　ンター（月・祝日休館、午
　前8時30分〜午後5時15分）
ＴＥＬ（0771）63-1777
〒��622-0004　南丹市園部町小
桜町62-1

相談会

禁煙相談会を開催します

　吸いたくなった時の対応か
ら禁煙補助剤の使い方まで個
別の相談に応じます。【無料】
●����日時　７月18日（水）　　

午後２時〜３時30分
●�内容　薬剤師や保健師によ

る個別相談（禁煙補助剤、禁
煙方法についての紹介）
●�場所　いきいきオアシス

日吉コミュニティルーム
（日吉ゆう薬局に隣接）
●�申込方法　事前に電話で

お申し込みください。
※ この事業は、平成30年度

なんたん健幸ポイント事
業の対象事業です。禁煙に
成功された方には30ポイ
ントを進呈します。

問保健医療課
ＴＥＬ（0771）68-0016

司法書士「無料法律登記
相談会」を開催します

　社会支援の一環として、地
元の司法書士による無料法
律登記相談会を開催します。
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・申込不要】
●日時　７月31日（火）
　午後１時〜４時
●�場所　日吉町生涯学習セ

ンター２階第２会議室
問京都司法書士会園部支部
ＴＥＬ（0771）23-9394

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　８月１日（水）
　午後１時〜４時
●�場所　園部公民館３階小研

修室
●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。

問総務課　ＴＥＬ（0771）68-0002

身体障害者巡回更生相談
のお知らせ
●�日時　８月10日（金） 午前

９時30分〜10時40分
●�場所　亀岡市役所市民ホー

ル
●巡回医師　整形外科医
●�内容　補装具交付および修

理に係る判定と医療相談
●�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　８月３日（金）ま

でに電話でお申し込みくだ
さい。

問社会福祉課
ＴＥＬ（0771）68-0007

膠原病（こうげんびょう）
個別相談のお知らせ

　専門医による膠原病の個別
医療相談を開催します。【無料】
●�日時　①９月19日（水） 午

後１時〜４時30分、②10
月３日（水） 午後1時〜４時
30分
●�場所　日時① 京都府亀岡総

合庁舎、日時② 南丹保健所
●�申込期限　日時① ８月10

日（金）、日時② ８月24日
（金）
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●�対象　膠原病で療養中の
方。または、次の症状があ
る方

・ 寒冷刺激による手指の蒼白
化（レイノー現象）

・手指などの関節炎、関節痛
・日光による皮膚過敏
・頬の赤い発疹（蝶型紅斑）
・手指などの皮膚が硬くなる
●�担当医　京都第二赤十字病

院 代謝・腎臓・リウマチ
内科　井上衛　医師
●定員　６人
※ 予約制：状況によりお断り

することがあります。
問京都府南丹保健所保健室
ＴＥＬＴＥＬ（0771）62-2979

年金の予約相談をご利用
ください

　日本年金機構では、全国の
年金事務所で年金の予約相談
を実施しています。年金請求
の手続きや、受給している年
金についての相談にご利用く
ださい。
※ お客様の都合に合わせて、

相談内容にあったスタッフ
が事前準備の上、対応しま
す。
●�申込方法　予約相談希望日

の１カ月前から前日まで
に、基礎年金番号の分かる
年金手帳や年金証書を準備
の上、電話でお申し込みく
ださい。
●�予約受付時間　午前８時

30分〜午後５時15分（月
〜金曜日）

※ 申込状況によっては、ご希
望に添えない場合がありま
す。

問�日本年金機構（予約受付専
用）

ＴＥＬ0570-05-4890
※IP電話からの場合
ＴＥＬ（03）6631-7521

子育て支援（催し）

子育てすこやかセンター
８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　８月３日（金） 午前

10時30分〜11時30分
●内容　夏を楽しもう
●�持ち物　水遊び用パンツや

オムツ、タオル、着替え、
お茶など
＜子育て広場０歳〜＞
●�日時　８月10日（金） 午前

10時30分〜11時30分
●�内容　ふれあい遊び＆ミニ

栄養相談
●持ち物　バスタオル
＜お話会＞
●日時　８月17日（金）
　午前10時30分〜11時
＜親子リトミック＞
●�日時　８月22日（水） 午前

10時30分〜11時30分
＜子育て講座＞
●�日時　８月24日（金） 午前

10時30分〜11時30分
●�内容　園部消防署救急救命

士による「乳幼児の事故防
止講座」
＜ベビーマッサージ＆ミニ講
座＞
●�日時  ８月29日（水） 午前

10時30分〜11時30分
●持ち物　バスタオル
問 南丹市子育てすこやかセン
ター

ＴＥＬ（0771）68-0082

　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.kt
　aiwork.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
問情報政策課
ＴＥＬ（0771）68-0066

南丹市メール配信サー
ビスにご登録ください
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新刊図書のご案内

南丹市立図書館「新刊図書」のご案内と図書館臨時開館のお知らせ

＜一般書＞
◆大人も楽しい博物館に行こう◆どこでもできる邪気ばらい体操（青龍）◆かくれキリシタン（後藤真
樹）◆明治維新とは何だったのか（半藤一利、出口治明）◆不便ですてきな江戸の町（永井義男）◆池上
彰の未来を拓く君たちへ（池上彰）◆「お金」で読み解く日本史（島崎晋）◆となりの少年少女A（草薙厚
子）◆地層のきほん（目代邦康、笹岡美穂）◆伸ばすだけで効く！ツボストレッチ（斎藤充博監修）◆サ
ラダサンド（庄司いずみ）◆はじめてのボックス水耕栽培（岡部勝美）◆血管＆脳が若返る！「水煮缶」簡
単レシピ（石原新菜監修）◆こどもスケッチ（おーなり由子）◆美術館へ行こう（伊藤まさこ）◆鈴木みき
のぐるぐる山想記（鈴木みき）◆美空ひばり最後の真実（西川昭幸）◆万引き家族（是枝裕和）◆雲の果（あ
さのあつこ）◆その話は今日はやめておきましょう（井上荒野）◆新選組の料理人（門井慶喜）◆ウォー
ターゲーム（吉田修一）◆いまは、空しか見えない（白尾悠）◆家庭教室（伊東歌詞太郎）◆若旦那のひざ
まくら（坂井希久子）◆首の鎖（宮西真冬）◆つながりの蔵（椰月美智子）◆生きるとか死ぬとか父親とか

（ジェーン・スー）◆きげんのいいリス（トーン・テレヘン）◆すべて忘れて生きていく（北大路公子）
＜児童書＞
◆はじめての沖縄（岸政彦）◆こどもしごと絵じてん（三省堂編修所編）◆北欧に学ぶ小さなフェミニ
ストの本（サッサ・ブーレグレーン）◆統計ってなんの役に立つの？（涌井良幸）◆なぜこうなった？
あの絶景のひみつ（増田明代）◆動物進化ミステリーファイル（大渕希郷）◆虫のしわざ探偵団（新開
孝）◆いつかすべてが君の力になる（梶裕貴）◆ゲンちゃんはおサルじゃありません（阿部夏丸）◆ふつ
うやない！はなげばあちゃん（山田真奈未）
＜絵本＞
◆もぐらはすごい（アヤ井アキコ）◆きのうをみつけたい！（アリソン・ジェイ）◆にゅうどうぐも（野
坂勇作）◆もったいないばあさんのおいしいあいうえお（真珠まりこ）◆きょうだいぎつねのコンとキ
ン（村山桂子）◆まよなかかいぎ（浜田桂子）◆まいごのねこ（ダグ・カンツ、エイミー・シュローズ）◆おう
ち（中川ひろたか）◆きみちゃんとふしぎねこ（藤原ヒロコ）◆ようかいしりとり（おくはらゆめ）

＜南丹市立図書館臨時開館のお知らせ＞
　毎月最終木曜日は図書整理のため休館日としていますが、次の日は開館します。
●開館日　7月26日（木）
問中央図書館　ＴＥＬ（0771）68-0080　問八木図書室　ＴＥＬ（0771）68-0027
問日吉図書室　ＴＥＬ（0771）68-0036　問美山図書室　ＴＥＬ（0771）68-0046

催し

美山町文化協会作品展のご案内

　日頃の活動の成果を展示しています。ぜひお越しください。【無料】
●開催期間　11月2日（金）まで
●展示会場　美山文化ホール２階ギャラリー
●展示内容　書道、俳句、その他作品など
●現在展示中のサークル　泰友書道会（平屋）、八ケ峰句会、城山句会　※8月1日（水）まで
●�その他　8月2日（木）から9月5日（水）までは、泰友書道会（知井、鶴ヶ岡）、笹舟平屋句会、早蕨キ

ルトサークルの作品を展示します。
問社会教育課美山担当　ＴＥＬ（0771）68-0044
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美山町文化協会の俳句募
集について

　今年度も市民の皆さんから
俳句作品を募集しますので、
ご応募ください。
●�基準　定型（17文字）有季
（季節は問いませんが、季語
が入っていること）、未発
表の作品であること
●�募集期間　9月7日（金）ま

で
●�応募資格　市内在住または

在勤の方
●�応募方法　郵便はがきなど

に3句以内の俳句を記載の
上、美山町文化協会事務局

（社会教育課美山担当）へ郵
送してください。
●�表彰　厳正な審査の上、小・

中学生と一般（高校生を含
む）の各部門ごとに、特選、
準特選、佳作を選考します。

※ 10月27日（土）開催予定の
美山町文化祭で表彰する予
定です。

問�美山町文化協会事務局（社
会教育課美山担当）

ＴＥＬ（0771）68-0044
〒��601-0797�南丹市美山町島
　島台51番地

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。申込期限のあ
る事業は、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。
＜ファミリープールオープン＞
●�日時　７月14日（土）〜9月

2日（日） 午前9時〜午後5
時
●�内容　造波プール、ジャグ

ジープール、ウォータース
ライダー、25ｍおよび遊
泳プール、せせらぎプール

●�入場料　一般700円、高校
生500円、小・中学生300
円、幼児100円
●�その他　きょうと子育て応

援パスポート利用可能
＜太極拳教室＞
●�日時　7月27日（金）
　午後2時〜4時
●場所　旧宿泊所会議室
●内容　太極拳の基礎を学ぶ
●参加費　500円（当日受付）
●定員　30人
＜天体望遠鏡作り＞
●日時　8月5日（日）
　午後3時〜5時
●�場所　旧宿泊所会議室（予

定）
●�内容　自分だけの天体望遠

鏡を作ろう
●�参加費　3,000円（三脚は

別途料金が必要です。カメ
ラの三脚で代用可能）
●定員　20人
●対象　どなたでも
●�申込期限　7月29日（日）ま

で
＜天文教室＞
●�����日時　8月11日（土） 
　午後7時30分〜9時30分
●場所　丹波天文館
●�内容　金星、火星、木星、

土星、夏の星座、ペルセウ
ス座流星群などの観望
●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）
●�申込期限　8月10日（金）ま

で
問丹波自然運動公園
ＴＥＬ（0771）82-0560
ＦＡＸ（0771）82-0480
kouen@kyoto-tanbapark.
　or.jp
〒��622-0232　京丹波町曽根
崩下代110-7

「なつそらピクニック」
開催のお知らせ

　森の京都の魅力あふれる写
真の撮影や写真に親しみがな
い方でも気軽に楽しめるワー
クショップを開催します。
＜共通事項＞
●�場所　吉富ノ庄（旧吉富小

学校）
●�対象　小学生以上（小学3

年生以下は保護者同伴）
●�参加費　1,000円（材料費

含む）
●定員　15人
●�申込方法　ホームページか

らお申し込みください。
＜サイアノタイプで日光写真
の製作＞
　太陽の光に含まれる紫外線
に反応して固まる液材を塗っ
た印画紙の上に、さまざまな
モチーフを置いて、青写真を
作り出します。
●日時　7月21日（土）
　午後1時〜
●�講師　吉川直哉氏（写真家、

大阪芸術大学客員教授）＋
学生プロジェクトチーム
●持ち物　飲み物、帽子など
●�その他　ワークショップで

制作した作品の一部は後日
作品展（10月頃予定）で展
示します。
＜写真版「こどもかるた」の製
作＞
　Ｌ判の写真46枚を持ち寄
り、読み札をつくり自分だけ
のオリジナルかるた作りやか
るたとり大会を開催します。
●日時　8月13日（月）
　午後1時〜
●�講師　西川善康　氏（写真

家・gallery176メンバー）
●持ち物　Ｌ判写真46枚
●その他　
・ 7月中旬に「かるた写真撮影

会」を開催します。取り札用
写真を事前に撮影したい方
は、ホームページをご覧の
上、お申し込みください。

　　　　　≪裏面につづく≫
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・ 制作風景の写真を後日作品
展（10月頃）で展示します。 

（希望者は後日作品の展示も
可能）
●主催　ワタリドリ写真部
●後援　南丹市教育委員会
問ワタリドリ写真部
ＴＥＬ070-6920-0458
HPhttps://natsu-sora.
　localinfo.jp/

八木町の「夜市」を開催
します

　八木町夏の風物詩。夕涼み
に模擬店などを楽しみにご家
族、お友達とお越しください。
●�日時　7月21日（土）  午後

5時30分〜8時30分
※ 雨天順延の場合は、7月22

日（日）
●�場所　八木駅前から本町通

り
●��注意とお願い
　 午後5時から10時まで、国

道477号（国道9号交差点
から本町四ツ角まで）が車
両通行止めになります。こ
れに伴い、幹線道路も通り
抜けできなくなります。ご
理解とご協力をお願いしま
す。

問南丹市商工会
ＴＥＬ（0771）42-5380

夏季企画展「高畠那生絵
本原画展」を開催します

　文化博物館と中央図書館の
開館20周年を記念し、高畠
那生さんの原画展を開催しま
す。鮮やかな色彩、ユーモア
あふれる絵本の原画やラフス
ケッチをお楽しみください。
●�開催期間　7月21日（土）〜

9月2日（日） 午前9時〜午
後5時（入館は午後4時30
分まで）
●�休館日　毎週月曜日（ただ

し8月11日は開館）
●場所　南丹市立文化博物館

●�入館料　 大 人300円、 学
生200円、小人100円（南
丹市内の小中学生は無料、
20人以上の団体は2割引）

問南丹市立文化博物館
ＴＥＬ（0771）68-0081

本町夜店市×そのべ軽ト
ラ市を開催します

　まちなかのにぎわい創出
を目的に、本町繁栄会と一緒
に軽トラ市を開催します。夏
の夜に、子ども向けのゲーム
などを中心とした本町夜店市
と、野菜や雑貨、うまいもん
など、売り手の顔が見える軽
トラ市がコラボする楽しい市
場です。
●�日時　7月21日（土）
　午後5時〜8時30分
●�場所　京都銀行園部支店西

隣
●出店数　約30店
●�イベント　子どもチアダン

ス「チェリーズ」、南丹市消
防団PRコーナーなど
●�主催　本町繁栄会、南丹市

中心市街地活性化推進委員
会、市座プロジェクトチー
ム

問�NPO法人にぎわいコンソー
シアム園部

ＴＥＬ（0771）63-2451

「野菜＆運動ｄｅ元気な
んたん市」開催のご案内

　南丹市産のおいしい野菜を
しっかりとり、元気に運動す
るキャンペーンを開催しま
す。
●日時　7月21日（土）
　午後5時〜8時30分
●�場所　そのべ軽トラ市会場
（京都銀行園部支店西隣）
●内容　
・ スポーツ推進委員指導のイ

ンターバルウオーキング
（午後5時、6時集合 20分
間ウオーキングを実施）と
輪投げ

・ 「手作り野菜柄ランタン」ｄｅ
町をてらそう！（先着80
人、材料代100円）

・ 「野菜ｄｅクイズ」正解者に
地元野菜プレゼント（先着
80人）

・ なんたん健幸都市応援事業
所から「こんにゃくｄｅ健
康ＰＲ」（先着30人）
●�主催　南丹市健康増進・食

育推進庁内委員会
問保健医療課
ＴＥＬ（0771）68-0016

夏のボランティア体験＆
バザーを開催します

　体験を通して、ボランティ
アや福祉活動に興味を抱いて
いただけるよう、さまざまな
メニューを用意します。また、
収益の一部を被災地などに届
ける、チャリティバザーを同
時開催します。皆さんのご協
力をお願いします。【無料】
●�日時　7月28日（土） 
　午前10時〜午後3時
●場所　園部公民館
・ 体験会場：ロビー、和室、

小研修室、中研修室、大研
修室

・バザー会場：練習室
●内容
・ 体験（点字、手話、音訳、

車いす、絵手紙、将棋、手芸、
マジック、オカリナ、おに
ぎりづくり、絵かき歌、輪
投げ、ラダーゲッターなど）

・読み聞かせ
・オカリナミニコンサート
●�その他　バザー品の提供
（未使用品に限定）も受け付
けています。ご協力いただ
ける方は7月26日（木）まで
に社会福祉協議会園部事務
所（園部公民館内）にご持参
ください。
●�主催　園部町ボランティア

連絡協議会
問�南丹市社会福祉協議会園部
事務所

ＴＥＬ（0771）62-4125
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音訳ボランティア講座を開催します

　広報誌などの活字を声にして、視覚に障がいのある方にお届
けするボランティア活動があります。情報を声にする活動を一
緒に学びませんか。【無料】
●日程・内容など

回 日程 内容

第1回 7月25日（水）「見えない」ということ
〜実際に体験してみよう〜

第2回 8月8日（水） 文字を声に出して読んでみよう
第3回 8月22日（水） 文字を声に出して読んでみよう
第4回 9月19日（水） 実際に録音をしてみよう
第5回 9月26日（水） 写真や表を声で伝えよう

●場所　南丹市社会福祉協議会本所農事研修室
●時間　第1回〜第4回：午後1時30分〜3時30分
　　　　第5回：午前9時30分〜11時30分
●申込方法　各回の2日前までに、電話でお申し込みください。
●�その他　都合のつく回の参加で構いません。お気軽にご参加

ください。当日参加も可能です。
●�主催　音訳ボランティア（かわせみ、やまびこの会、せせらぎ、

美山こだまグループ）
問南丹市社会福祉協議会本所　ＴＥＬ（0771）72-3220

夏休みの自由研究づくり体験の参加者募集

　氷室の郷で開催する、お子さん向け「夏休み自由研究づくり」
の参加者を募集します。夏休みの宿題を楽しく仕上げましょう。
＜木工体験の部＞
●�日時　7月26日（木） 、27日（金） 午前の部（午前10時〜正午）、

午後の部（午後1時30分〜3時30分）
●内容　木工キットを組み立てます。（作業工具は用意します。）
・小学校高学年向（ミニチェアー）
・ 小学校低学年向（恐竜、貯金箱、状差し、ラックの内から1点選択）
●費用　1,700円（1人当たり、材料代含む）
●対象　小学生　●定員　各部とも5人
＜草木体験の部＞
●�日時　7月28日（土） 、29日（日） 午前の部（午前10時〜正午）、

午後の部（午後1時30分〜3時30分）
●�内容　おけいこバッグときんちゃくをカラフルな染料で染め

ます。（おけいこバッグはA4サイズの物が入ります。）
●費用　1,300円（1人当たり、材料代含む）
●対象　小学生　●定員　各部とも20人
＜共通事項＞
●場所　八木農村環境公園「氷室の郷」
●�申込方法　各体験の5日前までに電話でお申し込みください。
（先着順）
●持ち物　汚れてもよい服装、飲み物、汗拭きタオル
問八木農村環境公園「氷室の郷」（月曜休館）　ＴＥＬ（0771）43-1128

園部公民館ミニ写真展の
お知らせ

　園部公民館1階ロビーでミ
ニ写真展を開催しています。
ご来館の際はぜひご覧くださ
い。
●出展団体　撮朗会
●�出展期間　7月25日（水）ま

で
※ 都合により予告なく終了す

る場合があります。
問園部公民館（月・祝日休館）
ＴＥＬ（0771）63-5820

美山図書室「今夜だけ！
夜も、図書室」のご案内

　一夜だけ図書室を延長して
開室します。日頃とは異なる
雰囲気の図書室でゆっくり過
ごしませんか。
●日時　7月27日（金）
　午後8時まで開室
問美山図書室
ＴＥＬ（0771）68-0046

絵本の読み聞かせとかん
たん工作を開催します

　高畠那生絵本原画展の開催
に合わせ、文化博物館でおは
なし会を開催します。おはな
しの後には、絵本に出てくる

「パラシュート」を作ります。
【無料】
●日時　7月28日（土）
　午後2時〜
●場所　南丹市立文化博物館
　ロビー
●�申込方法　工作をされる方

は、7月20日（金）までに、
来館または電話でお申し込
みください。

※未就学児は保護者同伴
問中央図書館
ＴＥＬ（0771）68-0080
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親子で竹体験の参加者を
募集します

　八木町吉富地域の放置竹林
を見学し、吉富小学校跡地で9
日間連続のワークショップを
開催します。竹林に立ち入る
こともできない現状を、暮ら
しの中で竹が使われていた昔
をヒントに考えます。【無料】
●�日時　7月28日（土）〜8月

5日（日） 午後1時30分〜4
時30分（受付：午後1時）
●�場所　南丹市吉富地域活性

化センター
●�内容　竹林見学と日替わり

で竹の道具を製作
・ 7月28日（土）：竹箸、竹繊

維づくり見学、竹糸紡ぎ・
竹織体験、段ボール箱肥料
づくり（材料費1,000円）

・ 7月29日（日）：竹箸、竹繊
維づくり見学、竹糸紡ぎ・
竹織体験

・7月30日（月）：竹トング
・ 7月31日（火）：竹バターナ

イフ（持ち物：作業用手袋、
厚手の布（デニムなど））

・8月1日（水）：竹箸
・8月2日（木）：竹リング
・8月3日（金）：竹トング
・ 8月4日（土）：竹バターナ

イフ、竹繊維づくり見学、
竹糸紡ぎ・竹織体験、無煙
俺のかまどでご飯を炊こう

・8月5日（日）：同上
●�対象　４歳児〜小学校6年

生の親子
※ 親以外の保護者と子の参加

も可
●�定員　1日10組程度（先着

順）
●�申込方法　7月25日（水）ま

でに、電話またはEメール
でお申し込みください。

※ 詳細はお問い合わせくださ
い。

問籔の傍
ＴＥＬ（072）722-2882
8minako@gmail.com

手話教室・基礎講座の受
講者を募集します

　「手話を詳しく学んで、日
常会話ができるようになりた
い」という方を対象に開催し
ます。【無料】
●�日時　8月1日〜12月12日

までの毎週水曜日（8月15
日を除く）、全19回

※  予備日：12月19日
　いずれも午後7時〜9時
●�場所　市役所3号庁舎第4

会議室（変更する場合があ
ります）
●�対象　聴覚障害者福祉に熱

意のある市内在住、在学、
在勤の15歳以上の方で、
手話で自己紹介や簡単な日
常会話ができる方、または
手話教室入門講座を修了し
た方
●�申込方法　7月25日（水）ま

でに、電話でお申し込みく
ださい。

問社会福祉課
ＴＥＬ（0771）68-0007
問�ふない聴覚言語障害セン
ター

ＴＥＬ（0771）63-6448

第13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　8月3日（金）
　午後7時〜
●�場所　八木フィジカルセン

ター（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
●後援　南丹市教育委員会
問��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）

ＴＥＬ（0771）42-5484

人権教育講座（第２講）
を開催します

　人権に関する学習の機会を
通じ、市民の人権感覚の高揚
を図ることを目的に開催しま
す。【無料・申込不要】
●�日時　8月3日（金） ①午後

2時〜、②午後6時30分〜
（上映時間108分）
●�場所　日吉町生涯学習セン

ターホール
●上映作品　「しゃぼん玉」
　監督：東伸児、出演：市原
　悦子ほか
●�内容　親の愛情を知らずに

育ち、女性や老人だけを
狙った通り魔や強盗傷害を
繰り返してきた青年が、逃
亡途中にけがをした老婆を
助けたことがきっかけで、
村人と出会い自分が犯した
罪を自覚し始める。

問社会教育課
ＴＥＬ（0771）68-0057

南丹将棋教室８月開催日
のお知らせ

　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　8月4日（土）、12日
（日）、18日（土）、26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
は100円引き）
●講師　大山勝義アマ６段
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●�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。

問園部公民館（月・祝日休館）
ＴＥＬ（0771）63-5820
ＦＡＸ（0771）63-2850
be-syakai@city.nantan.
　lg.jp
〒622-0014　南丹市園部町
　上本町南2-22

南丹市カヌー教室を開催
します
●�日時　8月4日（土） 
　午前9時15分開会
　 （受付：午前9時〜、終了予

定：正午頃）
●�場所　八木カヌーハウス
（八木町西田）
●�対象　市内在住、在勤、在

学の小学3年生以上の方（大
人のみや親子での参加も可）
●定員　20人（先着順）
●参加費　無料
●�持ち物　濡れてもよい服（水

着など）と靴、着替え、タオ
ル、飲み物、保険証など
●�申込方法　7月27日（ 金 ） 

午後5時までに、申込書（社
会教育課、八木公民館、日
吉町生涯学習センター、市
役所美山支所社会教育課担
当に備え付け）に必要事項を
記入の上、社会教育課に持

参またはＦＡＸのいずれか
でお申し込みください。

※ 電話申込可（平日の午前9
時〜午後5時）

※ 申込書は市ホームページか
らもダウンロードできます。
●�主催　南丹市体育協会、南

丹市八木Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター（南丹市教育委員会）
●�協力　京都府カヌー協会、

南丹市海洋センター指導者
会

問社会教育課
ＴＥＬ（0771）68-0057
ＦＡＸ（0771）63-2850

美山図書室「夏休み工作
教室」を開催します

　プラバンを使って、風鈴を
作ってみませんか。【無料】
●�日時　8月5日（日）
　午後1時30分〜3時
●場所　美山図書室
●対象　小学生以上の方
●定員　20人（先着順）
●持ち物　工作用はさみ
●�申込方法　事前に、市内の

図書館または図書室でお申
し込みください。

問美山図書室
ＴＥＬ（0771）68-0046

夏しごと・夏あそび体験
の参加者を募集します

　いつか住みたい。究極の田
舎、京都美山・鶴ヶ岡。その
前に試してみよう、暮らし・
人。大人も子どもも、時間を
忘れて夏の田舎で大はしゃぎ
しませんか。
●�日時　8月5日（日） 午前10

時〜午後4時（集合：午前9
時30分）
●�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） 
●�内容　そばの種まき、薪割

り、川遊び、夏野菜BBQ
など
●�参加費　3,000円（保険含

む、昼食付き、3歳以上小
学生以下は半額）
●�持ち物　作業のできる服

装、水着、ウォーターシュー
ズ、バスタオル、着替え、
浮き輪、飲み物など
●�申込方法　7月30日（月）午

後5時までに、氏名、生年
月日、連絡のつく電話番号
を電話またはFAXでお申し
込みください。

問鶴ヶ岡振興会
ＴＥＬ（0771）76-9020
ＦＡＸ（0771）76-9021

「南丹市園部女性の館」
随時講座のご案内
＜夏休み親子体験＞
●�日時　8月18日（土） 
　午後1時30分〜3時30分
●場所　園部女性の館
●�内容　サンキャッチャー
（お部屋の吊飾り）製作
●�講師　布2の会　
●�運営協力金　800円（材料

費含む）
●定員　20人
●�申込方法　8月3日（金）ま

でに、電話でお申し込みく
ださい。

問 園部女性の館運営委員会
（園部女性の館内）
ＴＥＬ（0771）63-2986

なんたん簡単Cooking
の受講者を募集します  

　旬の食材を使った「パパッ
とできちゃう簡単レシピ」を
お教えします。
●日時　8月25日（土）
　午前10時〜午後1時
●場所　園部公民館
●�講師　チームおば給（食育

推進員）、南丹市女性会
●�受講料　800円（材料費含

む）※当日お支払いください
●準備物　エプロン、三角布
●対象　中学生以上の方
●定員　20人（先着順）
　　　　　≪裏面につづく≫
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※ 託児サービスもあります
（未就学児対象、定員5人）。
●�申込方法　8月17日（金）ま

でに、住所、氏名、電話番
号、託児サービスの有無（有
りの場合は子どもの年齢）
を、来館または電話、ＦＡ
Ｘ、Eメールのいずれかで
お申し込みください。

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

健康プール教室の参加者
を募集します

　生活習慣病を予防し健康な
生活を送っていただくため、
健康プール教室を開催しま
す。温水プールでの水中運動
で、楽しみながら運動習慣を
身に付けましょう。
＜しっかりコース＞
●開催日　毎週火曜日
●�対象者　健康プール教室の

経験者およびしっかり運動
したい方でおおむね20歳
〜64歳の方
＜ぼちぼちコース＞
●開催日　毎週金曜日
●�対象者　おおむね20歳〜

74歳の未経験者および、
おおむね65歳〜74歳の方
＜共通事項＞
●�開催期間　9月〜平成31年

3月
●�時間　午後２時〜２時55

分
●�場所　スプリングスひよし

温水プール
●定員　各30人程度
●�内容　水中ウオーキング、

アクアビクスほか
※ 週1回の教室です。詳細に

ついては、申込期間終了後、
参加決定者に直接お知らせ
します。

※ 教室途中でのコース変更は
できません。

●�費用　650円/回（プール利
用料） 

※ その都度お支払いくださ
い。

※ スプリングスひよし温水
プールのSSクラブ会員証
をお持ちの方は、利用いた
だけます。
●�指導者　スプリングスひよ

しインストラクター
●�申込方法　8月3日（金）ま

でに、電話でお申し込みく
ださい。

※ できるだけ、毎回ご参加い
ただける方がお申し込みく
ださい。

※ 申し込み多数の場合は、初
めての方を優先させていた
だきます。結果は郵送でお
知らせします。
●�その他　疾患などにより水

中運動を止められている方
はご遠慮ください。また、
高血圧や心臓病、糖尿病な
ど何らかの疾患で治療を受
けている方は、必ず主治医
に相談の上、許可を得てく
ださい。

※ この教室は、平成30年度
なんたん健幸ポイント50
の対象事業です。

問保健医療課
ＴＥＬ（0771）68-0016

第44回南丹市園部町文
化祭の参加者を募集
＜出展の部＞
●日程
・  第一会期
　11月3日（土）、4日（日）：
　生花、短歌、俳句、てん刻、
　書道など
・ 第二会期
　11月10日（土）、11日（日）：
　能面、絵画、写真、手芸な
　ど
●場所　園部公民館
●�その他　作品の搬入は各会

期の前日、午後１時30分
から。搬出は各会期終了日
の午後４時から。搬入・搬

出は出展者の責任としま
す。
＜出演の部＞
●�日程　11月3日 （土）、4日
（日）
●�場所　国際交流会館コスモ

ホール
●�出演時間　20分 以 内（ 準

備・後片付け含む）とし、
出演のための会場準備など
は各出演者が行うこととし
ます。
＜共通事項＞
●�対象　市内在住、在勤、在

学の方
●参加費　1人500円
※高校生以下は無料
※ 出展の部個人参加で、複数

作品を出展する場合、展示
用パネル1枚ごとに500円
が必要

※ 出展場所、出演日時、舞台
装置使用などの最終決定は
主催者に一任していただき
ます。
●�申込方法　8月17日（金）ま

でに、申込用紙（園部公民
館に備え付け、市ホーム
ページからもダウンロード
可）に必要事項を記入の上、
郵送、ＦＡＸ、Eメールの
いずれかでお申し込みくだ
さい。なお、申込書の郵送
を希望される方は、事務局
にご連絡ください。申し込
み後の詳細については、後
日主催者から連絡します。
●主催　園部町文化協会
●共催　南丹市教育委員会
問�園部町文化協会事務局（園
部公民館内）（月・祝日休館）

ＴＥＬ（0771）63-5820
ＦＡＸ（0771）63-2850
��be-syakai@city.nantan.
　lg.jp
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第３回なんたん音楽フェ
スティバル出演者募集

　南丹市で活動している音楽
団体が一堂に集う、第３回な
んたん音楽フェスティバルの
出演者を募集します。【無料】
●日時　12月15日（土）
　午後1時〜（予定）
●�場所　日吉町生涯学習セン

ターホール
●�参加資格　①市内在住、在

勤、在学の方で構成された
団体であること

　 ②団体から1〜2人、本番
までの打ち合わせおよび当
日のイベント運営に協力で
きること
●�形態　楽器演奏、合唱など

音楽に関する発表に限る
●�出演時間　出入りを含め

て15分以内（出演団体数に
よって変更あり）
●�申込方法　申込用紙に必要

事項を記入の上、8月31日
（金）必着で、申込先へ持参、
ＦＡＸ、Eメールのいずれ
かでお申し込みください。
申込用紙は申込先に備え付
けるほか、市ホームページ
からもダウンロードできま
す。
●�申込先　社会教育課、園部

公民館、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）

問社会教育課
ＴＥＬ（0771）68-0057
ＦＡＸ（0771）63-2850
be-syakai@city.nantan.
　lg.jp

「自力アップ体操教室」
の受講生を募集します

　身体のバランス（歪み）を整
えることによる効果を体感し
てください。姿勢を良くした
い、痛みを減らしたい方をお
待ちしています。

●曜日・時間・場所・受講料
＜日吉教室（夜）＞
　毎週火曜日の午後7時30分
〜9時（4〜10月）、午後6時
30分〜8時（11月〜3月）、日
吉はーとぴあ、1回800円
＜日吉教室（昼）＞
　毎週金曜日の午後2時〜3
時30分、日吉ゆう薬局内、1
回800円
＜美山教室＞
　月2回木曜日の午後2時〜
3時30分、宮脇公民館、1回
500円
※ 美山教室は別途、年会費

2,000円が必要です。
※一日体験は無料です。
●�その他　初回および定期的

に身体バランスチェック
（歪み・写真分析）で効果を
確認します。
●�自力アップ体操　身体の動

きを修正して歪みをなくし、
痛みなどの症状の回復と基
本動作（座・立・歩）を取り
戻す15種目の体操です。
●�申込方法　電話でお申し込

みください。
※ 詳細はお問い合わせくださ

い。
問南丹けんこう美人
ＴＥＬ090-3171-0413

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

　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
＜親子リトミック＞
●日時　7月25日（水）
　午前10時〜
●�場所　平屋地域活性化セン

ター
＜グラウンド・ゴルフ＞
●日時　7月28日（土）
　午前9時〜

●�場所　大野公民館グラウン
ド
＜よさこい＞
●日時　7月28日（土）
　午後8時〜
●�場所　平屋地域活性化セン

ター
＜剣道＞
●�日時　7月31日（火）
　午後7時30分〜
●場所　美山中学校
問�みやまスポーツクラブ事務
局（社会教育課美山担当内）

ＴＥＬ（0771）68-0044

美山町グラウンド・ゴル
フ大会を開催します

　第41回府民総体の美山地
区予選会を兼ねる大会を開催
します。
●日時　8月2日（木） 
　午前9時〜　※小雨決行
●場所　美山長谷運動広場
●�対象　美山町に住民登録を

有し、生活の本拠地を美山
町に置く社会人
●�申込方法　7月23日（月） ま

でに、参加申込書（市役所
美山支所、各地域振興会、
美山町グラウンド・ゴルフ
協会に備え付け）に必要事
項を記入の上、みやまス
ポーツクラブ事務局（社会
教育課美山担当内）までお
申し込みください。

※ 美山町グラウンド・ゴルフ
協会の会員の方は、協会で
参加の取りまとめを行いま
すので、各地区委員までお
申し込みください。
●�その他　上位入賞者には府

民総体南丹市予選会への出
場権が与えられます。
●�主催　みやまスポーツクラ

ブ
●�主管　美山町グラウンド・

ゴルフ協会
問�みやまスポーツクラブ事務
局（社会教育課美山担当）

ＴＥＬ（0771）68-0044
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