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お知らせ
命を救う応急手当講習の
受講者を募集します
救急車が到着するまでに、
その場に居合わせた方が適切
に応急手当を行うことが「救
命リレー」のスタートです。
大切な命を救うための応急手
当を学ぶ講習会に参加してみ
ませんか。
【無料】
●日時 9月15日（土）
午前9時〜正午
●場所 園部消防署
●内容 人工呼吸、胸骨圧迫、
除細動（AED）、止血法
●定員 20人（先着順）
●申込方法 事前に電話でお
申し込みください。
問 園部消防署救急係
ＴＥＬ（0771）
62-0119
問 八木出張所
ＴＥＬ（0771）
42-3119
問 日吉出張所
ＴＥＬ（0771）
74-0119
問 美山出張所
ＴＥＬ（0771）
75-0119

下水道へ接続し衛生・水
質環境を向上させよう
南丹市では、生活に関わる
衛生環境や水質環境の向上の
ため、全市水洗化に取り組ん
でいます。家庭の水回りやト
イレを水洗化すると、し尿お
よび生活雑排水（台所や風呂、
洗濯などの排水）は、下水処
理施設または合併処理浄化槽
で適切に処理され、河川など
に放流されます。
●水洗化の効果
・ト イレの水洗化によって、
臭いもなくなり快適な生活
が送れます。
・家庭からの雑排水が下水道
に流れ、家の周りの衛生環
境が向上します。
・下水処理されたきれいな水
が川に流れ、水質環境が向
上します。
※下水道への接続や合併処理
浄化槽の設置を検討される
際には、お気軽に下水道課
にお問い合わせください。
問 下水道課
ＴＥＬ（0771）
68-0054

CATVインターネット新
規加入拡大事業の実施

●支給対象経費 南丹市イン
ターネットサービス新規加
入分担金および工事費用、
手数料
●支給金額 ５万円以内の実
費を商品券で支給（千円未
満切捨）
●支 給対象期間 平成30年
8月1日から12月25日まで
の間に、南丹市インターネ
ットサービスに新規加入お
よび申請された方で、平成
31年1月31日 ま で に 工 事
が完了した方。なお、期間
内でも予定人数に達した場
合、支給事業は終了となり
ます。
●その他 インターネットサ
ービスの加入には、有線テ
レビの加入が必要です。
※支 給例： 既に有線テレビ
に加入されている方が、南
丹市インターネットサー
ビ ス に 加 入 の 場 合、 分 担
金5,140円＋基本工事費用
27,990円 ＝33,130円 を
ご負担いただきますが、後
日33,000円分の商品券を
お渡しします。
問 南丹市情報センター
ＴＥＬ（0771）
63-1777

南丹市CATVインターネッ
トサービスへ新規加入される
方を対象に、加入費用相当分の
商品券を支給します。この機会
に、
ぜひ加入をご検討ください。
●支給対象者 戸建住宅の南
丹市インターネットサービ
ス新規加入者

【総合問合せ窓口】 ＴＥＬ（0771）68-0001㈹ ＦＡＸ（0771）63-0653
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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 9月11日（火）午前9時30分〜11時30分
●場所 日吉はーとぴあ
問 保健医療課 ＴＥＬ（0771）
68-0016

文化財保護に関する巡回よろず相談事業のご案内
指定、未指定を問わず文化財を所有されている京都府内の方を対象に、文化財に係る修理や保存
方法、補助金や貸付制度など、あらゆる相談を行います。いずれの会場でも相談いただけます。
【無料】
●相談の事例 建造物や美術工芸品などの保存・修理の方法、防災・防犯施設や収蔵庫の整備、補
助金や貸付金（長期・低利）の対象と申請手続きなど
●日程など
日程
時間
場所
市民交流プラザふくちやま3階「市民交流スペース」
9月6日（木）午前10時30分〜午後4時
（福知山市駅前町400番地）
ルビノ京都堀川2階「松」
（ 京都市上京区東堀川下長者
9月7日（金）午前10時〜午後4時
町下がる）
問（公財）
京都文化財団文化財保護基金室 ＴＥＬ（075）213-3660
問 社会教育課 ＴＥＬ（0771）
68-0057

人材募集
保育所・幼稚園で働きませんか
市内の保育所や幼稚園で働いていただける方（臨時職員）を募集します。
●職種など
職種
勤務場所
募集人数
賃金（円）
備考
保育士
若干名
日額8,160円、時間額1,020円
保育士資格
市内保育所
給食調理員
若干名
日額7,280円、時間額910円
調理師免許
幼稚園教諭 市内幼稚園
若干名
日額8,160円、時間額1,020円
幼稚園教諭免許
●任用期間 10月1日〜平成31年3月31日まで
●募集条件など 65歳未満の方で、備考欄に記載の資格または免許保持者（取得見込者を含む）。
●勤務時間 原則週5日、午前8時30分から午後5時まで
※職種により異なる場合がありますので、お問い合わせください。
※扶養の範囲内や短時間での就労を希望される場合はご相談ください。
●募集期間 随時
※土・日・祝日を除く、午前8時30分〜午後5時15分
●申込方法 臨時職員登録申込書（総務課および各支所地域推進課に備え付け）に必要事項を記入の
上、資格を証明する書類（写し）を必ず添付して、総務課または各支所地域推進課へ提出してくだ
さい。
●採用 書類審査および面接試験により合否を決定します。
※面接は随時実施します。
（日程は申込者に別途連絡します）
●その他 資格を有しない方で、就労を希望される場合はご相談ください。
問 子育て支援課 ＴＥＬ（0771）
68-0017
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問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

相談会
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 9月3日（月） 午 後1
時30分〜4時30分（1人20
分以内）
●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 8月29日（水）午
前9時から電話でお申し込
みください。
問 京都府南丹広域振興局園部
地域総務室
ＴＥＬ（0771）
62-0360

行政書士による無料相
談会を開催します
相続や成年後見、農地など
不動産の売買・賃貸、各種許
認可手続きなどでお困りやお
悩みの方、まちの身近な法律
家、行政書士が相談に応じま
す。
【無料】
●日時 9月5日（水）
午後1時30分〜4時
●場所 八木公民館1階和室
●主催 京都府行政書士会第
3支部
問 京都府行政書士会第3支部
ＴＥＬ（075）
468-3238

消費税軽減税率制度説明
会のご案内
●日時 9月11日（火）午後3
時30分〜4時30分
●場 所 市 役 所2号 庁 舎3階
301会議室
●内 容 平 成31年10月1日
から実施される消費税の軽
減税率制度について説明
＝メールアドレス

●対象 事業者の方はどなた
でも
●定員 90人（先着順）
●申 込 方 法 9月4日（ 火 ）ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。
※音 声ガ イ ダ ン ス に 沿 っ て
「2」を押してください。
問 園部税務署法人課税部門
ＴＥＬ（0771）
62-0340

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 9月11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

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 程 ①9月11日、②9月
25日（各火曜日）
●時 間 いずれも午後1時〜
4時
●場 所 日程①八木公民館1
階和室、日程②市役所美山
支所1階小会議室
●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

HP ＝ホームページアドレス

出張がん個別相談会の
お知らせ
「がんと診断されて頭が真
っ白」、
「 誰かに話を聞いても
らいたい」など、がんに関わ
るさまざまな相談をお受けす
る窓口として、京都府南丹保
健所で出張相談を行いますの
でご利用ください。
【無料】
●日 程 9月18日、10月16
日（各火曜日）
●時 間 いずれも午後1時〜
3時30分
●場所 京都府南丹保健所
●相談員 京都府がん総合相
談支援センターの保健師ま
たは看護師
●申 込方法 前日の午後4時
までに、電話でお申し込み
ください。
（平日のみ）
※出張相談以外に、がん総合
相談支援センターでは通常
相談（電話および対面）も実
施しています。月〜金
（祝
日、年末年始を除く）
の午前
9時〜正午、午後1時〜4時
問 京都府がん総合相談支援セ
ンター
ＴＥＬ 0120-078-394

きこえと補聴器の相談会
を開催します
●日 程 ①9月26日、 ②10
月24日、 ③11月28日（ 各
水曜日）
●時間 午後1時〜3時
●場所 ふない聴覚言語障害
センター（園部公民館2階）
●対象 聞こえにくい方や補
聴器を必要とされている方
（難聴者、中途失聴者、そ
のご家族など）
●内 容 補聴器相談（補聴器
の調整、修理、電池交換、
購入、試聴など）
●対応者 日程①：㈱珍工堂、
日程②：東神実業㈱、日程
③㈱キンキ補聴器センター
≪裏面に続く≫

〒 ＝郵便番号・住所

第303号
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●相談料 無料
（補聴器修理費
用、電池代などは別途必要）
●その他 身体障害者手帳や
補聴器をお持ちの方は、当
日ご持参ください。聴力測
定や言語聴覚士によるきこ
えの相談をご希望の方は、
お問い合わせください。
問ふない聴覚言語障害センタ
ー
ＴＥＬ（0771）
63-6448

神経・筋難病個別相談の
ご案内
専門医による個別医療相談
会を開催します。
【無料】
●日時 10月5日（金）
午後1時〜4時30分
●場所 京都府南丹保健所
●対象 神経・筋難病で療養
中の方や、手足がふるえる、
筋肉がやせる、力が入りに
くい、足がふらつく、最初
の一歩が出にくい、話しに
くいなどの症状がある方
●担当医 国立病院機構宇多
野病院神経内科医師 須藤
慎治 先生
●定員 5人
※申込状況により、お断りす
ることがあります。
●申 込 方 法 9月7日（ 金 ）ま
でに、電話でお申し込みく
ださい。
問 京都府南丹保健所保健室
ＴＥＬ（0771）
62-2979

全国一斉「法務局休日相
談所」開設のお知らせ
●日時 10月7日（日）
午前10時〜午後4時
●場所 京都地方法務局本局
（京都市上京区荒神口通河

原町東入上生洲町197番地）
●内容 登記相談、戸籍・成
年後見・国籍相談、供託相
談、人権相談、遺言・後見
などの公正証書に関する相
談
●費用 無料
4
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●相 談対応 法務局職員、司法書士、土地家屋調査士、人権擁
護委員、公証人
●申込期間 9月10日（月）〜10月5日（金）午前8時30分〜午後
5時15分 ※土・日・祝日を除く
問 京都地方法務局総務課 ＴＥＬ（075）
231-0148

子育て支援
南丹市ファミリー・サポート・センター講習会のご案内
南丹市ファミリー・サポート・センターは、子育ての援助を
したい人（まかせて会員）と、子育ての援助を受けたい人（おねが
い会員）が相互援助を行う会員組織です。
現在、保育所の送迎など、空いている時間に少しでも援助で
きる「まかせて会員」を募集しています。なお「まかせて会員」に
は、安全に活動していただくため、まかせて会員講習会と救命
救急講習会を受講していただく必要があります。
＜平成30年度第1回まかせて会員講習会 園部会場＞
●日程など
日程
時間
講座内容
午前9時30分 〜 10時 まかせて会員として活動す
30分
るために
10月 ２ 日 午前10時30分〜正午 発達障害について
午後1時〜2時30分
子どもの病気について
（火）
子どもの事故と予防につい
午後2時30分〜4時
て
保育実習
（子どもの発達と生活習慣に
10月15日 午前9時〜正午
ついて、子どもの遊びにつ
（月）
いて）
午後1時30分〜3時
子どもの栄養と食生活
●場所 市役所4号庁舎福祉事務所2階会議室
※10月15日（月）の保育実習は、城南保育所で行います。
＜平成30年度第2回まかせて会員講習会 八木会場＞
●日程など
日程
時間
講座内容
午前9時30分 〜 10時 まかせて会員として活動す
30分
るために
11 月 2 日 午前10時30分〜正午 発達障害について
午後1時〜2時30分
子どもの病気について
（金）
子どもの事故と予防につい
午後2時30分〜4時
て
保育実習
（子どもの発達と生活習慣に
11 月 7 日 午前9時〜正午
ついて、子どもの遊びにつ
（水）
いて）
午後1時30分〜3時
子どもの栄養と食生活
●場所 八木支所３階会議室（南側）
※11月7日（水）の保育実習は、八木東幼児学園で行います。
問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

＜共通事項＞
●救命救急講習会 先の講習
会のほかに、園部消防署で
開催される一般公募の講習
会
（9月15日
（土）午前9時〜
正午）
を受講してください。
●申込方法 9月12日（水）ま
でに来所いただくか、電話
でお申し込みください。
※講習は、数回に分けて受講し
ていただいても構いません。
●そ の 他 託 児 を 行 い ま す
（無料）。希望者は申し込み
時に必ずお伝えください。
詳細は別途連絡します。
＜おねがい会員を募集してい
ます＞
もしものときのために、登
録だけでもしていただけま
す。
●利 用時間 午前7時〜午後
8時（12月29日 〜 1月3日
を除く）
●利 用料金 平日：1時間当
たり700円、土・日・祝日：
1時間当たり800円
※詳細はお問い合わせくださ
い。
問 南丹市ファミリー・サポー
ト・センター
（南丹市子育
てすこやかセンター内）
ＴＥＬ（0771）
68-0082
問 子育て支援課
ＴＥＬ（0771）
68-0017

子育て支援（催し）
よっといでひろば開設日
のお知らせ（９月）
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。
【無料】
●日時 9月12日（水）
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）
問 みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
ＴＥＬ 090-6962-6455
＝メールアドレス

子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」
（９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。
＜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
●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

HP ＝ホームページアドレス

＜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 園部ひろば（園部南
部コミュニティセンター）
：
9月6日（木）、八木ひろば：
9月12日（水）、日吉ひろば：
9月18日（火）、美山ひろば：
9月20日（木）
●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 八木ひろば：9月21
日（金）、日吉ひろば：9月
25日（火）
●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。
＜つながり・ひろがれ・あお
むしの輪＞
子どもの手形や足形で「あ
おむし」を作り、子どもの成
長を残しましょう。
●日 程 美 山 ひ ろ ば：9月6
日（木）、日吉ひろば：9月
11日（火）、園部ひろば（横
田公民館）：9月13日
（木）、
八木ひろば：9月14日（金）
●時 間 午前10時30分〜正
午
●参 加費 1枚当たり1,000
円（材料費含む）
●定員 10人（先着順）
●申込方法 事前に電話でお
申し込みください。
※出来上がりは、後日フレー
ムに入れてお渡しします。
≪裏面につづく≫
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※展 示 会 を9月25日（火）〜
10月20日（土）の間、八木
ひろばで行います。ぜひ見
に来てください。
＜マタニティ カフェ＞
長いようで短いマタニティ
ライフ。同じ気持ちで、同じ
地域で、同じ時間を過ごして
いる人と楽しく、お茶しなが
ら気分転換しませんか。
●日時 9月15日（土）
午前10時30分〜正午
●場所 コミュニティスペー
ス「気になる木ＪＵＪＵ」
●対象 妊娠中の方
●参加費 300円
問 NPO法人グローアップ
ＴＥＬ 080-3857-8119

「みんなおいでよ−！」
を開催します
子どもたちもお母さんも、
お友達になって楽しく遊びま
す。
●日時 9月13日（木）
午前9時30分〜正午
●場 所 八木支所3階文化ホ
ール
●内容 スキップ楽団コンサ
ー ト（ コ ン サ ー ト の 後 は、
手作りの夏やさいカレーを
食べます）
●対 象 0歳 〜6歳 ま で の 家
庭で過ごされている子ども
たち、お父さん、お母さん、
おじいちゃん、おばあちゃ
ん、子どもたちを支援して
いただく地域の皆さん
●持ち物 お茶、マイ皿、マ
イ箸、マイスプーン、お手
拭き、白ごはん
●参加費 300円
＜ミニ情報＞【無料】
子どもたちとお母さんが、
のんびり楽しく過ごせるよう
に、支援ルームを開放してい
ます。
●曜日 毎週火、木曜日
●時間 午前10時〜午後3時
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●場所 八木支所３階子育て
支援ルーム
問 子 育て 支 援 ボ ラ ン テ ィ ア
「すくすくやぎっこ」
ＴＥＬ 090-7486-1735

託児付きカフェよっといで
のお知らせ（９月）
子育て中のママさんや家族
の方、お子さんがホッとでき
る居場所づくりをしていま
す。ご家族でお越しください。
●日時 9月26日（水）
午前10時〜正午
（受付：午前9時50分）
●場所 平屋地域活性化セン
ター（旧平屋小学校）
※受け付け後、農園に移動し
ます。
●内容 さつまいも掘り＆カ
フェ
●持 ち 物 お 子 さ ん の 着 替
え、タオル、帽子、お茶、
園芸用スコップなど
●参 加協力金 500円（無農
薬コーヒーと手作りおやつ
付き）
※さつまいも掘りには、別途
300円が掛かります。
（さつ
まいものお土産付き）
●申 込 方 法 9月24日（ 月・
振休）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 申 し 込 み く だ さ
い。
●その他 汚れてもよい服装
でお越しください。
問 みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
ＴＥＬ 090-6962-6455

問 ＝申込・問合せ先

催し
人形劇がやってくる
京都で活躍中の人形劇団が
やってきます。お誘い合わせ
の上、ぜひお越しください。
●日 時 9月1日
（土） 午 後1
時30分〜
（開場：午後1時）
●場所 美山保健福祉センタ
ー
●出演劇団と演目
・人形劇・ファミリーひみち
ゃたい「おしょうさんとた
ぬき」、
「 は〜い！ コンち
ゃん」
・人形劇屋de・コッペ「ダチ
ョウのだあくん」
●参 加協力金 大人300円、
子ども100円
問 南丹市社会福祉協議会美山
事務所
ＴＥＬ（0771）
75-0020
問 人形劇団そらまめ
ＴＥＬ（0771）
77-0370

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。
＜エンジョイテニス（夜の部）
＞
●日 時 9月3日、17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
＜レディーススポーツデー＞
●日時 9月5日、12日、19
日、26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

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

＜エンジョイテニス（昼の部）
＞
●日時 9月5日、12日、19
日、26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歳以上の方
＜スポーツを楽しむ日＞
●日時 9月11日（火）
午後6時〜9時
●場所 体育館
●内容 バトミントン、卓球、
テニスなど
●参加費 400円（当日受付）
＜障がい者スポーツのつどい
＞
●日時 9月11日（火）午後1
時30分〜3時30分
●場所 体育館
●内容 卓球バレー、ボッチ
ャ、フライングディスク、
グラウンド・ゴルフなど
●参加費 無料（当日受付）
＜グラウンド・ゴルフのつど
い＞
●日時 9月7日
（月例大会）、
14日、28日（各金曜日）
午前9時〜11時45分
●場所 球技場
●参加費 300円（当日受付）
＜太極拳教室＞
●日時 9月14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
＜テニス大会＞
●日時 10月17日（水）
午前9時〜
●場所 テニスコート
●内容 予選リーグ〜決勝ト
ーナメント
●参加費 1,000円（1ペア）
●定 員 男 女 別 ダ ブ ル ス 各
32組
●対象 18歳以上の方
●申 込 方 法 9月17日（ 月・
祝 ）〜10月10日（ 水 ）の 間
に、住所、氏名、年齢、電
話番号を、はがき、ＦＡＸ、
＝メールアドレス

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

八木町神吉「風の市」の
お知らせ
毎月第2土曜日に地域内外
の皆さんとの親睦、交流を目
的に手づくり市を開催してい
ます。
●日時 ９月8日（土）
午前10時〜午後2時
●場所 八木神吉自治振興会
館前広場（旧神吉小学校横）
※雨天時は神吉自治振興会館
内
●内容 野菜、巻き（鯖）寿司、
手づくり弁当、ちらし寿司、
うどん、ピザ、パン、あみ
がさ団子、たこ焼き、大判
焼き、駄菓子、美山特産品、
漬物、布製品、軍手、はぎ
れ、各種手づくり品、婦人
服販売など
※当日変更になる場合があり
ます。
●イベント 保健師による健
康相談（血管年齢測定）と南
丹地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー
（八木事務所）相談員による
介護相談【無料】
●その他 出店していただけ
る方を募集しています。
●後援 南丹市
問 風の市を盛り上げる会
ＴＥＬ 090-6961-1021

西乗寺コンサートを開催
します
初秋のひととき。爽やかな
よし笛の音色と民謡やオカリ
ナ、箏、サックスの演奏など
をお楽しみください。
【無料】

HP ＝ホームページアドレス

●日 時 9月8日（ 土 ） 午 後1
時30分〜4時30分
●場 所 西乗寺（美山町下平
屋）
●出演 日本よし笛の会京都
美山支部、美山民謡会、北
鈴会、オカリナアンサンブ
ル・ぐーす ほか
●主催 日本よし笛の会京都
美山支部、美山民謡会
問 日本よし笛の会京都美山支
部事務局
ＴＥＬ（0771）
75-0148

文化博物館秋季企画展
を開催します
南丹市八木町出身の画家・
人見少華の没後50年を迎え
る節目の年に回顧展「人見少
華展−南画を極めた文人画家
−」を開催します。また関連
事業として、2人の講師に少
華との想い出や作品の特徴に
ついてお話しいただきます。
＜企画展＞
●開 催 期 間 9月8日（土）〜
10月21日（日）
●開 館時間 午前9時〜午後
5時（入館は4時30分まで）
●場所 南丹市立文化博物館
●休 館日 毎週月曜日、9月
18日（火）、25日（火）、10
月9日（火）
※た だ し9月17日、24日、
10月8日（各月・祝）は開館
します。
●入館料 大人300円、学生
200円、 小 人100円（ 各 種
障害者手帳所持者および南
丹市内の小中学生は無料、
20人以上の団体は2割引）
＜ギャラリートーク＞
●日時① 9月16日（日）
午後1時30分〜3時
●講 師 今西進齊 氏（日本
水墨画）
●日時② 10月6日（土）
午後1時30分〜3時
●講 師 小畠堯 氏（日本南
画院）
≪裏面につづく≫
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●場所 南丹市立文化博物館
2階企画特別展示室
●参 加費 無料（ただし入館
料は必要）
問 南丹市立文化博物館
ＴＥＬ（0771）
68-0081

園部公民館ミニ展示会
のお知らせ
園部公民館1階ロビーでミ
ニ展示会を開催します。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 9月11日（火）〜
22日（土）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

健康づくり教室を開催し
ます
●日 時 9月12日、26日（各
水曜日）午前10時〜正午
●場 所 五ヶ荘地域活性化セ
ンター
（森の学び舎 五ヶ荘）
●内容 健康体操、健康教室、
福祉・介護に関する相談、
サロン
※事前申し込みは不要です。
問 住みよいむらづくり協議会
ＴＥＬ（0771）
73-0605

京都サンガＦ．Ｃ．ホーム
ゲーム無料招待のご案内
ホームゲームの無料招待を
実施します。
＜ホームゲーム①＞
●日程 9月22日（土）
●試合開始時間 未定
●対戦チーム名 栃木ＳＣ
●応募締切日 9月7日（金）
＜ホームゲーム②＞
●日程 10月13日（土）
●試合開始時間 未定
●対戦チーム名 徳島ヴォル
ティス
●応募締切日 9月28日（金）
8
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＜共通事項＞
※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
ＴＥＬ（0774）
55-7603

初級英会話教室の受講
生を募集します
ネイティブ講師による英会
話教室です。
【要申込・有料】
●日 時 9月21日 〜11月30
日（全10回・毎週金曜日）
午後2時〜3時30分
●場所 八木公民館
※詳細はお問い合わせくださ
い。
問 南丹市国際交流協会
ＴＥＬ（0771）
63-1840

鯖なれ寿司づくり教室の
参加者を募集します
美山町鶴ヶ岡地区に今なお
伝わる暮らしの知恵、匠の技
を学んでみませんか。
問 ＝申込・問合せ先

●日時 9月30日（日）午前9
時30分〜午後0時30分
●場 所 洞公民館（美山町豊
郷湯ノ口33-2）
●持ち物 エプロン、三角巾、
マスク、飲み物
●参 加 費 1,000円（ 鶴 ヶ 岡
住民は500円）
●定員 15人（先着順）
●申込方法 9月25日（火）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。
※仕込んだ鯖なれ寿司は当日
お持ち帰りいただけませ
ん。後日受け取りの予約を
していただけます。
（要別途
料金）
※匠が仕込んだ鯖なれ寿司を
当日販売します。
（要予約）
問 鶴ヶ岡振興会
ＴＥＬ（0771）
76-9020
ＦＡＸ（0771）
76-9021

吉田類さんの講演会を開
催します
さまざまな分野の第一線で
活躍する方に学ぶ講演会を開
催します。
【無料】
●日時 10月22日（月）
午前10時30分〜正午
※終 了後、午後1時まで試飲
会（向井酒造：伊根町）を開
催します。
●場所 ホテルグランヴィア
京都
●講師 酒場詩人・イラスト
レーター 吉田類 氏
●定員 100人（先着順）
●申 込 方 法 9月3日（ 月 ）午
前9時から21日（金）午後5
時までの間に、京都府市町
村職員厚生会ホームページ
からお申し込みください。
問 一般財団法人京都府市町村
職員厚生会
ＴＥＬ（075）
411-0081
HP http://www.kyoto-kosei
kai.or.jp
ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号
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健美アップ教室の参加者を募集します
運動と食で、良い体づくりをテーマに、体の内側からの健康
づくりをサポートする健美アップ教室を開催します。運動実践
や栄養実践を通して、健康で美しい体づくりを目指しましょう。
●日程
日程
内容
運動：体の調子を整える筋トレ・スト
第１回 10月26日（金）
レッチ・ヨガ①
第２回 11月9日（金） 運動：効果的なウオーキング
栄養：自分に合った食事量、栄養バラ
第３回 11月20日（火）
ンスを知ろう〜食事診断・尿中
塩分測定実施〜
栄養：おいしい薄味、体で感じ即実践
第４回 12月4日（火）
へ〜汁物塩分測定・味覚体験実
施〜
運動：体の調子を整える筋トレ・スト
第５回 12月14日（金）
レッチ・ヨガ②
●時間 いずれも午前10時〜11時45分
●場所 運動の回：園部公民館または国際交流会館
栄養の回：こむぎ山健康学園
●対象 市内在住のウオーキング程度の運動が可能な概ね20歳
〜74歳の方
●募集人数 30人（先着順）
●参加費 600円（全5回分）
●申込方法 9月28日（金）までに電話でお申し込みください。
※「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

日吉地域情報
ボウリングを楽しむ会を開催します
●日時 9月29日（土）午後8時〜（受付：午後7時30分）
●場所 アルプラザボウル（亀岡市）
●対象 日吉町在住、在勤、在学の高校生以上の方
●競技方法
・個人戦とし、3ゲームトータルピンで順位を決定する。
・1ゲームにつき60歳未満女性15ピン、60歳以上女性20ピン、
60歳以上男性15ピンのハンデを与える。
●参 加費 ゲーム代1,650円（３ゲームの料金）を大会当日にお
支払いください。なお、貸し靴代は別途300円必要です。
●申込方法 9月20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。
●主管 ひよしCBクラブ
問 日吉総合型地域スポーツクラブ事務局
（日吉町生涯学習センタ
ー内）
ＴＥＬ（0771）
72-3300 ＦＡＸ（0771）72-3311
＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス

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
＜ウオーク＞
●日時 9月9日（日）
午前9時〜
●場所 栃原農事倉庫前集合
＜インディアカ＞
●日時 9月14日（金）
午後8時〜
●場所 美山小学校
＜エアロビクスとヨガ＞
●日時 9月20日（木）
午後8時〜
●場所 美山保健福祉センタ
ー
＜ゲートボール＞
●日時 9月20日（木）
午後1時〜
●場所 盛郷ゲートボール場
＜剣道＞
●日時 9月25日（火）
午後7時30分〜
●場所 美山中学校
＜よさこい＞
●日時 9月29日（土）
午後8時〜
●場所 平屋地域活性化セン
ター
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

〒 ＝郵便番号・住所

第303号
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◇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）
ＴＥＬ（0771）
63-1777 ＦＡＸ（0771）63-1682
sictv@sic.cans.ne.jp HP http://nantantv.or.jp/
【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
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