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お知らせ
11月25日の市政懇談会
会場変更のお知らせ
●変更前 旧摩気小学校ミー
ティング室（午前10時〜）
●変更後 国際交流会館地階
コスモホール
（午前10時〜）
問 情報政策課
TEL（0771）
68-0065

南丹市定住ガイドブック
の発行について
移住希望者や空き家所有
者、地域団体、企業などが活
用できる、定住促進制度を集
約した冊子を発行しました。
ご希望の方は、次の方法で
入手していただけますのでご
活用ください。
●冊 子名 南丹市定住ガイド
ブック nancla
（なんくら）
●配布場所 定住・企画戦略
課および各支所地域推進課
※市ホームページおよび南丹
市定住促進サイト「nancla

（ な ん く ら ）」
（ HP http://
www.nancla.jp/）に も 掲
載しています。
問 定住・企画戦略課
TEL（0771）
68-0003

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 10月15日（月）
～10月26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12月
下旬
●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

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

京都府ひきこもり相談窓
口「チーム絆」のご案内
京都府では、民間支援団体
と協働して、ひきこもり状態
にある方やご家族をサポート
する「チーム絆」を設置してい
ます。
「 チーム絆」では、臨床
心理士などの専門スタッフや
ひきこもり経験者などがサ
ポートします。秘密は厳守し
ますので、安心してご相談く
ださい。
【無料】
●チーム絆相談窓口
＜脱ひきこもり支援センター
＞（京都府家庭支援総合セン
ター内）
●受付日時 月～金曜日 午
前9時～午後4時（祝日・年
末年始を除く）
●電話 （075）531-5255
●住 所 京都市東山区清水4
丁目185番地1
＜フリースクール学びの森＞
（南丹地域担当、京都府教育
委員会認定）
●受付日時 月～金曜日 午
前10時 ～ 午 後5時（ 祝 日・
年末年始を除く）
●電話 （0771）
20-4829
●住所 亀岡市南つつじケ丘
大葉台2-44-9
＜絆サテライト＞（南丹サテ
ライト）
●開 設日時 第4木曜 午後
1時～3時（要予約）
●電話 （0771）
20-4829
●場所 京都府園部総合庁舎
第4会議室
問 脱ひきこもり支援センター
TEL（075）
531-5255
第306号
info@city.nantan.lg.jp
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激励金助成事業の申請に
ついて
皆さんからお寄せいただい
た歳末たすけあい募金を原資
に、激励金助成事業を実施し
ます。該当される方は申請し
てください。
●助成対象者 南丹市に住民
票を有する在宅の方で、①
または②に該当される方
①身 体障害者手帳1級、精神
障害者手帳1級、療育手帳
Aのいずれかをお持ちの方
②要介護5の方
※ただし、①②いずれも生活
保護世帯は除く
●助 成額 激励金として1人
当たり5,000円を助成
※激励金については、民生児
童委員の方からお渡しいた
だきます。
●申 請方法 10月31日（水）
までに、問合せ先または各
支所市民生活課、社会福祉
協議会各支所窓口で申請し
てください。電話でも受け
付けます。
南丹市共同募金委員会事務局
問 南丹市社会福祉協議会地域
福祉課
TEL（0771）
72-3220
問 社会福祉課
TEL（0771）
68-0007

歳末たすけあい募金助成
事業の申請について
年末年始に、住民同士のつ
ながりづくりを目的とした事
業を実施される団体に助成し
ます。本事業は、歳末たすけ
あい募金を原資に実施するも
のです。
●対 象 市 内 の 非 営 利 団 体
（ボランティア活動、市民
活動、当事者活動などを行
う団体）
●対象事業 12月1日～平成
31年1月31日 に 実 施 さ れ
る事業で、本事業の目的に
合う事業
2
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●助 成金額 1事業につき5
万円以内
●対象経費 会議費、事務費、
備品購入費、交通費などそ
の他事業実施に必要な経費
※備品購入費については、活
動の発展に役立つかどうか
という観点から、必要性、
使用頻度などにより判断し
ます。
※人件費は対象外です。
※飲食費については、レクリ
エーションとして調理し、
交流する場合の材料につい
てのみ対象としますが、そ
の他は対象外です。
●申請方法 11月5日（月）ま
でに、問合せ先および各支
所市民生活課、社会福祉協
議会各事務所窓口に備え付
けの申請用紙に必要事項を
記入の上、必要書類を添え
て問合せ先または各支所市
民生活課、社会福祉協議会
各事務所窓口に提出してく
ださい。
●審査方法 南丹市共同募金
委員会が申請書類とヒアリ
ングで審査します。
※審査日は別途連絡します。
●その他 助成決定後、助成
金をお支払いします。事業
終了後は、必ず報告書、決
算書を提出してください。
南丹市共同募金委員会事務局
問 南丹市社会福祉協議会地域
福祉課
TEL（0771）
72-3220
問 社会福祉課
TEL（0771）
68-0007

無承認・無許可の医薬品
に気をつけましょう
近年、健康食品が手軽に購
入できるようになりました。
しかし、健康食品の中には、
医薬品ではないのに、
「病気に
効く」などと広告しているも
のもあります。
これらの商品を「無承認・
無許可医薬品」と言い、安全
問 ＝申込・問合せ先

性が確認されていないため、
使用することは大変危険で
す。
また、海外から個人輸入し
た医薬品の使用による健康被
害も報告されています。何ら
かの問題が生じた場合には自
己責任となるため、個人輸入
にはリスクがあることを認識
し、購入や使用する際は十分
に検討してください。
万が一、体に異常が現れた
場合には、すぐに使用を中止
し、医師などの専門家に相談
してください。
問 南丹保健所環境衛生室
TEL（0771）
62-4754

自衛官候補生の募集につ
いて
●募集種目 自衛官候補生
●応 募資格 18歳以上27歳
未満の男子
●受付期限 随時受け付けて
います。
●試験日 受け付け時にお知
らせします。
●入隊後取得機会のある資格
例 大型特殊運転免許、小
型船舶操縦士、航空管制官、
救急救命士、危険物取扱者
（乙種第4類）など
●採用試験などの説明会
11月3日（土・祝）の午後1
時～3時にガレリアかめお
かで、自衛官の仕事と生活
および採用種目について説
明します。どなたでもご参
加いただけます。
※予約不要、履歴書不要、入
退場自由、服装自由
●そ の 他 ホ ー ム ペ ー ジ は
「自衛隊 京都」で検索して
ください。
問 防衛省自衛隊亀岡募集案内
所
TEL（0771）
24-4170

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

労働保険の成立手続きは
お済みですか
労働保険とは、労働（通勤）
災害や失業などが発生した際
に、保険給付などを行うこと
により、労働者の福祉の増進
を図る制度で、政府が管理、
運営している強制保険です。
原則として、労働者を一人
でも雇用していれば事業主は
成立手続き（加入手続き）を行
わなければなりません。
ご相談は、最寄りの労働基
準監督署や公共職業安定所で
もお聞きしています。
問 京都労働局労働保険徴収課
TEL（075）
241-3213

スプリングスひよし臨時
休館のお知らせ
施設の定期点検のため全館
休館します。皆さんにはご不
便、ご迷惑をお掛けしますが、
快適で安全な運営のため、ご
理解とご協力をお願いしま
す。
●休 館日 11月12日（月）～
15日（木）
※ただし、レストランおよび
売店は15日（木）から営業
します。
問 スプリングスひよし
TEL（0771）
72-1526

園部町河原町 市道川北
線の通行止めについて
国道9号園部大橋の架替工
事に伴い、園部大橋左岸側（園
部町河原町）の市道川北線の
約40mの区間について全面
通行止めを行います。
通行止め期間中は、下流側
の宝福寺橋を迂回してくださ
い。
ご不便をおかけしますがご
理解とご協力をお願いしま
す。

＝メールアドレス

●通 行止め期間 10月16日
（ 火 ）～ 平 成31年3月31日
（日）まで（予定）
※10月21日（日）の「3区合同
秋祭り」の日を除く。
問 国土交通省京都国道事務所
京都第二維持出張所
TEL（075）
821-1970

案内しています。まずはご
相談ください。
問 南 丹 市 消 費 生 活 相 談 窓 口
（商工観光課内）
TEL（0771）
68-0100
問 南丹広域振興局商工労働観
光室
TEL（0771）
23-4438

京都府ナースセンターの
出張相談を開催します

相談会
税理士による成年後見・
相続税無料相談会
●日時 10月20日（土）午前
10時〜午後4時30分（受け
付けは午後4時まで）
※相談は1人30分以内
●場所
・ゼスト御池地下1階 寺町広
場
・あべのハルカス近鉄本店ウ
イング館5階 街ステーショ
ン
・御影クラッセ3階
・イ オンモール大和郡山3階
フードコート前
・イオンモール和歌山3階 イ
オンホール
・イオンモール草津2階 イオ
ンホール
●費用 無料 ※申込不要
問 近畿税理士会
TEL（06）
6941-6886

多重債務無料法律相談の
ご案内
借金の返済でお悩みの方を
対象に、弁護士が相談に応じ
ます。借金問題は必ず解決で
きます。まずはお問い合わせ
ください。
【無料】
●日時 10月23日（火）
午後5時〜6時30分
※1人30分以内
●場所 園部公民館
●申 込方法 10月22日（月）
午後4時までに、電話でお
申し込みください。
※上記以外の無料相談会場も

HP ＝ホームページアドレス

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 11月7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

身体障害者巡回更生相談
のお知らせ
●日時 11月9日（金）
午前10時〜11時15分
●場所 日吉はーとぴあ
●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 11月2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

〒 ＝郵便番号・住所

第306号
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子育て支援
平成31年度市立保育所の利用申し込みについて
平成31年度において、南丹市立保育所の利用を希望される方
は、次のとおりお申し込みください。
●入 所対象 市内在住で、父母などの保護者のいずれもが、家
庭で保育することが困難な場合にある子ども（転入予定の方
も含む）
●市立保育園の概要
保育所名

所在地

入所対象児

園部保育所

園部町木崎町 1歳児〜5歳児

城南保育所

園部町城南町

0歳児（満6カ月児）、
2歳児〜5歳児

八木中央保育所
八木町西田
（八木中央幼児学園長時部）

1歳児〜5歳児

八木東保育所
（八木東幼児学園）

八木町北屋賀

0歳児（満6カ月児）
〜5歳児

日吉中央保育所

日吉町保野田

0歳児（満6カ月児）
〜5歳児

胡麻保育所

日吉町胡麻

1歳児〜5歳児

興風保育所

日吉町田原

1歳児〜5歳児

みやま保育所

美山町島

0歳児（満1歳児）
〜5歳児

知井保育所

美山町中

1歳児〜5歳児

※入所対象児の年齢は、平成31年4月1日現在の年齢です。0歳
児については（ ）内の月年齢に達してからが対象になります。
※城 南保育所の1歳児については、平成31年度の新規申し込み
は受け付けません。

平成31年度市立幼稚園の利用申し込みについて
平成31年度において、南丹市立幼稚園の利用を希望される方
は、次のとおりお申し込みください。
●入園対象 市内在住の3歳児から5歳児（平成25年4月2日〜平
成28年4月1日生まれ）の子ども（転入予定の方も含む）
●市立幼稚園の概要
幼稚園名
所在地
入園対象児
園部幼稚園
園部町小桜町 3歳児〜5歳児
八木中央幼稚園
八木町西田 3歳児〜5歳児
（八木中央幼児学園短時部）
※入園対象児の年齢は、平成31年4月1日現在の年齢です。
●申請書類など 支給認定申請書、幼稚園利用申込書
※利 用案内および提出書類は、10月24日（水）から配布します。
各受付場所に備え付けるほか、市ホームページからもダウン
ロードできます。
●受付期間 11月1日（木）〜22日
（木） ※土・日・祝日は除く
4
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問 ＝申込・問合せ先

※興風保育所については、希
望者が少数の場合、第2希
望の保育所への入所となり
ます。
●申請書類など 支給認定申
請書、保育施設及び保育事
業利用希望申込書のほか、
世帯の状況に応じて添付書
類として就労等証明書、医
師の診断書などが必要で
す。
※募 集 要 項 お よ び 提 出 書 類
は、10月24日（水）から配
布します。各受付場所に備
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。
●受付期間 11月1日（木）〜
22日（木）
※土・日・祝日は除く
●受付場所 各保育所、子育
て支援課および各支所市民
生活課
※開所および開庁時間内にお
越しください。
●利用料 市町村民税額を用
いて算定します。
問 子育て支援課
TEL（0771）
68-0017
※各市立保育所にもお問い合
わせいただけます。

●受付場所 各幼稚園、子育
て支援課および各支所市民
生活課
※開園、開庁時間内にお越し
ください。
●利用料 市町村民税額を用
いた算定となります。
※八木中央幼稚園は、給食費
3,500円が別途必要です。
問 子育て支援課
TEL（0771）
68-0017
問 園部幼稚園
TEL（0771）
68-0083
問 八木中央幼児学園
TEL（0771）
42-5189

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

平成31年度すこやか学
園入園申し込みについて
平成31年度において、幼
児の館「すこやか学園」の入園
を希望される方は、次のとお
りお申し込みください。
●施 設名 幼児の館「すこや
か学園」
※すこやか学園とは、集団の
中での遊びの場を通じ、子
どもの心身の健全な発達を
助長し、また親同士が子育
てについて学び合い、親子
が触れ合い、育ち合うこと
を目的に、保育を必要とし
ない2歳児を対象に、保護
者同伴で利用いただく施設
です。
●所 在地 園部町小桜町
（園
部幼稚園内）
●定員 20人×2学級
●入 園対象 市内在住の2歳
児とその保護者（転入予定
の方も含む）
※入園対象児の年齢は、平成
31年4月1日現在の年齢で
す。
●開 設日 週2日（月、木曜日
クラスと火、金曜日クラス）
※ク ラスは指定できません。
クラス編成は園で行いま
す。
●開設時間 午前の2時間
●使用料 月額2,000円
●提出書類 入園申込書
※利用案内および入園申込書
は、10月24日（水）から配
布 し ま す。 各 受 付 場 所 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。
●受付期間 11月1日（木）〜
22日（木）
※土・日・祝日は除く
●受付場所 園部幼稚園、子
育て支援課および各支所市
民生活課
※開園および開庁時間内にお
越しください。

＝メールアドレス

※定 員を 超 え て 申 し 込 み が
あった場合は、抽選で入園
者を決定します。
問 子育て支援課
TEL（0771）
68-0017
問 園部幼稚園
TEL（0771）
68-0083

子育て支援（催し）
託児付きカフェよっとい
でのお知らせ（10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 10月29日（月）
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 親子リトミック＆カ
フェ
●参 加協力金 500円（無農
薬コーヒーと手作りおやつ
付き）
●申 込方法 10月27日（土）
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。
問 みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
TEL 090-6962-6455

※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 11月8日（ 木 ） 午 前
10時30分〜11時30分
●内容 親子で3B体操
＜子育て広場0歳〜＞
●日 時 11月9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
＜子育て講座＞
●日時 11月15日（木）午前
10時30分〜11時30分
●内容 都智華子ボディケア
セラピストによる「ママの
心とからだを整えるセルフ
ケア」
＜お話会＞
●日時 11月16日（金）
午前10時30分〜11時
＜ベビーマッサージ＆ミニ講
座＞
●日時   11月22日（木）午前
10時30分〜11時30分
●持ち物 バスタオル
＜親子リトミック＞
●日時 11月28日（水）午前
10時30分〜11時30分
問 南丹市子育てすこやかセン
ター
TEL（0771）
68-0082

子育てすこやかセンター
11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。
●場所 南丹市子育てすこや
かセンター
●集 合時間 開始時間の15
分前までにお集まりくださ
い。
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新刊図書のご案内

催し

南丹市立図書館「新刊図書」のご案内

第12回京都丹波美術工
芸教育展を開催します

＜一般書＞
◆全国旅をしてでも行きたい街の本屋さん◆信長はなぜ葬られ
たのか（安部龍太郎）◆全国2954峠を歩く
（中川健一）◆奈良・大
和路 2018 ◆どこにでも神様（野村進）◆森林官が見た山の彼方
の棲息者たち（加藤博二）◆アフリカのことわざ（アフリカのこと
わざ研究会編）◆自衛隊イラク日報（防衛省原文、志葉玲監修）◆
繕う愉しみ（ミスミノリコ）◆ときめくクラゲ図鑑
（峯水亮写真・
文）◆回転寿司になれる魚図鑑（松浦啓一監修）◆新カドタ式生ご
みでカンタン土づくり（門田幸代）◆1枚仕立てのはおりもの◆人
気の手編みざぶとん（橋本真由子）◆かけるだけ、あえるだけ醤
（ジャン）の本（ワタナベマキ）◆萱（柳沢直、柏春菜他）◆野菜作
り「コツ」の科学（佐倉朗夫）◆世界の美しい公園（パイインターナ
ショナル編著）◆阿修羅像のひみつ（興福寺監修）◆ナトセンおす
すめYA映画館
（名取弘文）◆サッカー・ルールの発見（福田純）◆
仕覆作りは茶道の楽しみ、暮らしの彩り（田中真紀子）◆見たま
ま書くだけ！宣伝・貼り紙・注意書き6カ国語文例集（看板・掲
示板研究会編）◆すぐ死ぬんだから（内館牧子）◆北のあけぼの
（沖藤典子）◆日傘を差す女（伊集院静）◆たそがれてゆく子さん
（伊藤比呂美）◆ガラスの殺意（秋吉理香子）◆ざんねんなスパイ
（一條次郎）◆洗濯屋三十次郎（野中ともそ）
＜児童書＞
◆YouTuber教室（FULMA株式会社監修）◆10代に語る平成史
（後藤謙次）◆佐藤初女物語（あんずゆき）◆どうぶつのかおなら
べてみた！（高岡昌江）◆びっくり！変な名前の生き物◆義肢装
具士の一日（WILLこども知育研究所編）◆あいことばは名探偵
（杉山亮）◆みちのく妖怪ツアー（佐々木ひとみ、野泉マヤ他）◆
ぼくがスカートをはく日（エイミ・ポロンスキー）◆人生を変え
るアニメ（河出書房新社編）
＜絵本＞
◆あーん！はがぬけない（くすのきしげのり）◆あきぞらさんぽ
（えがしらみちこ）◆ぎゅぎゅぎゅー（駒形克己）◆ロッキーくん
とおかあちゃん（しまげ）◆あめだま（ペクヒナ）◆アンナとビイ
プ（こみねゆら）◆わくわく！れっしゃでかぞくりょこう（サトシ
ン）◆きゅうきゅうしゃのぴーとくん（正高もとこ）◆ソフィ―と
ちいさなおともだち（パット・ジトロー・ミラー）◆かにのしょ
うばい（新美南吉）
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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問 ＝申込・問合せ先

南丹地区の保育所、幼稚園
から大学校までの幼児、児童、
生徒が制作した美術工芸作品
を一堂に展示します。
【無料・
申込不要】
●日時 10月20日（土）午前
9時～午後5時、21日（日）
午前9時～午後3時
●場所 国際交流会館、南丹
市立文化博物館
●展示作品 南丹地区の公立
保育所、幼稚園、小学校、
中学校、義務教育学校、高
等学校、特別支援学校の幼
児、児童生徒ならびに京都
伝統工芸大学校の学生およ
び卒業生が制作した美術工
芸作品など（約1,200点）
問 京都丹波美術工芸教育展実
行委員会事務局（京都府南
丹教育局内）
TEL（0771）
62-0354

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。
＜天文教室＞
●日時 10月20日（土）
午後7時～9時
●場所 丹波天文館
●内容 月、火星、土星、秋
の星座などを観望
●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 10月19日（金）
まで
ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

＜テニス教室＞
●日 時 10月24日 ～ 12月
12日の毎週水曜日（全8回）
午後1時30分～3時30分
●場所 テニスコート
●内容 初心者、初級者向け
のテニス教室
●参加費 5,000円
●定員 50人
●対象 18歳以上
※無 料保育ルームあり（要申
込）
●申 込期限 10月23日（火）
まで
＜太極拳教室＞
●日時 10月26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
＜ツリークライミング教室＞
●日時 11月3日（土・祝）
午 前10時 ～ 午 後3時30分
（体験時間約90分）
●場所 こどもの広場
●内容 専用のロープを使用
して木に登る
●参加費 2,000円
●定員 30人
●対象 小学生以上
●申込期限 11月2日（金）ま
で
●その他 空きがあれば当日
参加も可能です。
＜丹波公園まつり＞
●日時 11月3日（土・祝）
午前9時～午後3時頃
●場所 公園一帯
●内容 京都丹波ロードレー
ス、京都丹波ふるさと特産
展うまいもの市、菊花展、
ツリークライミング教室な
ど
＜京都フローラ野球教室＞
●日時 11月10日（土）
午後1時～3時
●場所 球技場
●内容 京都フローラ女子プ
ロ野球選手による小学生野
球指導
＝メールアドレス

●参加費 300円
●定員 100人
●対象 小学生
●申 込 期 限 11月3日（ 土・
祝）まで
＜グラウンド・ゴルフ大会＞
●日時 11月27日（火）
午前9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 10月27日（土）
午前9時から団体受付開始
します。共通事項のほか、
氏名にはふりがなおよび性
別、生年月日、FAX番号を
追記してください。
＜京都サンガF.Cサッカー教
室＞
●日 時 11月23日（金・祝）
午前10時～正午
●場所 陸上競技場
●内 容 京都サンガF.Cサッ
カースクールの小学生サッ
カー指導
●参加費 300円
●定員 200人
●対象 小学生
●申 込期限 11月16日（金）
まで
問 丹波自然運動公園
TEL（0771）
82-0560
FAX（0771）
82-0480
k ouen@kyoto-tanbapark.
or.jp
〒 622-0232 京 丹 波 町 曽 根
崩下代110-7

なんたにあんキッズカー
ニバルを開催します
「世界のことをもっと知ろ
う」をテーマに、世界のいろ
いろな国の遊びや体を動かす
ゲーム、ものづくりを在住外
国人の方と一緒に楽しみまし
ょう。世界の絵本コーナーも

HP ＝ホームページアドレス

あります。
●日時 10月21日（日）
午後1時～4時30分
●場所 国際交流会館地階コ
スモホール
●主催 南丹市国際交流協会
●共催 （公財）南丹市情報セ
ンター
●後 援 南丹市教育委員会、
（公財）京都府国際センター
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

Ｃｌｕｂ Ｊ-ＷＥＳＴの森
森づくりイベントを開催
秋のさわやかな一日、森に
親しんでいただく多彩なイベ
ントを開催します。
●日時 10月21日（日）
午前10時30分～
※雨天中止
●場 所 ス チ ー ル の 森 京 都
（府民の森ひよし）
※JR園部駅から無料シャト
ルバスを午前9時55分～午
後0時55分の間で、1時間
毎に運行します。
●内容など
＜自然観察＞【先着順・無料】
午 前10時30分 ～、 午 後2
時～
＜木 工教室＞【先着順・500
円】 午前11時～、午後1
時～、午後2時30分～
＜体 験・実演コーナー＞
【先
着順】
・薪割・丸太切り体験：午前
11時45分～、午後2時～
・燻製づくりミニ講座：午後
1時 ～、 午 後1時40分 ～、
午後2時20分～
・バウムクーヘンづくり：午
後1時～
・森 の カ フ ェ コ ー ナ ー（ 有
料）：午前10時30分～

≪裏面につづく≫
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・地元農産物のミニ販売コー
ナー：午前10時30分～
・おにぎり、豚汁ふるまい：
正午～（先着100人）
※開始時間や内容が変更にな
る場合があります。
問 公益社団法人京都モデルフ
ォレスト協会
TEL（075）
823-0170

「美山の歴史探訪」を開
催します
美山町下平屋の重要文化財
を回ります。会員以外の参加
者も募集しますので、気軽に
ご参加ください。
【無料・申込
不要】
●日時 10月24日（水）
午後2時～4時 ※少雨決行
●集合場所 下平屋集落セン
ター
●見学先 西乗寺、小林家
●その他 フィールドワーク
ですので動きやすい服装で
ご参加ください。飲み物な
どは各自ご持参ください。
●主催 美山の文化財を守る
会
問 社会教育課美山担当
TEL（0771）
68-0044

2018氷室の郷「収穫ま
つり」を開催します
●日時 10月28（日）
午前10時～午後3時
●場所 氷室の郷
※雨天時はホールで開催
●内容
・イベント：オープニング催
し、和太鼓演奏、管打楽器
アンサンブル演奏、ヒップ
ホップダンス、八木中学校
吹奏楽部演奏など
・体験コーナー：新米の食味
分析体験（新米チェック希
望の方は玄米0.5合をご持
参ください。）、ジャンボか
ぼちゃ重さ当てクイズ、コ
ラボクイズ、大型農業機械
展示、おもちゃかえっこバ
8
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ザールなど
・美味しいコーナー：たこ焼
き、焼きそば、フランクフ
ルト、だんご、焼きいもな
ど
問 八 木農村環境公園
「氷室の
郷」
（月曜休館）
TEL（0771）
43-1128

美山ふるさと祭を開催し
ます
市民相互の交流と地域の活
性化を図ることを目的に開催
します。
【入場無料】
●日 時 11月3日（ 土・ 祝 ）
午前8時45分～午後3時
※雨天決行
●場所 市役所美山支所およ
び美山文化ホール周辺
●内容
①野 外 ス テ ー ジ 企 画（ 午 前
10時～午後2時）：もくも
くコンクール表彰式、市民
参加ステージ
②テ ント販売（午前8時45分
～ 午 後3時 ）： 郷 土 食 や 特
産品、加工食品などの販売、
フリーマーケット、買物券
販売、スタンプラリー、ガ
ラガラ抽選会
③お楽しみ福引大会抽選会：
午後2時～3時（受付：午前
9時～午後1時）
※お楽しみ福引大会に参加す
る場合は、この記事が掲載
された「お知らせなんたん」
を総合案内テントにお持ち
ください。福引券と交換し
ます。
④展 示体験コーナー（午前8
時45分～午後3時）：ふれ
あいバザー、農林産物品評
会・即売会、献血、南丹・
京丹波木材まつり（もくも
くコンクール作品展、木工
教室）ほか
※都合によりプログラムを変
更する場合があります。
問 美山ふるさと祭実行委員会
事務局（美山支所地域推進
課内）
問 ＝申込・問合せ先

TEL（0771）
68-0040

企業・団体向け人権研修
の開催について
職場での人権意識の高揚を
目的に、
「企業・団体向け人権
研修」を実施します。今回は、
「ワーク・ライフ・バランス」
をテーマに、仕事と子育て・
介護の両立や、自分らしい生
き方・働き方について皆さん
と一緒に考えます。個人参加
も可能ですのでぜひご参加く
ださい。
【無料・申込不要】
●日時 11月6日（火）
午後3時30分～5時
●場 所 市役所本庁2号庁舎
3階301会議室
●テ ーマ 「働くあなたのワ
ーク・ライフ・バランス」
●講師 公益財団法人京都市
男女共同参画推進協会
●主催 南丹市人権教育・啓
発推進協議会
問 人権政策課
TEL（0771）
68-0015

第14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 11月9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
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

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

第44回南丹市園部町文化祭を開催します
毎年恒例の園部町文化祭を開催します。お誘い合わせの上、ぜひご来場ください。
＜お茶席＞
●日時 11月3日（土・祝）午前11時～午後2時 ●場所 園部公民館1階ロビー
●費用 200円（お菓子付き）
＜出展の部＞
●時間 いずれも午前9時～午後5時 ※各会期の最終日は午後4時まで
●場所 園部公民館
●日時・出展団体
日時
出展団体
嵯峨御流淇水会、池坊華月会、池坊清々会、花すみれ、華泉会、園部短歌
11月3日（土・祝）～4日
会、うたがき短歌会、如月短歌会、あらくさ短歌会、淇光句会、園部白朱
（日）
会、すぎなの会、土筆会、墨寿会、硯友会、どんぐり、個人出展 ほか
面友会、秋霜会、童画サークル、丹光会、園部写友会、撮朗会、園部町絵
11月10日（ 土 ）～ 11日 手紙サークル、城南町いきいきサロンあじさい会、宮町いきいきサロン「華
（日）
倶楽部」、こぶし会、聖家族幼稚園、園部幼稚園、園部保育所、城南保育所、
丹波支援学校、園部共同作業所、個人出展 ほか
＜出演の部＞
●場所 国際交流会館コスモホールほか（※は会場が異なります）
●日時・出演団体 ※時間は、進行状況により前後する場合があります。
日時
出演団体（出演順）
らべんだ～ずオカリナアンサンブルチャーミーママ、神心流尚道館園部支
11月3日（土・祝）
部園部町文化協会部、河鹿合唱団、富本クラブBEAT BOX、コンビニ劇団、
午後1時～午後5時
クレージーモンキーズ、園部吹奏楽団（幕間出演）
11月4日（日）
童謡・唱歌ひまわり、五十鈴会、日舞川勝流えりや会、園部民謡クラブ、
午 前10時30分 ～ 午 後6 南丹ゴールデンエイジ混声合唱団「まゆみ」、雅美流雅美会、山口理恵、御
時
幸会、園部カラオケ同好会「園歌」、園部吹奏楽団（幕間出演）
11月11日（日）
園部吹奏楽団（ソロ・アンサンブルコンサート）
午後2時～4時 ※
※場所：カトリック丹波教会園部聖堂
11月18日（日）
丹波史談会（研究発表）
午後1時～5時 ※
※場所：園部公民館
11月18日（日）
響弦会（結成25周年コンサート） 協力金：500円
午後1時～4時 ※
※場所：国際交流会館イベントホール
11月25日（日）
カラオケサークル「公孫樹」
午後6時30分～8時30分
＜体験コーナー＞
●場所 園部公民館
●日時・参加団体
日時
団体（内容）
自彊術同好会（健康体操）
11月10日（土）
●服装 動きやすい服装、5本指靴下（お持ちであれば）
午後2時～3時15分
●準備物 バスタオル
3B体操サークル
●服装 上靴、動きやすい服装
11月28日（水）
午後1時30分～2時30分 ●準備物 着替え、タオル、水分
●申込方法 11月20日（火）までに電話でお申し込みください。
●主催 園部町文化協会、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） TEL（0771）63-5820（月・祝日休館）

＝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306号
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「木こり体験」の参加者
を募集します
木を伐って木を植える基本
的な作業を通して、人と山の
暮らしについて考えてみませ
んか。
●日時 11月18日（日）
午前9時30分～午後4時
※荒天中止
●集合場所 ムラの駅たなせ
ん（美山町鶴ヶ岡）
●内容 間伐（伐倒）、玉切り、
植栽（クヌギ）、獣害防止用
具設置、地域の見どころ案
内（音谷の滝など）
●参 加 費 3,000円（ ラ ン チ
付き、保険代含む、小学生
以下は半額）
●持ち物 作業服、長靴、タ
オル、軍手、飲料、着脱し
やすい防寒着
●定員 15人（先着順）
●申 込方法 11月12日（月）
午後5時までに、氏名、生
年月日、荒天中止時に連絡
のつく電話番号を、電話で
お申し込みください。
問 鶴ヶ岡振興会
TEL（0771）
76-9020

京都新光悦村秋まつりを
開催します
明治150年の節目の年に、
文化庁地域文化創生本部事務
局の方をお招きして、文化庁
の京都移転に向けての取組に
ついて講演いただくほか、健
康管理ができるシャツの開発
で注目されているミツフジ株
式会社による講演会を開催し
ます。
ものづくり体験コーナーで
は、ミニ提灯作り体験や陶芸
体験などさまざまなイベント
を開催します。皆さんぜひお
越しください。
●日時 10月27日（土）
午前10時～午後4時
●場 所 京都新光悦村（井筒
八ッ橋本舗新光悦店周辺）
10
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問 京都府産業立地課
TEL（075）
414-4848

日吉地域情報
日吉町文化祭を開催しま
す
今年も日吉町文化祭を開催
します。お誘い合わせの上、
お気軽にお越しください。
※今年から開催場所や日程が
変わっていますのでご注意
ください。
※日吉町内各地域から送迎バ
スを運行します。時刻表な
どについては別途開催チラ
シで案内します。
＜展示の部＞
●日時 11月4日（日）午前9
時〜11日（日）正午
●場所 日吉町生涯学習セン
ターエントランスホール
●内 容 書道、絵画、写真、
陶芸、手芸、草木染など
＜ステージ発表の部＞
●日時 11月4日（日）
正午〜午後5時（予定）
●場所 日吉町生涯学習セン
ターホール
●内容 舞踊、コーラス、オ
カリナ、篠笛、琴、バレエ
など
※お茶席もあります。
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）
TEL（0771）
72-3300

パソコン講座を開催しま
す
オリジナルカードやハガキ
を作りながら、ワードやエク
セルを学びます。お気軽にご
参加ください。
●日時 11月6日、13日、20
日、27 日、12 月 4 日、11
日（各火曜日）全6回
午後2時〜4時
問 ＝申込・問合せ先

●場所 日吉町生涯学習セン
ターIT研修室
●内容 スマートフォンで撮
影した写真を印刷したり、
ハガキやカードなどに写真
を挿し込んで印刷したりす
る講座
●講師 荒川晃裕 氏
徳本義治 氏
●対象 日吉町在住または在
勤の方
●定員 13人（先着順）
●参加費 1,500円（教材費）
※初 回 時 に お 支 払 い く だ さ
い。テキストは講師が準備
します。
●申 込方法 10月25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。
●そ の 他 USBメ モ リ ー を
ご持参ください。お持ちで
ない場合、実費負担で用意
します。
問 日吉町生涯学習センター
TEL（0771）
72-3300
FAX（0771）
72-3311

美山地域情報
美山町文化祭を開催しま
す
皆さんお誘い合わせの上、
ぜひお越しください。
●日時 10月27日（土）
舞台：午後1時〜
展示：午前10時〜
●場所 美山文化ホール大ホ
ール（舞台）、ギャラリー（展
示）
●舞台内容 よし笛、コーラ
ス、民謡、詩吟、大正琴、
オカリナなどを予定
●展 示内容 書道、水彩画、
俳句、押花、キルト作品な
どを予定
●主催 美山町文化協会
問 社会教育課美山担当
TEL（0771）
68-0044
ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

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
＝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306号
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なんたんテレビ（11ch）番組表（平成30年10月16日〜31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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