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お知らせ

市内ものづくり企業の採
用活動を支援します
　市内のものづくり事業者の
採用活動を支援するため、「南
丹市ものづくり産業採用活動
支援事業助成金」制度を創設
しましたので、交付申請を受
け付けます。
　この助成金は、厳しさを増
す市内ものづくり事業者の採
用活動において、自社紹介映
像を制作し、採用活動に役立
てる企業に制作費用の一部を
助成するものです。
●�応募資格　市内に本社、主
たる事業所または店舗を有
する製造業を営む者であっ
て次に掲げる要件全てに該
当する者
①�正規労働者を雇用する意思
があり、採用活動を行うに
あたり自社紹介映像の制作
を市内事業者への委託によ
り行う事業であって、申請
年度内に事業が完了できる
こと。ただし、6親等内の

南丹創業・起業セミナー
を開催します
　南丹市で生業（なりわい）を
作りたい方、起業はしたけれ
ど今後の活動に悩んでいる
方、地域に密着した中小企業
診断士による講義やアドバイ
スが無料で受けられます。
●�日時　9月15日、22日、
29日、10月6日（各土曜
日）�午後1時〜5時
●場所　園部公民館研修室
●�対象　市内で創業・起業を
目指す方、または創業・起
業後5年以内の方
●費用　無料
●�申込方法　住所、氏名、年
齢、電話番号（携帯可）、メ
ールアドレス（お持ちであれ
ば）、創業予定の業種・内容、
交流懇親会への参加の有無
（10月6日：費用負担あり）
をFAXまたはEメールでお申
し込みください。
●�主催　南丹市、南丹市商工
会

問南丹市商工会八木本所
ＴＥＬ（0771）42-5380
ＦＡＸ（0771）42-5734
nantan-sci@kyoto-fsci.or.jp

親族が経営に参画する企業
への委託を行うものは除
く。
②�本事業により制作した映像
を、実際に採用活動のため
に使用すること。
③�市税の納付義務があり、滞
納がないこと。
④�南丹市暴力団排除条例第2
条第3項に規定する暴力団
員を有しないこと。
●�助成率など　10/10以内
で、上限額は10万円
※�予算の範囲内での交付と
し、申請額満額とならない
ことがあります。
●�助成対象経費　市内事業者
に委託を行った、自社の採
用活動に活用するための映
像制作に係る費用
●�その他　正規職員の採用活
動に活用しないものは対象
外です。また、他の制度に
よる補助金や助成金などの
交付を受ける事業も対象外
です。
●受付期間　随時
●�申請方法　必要書類を添え
て持参または郵送で申請し
てください。
※�持参の場合、受け付けは市
役所開庁日の午前9時〜午
後5時
※�詳細は市ホームページをご
覧いただくか、お問い合わ
せください。

問商工観光課
ＴＥＬ（0771）68-0050
kankou@city.nantan.lg.jp
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農業委員・農地利用最適化推進委員のお知らせ

　平成30年7月から新体制になりました。
　農地に関するご相談は、お近くの農業委員、または農地利用最適化推進委員にご相談ください。
　ただし、申請に関する署名委員は担当地区の農業委員です。
●�農業委員（順不同）

委員名 担当地区 住所・電話番号

�野中　好 ��元町、小山東町、小山西町、城南町、栄町、
�美園町、小桜町、横田、黒田 �園部町城南町�（0771）62-0660

�東野　裕和 �上木崎町、河原町、内林町、木崎町、瓜生野、
�熊崎、新堂、千妻、曽我谷 �園部町熊崎　�（0771）62-1295

�野村　健 �船岡、高屋、大戸、熊原、佐切、越方 �園部町越方�　（0771）62-3586

�辻田　榮治 �竹井、仁江、船阪、大西、宍人、半田、口人、
�口司 �園部町竹井�　（0771）62-1931

�奥村　善晴 �殿谷、埴生、南大谷、若森、天引、南八田、
�法京、大河内 �園部町埴生　�（0771）65-0210

�浅田　均 �日置、刑部、北広瀬、神吉 �八木町日置　�（0771）43-0220
�人見　保夫 �氷所、青戸、八木、柴山 �八木町氷所　�（0771）42-3408
�平井　一三 �屋賀、北屋賀、西田、観音寺 �八木町北屋賀�（0771）42-3121

�田村　好司 �鳥羽、玉ノ井、美里、室河原、木原、池ノ内、
�南広瀬、大薮、八木嶋 �八木町鳥羽　�（0771）42-3340

�松本　國夫 �船枝、山室、室橋、諸畑、野条、池上 �八木町山室　�（0771）42-3125

�中川　輝男 �殿田、田原、中世木、生畑、木住、中、天若、
�四ツ谷、佐々江 �日吉町中世木�（0771）72-0805

�大沢　泰一 �※会長職のため担当地区を持ちません �日吉町田原�　080-1446-2899
�吉田　正美 �保野田、志和賀 �日吉町志和賀�（0771）72-0868
�宇野　十三治 �胡麻、上胡麻、畑郷 �日吉町胡麻�　（0771）74-0053

�林　昭男 �原、板橋、宮脇、下吉田、長谷、島、上司、
�和泉、静原 �美山町原�　　（0771)75-1085

�渡部　康子 �又林、下平屋、上平屋、安掛、野添、長尾、
�深見、荒倉、内久保 �美山町安掛�　(0771)75-0559

�梅津　義明 �萱野、大野、三埜、肱谷、小渕、向山、樫原、
�音海 �美山町小渕�　（0771）75-1223

�上田　純二 �鶴ヶ岡、盛郷、福居、高野、豊郷 �美山町鶴ケ岡�（0771）76-0003

�中野　貞一 �南、北、中、下、知見、河内谷、江和、田歌、
�芦生、白石、佐々里 �美山町北�　　（0771）77-0505

� �
●農地利用最適化推進委員（順不同）

委員名 担当地区 住所・電話番号

�田中　靖二 �元町、小山東町、小山西町、城南町、栄町、
�美園町、小桜町、横田、黒田 �園部町横田�　（0771）62-2220

�吉見　有正 �内林町、瓜生野、熊崎、千妻、曽我谷 �園部町内林町�（0771）62-3517
�寺尾　義延 �上木崎町、河原町、木崎町、新堂 �園部町内林町�（0771）62-4633
�平野　清久 �船岡、高屋、大戸、熊原、佐切、越方 �園部町船岡�　（0771）62-0897
�阪田　貢 �竹井、仁江 �園部町仁江�　（0771）62-2364
�関　隆宏 �船阪、大西、宍人 �園部町船阪　�（0771）68-3739
�西田　輝夫 �半田、口人、口司 �園部町口司　�（0771）62-0798
�野々口　善文 �天引、南八田、法京、大河内 �園部町大河内�（0771）65-0700
�奥村　成和 �殿谷、埴生、南大谷、若森 �園部町若森�　（0771）65-0631
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●農地利用最適化推進委員（順不同）
委員名 担当地区 住所・電話番号

�高屋　恭久 �西田、刑部、北広瀬 �八木町西田　�（0771）42-4669
�齊藤　昌久 �観音寺、日置、氷所 �八木町観音寺�（0771）43-2024
�川勝　斎 �屋賀、北屋賀、青戸 �八木町屋賀�　（0771）42-2315
�葊瀨　仁 �八木嶋、大薮、南広瀬 �八木町大薮　�（0771）42-3399
�西田　健司 �池ノ内、木原、室河原、美里、玉ノ井、鳥羽 �八木町池ノ内�（0771）42-3327
�福嶋　重樹 �八木、柴山 �八木町八木�　（0771）42-2251
�松本　𠮷弘 �諸畑、野条、池上 �八木町野条�　（0771）42-3247
�関岡　曉 �船枝、山室、室橋 �八木町船枝　�（0771）42-2810
�川勝　芳明 �神吉 �八木町神吉　�（0771）44-0528

�吉田　陽子 �殿田、田原（東雲）、中世木、生畑、木住、中、
�天若 �日吉町殿田�　（0771）72-0073

�井上　雅晶 �四�ツ谷、佐々江、田原（彰徳・興風・和田・
�新シ・片野） �日吉町四ツ谷�（0771）73-0012

�谷口　定己 �上胡麻、畑郷 �日吉町上胡麻�（0771）74-1046
�岩城　久雄 �胡麻 �日吉町畑郷�　（0771）74-0170
�吉田　勝 �保野田、志和賀 �日吉町保野田�（0771）72-0123

�倉内　裕 �原、板橋、宮脇、下吉田、長谷、島、上司、和泉、
�静原 �美山町島�　　（0771）75-1190

�坂本　宗 �又林、下平屋、上平屋、安掛、野添、長尾、
�深見、荒倉、内久保 �美山町下平屋�（0771）75-1448

�藤原　忠司 �萱野、大野、三埜、肱谷、小渕、向山、樫原、
�音海 �美山町肱谷�　（0771）75-0500

�谷本　みどり �福居、豊郷 �美山町豊郷　�（0771）76-0712
�南條　勝和 �鶴ヶ岡、盛郷、高野 �美山町鶴ケ岡�（0771）76-0682

 長野　敏 �南、北、中、下、知見、河内谷、江和、田歌、
�芦生、白石、佐々里 �美山町河内谷�（0771）77-0627

問農業委員会事務局　ＴＥＬ（0771）68-0067

荒廃農地等利用状況調査および農地パトロールを実施します

　市内の農地を対象に、荒廃農地等利用状況調査および農地パトロールを実施します。
　主に、平成29年度において農地法に係る許認可を受けた農地や荒廃農地を対象とします。
　調査に伴い、農業委員および農地利用最適化推進委員と職員が農地に立ち入ることがありますの
で、あらかじめご了承ください。
●期間　8月27日（月）〜31日（金）
問農業委員会事務局　ＴＥＬ（0771）68-0067

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。
●日時　8月24日（金）�午前10時〜11時30分、午後0時30分〜3時30分
●場所　国際交流会館
問保健医療課　ＴＥＬ（0771）68-0016
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平成30年度南丹市戦没
者追悼式のお知らせ
　先の大戦で尊い命を失われ
た戦没者の方々の追悼と、遺
族の慰謝、激励とともに、世
界の恒久平和を願い、南丹市
戦没者追悼式を挙行します。
　会場の都合上、参列者は南
丹市遺族会の代表（160人）と
し、取りまとめは各町遺族会
でお世話になります。
●日時　10月15日（月）
　午前10時〜
●�場所　日吉町生涯学習セン
ター
●主催　南丹市
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

住宅・土地統計調査の実
施に係る協力のお願い
　平成30年10月1日を基準
日として、住宅・土地統計調
査を実施します。
　この調査は5年に1度実施
されており、全国で約370万
世帯を対象とした住生活に関
する最も基本的な調査です。
調査の結果は、国や地方公共
団体における耐震や防災を中
心とした都市計画や空き家対
策を進めるための大切な資料
として利用されます。
　調査対象の世帯には、8月
下旬から10月中旬にかけて
調査員証を携行した調査員が
お伺いしますので、調査票の
記入についてご理解、ご協力
をお願いします。
　なお、調査票に記入してい
ただいた内容については、統
計法に基づき秘密が厳守され
ますので、正確な記入をお願
いします。
問総務課　ＴＥＬ（0771）68-0002

新4Ｋ8Ｋ衛星放送の視
聴方法について
　平成30年12月1日から、
各放送局が随時、新4K8K衛
星放送を開始します。
　南丹市ケーブルテレビの
BS・ CSパススルーサービス
ではご視聴いただけませんの
で、ご覧になりたい方は次の
方法で視聴してください。
●�視聴方法　新4K8K衛星放
送対応のアンテナおよびチ
ューナーを設置してくださ
い。なお、宅内の機器や配
線の交換が必要な場合もあ
りますので、電気店などで
ご確認ください。
※詳細は総務省ホームページ
HP�http://www.soumu.go.jp/
menu_seisaku/ictseisaku/
housou_suishin/4k8k_
suishin/bs_how-to.htmlで
ご確認ください。

問情報政策課
ＴＥＬ（0771）68-0066
問南丹市情報センター
ＴＥＬ（0771）63-1777

平成30年度中学校卒業
程度認定試験の実施
　中学校卒業程度認定試験
は、病気などやむを得ない事
由で、保護者が義務教育諸学
校に就学させる義務を猶予ま
たは免除された方などについ
て、中学校卒業程度の学力が
あるかどうかを認定するため
に国が行う試験です。合格さ
れた方には高等学校の入学資
格が与えられます。
●試験日　10月25日（木）
●�場所　京都府庁別館第4会
議室
●�受験資格　次の①〜④のい
ずれかに該当する方
①�就学義務猶予免除者または
就学義務猶予免除者であっ
た方で、平成31年3月31
日までに満15歳以上にな
る方

②�保護者が就学させる義務の
猶予または免除を受けず、
かつ平成31年3月31日ま
でに満15歳に達する方で、
その年度の終わりまでに中
学校を卒業できないと見込
まれることについてやむを
得ない事由があると文部科
学大臣が認めた方
③�平成31年3月31日までに
満16歳以上になる方で、
①および④に該当しない方
④�日本の国籍を有しない方
で、平成31年3月31日ま
でに満15歳以上になる方
●�願書受付期間　8月20日
（月）〜9月7日（金）
●�出願方法　受験希望者が直
接文部科学省に出願してく
ださい。
※�受験案内および願書などの
必要な諸用紙は、学校教育
課に備え付けています。

問�京都府教育庁指導部学校教
育課

ＴＥＬ（075）414-5823
問学校教育課
ＴＥＬ（0771）68-0056
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海上自衛隊オープンス
クール開催のご案内
●日時　8月18日（土）ほか
　（毎月第3土曜日）
　午前10時〜午後2時
●�場所　海上自衛隊舞鶴教育
隊
●�内容　海上自衛官の概要説
明、基地内見学、ロープワ
ークおよび手旗信号、海上
自衛隊カレーの喫食などを
体験
●�参加費　昼食代（海上自衛
隊カレー代約400円）のみ
●�対象　中学生〜26歳まで
の方および保護者
●�申込方法　事前に電話でお
申し込みください。

問�防衛省自衛隊亀岡募集案内
所

ＴＥＬ（0771）24-4170

相談会

行政相談委員による定例
相談所を開設します
　行政に対する皆さんのご意
見をお聴きし、行政運営に反
映させるため、行政相談を行
います。【無料】
●�日時　8月21日(火)� �午後
1時30分〜3時30分
●�場所　園部公民館3階会議
室

問�総務省京都行政監視行政相
談センター�行政監視行政
相談課

ＴＥＬ(075)802-1188
問総務課　ＴＥＬ(0771)68-0002

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　8月22日(水)
　午後2時〜3時30分
●�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)
●�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)
●�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

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　9月5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(予約不要)
問京都府ナースセンター
ＴＥＬ(075)222-0316

子育て支援（催し）

10周年記念よっといで
夏まつりを開催します
　託児付きカフェよっといで
の10周年を記念して、夏ま
つりを開催します。お誘い合
わせの上、多数お越しくださ
い。
●日時　8月26日(日)
　午前10時〜午後2時
●�場所　平屋地域活性化セン
ター(旧平屋小学校)
●�内容　10周年記念お楽し
み夏まつり
・�南丹警察署からのパトカー
や白バイ
・�毎年恒例の流しそうめんや
かき氷、焼きそば、ヨー
ヨーつりなど
●�参加協力金　大人1人700
円、小学生以上1人300円
●�申込方法　8月23日(木)
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、準
備の都合上、お申し込みく
ださい。

問�みやま子育てパートナーズ
「よっといで」

ＴＥＬ090-6962-6455
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子育てすこやかセンター
９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。
＜子育て講座＞
●�日時　9月7日(金)�午前10
時30分〜11時30分
●�内容　南丹警察署による
「子どもの交通安全につい
て」
＜子育て広場０歳〜＞
●�日時　9月14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　9月19日(水)
　午前10時30分〜11時
＜子育て広場１歳〜＞
●�日時　9月20日(木)�午前
10時30分〜11時30分
●�内容　よし笛と歌を楽しも
うほか
※�日本よし笛の会京都美山支
部の協力参加
＜親子リトミック＞
●�日時　9月25日(火)�午前
10時30分〜11時30分
＜ベビーマッサージ＆ミニ講
座＞
●�日時� � 9月26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

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＞
◆あなたを支配し、社会を破壊する、AI・ビッグデータの罠
(キャシー・オニール)◆まずは、あなたのコップを満たしましょ
う(玉置妙憂)◆祈りの記憶　長崎と天草地方の潜伏キリシタンの
世界(松尾潤)◆戦国　戦の作法(小和田哲男)◆気持ちが楽になる
認知症の家族との暮らし方(繁田雅弘監修)◆ネット依存・ゲーム
依存がよくわかる本(樋口進監修)◆ドクター朝田の間違いだらけ
の子どもの歯みがき(朝田芳信)◆あした死んでもいい身辺整理
(ごんおばちゃま)◆60歳からは「小さくする」暮らし(藤野嘉子)
◆いちじく好きのためのレシピ(福田里香)◆ひんやり夏和菓子
(鳥居満智栄)◆おもしろ動物折り紙(木村良寿)◆トトロの生まれ
たところ(宮崎駿監修)◆東京オリンピックのボランティアになり
たい人が読む本(西川千春)◆あたらしい草花あそび(相澤悦子)◆
村上春樹の100曲(栗原裕一郎編著)◆夏井いつきの「時鳥」の歳
時記(夏井いつき)◆ポストカプセル(折原一)◆さしすせその女た
ち(椰月美智子)◆絶望キャラメル(島田雅彦)◆真夜中の子供(辻仁
成)◆宵物語(西尾維新)◆エンディングドレス(蛭田亜紗子)◆偽姉
妹(山崎ナオコーラ)◆世界の終わりと始まりの不完全な処遇(織
守きょうや)◆消えていく日に(加藤千恵)◆がいなもん松浦武四
郎一代(河治和香)◆おいぼれハムレット(橋本治)◆かんがえる子
ども(安野光雅)◆旅先のオバケ(椎名誠)
＜児童書＞
◆織田信長(楠木誠一郎)◆はてなし世界の入口(森毅、木幡寛)◆
生きものとつながる石ころ探検(盛口満)◆サナギのひみつ(三輪
一雄)◆やねはぼくらのひるねするばしょ(小野かおる)◆キリン
の運びかた、教えます(岩貞るみこ)◆まなぶ(長倉洋海)◆うさぎ
のマリーのフルーツパーラー(小手鞠るい)◆本屋さんのルビねこ
(野中柊)◆ゆっくりおやすみ、樹の下で(高橋源一郎)
＜絵本＞
◆はなびのひ(たしろちさと)◆マングローブの木の下で(横塚眞
己人╱写真・文)◆さんぼんぼうってなんだろな(高橋秀雄)◆ぼ
くのなまえはへいたろう(灰島かり)◆ほんのにわ(みやざきひろ
かず)◆ザトウクジラ(ヨハンナ・ジョンストン)◆まわるよる
(tupera�tupera)◆ミジンコでございます。(佐藤まどか)◆なす
のぼうや(久住卓也)◆どろんばあ(小野寺悦子)
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
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催し

作って飾れる展覧会「つく
りましてん」を開催します
　南丹市で集めた木のかけら
や枝、糸、布などの材料を自
由に使ってもの作りをしま
す。夏休みの工作としていか
がですか。作った作品は、期
間中店内に飾ることもできま
す。
●�日時　8月25日(土)までの
水〜土曜日
　午前10時〜午後3時
●�場所　わざどころPON(八
木防災センター前)
●�費用　 1 人 当 た り 1 日
1,000円、1家族2人目か
ら800円、リピーター800
円
●�対象　小・中学生(大人も
参加可能)
●共催　わざどころPON、
　森民〜moritami〜
問わざどころPON
ＴＥＬ090-7619-8673

殿田夏祭り 花火大会を開
催します
　花火のほか、イベントも開
催します。ぜひお越しくださ
い。
●日時　8月14日(火)
　午後8時〜8時30分
●�場所　殿田ふれあいパーク
(日吉町殿田)
●�イベント　午後2時から、
ちびっこ魚つかみ大会や模
擬店、午後6時30分から、
たそがれコンサートを予定
しています。

問殿田夏祭り実行委員会
ＴＥＬ(0771)72-0634

八木図書室「８月の図書室
のつどい」を開催します
　読書ボランティアおはなし
ポケットによる、おはなしと
工作「組み紙」を行います。
【無料】
●�日時　8月22日(水)
　午前10時30分〜正午
●場所　八木図書室
●対象　小学校1〜3年生
●持ち物　工作用ハサミ
●�申込方法　事前に、八木図
書室へお申し込みくださ
い。

問八木図書室
ＴＥＬ(0771)68-0027

中央図書館「夏のおたの
しみ会」を開催します
　高畠那生絵本原画展の開催
に合わせて開催します。展示
作品に関連する絵本の読み聞
かせと、「モビール」作りを
楽しみます。【無料】
●�日時　8月25日(土)
　午後2時〜3時30分
●�場所　南丹市立文化博物館
ロビー
●�申込方法　工作を希望され
る方は、8月17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

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　8月24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

＜グラウンド・ゴルフ大会＞
●日時　9月21日(金)
　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　9月14日(金)ま
でに、住所、氏名(ふりが
な)、性別、生年月日、電
話番号、FAX番号を記載の
上、はがき、FAX、Ｅメー
ルのいずれかでお申し込み
ください。

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

胡麻の夏2018を開催し
ます
　毎年恒例の「胡麻の夏」
が、15回目を迎えます。多
数の参加をお待ちしていま
す。
●日時　8月25日(土)�
　午後3時〜9時
●�場所　JR胡麻駅前ロータ
リー
●�内容　丹波音頭・丹波踊
り、胡麻郷小学校金管マー
チングバンド演奏、殿田
中学校吹奏学部、のど自
慢、ファイヤーパフォーマ
ンスチーム�SoySoy、よさ
こい・園部爽龍隊、演歌歌
手・琴音けい子、夜店など
※�会場へはなるべく乗り合わ
せてお越しください。

問胡麻の夏実行委員会
ＴＥＬ090-7362-5130
ＴＥＬ(0771)74-1337
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棚田の里「宕陰竹灯籠」
の開催について
　昔ながらの虫送りの風習を
再現し、澄んだ夜空に輝く星
を眺めながら、竹灯籠の優し
い灯りにつつまれる幻想的な
ひとときを過ごしませんか。
●�日時　8月25日(土)�午後
5時〜8時(点火：午後7時)
※雨天中止
●�場所　右京区役所宕陰出張
所前の棚田
●�内容　竹灯籠鑑賞、棚田散
策、飲食コーナーなど
●�アクセス　JR八木駅から京
阪京都交通バスで「宕陰出
張所前」下車(臨時便あり)
●�主催　宕陰活性化実行委員
会

問右京区役所宕陰出張所
ＴＥＬ(0771)44-0314

「介護者家族の会　合同
交流会」を開催します
　市内在住の高齢者を介護さ
れているご家族などを対象
に、交流会を開催します。会
員でない方も、お気軽にご参
加ください。
●�日時　8月30日(木)�午前
10時30分〜午後2時
●�場所　日吉町生涯学習セン
ター
●内容
・�映画鑑賞「ケアニン〜あ
なたでよかった〜」(1階
ホール)
・昼食・交流会(2階会議室)
●�費用　家族会会員：1,000
円、会員外：1,500円
●�その他　会員外の方で映画
鑑賞のみの場合、費用は
500円(申込不要)です。家
族の会への当日入会も受け
付けます。
●�申込方法　8月21日(火)ま
でに、お住まいの地域の南
丹地域包括支援センター各
事務所へお申し込みくださ
い。

●�主催　介護者家族の会(な
ごみの輪、たんぽぽ、絆の
会、あいの会)
＜映画鑑賞＞
　夜も開催します。(申込不
要、途中参加可能)
●�上映時間　午後6時45分〜
8時30分� (開場：午後6時
30分)
●費用　500円
問南丹地域包括支援センター
問園部事務所
ＴＥＬ(0771)68-3150
問八木事務所
ＴＥＬ(0771)43-0551
問日吉事務所
ＴＥＬ(0771)72-0214
問美山事務所　
ＴＥＬ(0771)75-1006

京都丹波ぼっち女子のプ
レゼンパーティを開催
　地域で知り合いを増やした
い、何か始めてみたいけど何
から始めていいか分からな
い。そんな悩みを持つ女性同
士がつながれる交流会企画で
す。プレゼンター(発表者)の
話を聞いたり、さまざまな方
とお話ししてください。
●�日時　9月1日(土)�午前10
時30分〜午後0時30分
●�場所　気になる木JUJU(八
木町八木鹿草76)
●参加費　1,000円
●定員　20人
●�申込方法　8月29日(水)ま
でに電話またはEメールで
お申し込みください。
※�託児が必要な方はお伝えく
ださい(定員5人)。

問�京都丹波地域つぎの展開プ
ロジェクトチーム

ＴＥＬ(0771)68-3555
tedasu0827@design.zaq.jp

南丹市人権講演会を開催
します
　8月は人権強調月間です。
　人権意識の普及・啓発、基
本的人権の擁護を目指し、南
丹市人権講演会を開催しま
す。【無料】
●日時　9月1日(土)
　午後1時30分〜
●�場所　国際交流会館イベン
トホール
●�演題　言葉の責任　ネット
の被害者・加害者にならな
いために
●�講師　タレント　スマイ
リーキクチ　さん
●�託児　託児ルーム(6カ月
以上のお子さん対象)のご
利用は、8月24日(金)まで
に、電話でお申し込みくだ
さい。
●�その他　手話通訳、要約筆
記を準備します。
●�主催　南丹市、南丹市教育
委員会、南丹市人権教育・
啓発推進協議会

問人権政策課
ＴＥＬ(0771)68-0015

南丹市ソフトテニス交流
会の参加者を募集します
　本大会は、京都府民総体お
よびマスターズ大会予選を兼
ねています。【無料】
●�日時　9月2日(日)�午前9
時30分試合開始(受付：午
前9時)※少雨決行
※�雨天による順延の場合：9
月9日(日)同時間
●�場所　園部公園テニスコー
ト
●�種目　①男子ペア、②女子
ペア、③男女混合ペア
※�当日の参加人数などで変更
する場合があります。
●�参加資格　市内在住、在
勤、在学の18歳以上の方
（高校生は除く）
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●�競技方法　リーグ戦(日本
ソフトテニス連盟ソフトテ
ニスハンドブックによる5
回ゲーム)
●�表彰　各種目入賞者に賞品
をお渡しします。
●�申込方法　8月29日(水)午
後5時までに、参加種目、
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。
※�1人でも参加可能(ただ
し、ペアは主催者が決定)
●�その他　主催者などは、会
場への道中および競技中の
事故やけがなどについて、
一切責任を負いません。

問�南丹市体育協会事務局(社
会教育課内)

ＴＥＬ(0771)68-0057
ＦＡＸ(0771)63-2850

わっかっか！まつりを開
催します
　歌声喫茶にライブなど盛り
だくさん。夏の終わりのひと
ときをみんなで楽しみません
か。
●日時　9月2日(日)
　午後2時〜5時
●�場所　みんなの居場所わっ
かっか！(日吉町殿田)
●内容
・�午後2時〜バンド：あぜみ
ち、井上耕作、こまめ
・午後3時30分〜歌声喫茶
・�午後4時〜お楽しみタイ
ム：ポップコーン、フラン
クフルトなど(一部有料)
●運営協力金　500円
問�みんなの居場所わっかっ
か！

ＴＥＬ080-9753-9402
wakkakka.2014@gmail.com

第５回氷室手づくり市を
開催します
　手づくり作家たちが愛情を
込めて制作された作品を展示
販売します。親子での手づく
り体験も行います。
●�日時　9月2日(日)
　午前10時〜午後3時
●�場所　氷室の郷田園ホール
および芝生広場
※雨天時は田園ホール
●内容
・�展示販売：アクセサリー、
バッグ、ニット、フェルト
小物、北山杉精油、陶芸品
・�ワークショップ：樹脂粘土
小物、ストラップ、ヒーリ
ング整体、紙切りなど
・�模擬店：きのこ炊込みご
飯、いなりずし、巻き寿
司、綿菓子など
・�レストラン「ひよこディッ
シュ・プリンアラモード」
(容器はお持ち帰りいただ
けます：先着50人)、きの
こカフェもオープン
※�先着100人に、「陶製スト
ラップ」をプレゼントしま
す。
※�子供造形教室「キッズパ
レット」の生徒作品を展示
します。
※�キッズプレイルームを設け
ます。

問�八木農村環境公園「氷室の
郷」(月曜休館)

ＴＥＬ(0771)43-1128�

南丹市公民館講座「絵手
紙教室」受講者募集
　日々の暮らしの中で出会っ
た小さな幸せや感動を絵に表し
て、ことばを添えてつくる絵手
紙づくりを学びませんか。
●�日程　9月6日、10月4
日、11月1日、12月6日
(各木曜日、全4回)
●�時間　いずれも午前10時
〜正午
●場所　八木公民館

●�講師　日本絵手紙協会公認
講師　井上みよし　氏
●�受講料　2 , 0 00円 (４回
分、初回参加時にお支払い
ください。)
●�持ち物　材料と道具は主催
者側で用意しますが、持参
いただいても結構です。
●�対象　市内在住または在勤
の成人
●定員　20人(先着順)
●�申込方法　8月13日(月)〜
31日(金)の間に、八木公
民館窓口にお越しいただく
か、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。

問八木公民館(月・祝休館)
ＴＥＬ(0771)42-3132
ＦＡＸ(0771)42-3133

地域防災講座を開催しま
す
　災害時の避難所を開設する
際のポイントや、誰もが快適
に過ごせる空間作りのための
机上訓練を行います。要配慮
者に対する接し方のポイント
や避難所における環境づくり
など、誰もが過ごしやすい避
難所について考えてみましょ
う。
●日時　9月8日(土)
　午後1時〜4時
●�場所　日吉町生涯学習セン
ターホール
●�テーマ　学校が避難所に！
そのときあなたは・・・
●�内容　机上訓練(避難所運
営訓練のグループワークほ
か)
●定員　70人
●�申込方法　事前に電話、
FAX、Eメールのいずれか
でお申し込みください。

問南丹市社会福祉協議会
ＴＥＬ(0771)72-3220
ＦＡＸ(0771)72-3222
na_shakyo@cans.zaq.ne.jp
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「南丹市園部女性の館」
講座のご案内
＜ソスペーゾトランスパレン
テ＞
●日時　9月8日(土)
　午前10時〜正午
●場所　園部女性の館
●�内容　フィルムをローソク
で炙り、花の形にして写真
立てに貼ります。
●講師　松田彩子　氏
●�運営協力金　2,300円(材
料費含む)
●持ち物　エプロン
●定員　20人
●�申込方法　8月24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

フィールドトリップｉｎ
南丹を開催します
　市内在住の外国人や府内の
外国人留学生の方々と日本の
伝統文化を通して交流し、楽
しいひと時を過ごしません
か。【無料】
●日時　9月9日(日)
　午前10時〜午後4時
●�場所　国際交流会館イベン
トホール
●�参加費　500円(昼食代、
保険代など)
●�申込方法　8月31日(金)ま
でに、住所、氏名、年齢、
電話番号を、電話、FAX、
Eメールのいずれかでお申
し込みください。
※�詳細はホームページをご覧
ください。

問南丹市国際交流協会
ＴＥＬ(0771)63-1840
※�火〜金曜日の午後0時30分
〜4時30分

ＦＡＸ(0771)63-1841
nantania@office.zaq.jp

HP�http://www.a.zaq.jp/nant�
ania/

ボランティア講座の参加
者を募集します
　施設開設50周年事業とし
て開催します。【無料】
●�日時　9月15日(土)�午後1
時30分〜3時30分(受付：
午後1時)
●�場所　花ノ木医療福祉セン
ター2階多目的室
●�内容　高齢者や障がい者の
疑似体験を通して、どの様
な支援を必要とされている
のかを考えます。
●�対象　ボランティア活動に
興味のある方
●定員　40人
●�申込方法　9月12日(水)必
着で、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。
※�参加申込書はホームページ
からもダウンロードできま
す。

問花ノ木医療福祉センター
ＴＥＬ(0771)23-0701
ＦＡＸ(0771)22-8365
HPhttp://www.hananoki-kame
　oka.or.jp/
〒�621-0018�亀岡市大井町小
金岐北浦37-1

百姓体験の参加者を募集
します
　今では目にすることが少な
くなった「稲木干し」のある
風景を一緒に作りませんか。
●�日時　9月16日(日)
　�午前9時30分〜午後4時
(荒天中止)
●�場所　ムラの駅たなせん
　(南丹市美山町鶴ヶ岡)
●�内容　稲刈り、稲木干し、
鶴ヶ岡の名所巡り(音谷の
滝ほか)
●�持ち物　飲み物、汚れても
よい服装(長袖、長ズボン、
帽子、長靴、軍手など)

●�参加費　１人3,000円(小
学生以下半額)保険代含
む、新米のお土産付き
●定員　15人(先着順)
●�申込方法　9月10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。
※�昼食は地元名物食堂「ム
ラーガーレ食堂」で取って
いただきます。(別途参加
者負担)

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

南丹市メール配信サー
ビス受信設定について
　南丹市ではスマートフォン
や携帯電話、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
が、このたび、ソフトバンク
が迷惑メール対策を強化され
たことから、ソフトバンクの
キャリアメールを利用され、
次の送信元メールアドレスを
受信許可設定されていない方
には、南丹市子ども安心メー
ルやなんたんメールが届かな
い可能性があります。
　メール配信サービスを受信
するためには、送信元メール
アドレスを受信許可設定する
必要がありますので、ご対応
をお願いします。
　なお、受信許可の設定方法
が不明な方は、携帯事業者の
ソフトバンクにお問い合わせ
ください。
●受信許可が必要なアドレス
・南丹市子ども安心メール
nantan-edc@raiden.kt
　aiwork.jp
・なんたんメール
nantan-city@raiden.kt
　aiwork.jp
問情報政策課
ＴＥＬ(0771)68-0066
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よい睡眠から健康に「睡眠講座」の受講生を募集します

　質の良い睡眠は、生活習慣病の予防や心の健康と深い関係があります。この機会に、ご自身やご
家族の健康づくりのために「睡眠」について正しく理解し、良質の睡眠を手に入れましょう。
●日程など

講座 日程 内容
第1回
基礎講座 10月12日(金) �睡眠基礎講座　「快適な睡眠のために」

�講師：明治国際医療大学統合医療学教授　今西二郎　先生

第2回
実践講座 10月24日(水)

�・快眠のための生活習慣改善術
�「ストレスをプラスに変える心の持ち方について」
�・快眠のためのリラクゼーション実践法�Lesson1
�講師：明治国際医療大学看護学部教授　佐藤裕見子　先生

第3回
実践講座 11月7日(水)

�・アロマセラピー実践法
�講師：アロマセラピスト　林陽子　先生
�・快眠のためのリラクゼーション実践法�Lesson2
�講師：明治国際医療大学看護学部教授　佐藤裕見子　先生

●時間　いずれも午後1時30分〜3時30分
●場所　国際交流会館2階第1・2研修室　●対象　南丹市在住の方
●定員　基礎講座50人、実践講座25人　※実践講座は基礎講座の受講が必須となります。
●参加費　第1・2回は無料、第3回は700円(材料費)
●申込方法　9月21日(金)までに、電話でお申し込みください。
※この教室は、なんたん健幸ポイント50の対象事業です。
※実践講座受講者は、欠席のないようにお願いします。
問保健医療課　ＴＥＬ(0771)68-0016

「いきいき脳トレーニング教室」の参加者を募集します

　脳や手・指などを働かせ、「考えて」「歌って」「笑って」認知症予防を目指す教室を開催します。
●場所・日程・時間

場所 こむぎ山健康学園
(各金曜日)

日吉保健福祉センター
(各月曜日)

美山保健福祉センター
(各水曜日)

日程

�10月12日 �10月1日 �10月3日
�10月26日 �10月15日 �10月17日
�11月9日 �11月5日 �11月7日
�11月30日 �11月19日 �11月21日
�12月14日 �12月3日 �12月5日
�12月28日 �12月17日 �12月19日
�1月11日 �1月7日 �1月9日
�1月25日 �1月21日 �1月23日
�2月8日 �2月4日 �2月6日
�2月22日 �2月18日 �2月20日

時間 午後1時30分〜3時
●対象　市内在住の概ね65歳以上の方　●定員　各会場25人程度
●参加費　1回300円(保険料、茶菓子、事務費など)　●内容　脳活性化ゲームなど
●主催　脳トレネット(認知症予防教室インストラクターの会)
●後援　南丹市、南丹市社会福祉協議会
●申込方法　8月31日(金)までに電話でお申し込みください。
問こむぎ山健康学園会場受付　ＴＥＬ(0771)42-4538　問日吉保健福祉センター会場受付　ＴＥＬ(0771)73-0273
問美山保健福祉センター会場受付　ＴＥＬ(0771)75-0657
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南丹市八木町文化祭出演・出展の募集について

　第24回南丹市八木町文化祭に出演または出展していただける
団体および個人を募集します。ご応募をお待ちしています。
＜作品展示＞
●�日時　11月2日(金)〜4日(日)�午前9時〜午後4時30分
●場所　八木公民館1階、2階
●対象　自主的に活動されている個人および団体
＜舞台発表＞
●日時　11月3日(土・祝)�午前10時〜午後4時
●場所　八木公民館3階大集会室
●対象　自主的に活動されている団体(個人参加は不可)
＜共通事項＞
●�申込方法　9月28日(金)午後5時までに八木公民館へお申し込
みください。
※詳細は八木公民館に備え付けの募集要項をご覧ください。
問八木公民館(月・祝休館)　ＴＥＬ(0771)42-3132

八木地域情報

八木町農業公社秋の農作業受委託申し込みの案内

　秋の農作業受委託を、次のとおり取り扱います。
●農作業受委託料金表
農作業名 単位 料金(税込) 備考

�稲刈り� 10a 24,000円 �倒伏、湿田などは20％割
�増

�耕起
�(刈り取り後) 10a 11,500円

�作業員のみ 1時間 2,100円 �機械を使用せず、角刈りや
�籾の運搬などの作業

●秋農作業受託要件　次の①および②の要件を満たすこと
　①農地面積10a以上、②隣接の農道の幅員3.5m以上
●申込方法　8月24日(金)までに、電話でお申し込みください。
問(公財)八木町農業公社　ＴＥＬ(0771)43-1128(月曜休み)

美山地域情報

南丹市美山町スポーツ
フェスタを開催します
　ニュースポーツを通じて子
どもからお年寄り、男女問わ
ず交流できる場所づくりとし
て開催します。ご近所お誘い
合わせて気軽にご参加くださ
い。
●��日時　9月19日(水)
　午後7時30分〜
●�場所　美山中学校グラウン
ド(ナイター)
※雨天時は美山中学校体育館
●�内容　ニュースポーツ(ス
カイクロス、ペタンクな
ど)
※�雨天時はワンバウンドふら
ばーるバレーボール、フロ
アーカーリング、ぺタビン
ゴなど
●�主催　みやまスポーツクラ
ブ

問�美山スポーツクラブ事務局�
(社会教育課美山担当)

ＴＥＬ(0771)68-0044

美山町文化祭の出演・出
展者を募集します
●日時　10月27日(土)
●�場所　美山文化ホール大
ホール(舞台発表)、ギャラ
リー(作品展示)
●�申込方法　9月14日(金)
までに、出演・出展報告
書(美山町文化協会に備え
付け)に必要事項を記入の
上、持参またはFAXでお申
し込みください。
●�主催　南丹市美山町文化協
会

問�美山町文化協会事務局(社
会教育課美山担当)

ＴＥＬ(0771)68-0044
ＦＡＸ(0771)75-0801
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南丹市公衆無線ＬＡＮサービス「Ｎａｎｔａｎ  Ｆｒｅｅ  Ｗｉ-Ｆｉ」をご利用ください

　南丹市では、大規模な災害などの発生時にも市民の方々の安心・安全をより確実に確保できる取
り組みとして、避難所や観光地へ公衆無線LAN(Wi-Fi)環境を整備しています。
　災害時には、スマートフォンなどの端末により、避難所や災害現場から安否確認や必要な生活情
報などの情報収集や情報発信が可能となります。また平常時は、施設利用者や観光客が簡単にイン
ターネットを利用することができます。
●�利用場所　利用できる施設は、市役所や学校施設、観光施設など全47拠点で、アクセスポイント
は96箇所です。「Nantan_Free_Wi-Fi」のステッカーが貼ってある場所でご利用いただけます。
●利用方法
①Wi-Fi機能を持ったスマートフォン、タブレット、パソコンなどで利用できます。
②南丹市公衆無線LANサービス利用規約に、同意した上でご利用ください。
③�利用には「メールアドレスの登録」または「OPEN-ID(Google、Facebook、Twitter、
Yahoo、Weiboサービスのアカウント)でログイン」が必要となります。
④1回あたりの接続時間は30分間で、1日に何度でもご利用いただけます。
⑤30分以上経過または拠点を移動された場合には、再度利用規約に同意が必要となります。
⑥サービス提供時間(利用可能時間)は、午前7時から午後12時までです。
⑦一度登録いただくと、1カ月間は再登録なしで利用いただけます。
●セキュリティなどの留意点
①�本サービスは、誰もが簡単にお使いいただけるよう、無線区間(端末からアクセスポイントまでの
区間)の暗号化を行っていません。そのため、悪意を持った利用者がいる場合は、無線区間の通信
内容が傍受され、入力したIDやパスワード、クレジットカード番号などの個人情報を盗み見され
る可能性があります。その旨をご理解いただき、利用者自身の責任において本サービスをご利用
ください。
②�本サービスは、青少年の健全な育成などの観点から、インターネット上の有害な情報へのアクセ
スを規制する「フィルタリング」を行なっています。
③�災害時など本市が必要と認める際には、サービス提供時間を24時間とし「00000NANTAN」
というSSIDに接続することで無認証(メールアドレスの登録などが不要)、接続回数制限なしで本
サービスが利用できます。
●南丹市公衆無線LAN(Wi-Fi)アクセスポイント設置場所(47拠点)
【�園部地域公共施設】園部スポーツセンター、園部海洋センター、園部公民館、国際交流会館、中
央図書館、文化博物館
【八木地域公共施設】八木公民館
【日吉地域公共施設】日吉町生涯学習センター、日吉町郷土資料館
【美山地域公共施設】美山文化ホール
【�ＪＲ駅、バス停留所】園部駅西口広場、日吉駅、胡麻駅、日吉町佐々江バス停、JR八木駅前駐輪
場、コミュニティプラザよしとみ、JR船岡駅前
【観光施設】美山町北地区かやぶきの里集落内
【都市公園など】園部公園、八木運動公園、美山自然文化村
【庁舎】市役所本庁、八木支所、日吉支所、美山支所
【小学校施設】園部小学校、園部第二小学校、八木西小学校、
　八木東小学校、殿田小学校、胡麻郷小学校、美山小学校
【中学校施設】園部中学校、八木中学校、殿田中学校、
　美山中学校
【��学校跡施設】旧川辺小学校、旧摩気小学校、旧西本梅小学校、
　旧吉富小学校、旧新庄小学校、旧神吉小学校、旧五ヶ荘小学校、
　旧知井小学校、旧平屋小学校、旧鶴ヶ岡小学校、旧大野小学校
　※上記施設の無線通信可能な場所で利用できます。
問情報政策課　ＴＥＬ(0771)68-0066
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�Nantan_Free_Wi-Fi�ステッカー
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【発行】 南丹市情報政策課 〒622-8651 南丹市園部町小桜町47 ＴＥＬ（0771）68-0065 ＦＡＸ（0771）63-0653

ＴＥＬ（0771）63-1777　ＦＡＸ（0771）63-1682　 sictv@sic.cans.ne.jp　HP http://nantantv.or.jp/
◇南丹市情報センター　受付時間：午前8時30分～午後5時　（月・祝日休業）

なんたんテレビ（11ch）番組表（平成30年8月16日～31日）


