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お知らせ
赤い羽根共同募金運動へ
のご協力について
今年も10月1日から、全国
一斉に「赤い羽根共同募金運
動」が行われます。
皆さんの善意に基づく社会
福祉増進のための募金活動で
す。
いただいた募金の約7割は
南丹市の地域福祉のため、残
りの3割は市を超えた広域的
な課題解決のための活動に活
用されます。
なお、例年どおり「赤い羽
根共同募金」と「歳末たすけあ
い募金」の戸別募金を一括し
て募らせていただきますの
で、ご理解とご協力をお願い
します。
南丹市共同募金委員会事務局
問 南丹市社会福祉協議会
ＴＥＬ（0771）
72-3220
問 社会福祉課
ＴＥＬ（0771）
68-0007

平成30年度市政懇談会を開催します
南丹市の行政課題と財政状況をご説明し、現状と今後の市政
運営や取り組みについてご理解いただくとともに、市民の皆さ
んのご意見を広くお聴きする市政懇談会を開催します。市長を
はじめとする理事者や幹部職員が地域に伺います。
●日時・場所
日時
場所
京都丹波高原国定公園
10月19日（金）午後7時30分～
ビジターセンター
10月28日（日）午後2時～
美山文化ホール
日吉市民センター（南丹
10月30日（火）午後7時30分～
市役所日吉支所）
11月4日（日）午前10時～
氷室の郷
11月8日（木）午後7時30分～
八木公民館
11月11日（日）午前10時～
日吉町生涯学習センター
11月13日（火）午後7時30分～
南丹市役所 本庁
11月25日（日）午前10時～
旧摩気小学校
※いずれの会場へご参加いただいても構いません。
※時間は、いずれも1時間程度を予定しています。
問 情報政策課 ＴＥＬ（0771）
68-0065

保育士再就業支援研修のご案内
保育士資格を有しながら就業経験のない方やブランクがある
方、学生などで保育士に興味のある方などを対象に、保育現場
への就職・復帰を目指すための研修会を開催します。あなたが
お持ちの資格と能力を生かしませんか。
【無料】
●日時 10月25日（木）～26日
（金）
いずれも午前9時30分～午後4時
●場所 亀岡市役所別館3階会議室
●対象 保育現場への就職・復帰を目指している方
※資格の有無は問いません。
●内 容 1日目：講義（最新の保育事情、現役保育士の体験談、
病気やケガへの対応など）、2日目：保育実技（音楽、あそび）
・
実技体験（調乳、おむつ交換など）
問 京都府保育人材マッチング支援センター
（京都府福祉人材・研
修センター）
ＴＥＬ（075）
252-6333

【総合問合せ窓口】 ＴＥＬ（0771）68-0001㈹ ＦＡＸ（0771）63-0653
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高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ
高齢者を対象に、インフルエンザの予防接種を公費（一部個人負担）で実施します。希望される方
は期間内に実施医療機関で接種してください。
●対象 南丹市に住民票を有し、次の①、②いずれかに該当する方
①65歳以上の接種希望者（接種日に65歳以上の方）
②60歳以上65歳未満で、
「心臓、じん臓、呼吸器の機能」または「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の
機能」に、日常生活に支障をきたす程度の障がいのある方で、接種を希望される方
●実施期間 10月12日（金）～12月28日
（金）
※診療日は医療機関によって異なりますので、必ず医療機関にお問い合わせください。
※ワクチン数に限りがありますので、実施できない場合があります。
●自己負担金 1,500円（1人につき、年度内1回）
●申込方法 実施医療機関に直接お申し込みください。
※市外の医院で病気の管理中であるなど、特別な事情で実施医療機関以外で接種を希望される方は、
保健医療課または各支所市民生活課へお問い合わせください。ただし医療機関によっては、公費
での接種を受けられない場合があります。
●接種費用の免除 生活保護世帯の方は接種費用が免除されます。必ず接種までに、保健医療課ま
たは各支所市民生活課で申請してください。
●実施医療機関（順不同）
医療機関名
電話番号
医療機関名
電話番号
川西診療所
（0771）62-0139 山田医院
（0771）42-2306
げんの耳鼻咽喉科
（0771）68-1313 京都中部総合医療センター
（0771）42-2510
園部病院
（旧公立南丹病院）
（0771）62-0515
（旧園部丹医会病院）
胡麻佐野診療所
（0771）74-0022
高屋こども診療所
（0771）68-1155 藤岡五ヶ荘診療所
（0771）73-0203
冨井内科医院
（0771）68-2550 藤岡五ヶ荘第二診療所
（0771）72-1014
西田医院
（0771）68-1105 吉田医院
（0771）72-0022
仁丹医院
（0771）62-0234 明治国際医療大学附属病院 （0771）72-1221
広野医院
（0771）62-0218 美山診療所
（0771）75-1113
南八田診療所
（0771）65-0048 美山林健センター診療所
（0771）76-0201
吉田小児科内科医院
（0771）63-1458 大萱医院美山町分院
（0771）77-0213
きむら診療所
（0771）43-0860 京都市立京北病院
（075）854-0221
問 保健医療課

ＴＥＬ（0771）
68-0016

消費税軽減税率制度対策セミナーのご案内
平成31年10月1日から消費税が10％に引き上げられ、併せて軽減税率制度も実施されます。軽減
税率制度は業種に関わらず、全ての事業者に影響があります。本セミナーでは、軽減税率制度や適
用税率区分経理、インボイス制度、軽減税率対策補助金（レジ導入支援）、経営への影響を軽減する
ための消費税増税による対応策などを説明します。
事業所への影響を確認し必要な対策について事前準備をしていただくため、ぜひご参加ください。
●日時 10月12日（金）午後2時～5時
●場所 園部公民館3階中研修室
●内容
・「消費税軽減税率制度の説明」 講師：園部税務署担当者
・「消費税増税による事業者への影響について」 講師：税理士・中小企業診断士 小松﨑哲史 氏
・「売上を増やすためのヒント・消費税増税に対応するために」 講師：中小企業診断士 松下晶 氏
※講演会終了後、個別相談会を開催します。
問 南丹市商工会 ＴＥＬ（0771）
42-5380
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問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

市たばこ税は南丹市の貴
重な財源です

ため池フォローアップ点検
について

市たばこ税は、たばこの製
造者などが市内の小売販売業
者に売り渡した製造たばこに
対して課税される税金です。
市 たばこ税の税率は、千本
に つ き5,262円（10月1日 か
らは5,692円に税率改正、旧
3級品の紙巻たばこは4,000
円）で、小売店が所在する市
の税収となります。
南 丹 市 に お け る 平 成29
年 度 の 市 た ば こ 税 収 は1億
6,627万円でした。この税収
は一般財源として、南丹市の
福祉や教育、道路環境整備な
ど幅広く市民のために使われ
ます。
市たばこ税は南丹市の貴重
な財源の一つですので、たば
こを買われる時は南丹市内で
お買い求めください。
問 税務課 ＴＥＬ（0771）
68-0004

平成25・26年度に実施し
た、ため池一斉点検後のフォ
ローアップ点検を10月以降
に行います。
委託業者がため池の点検を
行いますので、ため池周辺部
への立ち入りなどについてご
理解とご協力をお願いしま
す。
問 農林整備課
ＴＥＬ（0771）
68-0012

平成31年度コミュニティ
助成事業募集について
宝くじの社会貢献広報事業
として、宝くじの受託事業収
入を財源に、コミュニティ活
動に必要な備品や集会施設の
整備などに対する助成を行う
「平成31年度コミュニティ助
成事業」が募集されます。
●対象 規約を定めている自
治会などのコミュニティ組
織で、1団体1事業。
※助成額ならびに助成対象に
ついては、申請される事業
によって異なります。
●申請期限 10月10日（水）
●その他 申請を検討される
場合は、詳しい資料をお渡
ししますので、早めにご相
談ください。
問 地域振興課
ＴＥＬ（0771）
68-0019

＝メールアドレス

児童手当の定期払につ
いてのお知らせ
● 支 払 予 定 日 10月10日
（水）
●対象月 平成30年6月～9
月分
●対象 平成30年度現況届
を提出され継続受給が認定さ
れた方または平成30年6月以
降新規認定者
●その他 個別の支払通知は
発送しませんので、あらかじ
めご了承ください。
問 子育て支援課
ＴＥＬ（0771）
68-0017

ハロウィンジャンボ宝くじ
の発売について
この宝くじの収益金は、市
町村の明るい街づくりや環境
対策、高齢化対策など地域住
民の福祉向上のために使われ
ます。
●発売期間 10月1日（月）～
23日（火）
●抽選日 10月30日（火）
●発売場所 全国の宝くじ売
場（通信販売でも購入でき
ます）
●当 選 金 額 1等3億 円、 前
後賞各1億円
●証票単価 300円
●当選金支払期間 11月5日
（ 月 ）～ 平 成31年11月4日
（月・振休）

HP ＝ホームページアドレス

問（公財）

京都府市町村振興協

会
ＴＥＬ（075）
411-0200

妊 娠 届 出 窓 口 の変更に
ついて
妊娠・出産から子育てまで
切れ目ない支援を目指して、
「利用者支援事業（母子保健
型）」の窓口を保健医療課に開
設します。
皆さんが安心して出産・育
児を迎えられるよう、妊娠届
出時には、保健師などの専門
職が面接し心配事などの相談
に応じます。
そのため、今まで各支所で
も妊娠届を受け付けていまし
たが、今後は市役所本庁の保
健医療課窓口で受け付けしま
す。
なお、保健医療課への来庁
が困難な場合はご相談くださ
い。
問 保健医療課
ＴＥＬ（0771）
68-0016

人材募集
用務員を募集します
八木中央幼児学園で用務員
として働いていただける方
（臨時職員）を募集します。
●職種 用務員
●勤務場所 八木中央幼児学
園
●募集人数 1人
●賃金 日額7,120円、時間
額890円
●任用期間 任用の日〜平成
31年3月31日まで
●募 集条件など 65歳未満
の方

〒 ＝郵便番号・住所

≪裏面につづく≫
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●勤 務時間 原則週5日、午
前7時30分から午後4時ま
で
※上記勤務時間以外での就労
を希望される方は、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、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）
問 子育て支援課
ＴＥＬ（0771）
68-0017

南丹市営バス臨時職員
を募集します
●職種 市営バス運転手
●勤務場所 日吉町または美
山町
●募集人数 2人
●日額賃金 10,300円
●募 集条件など 65歳未満
の大型二種免許保持者
※バス乗務経験のある方が望
ましい。
●勤務時間 シフトにより異
なります。詳細はお問い合
わせください。
●勤務日数 月により異なる
が、月20日程度
●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）およ
び運転記録証明書（過去3
年間）を添えて、総務課ま
たは各支所地域推進課へ提
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出してください。
●採用 面接により任用者を
決定します。
※面接日は後日お知らせしま
す。
問 地域振興課
ＴＥＬ（0771）
68-0019

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 10月9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

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、相続、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 程 ①10月10日（水）、
②10月12日（金）
●時間 午後1時〜4時
●場所 日程①市役所美山支
所1階会議室、日程②八木
公民館2階第2集会室
問 京都司法書士会園部支部
ＴＥＬ（0771）
23-9394

京都府ひとり親家庭自立
支援センターの巡回相談

案内などを行います。
【無料】
●日 時 10月11日、11月8
日（各木曜日）いずれも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
●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
ＴＥＬ（0771）
68-0017
問 京都府ひとり親家庭自立支
援センター
ＴＥＬ（075）
662-3773

10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
・10月20日（土）：そよかぜ
美山
・10月22日（月）：そよかぜ
八木
・10月23日（火）： そよかぜ
日吉（おいで家）
・10月26日（金）：園部まご
ころステーション陽だまり
●時 間 いずれも午後1時〜
3時
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

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
問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

子育て支援（催し）
子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」
（10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。
※9月25日（火）〜10月20日
（土）の間、
「つながり・ひろ
がれ・あおむしの輪」の展
示会を開催します。
●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

＝メールアドレス

＜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
＜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：10
月10日（水）、園 部 ひ ろ ば
（横田公民館）：10月11日
（木）、日吉ひろば：10月
16日（ 火 ）、 美 山 ひ ろ ば：
10月18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 園部ひろば（園部南
部コミュニティセンター）
：
10月4日（木）、美山ひろば：
10月25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。
＜ファミサポさんと話そう＞
【無料】
「ファミサポ」ってよく聞く
けど何。子育て世帯をサポー
トするファミリー・サポート・
センターについて知り、あな
たの暮らしに活用しましょ
う。
●日程 八木ひろば：10月5
日（金）、日吉ひろば：10
月9日（火）、美山ひろば：
10月11日（木）、園部ひろ
ば（園部南部コミュニティ
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センター）
：10月18日
（木）
●時 間 午前10時30分〜正
午
＜ハロウィンパーティー＞
ハロウィンの仮装をして八
木の商店街を行進します。貸
し出し衣装
（無料）
もあります。
●日時 10月27日（土）午後
2時〜4時（受付：午後1時
30分）
●場 所 八木公民館3階大集
会室
●参 加費 1家族あたり500
円、小中高生のみ1人300
円、大人のみ1人500円
●持ち物 お菓子を入れるカ
ゴまたはカバン
●申込方法 事前に電話でお
申し込みください。
※当日参加も可能です。
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 10月16日（火）
午前9時30分〜正午
●場 所 八木支所3階子育て
支援ルーム
●内容 「ヨガ教室」で日頃の
疲れを楽しくほぐしましょ
う。講師：長谷川やちよ先
生（ヨガ教室の後は、手作
りロールサンドをみんなで
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 下に敷くもの（ヨ
ガマット、なければバスタ
オルで可）、汗拭きタオル、
お茶、マイ皿、マイスプー
ン、お手拭きタオル、動き
やすい服装
≪裏面につづく≫

〒 ＝郵便番号・住所

第305号
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●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
●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

催し
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 10月2日（火）～
14日（日）
※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

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 10月4日（木）
午後2時～4時
●場 所 美山文化ホール2階
会議室
●持ち物 古典のジャンルに
入る本
問 美山図書室
ＴＥＬ（0771）
68-0046
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元気アップ体操教室のお知らせ
懐かしい曲や明るい音楽に合わせて、気持ち良く体を動かす
リズム体操や筋トレ、脳トレ、ストレッチを行います。南丹市
介護予防サポーター「元気アップなんたん」の仲間と一緒に、楽
しく体を動かして生き生きとした元気な生活を目指しませんか。
●日程など
会場

時間

日程

旧摩気小学 午前10時30分
校（園部） ～正午

10月15日、22日、29日、
11 月 5 日、12 日、19 日、
26 日、12 月 3 日、10 日、
17日（各月曜日）

こむぎ山健
午後2時
康 学 園（ 園
～3時30分
部）

10月18日、25日、11月1日、
8日、15日、22日、29日、
12月6日、13日、20日（各
木曜日）

美山保健福
午後2時
祉センター
～3時30分
（美山）

10 月 9 日、16 日、23 日、
30 日、11 月 6 日、13 日、
20 日、27 日、12 月 4 日、
11日（各火曜日）

八木老人福
午前10時30分
祉センター
～正午
（八木）

9月28日、10月19日、26日、
11月2日、9日、16日、30日、
12月7日、14日、21日（各
金曜日）

とーくほー 午前10時
る（日吉） ～11時30分

10月12日、19日、26日、
11月2日、9日、16日、30日、
12月7日、14日、21日（各
金曜日）

胡麻基幹集
午後2時
落センター
～3時30分
（日吉）

10月12日、19日、26日、
11月2日、9日、16日、30日、
12月7日、14日、21日（各
金曜日）

●体操指導 元気アップなんたん（南丹市介護予防サポーター）
●参加費 500円（1回当たり）
●参加方法 直接会場にお越しください。
（申込不要）
問 NPO法人元気アップAGEプロジェクト ＴＥＬ 080-4242-4734
問 保健医療課 ＴＥＬ（0771）
68-0016

歌声喫茶を開催します
昔懐かしい童謡や昭和の歌を生伴奏で一緒に歌い、楽しいひ
とときを過ごしませんか。
●日時 10月7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）
●運営協力金 500円（小学生以下無料）
問 みんなの居場所
「わっかっか！」
ＴＥＬ 080-9753-9402
wakkakka.2014@gmail.com
問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

美山やすらぎホームふれ
あいまつりを開催します
地域の皆さんに施設を身近
に感じていただき、利用者と
の交流を深めていただく機会
を目指して開催します。
●日時 10月6日（土）
正午～午後2時30分頃
※お 店（模擬店）は午前11時
～
●場所 特別養護老人ホーム
美 山やすらぎホーム（美山
町島）
●内容
・ステージ（予定）：雄進浩＆
U-Kidsによる和太鼓演奏、
キッチンバンドによる楽器
演奏と歌、園部吹奏楽団に
よる演奏、北桑会「共」によ
るよさこい踊り、福引大会
など
・お店（予定）：バザー、たこ
焼き、ポップコーン、おで
ん、カレーライス、フラン
クフルト、飲み物、あても
のなど
問 美山やすらぎホーム
ＴＥＬ（0771）
75-0847

「外国人のための日本語
教室」を開催します
市民ボランティアと1対1
で勉強します。
【無料】
●日時
①10月7日～12月16日の毎
週日曜日（全11回）
午前9時～10時30分
②10月4日～12月13日の毎
週木曜日（全11回）
午後6時30分～8時
※期間の途中からでも受講で
きます。
●場 所 国際交流会館2階研
修室
●対象 市内に住んでいるか
働いている外国人の方
●申込方法 事前に、参加教
室（①または②）、住所、氏
名、電話番号（自宅・携帯）
を、電話、FAX、Eメール
＝メールアドレス

のいずれかでお申し込みく
ださい。
＜日本語支援ボランティアを
募集します＞
関心がある方は協会に連絡
の上、見学に来てください。
●対象 市内在住または在勤
在学の方
※経験は問いません。外国語
がで き な く て も 大 丈 夫 で
す。
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

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。
＜グラウンド・ゴルフのつど
い＞
●日 時 10月5日（ 月 例 大
会 ）、12日、19日、26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）
＜障がい者スポーツのつどい
＞
●日時 10月9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）
＜スポーツを楽しむ日＞
●日時 10月9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）
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＜太極拳教室＞
●日時 10月12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
＜ウオークラリー大会＞
●日時 10月21日（日）
午前9時45分～
●場所 中央広場集合（予定）
●内容 園内3kmコース
●参加費 無料
●対象 どなたでも
●申 込期限 10月20日（土）
まで
※団体の場合は参加者全員の
氏名もご記入ください。
＜宿泊付きグラウンド・ゴル
フ大会＞
●日 時 10月29日（月）午後
1時～30日（火）午後4時頃
まで
●場所 陸上競技場ほか
●内 容 1泊2日 の グ ラ ウ ン
ド・ゴルフ大会
●参加費 7,500円
●定員 192人
●対象 どなたでも
●申 込期限 10月22日（月）
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

健康づくり教室を開催し
ます
●日時 10月10日、24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 ※申込不要
問 住みよいむらづくり協議会
ＴＥＬ（0771）
73-0605

〒 ＝郵便番号・住所

第305号
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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 10月13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 もったいない市
（無料）午前10時～午後2
時
●その他 出店していただけ
る方を募集しています。
●主催 風の市を盛り上げる
会
●後援 南丹市
問 風の市を盛り上げる会
ＴＥＬ 090-6961-1021

マリーンピアの施設無料
公開を実施します
今春リニューアルした施設
を無料公開します。
●日 時 10 月 14 日、11 月
18日、12月2日（各日曜日）
いずれも午後1時～5時
●場所 京都府立青少年海洋
センター（マリーンピア）
●公開施設
・ボルダリング場：小学生以
下は保護者同伴、上靴（運
動靴）着用
・トレーニング場：中学生以
下は保護者同伴、上靴（運
動靴）着用
・フィールドアスレチック：
8
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幼児・小学校低学年は保護
者同伴
※上靴は各自持参
●受付方法 当日、センター
事務室で申し込み受け付け
を行います。
問 京 都府 立 青 少 年 海 洋 セ ン
ター
ＴＥＬ（0772）
22-0501

「南丹市園部女性の館」
講座のご案内
●日時 10月16日（火）
午前10時～正午
●場所 園部女性の館
●内容 山野草の寄せ植え
●運 営 協 力 金 3,000円（ 材
料費含む）
●持ち物 エプロン、剪定ハ
サミ
●定員 15人
●講師 黒木勝 氏
●申 込方法 10月12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

まちの保健室開催のお知
らせ
明治国際医療大学看護教員
による、健康相談と健康づく
りサロン「まちの保健室」を開
設します。
【無料】
●日 時 ①10月16日（火）、
②11月20日（火）いずれも
午後1時30分～3時
●内容 認知症の話、脳の活
性化ゲーム、みんなで話そ
う、なんでも相談
●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）
問 明治国際医療大学看護学部
生活支援看護学講座
ＴＥＬ（0771）
72-1181

問 ＝申込・問合せ先

第12回南丹工芸文化祭
メインイベントを開催
イベント情報は市ホーム
ページなどに掲載し、随時更
新しますのでご確認くださ
い。
＜開催日時①＞
10月20日（土）午前9時～
午後5時、21日（日）午前9時
～午後3時
＜市民のものづくり展＞
●場所 国際交流会館1階
＜企業のものづくり展＞
●場所 国際交流会館地階
＜ものづくりクイズラリー＞
●場所 国際交流会館および
南丹市立文化博物館
＜開催日時②＞
10月20日（土） 午 前10時
～午後3時、21日（日） 午前
10時～午後2時
＜ものづくり体験＞
●場 所 国際交流会館2～3
階
＜南丹市工芸家協会 ワーク
ショップ＞
●場所 南丹市立文化博物館
玄関前
＜なんたんテレビ スタジオ
見学＞
●場所 国際交流会館1階
※正午～午後1時を除く
＜飲食ブース・南丹の秋を味
わおう＞
●場 所 国際交流会館1階ロ
ビー
＜同時開催の関係イベント＞
・京都丹波美術工芸教育展：
10月20日（土）～21日
（日）
・南 丹市工芸家協会展：10
月13日（土）～21日（日）
・南丹市立文化博物館秋季企
画展：10月21日（日）まで
・日吉町郷土資料館秋季企画
展：11月25日（日）まで
問 南 丹工芸文化祭事務局
（地
域振興課）
ＴＥＬ（0771）
68-0019

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

環境ウオーキングの参加
者を募集します
澄みきった空気の中、さわ
やかな秋の季節を感じながら
身近な自然を再発見してみま
せんか。
【無料】
●日時 10月21日（日）
午前9時30分～午後2時
※小雨決行
●集合場所 園部町船阪親水
公園駐車場（集合時間：午
前9時30分）
●コース 船阪親水公園→黒
田古墳→九品寺→摩気神社
●送迎 ＪＲ園部駅西口に集
合場所までの送迎用車両を
用意します。
（出発時間：午
前9時10分）
●対 象 元気に1人で10km
以上歩ける方
●持ち物 弁当、飲み物、敷
物、保険証の写し、タオル、
帽子、雨具（雨天時）
※当日は歩きやすい服装と履
きなれた靴でお越しくださ
い。
●申 込方法 10月12日（金）
までに、住所、氏名、生年
月日、性別、電話番号、集
合場所（船阪親水公園また
はJR園部駅西口）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。
●主催 南丹市の環境を守り
育てる会
問 市民環境課
ＴＥＬ（0771）
68-0005
ＦＡＸ（0771）
63-0653
shimin@city.nantan.lg.jp

第11回にぎわい太鼓ま
つりを開催します
●日時 10月21日（日）午後
1時～４時（開場：午後0時
30分）
●場 所 八 木 農 村 環 境 公 園
「氷室の郷」
●開 催協力金 500円（20歳
以上の方のみ）
＝メールアドレス

●後援 南丹市、亀岡市、京
丹波町、京都新聞社
問 口丹波で民俗芸能を楽しむ
会
ＴＥＬ（0771）
26-5838

「ハンセン病と人権」講
演会を開催します
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人権教育
講座を開催します。
【無料】
●日時 10月27日（土）
午後1時30分～3時
●場所 日吉町生涯学習セン
ターホール
●演題 ハンセン病と人権
－ハンセン病問題から学ぶ
事－
●講師 国立ハンセン病資料
館事業部社会啓発課参与
儀同政一 氏
問 社会教育課
ＴＥＬ（0771）
68-0057

天神山周辺を巡る健康ウ
オーキングの参加者募集
みんなで楽しく歩いて、ふ
るさとを再発見しませんか。
●日時 10月27日（土）午前
10時出発（受付：午前9時
30分）※小雨決行
●集 合 場 所 園 部 海 洋 セ ン
ター前
●コース 晩秋の天神山周辺
散 策 コ ー ス（ 約5km、2時
間余り）
・園部海洋センター→栄町→
小山西町（春日団地など）→
小山東町（平成台など）→伝
統工芸大学校（学園祭見学）
校内散策→栄町→園部海洋
センター
※天候によりコースを変更す
る場合があります。
●持ち物 水筒、汗拭きタオ
ル、帽子、雨具
●参 加費 200円（そのべ総
合型地域スポーツクラブ会
員は無料）

HP ＝ホームページアドレス

●申込方法 当日受け付けも
行いますが、あらかじめ電
話でお申し込みください。
※体調をチェックした上でご
参加ください。
●申込先 園部海洋センター
ＴＥＬ（0771）
68-0084
●協力 Nantan健歩会
●その他 そのべ総合型地域
スポーツクラブの会員を募
集しています。
問 そのべ総合型地域スポーツ
クラブ
ＴＥＬ 090-3351-3254

「第４回八木で自転車ツ
アー」を開催します
●日程10月27日（土）
※雨天中止
●集合時間 午前9時30分
※午後３時頃解散
●集合場所 八木公民館
※マイ自転車で集合してくだ
さい。
●持ち物 ごはん、お茶
●参 加 費 1,000円（ バ ー ベ
キュー材料、保険料、資料
代）
●コース 八木公民館→黒住
さんの大ケヤキ→鳥羽宿
（鳥羽）→荒井神社（美里）→
西光寺（美里）→大鳥羽冒険
の森（玉ノ井：昼食バーベ
キ ュ ー）→ 浅 野 陶 房（ 八 木
嶋）→久昌寺（八木嶋）→坊
田古墳群（柴山）→八木公民
館（全行程約14km）
●申 込方法 10月24日（水）
正 午 ま で に、 電 話 ま た は
FAXで お 申 し 込 み く だ さ
い。
問 八木町観光協会事務局
（月・
水・金曜日の午前9時～正午。
ただし祝日を除く）
ＴＥＬ ＦＡＸ（0771）
42-5850

〒 ＝郵便番号・住所

第305号

9

第21回洞峠の風にふれ
あう交流会を開催
美山町豊郷と綾部市奥上林
の両方から、古道「洞峠」の山
頂を目指します。山頂で合流
してから、希望者は美山側へ
下山し、交流会を行います。
●日時 10月28日（日）午前
10時出発（集合：午前9時
30分）※雨天中止
●集合場所 美山側：洞公民
館、綾部側：古屋公民館
●参加費 500円
●持ち物 水筒、雨具、お弁
当
●山頂での交流会 洞峠の講
和、記念撮影
●下山後交流会（希望者のみ）
美 山 側 で あ ぜ み ち（ 地 元
フォークバンド）ライブ、
そば打ち
※美 山側に下山途中で「音谷
の滝」散策道に立ち寄りま
す
※綾部からの登山者で美山へ
の下山者は先着20人
●申 込方法 10月18日（木）
までに、住所、氏名、年齢、
電話番号、下山後交流会参
加の有無を電話またはFAX
でお申し込みください。
問鶴
 ヶ岡振興会（美山から出
発の方）
ＴＥＬ（0771）
76-9020
ＦＡＸ（0771）
76-9021
問奥
 上林地域振興協議会（綾
部から出発の方）
ＴＥＬ（0773）
55-0001
ＦＡＸ（0773）
55-0309

●場所 スプリングスパーク
●ス テージ 人気タレント、
殿田中学校吹奏楽部、日吉
町内保育所園児による太鼓
演奏、園部吹奏楽団、南丹
船井交通安全協会記念式典
など
※天候や主催者の都合により
プログラムを変更または中
止する場合があります。
問 ひよし水の杜フェスタ 2018
実行委員会事務局（日吉支
所地域推進課内）
ＴＥＬ（0771）
68-0030

「楽しく歌うシャンソンサ
ークル」
の会員を募集
歌詞の中に込められた思い
を味わいながら、楽しくシャ
ンソンを歌うことをモットー
にサークルを立ち上げますの
で、気軽に始めてみませんか。
初心者でも大丈夫です。
●活 動日 11月10日（土）か
ら（以降、毎月第2土曜日）
●時間 いずれも午後1時30
分～3時
●場所 八木公民館学習室
●講 師 松浦栄子 氏（八木
町在住）
●会 費 月 額1,000円（ 楽 譜
購入代、会場使用料など）
●申込方法 10月2日（火）～
11月6日（火）の間に、住所、
氏名、電話番号を、窓口来
館、電話、FAXのいずれか
でお申し込みください。
問 八木公民館
（月・祝日休館）
ＴＥＬ（0771）
42-3132
ＦＡＸ（0771）
42-3133

美山地域情報
子育てサポートセンター
事業のご案内
お子さんの健康やしつけな
ど、子育てにはさまざまな悩
みや心配事があると思いま
す。育児で迷ったとき、一人
で悩まず気軽に相談できる場
を設けます。
＜子育て相談日＞
●日時 毎月第2土曜日
午前9時30分〜11時
※12月のみ第3土曜日に実施
します。相談希望の方は、
1週間前までにご連絡くだ
さい。
●場所 みやま保育所
＜園庭開放＞
みやま保育所の園庭を開放
します。
●開放日時 10月20日（土）
午前10時〜11時30分
問 みやま保育所
ＴＥＬ（0771）
75-0133

ひよし水の杜フェスタ
２０１８を開催します
日吉の特産物や食べ物の販
売、防災フェア、ダム施設見
学会などのほか、ステージで
の催しも行います。
●日時 10月28日（日）
午前10時～午後3時
※雨天決行
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問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

南丹市のシティプロモーションについて
南丹市では、シティプロモーション※の取り組みを統一性・一貫性を持たせて進めるために、
キャッチコピーを
「Ｕターン Ｉターン なんたーん」
とし、これらを発信していくためにロゴマー
クを定めています。また、定住促進を目的としたプロモーション動画やテーマソング
「みんなでな
んたーーーーん!!」
、移住希望者向けの制度などを掲載した
「定住ガイドブック」
を制作しました。
※シティプロモーションとは、地域の皆さんの市への愛着度の形成と、南丹市の知名度の向上
を図る取り組みです。
＜ロゴマークについて＞
使用にあたっては、どなたでも自由に無料でご使用いただくことができます。
使用する前に「南丹市シティプロモーションロゴマーク使用届」を持参、郵送、FAX、Eメール
のいずれかで、定住・企画戦略課へ提出してください。
ガイドライン、ロゴマーク使用届およびロゴマーク（JPG形式、PNG形式）は市ホームページ
に掲載しています。イラストレーター（AI形式）の画像データが必要な方は、定住・企画戦略課
までお問い合わせください。

＜移住定住促進形＞

＜基本形＞

・ロゴマークの色は、基本色以外にも色を変えて利用することができます。
・＜基本形＞に言葉を追加して利用することができます。
※詳細はガイドラインをご確認ください。
＜動画、テーマソング、ガイドブックの送付について＞
南丹市出身の方には「故郷を思い出し、もう一度南丹市に住んでほしい」、南丹市を知らない
方には「南丹市を知ってほしい」という市民の皆さんの思いを込めたメッセージを添えて、動画
「南丹市へかえろう編」とテーマソングを収録したDVDとガイドブックを市が送付する取り組み
を行っています。市外にお住まいのご家族やご友人にDVDやガイドブックの送付を希望される
方は、次のとおりお申し込みください。
●申込方法
①送付先の住所、宛名、連絡先（送付先の同意がある場合に限る）
②申込者からのメッセージ（140文字以内）
③申込者の住所、氏名、連絡先を記載の上、FAXまたはEメールでお申し込みください。
※動画やテーマソングは、動画サイトYouTubeの市公式ページでも配信しています。趣旨をご
理解の上、積極的にご活用ください。

＜シティプロモーション動画＞
※定住ガイドブックは「nancla
（なんくら）」のホームページに掲載しているほか、定住・企画戦
略課、各支所地域推進課に配置しています。
HP http://www.nancla.jp/
問 定住・企画戦略課

＝メールアドレス

ＴＥＬ（0771）
68-0003

ＦＡＸ（0771）
63-0653

HP ＝ホームページアドレス

kikaku@city.nantan.lg.jp

〒 ＝郵便番号・住所

第305号

11

なんたんテレビ番組表（平成30年10月1日～15日）

◇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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