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お知らせ
国民健康保険被保険者証
の更新について
現在お持ちの被保険者証の
有効期限は本年7月31日まで
となっています。3月に一斉
更新はありませんので、ご留
意ください。
●更 新 時 期 毎 年7月 下 旬
（郵送による交付）
●有 効 期 限 毎 年8月1日 か
ら7月31日まで
※退 職被保険者証で65歳到
達の方とその被扶養者の方
または75歳到達で後期高
齢者医療制度に移行する方
は有効期限が異なります。
（有効期限までに新しい被
保険者証を郵送します。）
●その他 国民健康保険の脱
退は手続きが必要です。勤
務先の健康保険に加入され
ても、勤務先から市役所に
は届出がありませんので、
加入者による手続きが必要
です。

問 保健医療課

TEL（0771）
68-0011

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

技能修得資金の支給申請
について
中学校および高等学校を卒
業して、技能修得施設（専門
学校など）へ進学される方を
支援するため、技能修得資金
を支給します。
●対象 市内在住で、経済的
な理由から技能修得が困難
な方
※施設の要件、所得制限など
があります。詳細はお問い
合わせください。
●申請期間
・第1次申請：3月20日（水）
まで
・第2次申請：3月22日（金）
～4月18日（木）
●その他 申請書は、京都府
南丹保健所福祉室、市役所
社会福祉課および各支所市
民生活課に備え付けていま
す。
問 京都府南丹保健所福祉室
TEL（0771）
62-0363
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

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

クラブミーティングルー
ム登録団体を募集します
日吉町生涯学習センターで
は、平成31年度クラブミー
ティングルーム利用の登録申
請を受け付けています。
登録された団体は、約20
人の会議ができるクラブミー
ティングルームを年間に何回
でも利用できます。
●使 用期間 平成31年４月
から平成32年３月まで
●使用時間 午前９時〜午後
10時
●休室日 日吉町生涯学習セ
ンターの休館日に準ずる。
●資格 次の①〜③全てに該
当すること
①団 体 の 構 成 員 が ５ 人 以 上
で、その半数以上が市内在
住、在勤または在学中であ
ること
②社会教育の推進または文化
芸術活動の推進に寄与する
団体であること
③センターの運営に積極的に
協力できる団体であること
●登 録 料 年 間10,280円
（10月以降利用の場合は、
5,140円）
●申込方法 3月24日（日）ま
でに団体構成員名簿、活動
実績および活動計画書を添
付の上、お申し込みくださ
い。
問 日吉町生涯学習センター
TEL（0771）
72-3300
FAX（0771）
72-3311
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４月７日は京都府議会議員一般選挙の投票日です
京都府議会議員一般選挙が4月7日（日）に執行されます。投票できる方は、日本国民であり平成13
年4月8日以前に生まれた方（満18歳以上）で、南丹市の区域内に引き続き3カ月以上住所を有する方
（平成30年12月28日以前に住民登録された方）です（公職選挙法で定める選挙権の欠格事項に該当す
る方を除く）。投票時間は午前7時から午後8時までで（一部、閉鎖時刻を繰り上げます）、各地域の
投票所は次ページの投票所一覧のとおりです。
●期日前投票について
仕事、用事、旅行、病気、出産などのため、投票日の当日、投票所に行けないと見込まれる方のために、
投票日の前でも次の場所、期間中に投票ができます。
投票できる場所
期日前投票期間
市役所本庁
3月30日（土）～4月6日（土）
市役所八木支所、市役所日吉支所、市役所美山支所
4月1日（月）～6日（土）
※期日前投票時間は、いずれも午前8時30分から午後8時までです。お住まいの地域に関係なく、い
ずれの期日前投票所でも投票できます。
●不在者投票について
仕事や旅行などで、選挙期間中、南丹市以外の市区町村に滞在している方は、南丹市選挙管理委
員会に、直接または郵便などで投票用紙など必要な書類を事前に請求していただくと、滞在先の市
区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、京都府選挙管理委員会が指定する病院や
施設に入院・入所している方は、その施設内で不在者投票ができます。
※投票期間は、期日前投票と同じく、3月30日（土）～4月6日（土）です。
（ただし、滞在先の市区町村
が選挙期間中でない場合は、4月1日（月）から5日（金）までの通常の開庁時間です）
●郵便による不在者投票について
身体障害者手帳などをお持ちで一定の障がいのある方は、郵便を利用して在宅で投票できる「郵便
等による不在者投票制度」があります。この制度を利用するには、事前に手続きをして「郵便等投票
証明書」の交付を受けていただく必要があります。
すでに「郵便等投票証明書」をお持ちの方は、証明書の有効期限が切れていないか確認をお願いし
ます。有効期限が切れている場合は、再申請をお願いします。
※郵便等投票ができる方
障がい等の区分
障がい等の程度
両下肢、体幹、移動機能
1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、
1級または3級
身体障害者
小腸
免疫、肝臓
1級から3級まで
両下肢、体幹
特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、
戦傷病者
特別項症から第3項症まで
肝臓
介護保険の被保険者 要介護状態区分
要介護5
また、郵便などによる不在者投票をすることができる方で、次に該当する方は、あらかじめ南丹
市選挙管理委員会に届け出た人による代理記載ができます。
障がい等の区分
障がい等の程度
身体障害者
上肢または視覚
１級
戦傷病者
上肢または視覚
特別項症から第2項症まで
●最近、南丹市へ転入された方、南丹市から転出された方の投票方法
最近、住所を移転された方は、投票の場所が変わることがあります。次の表により、お間違えの
ないようにしてください。
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問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

【南丹市へ転入届を出された方】
届出の日（住民登録の日）
京都府以外から 平成30年12月28日以前
平成30年12月29日以後
転入された方
平成30年12月28日以前
京都府内の他の
市町村から転入
平成30年12月29日以後
された方
【南丹市へ転出届を出された方】
届出の日（住民登録の日）
京都府以外へ転
全期間
出された方
平 成30年12月28日 以 前
京都府内の他の に新住所地に転入の届出
市町村へ転出さ
平 成30年12月29日 以 降
れた方
に新住所地に転入の届出
●投票所一覧
投票区
第1区
第2区
第3区
第4区
第5区
第6区
第7区

投票場所・選挙権の有無
南丹市で投票できる
全ての市区町村で投票できない
南丹市で投票できる
前住所地で投票できる（南丹市では投票できない）
※引き続き京都府内に住所を有することの確認を受け
る必要があります。
投票場所・選挙権の有無
全ての市区町村で投票できない
新住所地で投票できる

南丹市で投票できる（新住所地では投票できない）
※引き続き京都府内に住所を有することの確認を受け
る必要があります。
投票所は入場券に表示してありますので、ご確認ください。

投票所
南丹市園部公民館
小桜町公民館
＜専＞京都建築大学校
新町区公民館
南丹市立園部中学校
南丹市園部スポーツセンター
新堂区公民館
南丹市川辺地域活性化センター
第8区
（旧南丹市立川辺小学校）
第9区 南丹市園部仁江文化センター
第10区 竹井公民館
第11区（旧）南丹市立摩気小学校
第12区 口人区公民館
南丹市西本梅地域活性化センター
第13区
（旧南丹市立西本梅小学校）
第14区 天引区公民館
第15区 大河内公民館
第16区 若森区公民館

投票区の区域など
宮町、上本町、本町、若松町、美園町、上木崎町、河原町
小桜町、城南町
小山西町、栄町
新町、小山東町
横田、黒田、京都太陽の園、こひつじの苑
木崎町、内林町、瓜生野、千妻、曽我谷、長生園
新堂、熊崎
船岡、高屋、大戸、熊原、佐切、越方
仁江、船阪
竹井
大西、宍人
半田、口人、口司

埴生、南八田、あけぼの学園

天引
法京、大河内
殿谷、南大谷、若森
本町1丁目、栄町1丁目・2丁目、垣内、京都中部総合医
第17区 南丹市役所八木支所
療センター
第18区 南丹市八木防災センター
本町2丁目・3丁目・4丁目・5丁目・6丁目、栄町3丁目
第19区 南丹市立八木西小学校
本郷東、本郷西、本郷南、本郷北
第20区 青戸公民館
青戸、屋賀上
第21区 西田公民館
西田、井ノ尻、ヴィラ多国山
第22区 南丹市八木東部文化センター
観音寺、屋賀、北屋賀
第23区 氷所コミュニティセンター
氷所
第24区 日置会議所
日置
第25区 北広瀬区公民館
刑部、北広瀬
第26区 南丹市八木北地区自治振興会館 船枝、室橋、諸畑、ラポール八木
第27区 山室ふれあいセンター
山室
＝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316号
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投票区
投票所
投票区の区域など
第28区 野条公民館
野条、池上
第29区 南丹市八木西地区自治振興会館 鳥羽、玉ノ井、八木嶋の一部（新町、片原、町田）
第30区 室河原公民館
美里、室河原、木原、池ノ内
大薮、折戸、南広瀬、柴山、八木嶋（第29区に属する区
第31区 南広瀬公民館
域を除く）、あけぼの学園
第32区 南丹市八木神吉地区自治振興会館 神吉上、神吉下、神吉和田
第33区 南丹市日吉胡麻基幹集落センター 西胡麻、上胡麻広野
第34区 上胡麻区会議所
上胡麻（広野を除く）
第35区 東胡麻区会議所
東胡麻、はぎの里
第36区 畑郷区会議所
畑郷
第37区 南丹市日吉はーとぴあ
保野田、殿田尾崎および尾崎旭山飛び地、東雲
第38区 志和賀区会議所
志和賀
第39区 佐々江生活改善センター
佐々江
第40区 四ツ谷生活改善センター
四ツ谷
第41区 南丹市日吉興風交流センター
興風、彰徳
第42区 新シ会議所
和田、新シ
第43区 片野生活改善センター
片野、片野団地
第44区 南丹市殿田活力倍増センター
殿田（第37区に属する区域を除く）
第45区 木住集会所
木住
第46区 生畑生活改善センター
生畑
第47区 中世木公民館
中世木
第48区 北集落センター
南、北
午後7時に閉鎖
第49区 知井振興センター
中、河内谷、下
午後7時に閉鎖
第50区 知見公民館
知見
午後6時に閉鎖
第51区 江和集落センター
江和
午後6時に閉鎖
第52区 田歌集落センター
田歌
午後6時に閉鎖
第53区 芦生公民館
芦生
午後6時に閉鎖
第54区 佐々里公民館
白石、佐々里
午後6時に閉鎖
第55区 内久保公民館
荒倉、大内、内久保
第56区 南丹市美山保健福祉センター
上平屋、安掛、野添、長尾、深見
第57区 下平屋集落センター
又林、下平屋
第58区 板橋公民館
原、板橋
第59区 宮脇公民館
宮脇、下吉田
第60区 南丹市役所美山支所
島、長谷、上司、和泉、静原
第61区 高野公民館
高野
午後7時に閉鎖
第62区 南丹市林業者等健康管理センター 鶴ヶ岡
第63区 豊郷公民館
豊郷
午後6時に閉鎖
第64区 盛郷公民館
盛郷
午後7時に閉鎖
第65区 福居公民館
福居
午後6時に閉鎖
第66区 大野地域総合サービスセンター 萱野、大野
第67区 岩江戸担い手センター
三埜
第68区 小渕集落農事集会所
肱谷、小渕、樫原、向山、音海
午後7時に閉鎖
問 南丹市選挙管理委員会事務局
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TEL（0771）
68-0002

問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

風しんの抗体検査および
定期予防接種について
風しんは、発熱および発し
んを主な症状とし、飛沫感染
により人から人へ感染する感
染力が強い疾病です。妊娠中
の女性が風しんに感染する
と、子どもに眼や耳などの障
がいを含む先天性風しん症候
群（CRS）が生じる可能性があ
ります。
昨年7月以降、全国で風し
んの患者数が増加しているこ
とから、国は風しんの追加対
策として、風しん抗体検査と
定期予防接種を速やかに行う
こととしています。南丹市に
おいても、次の方法で抗体検
査と定期予防接種を実施しま
す。期間は3年間の時限措置
です。
●対象者 南丹市に住民票を
有する昭和37年4月2日か
ら昭和54年4月1日の間に
生まれた男性
※ただし、今までに風しん抗
体検査で抗体価陽性と判明
している方は対象外。
●検 査・接種期間 2022年
3月31日まで
＜平成31年3月31日までの抗
体検査・予防接種＞
・医療機関で風しん抗体検査
を受け、抗体検査結果と抗
体検査料の領収書を保管し
てください。
・抗体価陰性の方は、南丹市
協力医療機関で風しん予防
接種を受けてください。
※予防接種は、抗体検査結果
陰性の証明がない方は対象
外となり全額自己負担にな
ります。
※検査と予防接種の詳細はお
問い合わせください。

＝メールアドレス

＜４月１日から２０２２年３
月３１日までの抗体検査・予
防接種＞
検査と予防接種の具体的な
方法は、対象者に個別通知し
ます。
問 保健医療課
TEL（0771）
68-0016

京都中部総合医療センタ
ー助産師募集について
京都中部総合医療センター
は地域の基幹病院として、周
産期（妊娠満22週から生後満
7日未満まで）とその前後期
間の母体・胎児・新生児に生
じがちな突発的事態に対応す
る総合的な医療体制を確保
し、妊娠から出産、産後のケ
ア、ハイリスク分娩に対応し
ています。
その中で、勤務環境の改善
や働き方改革などに取り組み
ながら、新たな助産師の確保
に努めていますが、周産期医
療に携わる助産師が大変不足
しております。周産期医療の
継続が困難になると、地域医
療に重大な支障が生じてしま
います。
京都中部総合医療センター
では、随時助産師の募集を行
っていますので、資格をお持
ちの方はぜひご連絡くださ
い。また、近くに助産師の方
がおられましたらぜひご紹介
ください。
問 京都中部総合医療センター
TEL（0771）
42-2510

京都丹波就農サポート講
座の受講生を募集します
平成31年度の受講生を募
集します。
●日時 4月～10月までの原
則火曜日午後（全10回）
●場所 京都府園部総合庁舎
など

HP ＝ホームページアドレス

●対象 将来中核的農業者を
目指す方（おおむね45歳以
下）または障害者就労支援
施設の支援員
●内 容 土壌肥料、病害虫、
野菜、豆類、鳥獣害対策な
どについて学びます。
●定員 20人程度（書類選考
の上、4月上旬に受講決定
通知を送付します。）
●受講料 無料
※研修内容によって、実費を
求める場合があります。
●申込方法 3月20日（水）ま
でに、申込用紙（南丹農業
改良普及センターおよび南
丹市農政課に備え付け）に
必要事項を記入の上、郵送、
持参、FAX、Eメールのい
ずれかで、お申し込みくだ
さい。
問 京都府南丹農業改良普及セ
ンター
TEL（0771）
62-0665
FAX（0771）
63-1864
nanshin-no-nantan-nokai
@pref.kyoto.lg.jp

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。
●日程 3月13日（水）
●場所・時間
・八 木公民館：午前10時～
11時30分
・シ ミズふないの里：午後1
時30分～3時30分
問 保健医療課
TEL（0771）
68-0016

じん肺健診のお知らせ
じん肺健診の受診を希望さ
れる方はお問い合わせくださ
い。
問 保健医療課
TEL（0771）
68-0016

〒 ＝郵便番号・住所

第316号
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自衛官募集相談員の募集
について
自衛官募集相談員とは、市
町村長と自衛隊地方協力本部
長の連名により委嘱され、自
衛官募集に協力いただいてい
る方々です。
●活動内容 自衛官志願者に
関する情報の提供や自衛隊
地方協力本部の行う募集の
ための広報活動に関する援
助・協力
●任期 2019年6月から2年
間。ただし、再委嘱を妨げ
ない。
●選考基準など
・防衛問題および自衛隊に関
心を持っている方
・地域の事情に精通して信望
のある方
・熱意があり募集協力活動に
積極的に取り組んでいただ
ける方
・公立中学校区を基準地域と
して、その地区に１人
●その他 申し込みや詳細は
お問い合わせください。
問 防衛省自衛隊京都地方協力
本部亀岡募集案内所
TEL（0771）
24-4170
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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＞
◆疲れないパソコン仕事術（小枝祐基）◆読書する人だけがたど
り着ける場所（齋藤孝）◆「日本国紀」の副読本（百田尚樹、有本香）
◆メアリ・ポピンズ（トラバース）◆菅原道真の史跡をめぐる（五
島邦治）◆「ものの言い方」
「文章の書き方」を知らずに大人になっ
た人へ
（清水克彦）◆火山大国日本この国は生き残れるか（巽好
幸）◆還暦着物日記（群ようこ）◆たっぷり楽しむハンドメイド小
物219◆家政婦makoのずぼら冷凍レシピ（mako）◆いちばんよ
くわかる刺し子の基礎◆夢見るリカちゃんのコーディネートブ
ック◆モデルが秘密にしたがる体幹リセットダイエット究極の
部分やせ（佐久間健一）◆心と体がのびのび育つ0〜2歳児のあそ
び図鑑（波多野名奈監修）◆自然により近づく農空間づくり
（田村
雄一）◆名画と解剖学
（原島広至）◆怖いへんないきものの絵（中
野京子、早川いくを）◆絵本作家のブルース（長谷川義史）◆和の
きれいな配色（ナイスク編）◆必ず役立つマーチングハンドブッ
ク ドリルデザイン編（田中久仁明監修）◆箱根0区を駆ける者た
ち（佐藤俊）◆つくもがみ笑います（畠中恵）◆そして旅にいる（加
藤千恵）◆帰去来（大沢在昌）◆月まで三キロ（伊与原新）◆本と鍵
の季節（米澤穂信）◆新宿の猫（ドリアン助川）◆テレビ探偵（小路
幸也）◆ゴールデン街コーリング（馳星周）◆ばら色の京都あま色
の東京（澤田康彦）
＜児童書＞
◆きみを変える50の名言（佐久間博）◆野口英世（早野美智代）◆
単位図鑑（高橋丈夫監修）◆新自動車100点（ぼるぼっくす）◆フ
ェラーリ迷路（マルゲリータ・ヴェッキアーティ編集）◆少女は
森からやってきた（小手鞠るい）◆ハニーのためにできること（楠
章子）◆ウィリーのぼうけん（マーガレット・ワイズ・ブラウン）
◆黒魔女さんの小説教室（石崎洋司、藤田香他）
＜絵本＞
◆ちゅんたろうのしょうがっこうたんけん（田島かおり）◆介助
犬レスキューとジェシカ（ジェシカ・ケンスキー、パトリック・
ダウネス）◆かんぺきなこども（ミカエル・エスコフィエ）◆歯の
えほん（エドワード・ミラー）◆「いたいっ！」がうんだ大発明（バ
リー・ウィッテンシュタイン）◆だーるまさんだーるまさん（お
おなり修司）◆にんじんじゃのおもしろにんじゃずかん（うえだ
しげこ）◆あるひありのアントニオくん（石津ちひろ）◆そらのう
えのそうでんせん（鎌田歩）◆ごろべえもののけのくにへいく（お
おともやすお）
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

問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

子育て支援（催し）
託児付きカフェよっとい
でのお知らせ（３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 3月22日（金）
午前10時〜正午
●場所 美山保健福祉センタ
ー
●内 容 親子リトミック（講
師：小谷里美先生）＆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）
●持ち物 タオル、お茶、着
替えなど
※運動のしやすい服装でお越
しください。
●申込方法 3月20日（水）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

催し
アート陽作品展のお知ら
せ
園部公民館1階ロビーで開
催します。ご来館の際はぜひ
ご覧ください。
●期 間 3月17日（ 日 ）～31
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

＝メールアドレス

「持続可能な南丹市モデ
ルの構築」の参加者募集
佛教大学社会学部のシンポ
ジウムを開催します。関西で
活躍する若手研究者が大学の
枠を越えて集まり、南丹市の
10年後の将来像を議論しま
す。
【無料】
●日時 3月19日（火）
午後7時～9時
●場 所 国際交流会館2階特
別会議室
●定員 60人（先着順）
●内容
・開会挨拶：佛教大学社会学
部長 近藤敏夫
・報告：佛教大学准教授 大
束貢生「学校を中心とした
地域づくり」、関西大学非
常勤講師 長光太志「若年
層の地域定住志向と都市進
出志向」、京都大学経済学
部経済資料センタージュニ
アリサーチャー 金佑榮
「南丹市の産業構造の現状
と課題」、龍谷大学非常勤
講師 湯川宗紀「南丹市の
観光の可能性」
・コメント：関西学院大学准
教授 清水陽子「今ある魅
力の 再 発 見 と 地 域 で の 共
有」
・討論・質疑応答
・閉会挨拶：佛教大学教授
的場信樹
問 佛教大学社会学部大束貢生
研究室
TEL（075）
491-2141（代）

＜太極拳教室＞
●日時 3月22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
＜テニス大会＞
●日時 4月10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 2,000円（1ペア）
●定 員 男 女 別 ダ ブ ル ス 各
32組（先着順）
●対象 18歳以上の方
●申込期間 3月10日（日）か
ら4月3日（水）まで
＜天文教室＞
●日時 4月13日（土）
午後7時～9時
●場所 丹波天文館
●内容 月、春の星座などを
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 4月12日（金）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

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。

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号・住所

第316号
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講演会「カワセミクラブ
の取り組みから」を開催

京都トレーニングセン
ターからのお知らせ

フィリピンへのさまざまな
支援や高校生との交流などを
行っているカワセミクラブ会
長の小泉顕雄さんから、国際
協力・支援の現場のお話を伺
います。
【無料】
●日時 3月24日（日）
午後2時～3時30分
●場 所 国際交流会館2階研
修室
●申込方法 住所、氏名、電
話 番 号、 当 日 連 絡 先（ 携
帯電話番号など）を電話、
FAX、Eメールのいずれか
でお申し込みください。
問 南丹市国際交流協会
TEL（0771）
63-1840
※火 ～ 金 の 午 後0時30分 ～4
時30分
FAX（0771）
63-1841
nantania@office.zaq.jp

＜共通事項＞
いずれの事業も申込期間内
に、京都トレーニングセンタ
ーホームページ内の専用フォ
ームからお申し込みくださ
い。
＜ＫＴＣキッズスクール幼少
クラス＞
●日 時 3月28日（ 木 ）・29
日（金）午前10時～11時
●場所 パフォーマンスルー
ム
●内容 音楽に合わせて体を
動かす内容を行う。
●参加費 2日間で1,000円
●対 象 4月から年中または
年長の方
●定員 20人（先着順）
●申込期間 3月10日（日）～
21日（木・祝）
＜ＫＴＣキッズスクール小学
生クラス＞
●日 時 3月28日（ 木 ）・29
日（金）午前11時15分～午
後0時15分
●場所 パフォーマンスルー
ム
●内容 音楽に合わせて体を
動かす内容を行う。
●参加費 2日間で1,000円
●対象 4月から小学1～6年
生の方
●定員 20人（先着順）
●申込期間 3月10日（日）～
21日（木・祝）
問 京都トレーニングセンター
TEL（0771）
82-2460
※月 曜日を除く午前9時～午
後5時、月曜日が祝日の場
合は翌火曜日が休み
HP http://www.kyoto-tc.com/

市民報告会を開催します
これまで複数の地域で作成
された「集落の教科書」
（ 集落
の生活様態・慣習などを移住
者向けにまとめた冊子）につ
いて、京都府立大学がその課
題などを調査・分析した結果
報告会を開催します。
●日時 3月27日（水）
午後2時～4時
●場 所 市役所本庁2号庁舎
3階301会議室
●報告者 京都府立大学公共
政策学部 窪田教授
●申込方法 3月20日（水）ま
でに電話、FAX、Eメール
のいずれかでお申し込みく
ださい。
問 定住・企画戦略課
TEL（0771）
68-0003
FAX（0771）
63-0653
kikaku@city.nantan.lg.jp
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パソコン初心者講習会の
参加者を募集します
60歳以上の方を対象にし
たパソコン（ワード）初心者講
習会を開催します。
問 ＝申込・問合せ先

●日 程 4月8日（ 月 ）、22日
（ 月 ）、5月14日（ 火 ）、28
日（火）※全4回
●時 間 いずれも午後1時～
4時
●場所 八木老人福祉センタ
ー1階パソコン教室
●費 用 5,600円（ 教 科 書 代
含む）
●定員 10人（先着順）
●申込方法 3月22日（金）ま
でに、申込用紙（八木老人
福祉センターに備え付け）
に必要事項を記入の上、お
申し込みください。
●主催 八木老人クラブ連合
会パソコンサークル
●そ の 他 初 心 者 講 習 終 了
後、八木老人クラブ連合会
パソコンサークルへの入会
も可能です。
問 八木老人福祉センター事務
局
TEL（0771）
42-4680

「 手 話 教 室・ 入 門 講 座 」
の受講者を募集します
手話であいさつや自己紹介
ができるよう、手話を学んで
みませんか。
【無料】
●日程 4月10日～7月24日
までの毎回水曜日 全15
回（予備日：7月31日）
●時間 午後7時～9時
●場 所 国際交流会館（会場
は変更する場合がありま
す）
●対象 市内在住、在勤、在
学の満15歳以上で手話を
初めて学ぶ方
●申 込 方 法 4月1日（ 月 ）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
問 ふない聴覚言語障害センタ
ー
TEL（0771）
63-6448

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

「子供造形教室」キッズ
パレットの参加者募集
自分の手でモノづくりを楽
しむ時間を、子どもたちに体
験させてみませんか。
●日程 1回目：4月20日
（土）
（ 以 降、 毎 月 第3土 曜 日 に
開催）
●時 間 午 前 の 部：10時 ～
正午、午後の部：1時30分
～3時30分
●場 所 八 木 農 村 環 境 公 園
「氷室の郷」草木工房
●対 象 小 学 生 で4〜12月
（全8回）の全てに参加でき
る方
●定員 各部30人（先着順）
●参 加 費 1回1人 当 た り
700円
●持 ち物 お茶、筆記用具、
ハサミ、のり、汚れても良
い服
●申 込 方 法 4月7日（ 日 ）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。
問八
 木農村環境公園「氷室の
郷」
（月曜休館）
TEL（0771）
43-1128
FAX（0771）
43-2109

国際青少年研修協会から
のお知らせ
＜日本海から太平洋へ野宿＆
世界文化遺産・伝統文化体験
の旅＞
日本海（金沢）から太平洋
（名古屋）まで徒歩や路線バス
で本州を横断し、その間に日
本の伝統的な文化を体験し、
世界文化遺産や自然に触れる
旅です。
●日程 4月30日
（火・祝）～
5月4日（土・祝）
（4泊5日）
●場所 金沢～五箇山～白川
郷～郡上八幡～名古屋
●内 容 野宿体験
（2泊）、伝
統文化体験（和菓子作りな
ど ）、 世 界 文 化 遺 産 見 学、
野外炊飯など
＝メールアドレス

●対 象 小学3年生～中学3
年生
●定員 20人
●参加費 4.4万円
※別途交通費が必要です。
●申込締切日 4月5日（金）
問 公益財団法人国際青少年研
修協会
TEL（03）
6417-9721
info@kskk.or.jp
HP http://www.kskk.or.jp
〒 141-0031 東京都品川区西
五反田7-15-4 第三花田ビ
ル4階

園部・八木地域情報
路線バスのダイヤ改正に
ついて
園部・八木地域の路線バス
は、3月16日（土）にダイヤ改
正を実施します。
改正内容は、時刻表を配布
し て お 知 ら せ す る ほ か、 市
ホームページにも掲出しま
す。
公共交通は皆さんの利用に
よって守られます。クルマ利
用を控え、公共交通機関を積
極的に利用しましょう。
問 地域振興課
TEL（0771）
68-0019

日吉・美山地域情報
市営バス（美山園部線、五ヶ荘線、鶴ヶ岡線、宮島線）
のダイヤ改正について
3月16日（土）のJRのダイヤ改正に合わせて、市営バスのダイ
ヤの一部を改正します。詳細はお問い合わせいただくかホーム
ページでご確認ください。
現行
改正
美山園部線・五ヶ荘線
月～土
月～土
旧知井小学校前
6:24
6:19
知見口
6:25
6:20
北（かやぶきの里）
6:28
6:23
安掛
6:39
6:34
宮脇
6:47
6:42
⇒
原
6:51
6:46
上佐々江
7:01
6:56
四ッ谷
7:11
7:06
田原
7:16
7:11
日吉駅
7:24
7:19
園部高校前
7:41
7:36
園部駅
7:46
7:41
現行
改正
月～土
月～土
鶴ヶ岡
6:29
⇒
6:24
和泉
6:41
6:36
宮脇
6:47
6:42
※美 山園部線、五ヶ荘線、鶴ヶ岡線、宮島線の始発を５分早く
する改正です。
問 地域振興課 TEL（0771）
68-0019
鶴ヶ岡線・宮島線

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号・住所

第316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/
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