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お知らせ
南丹市企業連携移住促進
事業について
地域の新たな担い手となる
移住者の受け入れを推進する
ため、企業や地域団体が行う
移住者向けの社員寮・賃貸住
宅などの整備に対して補助金
を交付します。詳しくはお問
い合わせください。
●補助対象者 次の要件を全
て満たす企業
（法人・個人
事業者）
または地域団体
①市内に事業所を有するまた
は新たに設置すること
②整備住宅が移住促進特別区
域
（※）
に所在していること
③整備住宅所在地の地域団体
と連携して取り組むこと
④整備住宅に入居する移住者
がその移住促進特別区域に
定住すること
⑤整備住宅に入居する移住者
が居住地域の区などに加入
し、地域活動に積極的に参
加すること
⑥市税などの滞納がないこと

※京都府UIJターンナビのサイ
ト HP https://kyoto-ui.jp/
akiyanouchi/areaで ご 確
認ください。
●補助対象経費 移住者の新
規受け入れのための住宅整
備
（新築・改修・敷地整備）
費および設計費
●補助金額 補助対象経費の
2/3以内
（上限は1戸当たり
120万円で、集合住宅など
の場合1,200万円）
※補助金額は京都府制度
（別
途申請が必要）と合算した
額となります。
※補 助 期 間 は 最 長2年 間 で
す。
（年度ごとに申請が必要）
※用地取得費および補償費は
補助対象外です。
問 定住・企画戦略課
℡（0771）
68-0003

南丹市子育て応援住宅支
援事業について
子育て世帯に対する経済的
負担や育児負担の軽減および
三世代同居または三世代近居
による世代間支援の促進を図
るため、住宅の改修費用に対し
て、補助金を交付します。詳し
くはお問い合わせください。
●補助対象者 子どもの親権
者で、次の要件を全て満た
す方
①申請年度において、南丹市
に住所を有する方
②平成30年4月1日現在、妊
娠中の胎児も含めて18歳
未満の子どもを養育してい
る世帯の方

【総合問合せ窓口】 ℡（0771）
68-0001㈹ ℻（0771）
63-0653

③次のいずれかを満たす、世
帯の構成員が所有する住宅
の改修工事の契約者
A：多子世帯
（妊娠中の胎児
も含めて3人以上の子ども
を養育）の方
B： 三 世 代
（ 子 ど も・ 父 母・
祖父母など）が同居する世
帯の方
C：三世代が近居
（直線距離2
㎞以内に居住）
する世帯の方
※BまたはCの場合、本年度
中に世帯員が住所変更を行
い、新たに同居・近居する
世帯の方に限る。
④市税などの滞納がない世帯
の方
⑤親 権者 の年 収の 合算 額が
750万円未満の方
⑥居住地域の区
（自治会）
など
に加入し、地域活動に積極
的に参加する方
●補助対象経費 対象者が自
ら居住するための住宅の改
修工事で、多子世帯が居住
または三世代の同居・近居
に必要な10万円以上の改
修工事費
●補助金額 補助対象経費の
1/2以内
（上限100万円）
問 定住・企画戦略課
℡（0771）
68-0003
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南丹市地域おこし協力隊
活動報告会を開催します

骨粗しょう症健診のお知らせ
骨粗しょう症とは、骨量が少なくなって骨がもろくなり、骨
折の危険が高くなった状態のことです。骨粗しょう症健診を実
施しますので、この機会に受診いただき、ライフスタイルに合
わせた骨粗しょう症対策にお役立てください。
【無料】
●日程など
実施日
場所
定員
受付時間
日吉保健福祉
9月3日（月）
センター

60人

午後1時〜2時30分

美山保健福祉
9月11日
（火）
センター

60人

午後1時〜2時30分

9月25日
（火）八 木 公 民 館

90人

午後1時〜3時30分

南 丹 市 役 所
150人
9月28日
（金）
301会議室

午前9 時〜11時

午後1時〜3時30分
●内容 骨密度測定
（かかとの骨に超音波を当てて測定）
、結果
指導、試食
●対象 南丹市に住民票を有する20歳〜70歳
（平成31年3月末
時点）
の女性
●申込方法 8月10日
（金）
までに、電話でお申し込みください。
※各会場定員になり次第、締め切ります。
問 保健医療課 ℡（0771）
68-0016

平成３０年度母子家庭人間ドックの実施について
●実施時期 12月〜平成31年3月
（平日の午前中）
●場所 京都第一赤十字病院健診センター（京都市東山区本町）
●費用 無料
●対象 母子家庭の母親（平成30年4月1日現在30歳以上65歳未
満で、現に児童扶養手当を受給している方）
●申込方法 8月31日
（金）までに、申込書
（南丹保健所、子育て
支援課、各支所市民生活課に備え付け）に必要事項を記入の上、
82円切手を貼った返信用封筒を添えて、持参または郵送でお
申し込みください。
問 京都府南丹保健所福祉室 ℡（0771）
62-0361
〒 622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21

八木公民館、八木図書室の臨時休館のお知らせ
南丹市花火大会の開催に伴い、八木公民館および八木図書室
を休館します。ご不便をお掛けしますが、ご理解をよろしくお
願いします。
●休館日 8月14日
（火）
※荒天による順延の場合は、15日（水）も休館します。
問 社会教育課 ℡（0771）
68-0057

6

平成30年（2018年）
7月27日発行

問 ＝申込・問合せ先

8月で任期満了を迎える南
丹市地域おこし協力隊3人の
活動報告会を開催します。
都市部から移住し、それぞ
れの知識や経験を生かして地
域活動に取り組んだ隊員が、
3年間の活動を通じて気づい
たこと、得たことなどを報告
します。
【無料・申込不要】
●日時 8月18日
（土）
午後2時〜
●場 所 市 役 所2号 庁 舎3階
301会議室
●内 容 隊 員 に よ る 活 動 報
告、質疑応答など
●報告者 前田敦子隊員、松
田章宏隊員、藤村香菜子隊
員
問 定住・企画戦略課
℡（0771）
68-0003

児童扶養手当現況届の提
出について
児童扶養手当を受給され
ている方
（全額支給停止とな
っている方も含む）は、毎年
1回8月に現況届を提出して
いただくことになっていま
す。この現況届によって、8
月分以降1年間の受給資格を
審査しますので、期限までに
提出してください。なお、現
況届を2年間続けて提出しな
いと、手当を受ける資格がな
くなりますのでご注意くださ
い。
※対象者には必要書類を送付
します。
●提 出 期 間 8月1日
（ 水 ）〜
31日
（金）
●受付時間 午前8時30分〜
午 後5時15分
（ 土・ 日・ 祝
日を除く）
●提出場所 子育て支援課ま
たは各支所市民生活課
問 子育て支援課
℡（0771）
68-0017
℡ ＝電話番号

℻ ＝FAX番号

自衛隊各種採用試験等に関する説明会のご案内
＜採用種目＞
①航空学生（自衛隊パイロットを養成）
②一般曹候補生（基幹要員である陸・海・空曹を養成）
③自衛官候補生（所要の教育を経て３カ月後に２等陸・海・空士に任官）
●受付期間 ①② 9月7日
（金）まで（締切日必着）
、③ 年中受け付けています。
＜説明会＞
●日時 8月7日、14日、21日
（各火曜日）午前10時〜、午後1時〜、午後4時〜
●場所 防衛省自衛隊亀岡募集案内所
●内容 自衛官の仕事と生活、採用種目について説明
●対象 どなたでもご参加いただけます。
●その他 申込不要、履歴書不要、入退場自由、服装自由
問 防衛省自衛隊亀岡募集案内所 ℡（0771）
24-4170 〒 621-0815 亀岡市古世町西内坪34-26

人材募集
南丹市職員採用試験の実施について
平成30年度（平成31年度採用）
の職員採用試験を次のとおり実施します。
●募集職種
職種
募集人数 試験区分
受験資格
一般試験
平成5年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方
一般事務

保育士
幼稚園教諭

土木技師
建築技師

5人程度

社会人試験

昭和58年4月2日から平成5年4月1日に生まれた方で、高等学
校以上の学校を卒業し、民間企業などでの職務経験が3年以上
ある方

一般試験

平成5年4月2日以降に生まれた方で、平成31年3月末までに
保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を取得または取得見込み
の方

社会人試験

昭和53年4月2日以降に生まれた方で保育士または幼稚園教諭
の実務経験が3年以上あり、保育士資格と幼稚園教諭免許の両
方を有する方

一般試験

平成5年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方で、高
等学校以上の学校において、土木または建築の専門課程を卒
業した方または平成31年3月末までに卒業見込みの方

社会人試験

昭和53年4月2日以降に生まれた方で、土木関係または建築関
係の設計業務、施工管理などの実務経験が3年以上ある方

若干名

若干名

※地方公務員法第16条の規定による欠格条項に該当する方は受験できません。
●試験日 第1次試験：9月16日（日）午前9時30分（予定）
●要項配布場所 市役所1号庁舎2階 総務課人事給与係
●要項配布・受付期限 8月23日
（木）まで
午前8時30分〜午後5時15分（土・日・祝日を除く）
※要項は市ホームページからもダウンロードできます。
●受験手続 申込書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて持参または郵送してください。
※必要書類その他詳細については要項をご確認ください。
問 総務課 ℡（0771）
68-0008

＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号・住所

第301号
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相談会
夏休みパソコン相談会を
開催します
地域おこし企業人(※)とし
て市役所で活動するシステム
エンジニアが講師となり、パ
ソコンの使い方など、パソコ
ンに関するあらゆる相談に応
じます。パソコンを持ち込ん
でいただいても結構です。お
気軽にお越しください。
【無
料・申込不要】
●日時・場所
①8月1日(水) 午前10時〜正
午・八木図書室
②8月1日(水) 午後2時 〜 4
時・美山図書室
③8月8日(水) 午前10時〜正
午・中央図書館
④8月8日(水) 午後2時 〜 4
時・日吉町生涯学習センタ
ー
※三大都市圏の民間企業の社
員が、そのノウハウや知見
を生かして地方公共団体で
活動する総務省の制度
問 情報政策課
℡（0771）
68-0066

京都府ひとり親家庭自立
支援センターの巡回相談
家庭の状況や子どものこ
と、養育費や離婚前の相談、
就職活動に役立つセミナーの
案内などを行います。
【無料】
●日 時 8月9日、9月13日
（各木曜日）
① 午 後1時30分 〜 2時30
分、②午後2時30分〜
3時30分、③午後3時30分
〜4時30分
※相談は1人当たり1時間ま
で
●場 所 市 役 所4号 庁 舎2階
相談室
●対象 ひとり親家庭や離婚
を考えているお母さん、お
父さん
8
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●申込方法 相談日の3日前
までに、電話でお申し込み
ください。
問 子育て支援課
℡（0771）
68-0017
問 京都府ひとり親家庭自立支
援センター
℡（075）
662-3773

８月のなんでも相談日の
お知らせ
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・秘密厳守】
●日程・場所
8月18日
（土）
：そよかぜ美山
8月24日
（金）
：園部まごころ
ステーション陽だまり
8月27日
（月）
：そよかぜ八木
8月28日
（火）
：そよかぜ日吉
（おいで家）
●時間 いずれも午後1時〜
3時
問 社会福祉課
℡（0771）
68-0007
問 各支所市民生活課
℡ 八木
（0771）
68-0022
日吉（0771）
68-0032
美山（0771）
68-0041

子育て支援（催し）
子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」(８月)
＜各ひろば共通事項＞
※南丹市全域から参加いただ
けます。
【無料】
※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。
問 ＝申込・問合せ先

＜お盆休みのお知らせ＞
次 の 期 間、 各 ひ ろ ば と
seedbaseはお休みします。
●期 間 8月11日
（ 土 ）〜19
日
（日）
＜八木ひろば＞
●日時 毎週月〜金曜日の午
前10時〜午後3時
※毎月第1月曜日の午前は休
みます。
※毎週月・水・金曜日の午後
3時〜6時まで、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。
●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）
※車でお越しの方は、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
●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
※8月30日（木）
は休みます。
●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＞【無料】
「絵本はまだ早いかな」
と悩
むお父さんやお母さんに向け
て、絵本好きのスタッフが親
子の時間を作るきっかけにな
る本を紹介します。
●日 程 八 木 ひ ろ ば：8月8
日
（水）
、園部ひろば（横田
公民館）
：8月9日
（木）、美
山 ひ ろ ば：8月9日
（木）
、
日吉ひろば：8月21日（火）
℡ ＝電話番号

℻ ＝FAX番号

●時間 いずれも午前11時
〜11時30分
＜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
分についてお話しませんか。
お子さんはスタッフがお預か
りします。
（毎回テーマを設定
します）
●日程 園部ひろば（南部コ
ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー）
：8
月2日
（木）
、美山ひろば：
8月23日
（木）
●時間 いずれも午前10時
15分〜正午
●参加費 300円
●定員 7組
（先着順）
●申込方法 事前に電話でお
申し込みください。
＜おめでとうの日＞
ひろばに来ているみんな
で、7・8・9月生まれのお誕
生日をお祝いします。
●日程 八木ひろば：8月20
日
（月）
、園部ひろば（横田
公民館）
：8月23日（ 木 ）、
日吉ひろば：8月28日（火）
、
美山ひろば：8月30日
（木）
●時間 午前10時30分〜正
午
●内容 うた、読み聞かせ、
写真入りお誕生日カードづ
くりなど
問 NPO法人グローアップ
℡ 080-3857-8119

子育て研修会の開催につ
いて
公立小学校で23年間教師
を務め、その知識を少しでも
子育てに役立ててもらいたい
との思いから、メールマガジ
ンを発行。人気マンガ
「ドラ
ゴン桜」の指南役としても著
名な親野智可等さんにご講演
いただきます。
【無料】
●日 時 8月5日
（ 日 ） 午 後1
時30分〜3時
（受付：午後
1時）
＝メールアドレス

●場所 日吉町生涯学習セン
ターホール
●演題 親力で決まる子ども
の将来
●講師 親野智可等 氏
（教
育評論家）
●主 催 南 丹 市PTA連 絡 協
議会
問 社会教育課
℡（0771）
68-0057

「ほめて ハッピー☆smile
講座」を開催します
子どもは、
「 ほめられる」こ
とで
「愛されている、認めら
れている」という自信が育ち
ます。そこで、
「 ほめる育児」
をテーマに登録制のシリーズ
講座を開催します。
【無料】
●日程
・Ａクラス：9月13日
（木）
、
9月28日
（金）
、10月12日
（金）、10月26日
（金）
・Ｂクラス：9月18日
（火）
、
10月3日
（水）
、10月16日
（火）、10月30日
（火）
●時間 いずれも午前10時
〜11時30分
※全4回シリーズです。全て
の回にご参加ください。
●場 所 市 役 所4号 庁 舎2階
会議室
●内容 講話、意見交流、ほ
めかたロールプレイなど
●対象 幼児の保護者
●定員 各クラス5人程度
※申し込み多数の場合は調整
をすることがあります。
●託児 希望者には託児
（無
料）
を行います。
●申込方法 8月24日
（金）ま
でに、希望クラス名、住所、
氏名、電話番号、託児希望
の有無を電話、FAX、Eメ
ールのいずれかでお申し込
みください。
問 子育て支援課
℡（0771）
68-0017
℻（0771）
68-1166
kosodate@city.nantan
.lg.jp

HP ＝ホームページアドレス

催し
郷土資料館夏季企画展を
開催します
夏季企画展
「戦争−遺品が
語る平和へのメッセージ」を
開催します。私たちの曾祖父
母や祖父母が生きた時代、実
際に起こった戦争にまつわる
資料を振り返り、戦争の悲惨
さや平和について考える機会
とします。
＜企画展＞
●期間 9月17日
（月・祝）ま
で
●時間 午前9時〜午後5時
※入館は午後4時30分まで
●場所 日吉町郷土資料館
●入館料 大人200円、学生
150円、小人100円
※市内在住の小中学生は無料
※20人以上の団体は2割引
●休館日 毎週火・水曜日
※8月31日
（金）までは水曜日
のみ）
＜記念講演会＞
戦争のお話し〜満州からの
引揚げ〜
●講師 廟嶺京都開拓団 黒
田雅夫 氏
●開催日時 8月18日（土）
午後1時30分〜3時
●場所 日吉町郷土資料館
かやぶき民家
●参加費 無料
※別途入館料は必要
●定員 50人
問 日吉町郷土資料館
℡（0771）
68-0069

〒 ＝郵便番号・住所

第301号
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「京のプレミアム米コン
テスト」を開催します
京都府全エリアを対象とし
たお米のコンテストを開催し
ます。生産者の皆さんからの
出品を募集します。
●対象 おいしいお米づくり
に取り組む京都府内の農業
者および組織
●申 込 方 法 8月1日
（ 水 ）〜
31日
（金）の間に、インタ
ーネットの専用ページから
お申し込みください。
※イベントおよび申し込み方
法の詳細は、ホームページ
でご確認ください。
問 京都府農林水産部農産課
℡（075）
414-4953
nosan@pref.kyoto.lg.jp
HP http://www.pref.kyoto.
jp/nosan/contest.html

おとなの読書会を開催し
ます
美山図書室では、２カ月に
１回大人の方を対象にした読
書会を開催しています。楽し
い時間を共有しませんか。
●日時 8月2日
（木）
午後2時〜4時まで
●場所 美山文化ホール2階
会議室
●持ち物 好きな本
問 美山図書室
℡（0771）
68-0046

健康づくり教室を開催し
ます
五ケ荘地域活性化センター
（森の学び舎 五ケ荘）におい
て、健康づくり教室を開催し
ます。
【予約不要】
●日 程 8月8日、22日（ 各
水曜日）
●時間 いずれも午前10時
〜正午
●場所 五ケ荘地域活性化セ
ンター
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●内容 健康体操、健康教室、
福祉・介護に関する相談、
サロン
問 住みよいむらづくり協議会
℡（0771）
73-0605

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。
＜エンジョイテニス（夜の部）
＞
●日 時 8月6日、20日
（各
月曜日）午後6時〜9時
●場所 テニスコート
●参加費 400円（当日受付）
●対象 18歳以上の方
＜太極拳教室＞
●日時 8月10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
＜テニス教室＞
●日時 9月3日〜10月22日
の全8回（毎週月曜日）午後
7時〜9時
●場所 テニスコート
●内容 初心者および初級者
向けのテニス教室
●参加費 6,000円
●定員 20人
●対象 18歳以上の方
●申 込 期 限 8月3日
（ 金 ）か
ら当日まで
＜親と子の山村体験＞
●日 時 9月15日
（ 土 ）〜16
日
（日） 午後1時30分開講
〜翌日正午閉講
●場所 レストハウスおよび
公園周辺の農地

問 ＝申込・問合せ先

●内 容 稲 刈 り、 キ ャ ン プ
ファイヤーなど（1泊3食付
き）
●参 加 費 大 人：5,000円、
子 ど も：4,000円
（宿泊代
および食事代含む）
●定員 10家族
●対象 小学生と保護者
（幼
児の参加も可能です。ご相
談ください）
●申 込 期 限 9月8日
（ 土 ）ま
で
問 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

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 8月23日
（ 木 ）午 前
10時30分〜正午
●場所 地域活動支援センタ
ーそよかぜ美山
●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。
問 社会福祉課
℡（0771）
68-0007

℡ ＝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
料招待を実施します。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
①8月25日
（土） 午後6時
ヴァンフォーレ甲府
8月10日
（金）
②9月8日
（土）
未定（※）
ツエーゲン金沢
8月24日
（金）
※9月8日の試合開始時間は未定ですので、当選者には返信ハガキで通知します。
●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 申込者の郵便番号、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。
問 京都サンガＦ.Ｃ.ホームタウン推進課 ℡（0774）
55-7603

ソフトバレーボール代表選考会を開催します
府民総体ソフトバレーボール競技の南丹市代表チームを決める選考会を開催します。
【無料】
●日時 8月26日
（日）午前10時〜（受付開始）
●場所 スプリングスひよし体育館
●参加資格
・市内在住または在勤の方
・10月28日（日）
開催の府民総体に出場可能なチームならびに選手
●種別
・成年：30歳代男女各2人、40歳以上男女各2人で構成
・壮年：40歳代男女各2人、50歳以上男女各2人で構成
※年齢は平成30年4月1日現在の満年齢とします。
●申込方法 8月13日
（月）までに申込用紙に必要事項を記入の上、持参または郵送でお申し込みく
ださい。
※申込用紙は問い合せ先へご請求ください。
問 南丹市体育協会事務局
（社会教育課内） ℡（0771）
68-0057 〒 南丹市園部町小桜町47番地

＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号・住所
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女性限定 観ても楽しい
将棋教室の参加者募集
美山町出身の女性講師をお
招きし、将棋の魅力や観戦の
楽しみ方などをお教えする女
性限定の講座を開催します。
おやつを食べながら、のん
びりと行いますので、お気軽
にお申し込みください。
●日程 8月26日、9月9日、
30 日、10 月 28 日（各日曜
日・全4回）
●時間 午後1時30分〜3時
●場所 園部公民館
●内容 将棋の基本的なルー
ルと魅力、観戦・対局解説
の楽しみ方、注目プロ棋士
の紹介、インスタ映えする
将棋の指し方 など
※各回の終了後、希望者には
同時開催している南丹将棋
教室の見学や自由対局への
参加も可能です。
●講師 （公社）
日本将棋連盟
公認将棋指導員 吉田萌
氏
●対象 中学生以上の女性
●定員 10人（先着順）
●準備物 筆記用具、お菓子、
飲み物
●参加費 800円
（4回分）
※初回参加時にお支払くださ
い。
●申込方法 8月21日
（火）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。
問 園部公民館
（月・祝日休館）
℡（0771）
63-5820
℻（0771）
63-2850
be-syakai@city.nantan.
lg.jp
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「なんたん体力測定会」の参加者を募集します
誰にでも取り組める体力測定会を開催します。60分程度の簡
単な体力測定ですので、初めての方も安心して参加いただけま
す。この機会に、楽しく体力を測ってみませんか。本事業は
「な
んたん健幸ポイント50」の対象事業です。
【無料】
●日程など
日程
受付時間
会場
午後1時30分、午後2時30 美 山 保 健 福 祉 セ ン
9月25日
（火）
分
ター
午後1時30分、午後2時30 日 吉 町 生 涯 学 習 セ
9月28日
（金）
分
ンター
10月1日
（月） 午前10時、午前11時
10月4日
（木）

旧摩気小学校

午後1時30分、午後2時30
国際交流会館
分

10月5日
（金） 午前10時、午前11時

八木公民館

●定員 各会場30人
●対象 南丹市に住民票を置く、おおむね65歳以上の方
●体力測定内容 体組成測定、握力、歩行速度、椅子立ち上が
りなど
（できない種目は省くことができます。）
●申込方法 9月5日
（水）までに、郵便番号、住所、氏名、年齢、
生年月日、電話番号、希望会場、希望受付時間を、電話で連
絡の上、お申し込みください。
※希望会場および希望受付時間は先着順です。定員になり次第
締め切ります。予約制ですので必ずお申し込みください。詳
細については、後日ハガキで案内します。
●結果説明会 おおむね2週間後に測定結果の説明会を行います
（欠席の場合は結果を郵送します）
。日程については、体力測
定会で案内します。
※測定結果は、同年代の平均値と比較ができ、生活動作の能力
が一目でわかるグラフ付きの資料です。
●測定団体 NPO法人元気アップAGEプロジェクト
問 保健医療課 ℡（0771）
68-0016

美山地域情報
無料法律・登記相談会のお知らせ
京都司法書士会園部支部による無料法律・登記相談会が開催
されます。お気軽にご利用ください。
【無料・申込不要】
●日程 8月20日
（月） ●時間 午後1時〜4時
●場所 市役所美山支所1階小会議室
問 京都司法書士会園部支部相談担当 ℡（0771）
63-2336
問 美山支所地域推進課 ℡（0771）
68-0040

問 ＝申込・問合せ先

℡ ＝電話番号

℻ ＝FAX番号

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
＜エアロビクスとヨガ＞
●日時 8月2日（木）午後8時〜
●場所 美山保健福祉センター
＜インデアカ＞
●日時 8月21日
（火）午後8時〜
●場所 旧知井小学校体育館
＜よさこい＞
●日時 8月25日
（土）午後8時〜
●場所 平屋地域活性化センター
＜ウオーク＞
●日時 8月30日
（木）午前8時30分〜
●場所 宮脇バス停駐車場集合
問 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

日吉地域情報
日吉町文化祭への出展者および出演者を募集します
今回から、参加費および展示の部の開催日程・場所を変更しています。
展示の部

ステージ発表の部

日時

11月4日
（日）午前9時から
11月11日
（日）正午まで

場所

日吉町生涯学習センターエントランス
日吉町生涯学習センターホール
ホール

出演および
出展資格

11月4日
（日）正午〜午後5時（予定）

日吉町文化交流協会会員、日吉町内在住者、在勤者および在学者

参加費

1種目につき1人200円
1団体1,000円

発表時間 5分以内 500円
15分以内 1,000円

その他

・発表時間は入退場時間を含みます。
・作品搬入
・発表順は主催者一任となります。
11月2日（金）午後3時〜7時
・必ず事前の音響照明打合せおよびリハー
（予備日3日 午前9時〜11時）
サルに参加してください。
・作品搬出
・個人の出演時間は5分以内です。
11月11日（日）午後1時〜5時
※作品の搬入・展示・搬出は出展者の
責任で行うこと。
※会場の都合により、出展数が希望に
添えない場合があります。

申込方法

申込用紙（日吉町生涯学習センターに備え付け）に必要事項を記入の上、9月9日（日）
までに参加費を添えてお申し込みください。

団体で出展およ 参加団体の中から1人以上の
「運営協力者」を選出していただき、事前準備および当
び出演される方 日の運営にご協力いただきますようお願いします。
問 日吉町文化交流協会事務局
（日吉町生涯学習センター内） ℡（0771）
72-3300

＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号・住所

第301号
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