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お知らせ
定住促進DVD・ガイドブ
ックをご活用ください
南 丹 市 で は「Uタ ー ン
Iタ ー ン な ん た ー ん 」を
キャッチコピーに、定住促進
を目的としたシティプロモー
ションに取り組んでおり、プ
ロモーション動画「南丹市へ
かえろう編」とテーマソング
「みんなでなんたーーーーん
‼」、移住希望者向けに制度
などを掲載した
「定住ガイド
ブック」
を制作しました。
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
やご友人にメッセージ付き
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。
＜動画＞
「南丹市へかえろう
編」
＜テーマソング＞
「みんなでなんたー
ーーーん!!」
＜定住ガイドブック＞
HP http://www.nancla.jp/
問 秘書広報課
℡（0771）
68-0065
℻（0771）
63-0653
hisyo@city.nantan.lg.jp

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

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
子の更新版を発行しました。ご
希望の方は、次の方法で入手で
きますので、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 地域振興課およ
び各支所総務課
※南 丹 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）
」に も
掲載しています。
問 地域振興課
℡（0771）
68-0019

5月は
「赤十字運動月間」
です
日本赤十字社は、国内外で
の自然災害などの発生時の救
護活動をはじめ、救急法など
各種講習の普及、輸血用血液
の安定供給など、人道的使命
を果たすために活動していま
す。これらの活動は皆さんか
らお寄せいただく活動資金に
支えられています。
今年度も5月1日〜31日を
「赤十字運動月間」
とし、活動
資金にご協力くださる会員増
強運動を展開しますので、皆
さんからのご支援、ご協力を
よろしくお願いいたします。
問 南丹市社会福祉協議会
℡（0771）
72-3220
問 福祉相談課
℡（0771）
68-0023
第319号
info@city.nantan.lg.jp
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当事者団体活動に助成金
を交付します
南丹市内で活動する当事者
団体の充実と発展のため、赤
い羽根共同募金を財源に活動
に必要な資金を助成します。
※「当事者団体」
とは、同じハ
ンディキャップのある方々
が、悩みや問題を共有し、
問題の解決を図ることを目
的に組織されたグループを
いいます。ただし、指定助
成団体
（ 各 町 介 護 者 の 会、
南丹市身体障害者福祉会、
精神保健福祉推進家族会、
難聴者の会）は除きます。
●対象団体 市内で活動する
当事者団体
●対 象 経 費 4月1日 〜 平 成
32年３月31日の間に、活
動資金として要する費用の
うち、①謝金、②旅費交通
費、③消耗品費、④研修費、
⑤印刷製本費、⑥通信運搬
費、⑦賃借料、⑧備品購入
費、⑨その他必要と認める
経費
●助成金額
構成人数 助成額（上限）
3〜19人
2万円
20〜49人
5万円
50〜99人
10万円
100〜499人
20万円
500人以上
30万円
●申請期間 5 月 7 日（火）〜
31日
（金）
●申請方法 申請窓口に備え
付けの申請用紙に必要事項
を記入し、必要書類を添付
の上、南丹市共同募金委員会
事務局または市役所各支所、
社会福祉協議会各事務所の
窓口に提出してください。
●決定方法 審査委員会にお
いて、書類審査およびヒア
リングを行い決定します。
●実施報告 活動終了後に、
報告書および決算書を提出
してください。
問 南丹市共同募金委員会事務
局
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・南丹市社会福祉協議会地域
福祉課
℡（0771）
72-3220
・福祉相談課
℡（0771）
68-0023

南丹市災害時要配慮者
支援台帳登録のご案内
災害時に自力で避難するこ
とに不安のある方が、必要な
支援を迅速に受けられるよう
にするため、要配慮者の情報
を事前に把握し、関係機関と
市で共有します。登録を希望
される方はお申し込みくださ
い。
●対象者 次の①〜⑤のいず
れかに該当する在宅の方
①身体障害者手帳2級以上、療
育手帳A、精神障害者保健
福祉手帳1級をお持ちの方
②介護保険制度で要介護３以
上の認定を受けている方
③65歳以上のひとり暮らし
の方、75歳以上のみで構
成されている世帯の方
④人工透析を受けている方
⑤上記のほか特に支援が必要
な方
●事前に把握する情報
住所、氏名、性別、生年月
日、電話番号、家族の状況、
緊急連絡先、
地域の支援者、
身体の状況など
※把握した情報は、日常の見
守りや災害時の支援などに
役立てます。それ以外の目
的に使用したり、他に情報
を流したりすることはあり
ません。
●情報共有機関 消防署、消
防団、警察署、社会福祉協
議会、民生児童委員、区
（自
治会、地域振興会）
、市役所
●申込期間 申し込みは随時
受け付けていますが、次回
の関係機関に配布する台帳
へ掲載希望の場合は、5月
24日（金）までに福祉相談
課または各支所総務課にお
申し込みください。
問 ＝申込・問合せ先

●必要なもの 申請書、印鑑
※申請書は社会福祉課および
各支所に備え付けるととも
に、市ホームページからも
ダウンロードできます。
問 福祉相談課
℡（0771）
68-0023

家族介護用品支給事業の
ご案内
要介護高齢者を在宅で介護
されている方の経済的負担の
軽減を図るため、介護用品購
入に関する費用の一部を助成
します。
●対象者 要介護4または5
と認定された方を在宅で介
護している家族で、要介護
者、介護者ともに市内在住
で市民税非課税世帯の方
●支 給 額 1人 当 た り 年 額
75,000円以内
●支 給 方 法 費 用 の 全 額 を
いったんお支払いいただい
た上で、申請により規定の
額を助成します。
●対象となる介護用品
・紙おむつ、尿とりパット、
防水シート、お尻ふき
※本年度から対象品目に変更
がありますのでご注意くだ
さい。
※入院中や施設入所中に購入
されたものは対象外です。
●申請方法 領収書
（レシー
ト不可）および印鑑（認印）
を持参の上、窓口で申請し
てください。申請は随時受
け付けています。
※領収書は、購入者名、購入
日、購入金額、購入品目が
明 記 さ れ た も の が必 要 で
す。南丹市内に限らずどこ
で購入されても、助成の対
象となります。
問 高齢福祉課
℡（0771）
68-0006
問 各支所
℡ 八木
（0771）68-0020
日吉
（0771）68-0030
美山
（0771）68-0040
℡ ＝電話番号

℻ ＝FAX番号

上下水道使用量のお知ら
せについて

資源ごみ集団回収事業の
団体登録について

空き家を活用した文化芸
術活動を募集します

毎月の検針時に上下水道使
用量のお知らせを発行し、口
座振替にてお支払いをされて
いる方には、お知らせの下部
に口座振替領収済通知書とし
て前月の振替結果を印字して
いますが、4月27日からの大
型連休の影響により、金融機
関から4月振替結果のデータ
を得られず、5月検針時発行
のお知らせに4月分
（3月使用
分）の振替結果を印字できま
せん。
振替結果の確認について
は、引き落とし日
（4月25日
（木）
）翌日以降に通帳記帳い
ただくか、上水道課にお問い
合わせください。
問 上水道課
℡（0771）
68-0053

ごみの減量と資源の有効利
用を図るため、市内で資源ご
み
（古紙および古布）
の集団回
収を実施する団体に対して、
報奨金を交付しています。
報奨金の交付を受けるため
には、毎年度団体登録をして
いただく必要がありますの
で、事業を実施される団体は
平成31年度資源ごみ集団回
収事業実施団体登録申請書を
提出してください。
●対象・様式など 団体の要
件および団体登録の様式は、
市ホームページでご確認くだ
さい。
●提出期限 5月31日
（金）
●提出先 市民環境課または
各支所総務課
●注意事項 報奨金の交付申
請書は、団体登録後に提出
してください。
問 市民環境課
℡（0771）
68-0085

南丹市では、空き家や空き
店舗の活用促進と文化芸術活
性化のため、誰もが気軽に文
化芸術に親しめる場づくりの
取り組みを募集し、その費用
の一部を補助します。
●補助対象者 住所または活
動の拠点が南丹市内の団体
（法人格の有無は問いませ
ん）
●補助対象事業 市内で実施
する空き家などを活用した
文化芸術の取り組み（展示
会など）
●補助率 2分の1以内
●上限額 20万円
（南丹市以
外の補助制度と併用可）
●補助予定件数 3件
●募集期間 5月7日（火）〜6
月27日（木）
※詳 細は お問い 合せく だ さ
い。
問 地域振興課
℡（0771）
68-0019
chiiki@city.nantan.kyoto.jp

2019年工業統計調査の
実施について
経済産業省では、2019年
工業統計調査を6月1日現在
で製造業を営む事業所を対象
として実施します。
本調査は、我が国における
工業の実態を明らかにするこ
とを目的とした統計調査であ
り、調査結果は国や地方行政
施策の重要な基礎資料として
使われるほか、広く利用され
ます。
調査対象事業所へ5月中旬
から「調査員証」を携行した調
査員がお伺いします。調査票
にご記入いただいた内容は、
統計法に基づき秘密が厳守さ
れますので、調査の趣旨・必
要性をご理解いただき、ご回
答をよろしくお願いいたしま
す。
問 総務課
℡（0771）
68-0002

＝メールアドレス

南丹市役所公式Facebook
をご覧ください
南丹市役所の公式Facebo
ok
（ フェイスブック）を開設
しています。
南丹市のお知らせや地域の
イベント、身近な話題などを
掲載していますので、ぜひご
覧ください。
URL：https://www.face
book.com/city.na
ntan.kyoto/
QRコード

HP ＝ホームページアドレス

南丹市ホームページバ
ナー広告募集中（有料）
新たな財源確保と地域経済
の活性化を図るため、南丹市
ホームページにバナー広告
を募 集 し て い ま す。月 平 均
16,500件のアクセスがある
市のホームページにあなたの
企 業 を紹介 し ませ ん か。
【有
料・要申込】
●期間 3カ月以上
●場 所 市 ホ ー ム ペ ー ジ の
トップページ最下部
●定数 20企業
※申し込み多数の場合は、
市ホームページ下部にある
「バナー広告募集中」をご確認
いただくか、情報政策課まで
お問い合わせください。
問 秘書広報課
℡（0771）
68-0065

〒 ＝郵便番号・住所

第319号
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平成31年度の国民健康保険税率が決定しました

＝

国民健康保険
（国保）は、各都道府県が財政の責任主体として市町村と共に国保事業を運営してい
ます。京都府が府全体の保険給付費を推計し、その保険給付費に充てるための国保事業費納付金の
額を決定し、府内の各市町村に通知します。市町村は、納付金として京都府へ納める分と保健事業
を加えた分を保険
（料）税として被保険者に負担いただきます。南丹市では、府が示す標準保険料率
をもとに、平成31年度の保険税率を次の通り決定しました。国保の安定的な運営のためご理解をお
願いします。
●国民健康保険税率
（平成31年度）
後期高齢者
介護保険分
医療保険分
・保険税は世帯ご
支援金分
（40歳〜64歳）
とに決まり、世
所得割
課税対象所得の 課税対象所得の 課税対象所得の
帯主が納めま
（世帯の被保険者の
7.12%
2.83%
2.2%
す。
所得に応じて計算）
＋
（課税対象所得＝前年の総所得金額等−基礎控除33万円）
・6月 中 旬 に 税 額
均等割
被保険者
被保険者
被保険者
を決定し、世帯
（世帯の被保険者数
1人あたり
1人あたり
1人あたり
主へ通知しま
に応じて計算）
24,300円
10,100円
11,500円
す。
＋
平等割
・納税は、便利で
（一世帯につきいく
23,000円
6,100円
6,300円
安心な口座振替
らと計算）
をご利用くださ
い。
合計
世帯の保険税
また､ 以下のとおり､ それぞれ区分毎に課税限度額が設けられています｡
課税限度額
61万円
19万円
16万円
●軽減制度 次の場合に保険税の平等割と均等割の軽減が受けられます。
世帯主
（擬制世帯主を含む）
および世帯内の全被保険者の昨年の1
・軽 減 判 定 に は、
2割
月から12月までの総所得が、33万円に世帯内の全被保険者1人あ
正しい申告が必
軽減
たり51万円加算した金額以下の世帯
要です。申告さ
世帯主
（擬制世帯主を含む）
および世帯内の全被保険者の昨年の1
れていない場合
5割
月から12月までの総所得が、33万円に世帯内の全被保険者1人あ
は、軽減を受け
軽減
たり28万円加算した金額以下の世帯
られない場合が
7割 世帯主
（擬制世帯主を含む）
および世帯内の全被保険者の昨年の1
あります。
軽減 月から12月までの総所得が、33万円以下の世帯
※世帯主本人が国保加入者でない場合でも、家族に国保加入者がいれば、世帯主が納税義務者にな
ります。その世帯主を
「擬制世帯主」といいます。
※昭和29年1月1日以前に生まれた方で、年金所得がある場合は、年金所得
からさらに15万円引いた額で軽減の所得判定を行います。
●保険税の納め方
＜４０歳未満の方＞
医療保険分と後期高齢者支援金分をあわせて、国保の保険税として納めます。
・医療保険分
・後期高齢者支援金分
＜４０歳以上６５歳未満＞
（介護保険の第２号被保険者）
医療保険分と後期高齢者支援金分に、介護保険分をあわせて、国保の保険税として納めます。
・医療保険分
・後期高齢者支援金分
・介護保険分
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問 ＝申込・問合せ先

℡ ＝電話番号

℻ ＝FAX番号

＜６５歳以上７５歳未満＞（介護保険の第１号被保険者）
医療保険分と後期高齢者支援金分を国保の保険税として納めます。
（介護保険料は別に納めます。
【担当課：高齢福祉課】
）
・医療保険分
・後期高齢者支援金分
●年度の途中で４０歳になるとき 40歳の誕生月
（1日生まれの方はその前月）の分から介護保険分
を納めることになり、あらためて納税通知書を発送します。
●年度の途中で６５歳になるとき 65歳の前月
（１日生まれの方はその前々月）までの介護保険分
は、国保の保険税として年度末までの納期に分けて納めます。
●計算例
モデルケース１−年金所得者
1人世帯
（66歳） 年金所得120万円
（年金収入240万円）
基準総所得金額 1,200,000円−330,000円
（基礎控除）
＝870,000円
＜医療分＞
（1）所得割 870,000円×7.12%＝61,944円
（2）均等割 24,300円×1人＝24,300円
（3）平等割 1世帯につき 23,000円
医療分合計（100円未満切捨て）109,200円
＜後期高齢者支援金分＞
（1）所得割 870,000円×2.83%＝24,621円
（2）均等割 10,100円×1人＝10,100円
（3）平等割 1世帯につき 6,100円
後期高齢者支援金分合計
（100円未満切捨て） 40,800円
＜総合計＞
保険税額 医療分＋後期高齢者支援金分＝150,000円
※65歳以上の方は、介護保険料として個別に請求されます。
モデルケース２−事業所得者など
4人世帯
（夫45歳､ 妻45歳､ 子ども2人） 世帯所得250万円
基準総所得金額 2,500,000円−330,000円
（基礎控除）
＝2,170,000円
＜医療分＞
（1）所得割 2,170,000円×7.12%＝154,504円
（2）均等割 24,300円×4人＝97,200円
（3）平等割 1世帯につき 23,000円
医療分合計（100円未満切捨て）274,700円
＜後期高齢者支援金分＞
（1）所得割 2,170,000円×2.83%＝61,411円
（2）均等割 10,100円×4人＝40,400円
（3）平等割 1世帯につき 6,100円
後期高齢者支援金分合計
（100円未満切捨て） 107,900円
＜介護分＞
（1）所得割 2,170,000円×2.2%＝47,740円
（2）均等割 11,500円×2人＝23,000円
（3）平等割 1世帯につき 6,300円
介護分合計（100円未満切捨て） 77,000円
＜総合計＞
保険税額 医療分＋後期高齢者支援金分＋介護分＝459,600円
問 市民環境課 ℡（0771）
68-0011
※各種届出は各支所でも受け付けしています。

＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号・住所
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人材募集
南丹市職員採用試験の実施について
平成31年度の職員採用試験を次のとおり実施します。
●募集職種
職
種 募集人数
試験区分
受
験
資
格
一般試験
平成6年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた人
（大卒・短大卒）
一般事務 5名程度
昭和59年4月2日から平成6年4月1日に生まれた人で、高等学校
社会人試験
以上の学校を卒業し、民間企業等での職務経験が3年以上ある人
平成6年4月2日以降に生まれ、平成32年3月末までに保育士資
一般試験
保育士
格と幼稚園教諭免許の両方を取得または取得見込みの人
昭和54年4月2日以降に生まれた人で
「保育士」または「幼稚園
若干名
社会人試験
教諭」の実務経験が3年以上あり、保育士資格と幼稚園教諭免
幼稚園教諭
許の両方を有する人
平成6年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた人で、短
技師職
一般試験
大以上の学校において、土木または建築の専門課程を卒業し
（建築・土 若干名
た人または平成32年3月末までに卒業見込みの人
昭和54年4月2日以降に生まれた人で、土木関係・建築関係また
木・水道）
社会人試験
は水道関係の設計業務、施工管理等の実務経験が3年以上ある人
平成6年4月2日以降に生まれ、平成32年3月末までに保健師資
一般試験
格を取得または取得見込みの人
保健師
若干名
昭和54年4月2日以降に生まれた人で「保健師」または「看護師」
社会人試験
の実務経験が3年以上あり、保健師資格を有する人
※地方公務員法第16条の規定による欠格条項に該当する人は受験できません。
●試験日
第1次試験 6月23日
（日） 午前9時30分（予定）
●要項配布場所 市役所1号庁舎2階 人事課 ●要項配布・受付締切
5月24日（金）
まで
●受付時間
午前8時30分〜午後5時15分 ※市ホームページからもダウンロード可能
※要項配布、受付ともに土・日・祝日を除く
●受験手続 申込書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて市役所人事課へ提出してください。
※必要書類その他詳細については要項を確認ください。
問 人事課
℡（0771）
68-0008 ℻（0771）63-0653

相談会
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 5月8日（水）
午後1時30分〜4時
●場所 八木公民館1階和室
問 京都府行政書士会
℡（075）
692-2500
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「特設人権相談」
開設のお
知らせ

行政相談委員による定例
相談所を開設します

さまざまな人権問題に関わ
る悩みの相談に、南丹市人権
擁護委員が応じます。お気軽
にご相談ください。
【秘密厳守・無料】
●日時 5月21日
（火）
午後1時〜4時
●場所 日吉支所
●申込方法 電話でお申し込
みください。
問 京都地方法務局園部支局
℡（0771）
62-0208

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 5月14日
（火）午後1
時30分〜3時30分
●場 所 市 役 所3号 庁 舎2階
第4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
℡（075）
802-1188
問 総務課 ℡（0771）
68-0002

問 ＝申込・問合せ先

℡ ＝電話番号

℻ ＝FAX番号

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＞
◆これ一冊で安心！投資信託のはじめ方
（大竹のり子監修）
◆マイ遺品セレクション
（みうらじゅん）
◆図説
十字軍
（櫻井康人）
◆ドライブイン探訪
（橋本倫史）
◆火災・盗難保険金は出ないのがフツー
（加茂隆康）
◆
科学用語図鑑
（水谷淳）
◆身近な昆虫識別図鑑
（海野和男）
◆うつぬけ食事術
（奥平智之）
◆
「ひざの痛み」
に7つのゆらゆら体操
（鈴木登士彦）
◆医師が教えるゼロポジ座り
（中村格子）
◆知っておきたい眠りの話
（松浦健伸）
◆目で見る食品糖質量データブック
（小田原雅人監修）
◆
「脱使い捨て」
でいこう！
（瀬口亮子）
◆くらしのきほん100の実践
（松浦弥太郎）
◆女子栄養大学料理のなるほど実験室
（吉田企世子、松田康
子他監修）
◆京都ご当地サンドイッチめぐり
（山本あり）
◆お菓子のかがく
（津田陽子）
◆片づける力をつける
（橋本裕子）
◆農家が教える鳥獣害対策あの手この手
（農文協編）
◆家庭菜園でできる自然農法◆運命の
絵
（中野京子）
◆俳句でつかう季語の植物図鑑
（
『俳句でつかう季語の植物図鑑』編集委員会編）
◆小説映
画ドラえもんのび太の月面探査記
（藤子・F・不二雄原作）
◆新章神様のカルテ
（夏川草介）
◆不死鳥少年
（石
田衣良）
◆箱の中の天皇
（赤坂真理）
◆泣くな研修医
（中山祐次郎）
◆オーディションから逃げられない
（桂
望実）
◆駒音高く
（佐川光晴）
◆この先には、何がある？
（群ようこ）
＜児童書＞
◆小学生のための世界地図帳
（学習地理研究会）
◆世界をうごかした科学者たち 天文学者
（ゲリー・ベ
イリー）
◆ずかん こけ
（木口博史、古木達郎）
◆スズメのくらし
（平野伸明）
◆電気・ガスはどこから来る
のか？
（江田健二監修）
◆イチからつくる鉄
（永田和宏編）
◆お出かけは＜13日の金曜日＞
（赤川次郎）
◆まく
子
（西加奈子）
◆バレエシューズ
（ノエル・ストレトフィールド）
◆あやかし図書委員会
（羊崎ミサキ）
＜絵本＞
◆もぐらのいえ
（松屋真由子）
◆TRAINS（イアン・グラハム）
◆どうなってるの？どうぶつの歯
（鈴木勝、鈴
木貴博）
◆みえた！ きょうりゅうのせかい
（サラ・ハースト）
◆なんでもおんなじ？
（コリンヌ・アヴェリス）
◆
ねこの3つのねがいごと
（カリスタ・ブリル）
◆おしいれじいさん
（尾崎玄一郎、尾崎由紀奈）
◆ぱんつさん
（た
なかひかる）
◆ちゃのまのおざぶとん
（かねこまき）
◆わたしのもりをぬけたら
（レイチェル・ウッドワース）
問 中央図書館 ℡
（0771）
68-0080 問 八木図書室 ℡（0771）
68-0027
問日吉図書室 ℡
（0771）
68-0036 問 美山図書室 ℡（0771）
68-0046

法律・家庭・人権無料相談
所開設のお知らせ
秘密は固く守ります。法律や
家庭、人権の問題でお困りの方
は気軽にご相談ください。
【無料】
●日程 ①5月8日
（水）、
②5
月13日
（月）
●時間 いずれも午前10時15
分〜午後3時30分
（受付：午
前10時15分〜午後2時45分）
●場所 日程①：高島屋京都
店
（特設会場屋上）、
日程②：
カナート洛北店
（カナート
ガーデン地下1階）
●相談員 弁護士、家事調停
委員、人権擁護委員
問 京都地方裁判所総務課
℡（075）
211-4421
＝メールアドレス

子育て支援（催し）
子育てつどいの広場
「ぽこぽこくらぶ」
（５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。
＜ゴールデンウィーク休みのお知らせ＞
各ひろばとseed baseは休みます。
●期間 4月27日
（土）
〜5月6日
（月・休）

HP ＝ホームページアドレス

《裏面につづく》
〒 ＝郵便番号・住所
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＜八木ひろば＞
●日時 毎週月〜金曜日の午
前10時〜午後3時
※5月8日
（水）の み 正 午 〜 午
後３時の開催です。
※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
※5月のみ第5木曜日も園部
南部コミュニティセンター
で行います。
＜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 日吉ひろば：5月14
日
（火）
、八木ひろば：5月
15日
（水）
、園部ひろば
（園
部 南部コ ミュ ニテ ィ セ ン
タ ー）
：5月16日（木）
、美
山ひろば：5月23日（木）
●時間 いずれも午前11時
〜11時30分
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＜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：5月10
日（金）
、日吉ひろば：5月
21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。
＜おめでとうの日＞
ひろばに来ているみんな
で、4・5・6月生まれのお誕
生日をお祝いします。
●日程 園部ひろば（横田公
民館）
：5月23日（木）、 日
吉 ひ ろ ば：5月28日（火）
、
美山ひろば：5月30日
（木）、
八木ひろば：5月31日（金）
●時間 午前10時30分〜正
午
●内容 うた、読み聞かせ、
写真入りお誕生日カード作
りなど
＜ボディケア＞
出産でダメージを受けた骨
盤底筋を放っておくとさまざ
まなトラブルになりかねませ
ん。まずは自分の骨盤の状態
を知って、ケアを始めましょ
う。
●日 時 5月17日（金） 午 前
10時〜正午 ※先着７名
（託児付き）
●場所 コミュニティスペー
ス
「気になる木ＪＵＪＵ」
●講師 女性専用ボディセラ
ピスト 都智華子さん
●対象 概ね産後４カ月程度
の産婦の方（託児付き）
●定員 7人
（先着順）
●参加費 700円
●申込方法 電話でお申し込
みください。

問 ＝申込・問合せ先

＜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 5月18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
＜スローエイジング＞
ヨガで体の状態を感じ、リ
ンパマッサージやツボを用い
て内臓を温めます。肩こりや
冷え、月経痛、産後の不調、
更年期症状など、女性の心と
体を整える講座です。
●日時 5月27日（月）
午前10時〜正午
●場所 コミュニティスペー
ス「気になる木ＪＵＪＵ」
●講師 女性専用ボディセラ
ピスト 都智華子さん
●対象 どなたでも
●定員 8人（先着順）
●参加費 1,500円、託児付
き2,000円
●申込方法 電話でお申し込
みください。
問 NPO法人グローアップ
℡ 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、
友達になって楽しく遊びま
す。
●日時 5月23日（木）
午前9時30分〜正午
●場所 氷室の郷
●内容 いちご狩り（雨天は
室内で遊び、いちごを食べ
ます）もぎたていちごを食
べた後は、みんなで手作り
のお楽しみランチ（豆ごは
ん）を食べます。

℡ ＝電話番号

℻ ＝FAX番号

●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、お手ふきタオル、
レジャーシート
●参 加 費 500円
（いちご
ケ ー ス1個 付 き、 い ち ご
ケースの追加は350円/個）
＜ミニ情報＞
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。いっしょに遊びません
か。
【無料】
●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」
℡ 090-7486-1735

催し
第42回泰友書道展を開
催します
会員の日頃の成果を発表す
る場として、条幅・漢字・仮
名・色紙・額などの作品を出
展します。
【無料】
●日時 5月3日（金・祝）〜4
日
（土・祝）午前9時〜午後
9時
※4日
（土・祝）は午後4時30
分まで
●場所 ガレリアかめおか
1階コンベンションホール
●その他 5月26日（日）午前
11時から表彰式を行いま
す
（京都府知事賞、南丹市
長賞ほか）。
問 泰友書道会
℡（0771）
25-6588

＝メールアドレス

南丹市園部女性の館手づ
くりフェスタを開催

ゼロからはじめる将棋教
室の受講生を募集します

●日程 5月5日（日）
午前10時〜午後3時
●場所 園部女性の館
●内容 女性の館の手作り作
品
（着物リフォーム、さを
り 織 り ）、 手 作 り 小 物
（リ
フォーム夢、布２ の会、ク
レイアート）
を販売
●その他 来館者に
「ゆっぴ
〜ストラップ」をプレゼン
トします。
※数に限りがありますのでご
了承ください。
問園部女性の館運営委員会
（園部女性の館内）
℡（0771）
63-2986

初心者対象の内容です。お
気軽にお申し込みください。
アマ高段者が丁寧にお教えし
ます。
●日 程 5月12日
（日）
、25
日（土）、6 月 9 日
（日）、22
日（土）
（全4回）
●時間 午後1時〜3時
●場所 園部公民館
●講師 大山勝義アマ六段
●参加費 一般1,000円、学
生500円（4回 分 で す。 初
回参加時にお支払いくださ
い）
●対象 市内在住または在勤
の小学生以上（未就学児は
保護者同伴なら可）
●定員 20人（先着順）
●申 込 方 法 5月8日（水）ま
でに、住所、氏名、電話番
号を来館、電話、FAX、E
メールのいずれかでお申し
込みください。
問 園部公民館
（月・祝休館）
℡（0771）
63-5820
℻（0771）
63-2850
be-syakai@city.nantan.
lg.jp

健康づくり教室を開催し
ます
●日 時 5月8日、22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
℡（0771）
73-0605

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 5月12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！」
℡ 080-9753-9402
wakkakka.2014@gmail.
com

HP ＝ホームページアドレス

園部公民館ミニ写真展の
お知らせ
園部公民館1階ロビーで開
催しています。来館の際はぜ
ひご覧ください。
●出展団体 さくら楽習館写
真部
●出展期間 5月11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）
℡（0771）
63-5820

〒 ＝郵便番号・住所

第319号
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将棋サークル
「と金の詩
（うた）
」参加者募集
公民館講座として実施して
いた南丹将棋教室は、本年4
月から園部町ボランティア連
絡協議会登録サークル「と金
の詩」が引き継いで活動して
います。参加者は随時募集し
ていますのでお気軽にご参加
ください。
●日程 毎月2回、土曜日ま
たは日曜日
●時間 午後1時〜5時
（午後
3時からは自由対局）
●場 所 園 部 公 民 館
（7月 以
降は国際交流会館などを予
定）
●参加費
（1回当たり） 一般
500円、 学 生400円
（家族
で申し込みの場合、2人目
以降100円引き）
●対象 小学生以上
（未就学
児は保護者同伴なら可）
●申 込 方 法 電 話 ま た はE
メールでご連絡ください。
※開催日程をお知らせします
ので、自分のペースで好き
な日程にご参加ください。
継続参加をご希望の方は、
連絡先をお伝えいただくと
以降の日程を随時お知らせ
します。
※初めて将棋を覚える方は、
準備が必要ですので主催者
が判断するまでは、必ず事
前に参加日をご連絡くださ
い
（連絡いただけない場合、
対応できないことがありま
す）
。
問 と金の詩
℡ 090-5166-0530
携帯 mizuno-dna-ai. kan
sha-oyama@docomo.ne.jp
ＰＣ qqcq9pa9k@rhythm.
ocn.ne.jp
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いきいき脳トレ園部講座
の参加者を募集します

第26回南丹市チャリティ
ゴルフ大会参加者募集

楽しく頭や体、心を働かせる
脳活性化ゲームで介護予防をし
ます。脳や手、指などを働かせ、
「考えて」
「歌って」
「笑って」
健康
寿命を延ばしましょう。
●日時 5月10日
（金）から毎
月第2金曜日午後1時30分
〜3時（途中参加可）
●場所 こむぎ山健康学園1
階集会室
●内容 脳活性化ゲームなど
●対象 市内在住の概ね65
歳以上の方
●定員 20人程度
●参 加 費 1回300円（ 保 険
料、茶菓子、事務費など）
●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 電話またはFAX
でお申し込みください。
問 脳トレネット
℡ ℻（0771）
42-4538
℡ 090-3896-3156

福祉事業の振興などを目的
に開催します。
●日時 5月29日
（水）
※開始時間などは申込者にお
知らせします。
●場所 クラウンヒルズ京都
ゴルフ倶楽部
●参加資格 大会趣旨に賛同
いただける方
●競技方法 18ホールスト
ロークプレイ
（ダブルペリ
ア方式）
●参 加 費 12,000円
（チャ
リティ金、昼食、懇親会・
プレイフィ費を含む）
●申込方法 5月12日（日）ま
でに、住所、氏名、電話番
号を明記の上
（グループで
申 し 込 む 場 合 は、 住 所 お
よ び電 話 番 号は 代 表 者 の
み明記）、郵便はがきまた
はFAXでお申し込みくださ
い。
（電話での申し込みは不
可）
※できるだけ4人1組でお申
し込みください。
●主催 南丹市ゴルフ協会
●後援 京都新聞社、南丹市、
南丹市社会福祉協議会、南
丹市商工会、南丹市体育協
会
問 クラウンヒルズ京都ゴルフ
倶楽部
℡（0771）
72-1234
℻（0771）
72-1238
〒 629-0301 南 丹 市 日 吉 町
保野田池ヶ谷1番地

認知症カフェおよび多国
山シアターを開催します
＜５月15日
（水）
＞
●時 間・ 内 容 午 前10時 〜
午 後3時30分： 認 知 症 カ
フェ「ちょっといっぷく」
、
認知症相談
午後1時30分〜3時：多国
山シアター
（映画上映会）
＜５月２５日
（土）
＞
●時 間・ 内 容 午 前10時 〜
午 後3時30分： 認 知 症 カ
フェ「ちょっといっぷく」、
午後からイベント開催
●場所 アイリス福祉会地域
交流多国山ホール
●費用 映画上映会は無料、認
知症カフェは飲み物代が必要
問（福）
アイリス福祉会
業務課
℡（0771）
43-0228
問 ＝申込・問合せ先

℡ ＝電話番号

℻ ＝FAX番号

FUKUSHI（フクシ）就
職フェア開催のご案内
福祉関連合同就職説明会を
開催します。本フェアは京都
府補助事業で、出展法人は全
て
「きょうと福祉人材育成認
証制度」の認証事業所・宣言
事業所です。
●日時 5月12日（日）午後0
時30分〜4時30分
●場所 みやこめっせ1階
※京都市営地下鉄東山駅から
徒歩8分
●内容
・就活応援セミナー
（予定）
：
午後0時30分〜1時30分
・出展法人との個別面談：午
後1時30分〜
・出展法人：京都府内の福祉
関係事業所 125法人
（予定）
●対象 学生
（2020年3月卒
業予定者など）
、一般求職
者、福祉・医療系有資格者、
無資格・未経験者など
●その他 申込不要、無料
問 福祉職場就職フェア実行委
員会
（社会福祉法人京都府
社会福祉協議会）
℡（075）
252-6297

第16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 5月24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）
℡（0771）
42-5484

＝メールアドレス

夏休み海外研修交流事業
の参加者を募集します

自力アップ体操教室の平
成31年度生を募集

体験を通して、お互いの理
解や交流を深め、国際性を養
う事を目的に実施します。
●日時 7月26日
（金）〜8月
20日
（ 火 ）の う ち、8〜18
日間
※コースにより異なる
●研修国 イギリス、オース
トラリア、カナダ、シンガ
ポール、フィジー
●内容 ホームステイ、ボラ
ンティア、文化交流、学校
体験、英語研修、地域見学、
野外活動など
●対象 小学校３年生〜高校
３年生の方まで
※コースにより異なる
●参加費 36〜65万円
※コースにより異なる
●説明会 5月12日（日）
午後2時30分〜4時（場所：
京都アスニー第11会議室）
※説明会は予約不要、無料で
す。
●申込方法 5月24日（金）お
よび6月7日（金）まで（コー
スにより異なります）にお
申し込みください。詳細は
お問い合わせいただくか、
資料請求またはホームペー
ジでご確認ください。
問（公財）
国際青少年研修協会
℡（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

身体のバランスを整える
（歪みをなくす）
と、身体が気
持ち良く変化します。姿勢を
良くしたい、痛みを減らした
い、楽に動けるようになりた
い方など、ぜひ体感してみて
ください。
●日時・場所
①美山教室：月2回木曜日 午
後2時〜3時30分 宮脇公民
館
②日 吉 教 室
（ 夜 ）： 毎 週 火 曜
日 午 後7時30分 〜9時（4
〜10月）
、午後6時30分〜
8時（11〜3月）日吉はーと
ぴあ
③日吉教室
（昼）：毎週金曜日
午後2時〜3時30分 日吉ゆ
う薬局内
④園部教室：毎週金曜日 午
後2時〜3時30分 国際交流
会館
●対象 16歳以上の男女
●費用
①美 山 教 室1回500円
（年会
費2,000円）
②③日吉教室1回800円
④園部教室1回1,800円
※無料体験もしています。
●その他 初回および定期的
に「身体バランスチェック
（歪み・写真分析）」で効果
を確認します。途中からの
参加でも無理なく、自分の
ペースで始めることができ
ます。各々の身体の状態に
合わせて、種目や方法を選
定するので安心です。
●自力アップ体操 身体の動
き（クセ）を修正して歪みを
なくし、
「痛みなど症状の回
復」
と「基本動作
（寝・起・座・
立・歩）を取り戻す」
15種
目の体操です。
問 南丹けんこう美人
℡ 090-3171-0413

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号・住所

第319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 5月11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、鯖（巻き）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、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 子供たちへの楽
しいおはなし会
【無料】
午後0時30分〜
※かあちゃん劇場「赤とんぼ」
による絵本読み聞かせやパ
ネルシアター、工作など
●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
℡ 090-6961-1021

「らべんだ〜ず」オカリナ
ふれあいコンサートを開催
らべんだ〜ずオカリナアン
サンブル第12回ふれあいコ
ンサートを開催します。楽し
いステージ発表ですので、お
誘い合わせお越しください。
【無料】
●日時 6月16日
（日）午後1
時30分〜
（開場：午後1時）
●場所 日吉町生涯学習セン
ターホール
●主催 らべんだ〜ず・オカ
リナ・アンサンブル
●後援（予定） 京都新聞社、
南丹市教育委員会、京丹波
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町教育委員会、南丹市社会
福祉協議会、京丹波町社会
福祉協議会、京丹波町文化
協会
問 日吉町生涯学習センター
℡（0771）
72-3300

英会話教室の受講生を
募集します
（社会人対象）
どのコースも全て英語での
授業ですので、自然と英会話
が身に付きます。ご自分に合
わせたレベルで、英会話に磨
きをかけてみませんか。
【要予
約】
〈社会人英会話講座
（初級）
〉
やさしい英語を使って、実
用的な会話を習得します。
●日時 5月17日〜7月19日
までの毎週金曜日
午後2時00分〜3時30分
●内容 ネイティブ講師（ク
リス先生）による英会話グ
ループレッスン
●場所 八木公民館第3集会
室
●参加費 7,000円
（全10回
分）※初回徴収
〈日常英会話講座入門（中級）
〉
日常的な英会話に加え、英
語で自分の意見を伝えられる
ように練習します。
●日時 5月14日〜7月16日
までの毎週火曜日
午後7時00分〜8時30分
●内容 ネイティブ講師（デ
ボラ先生）による英会話グ
ループレッスン
●場所 園部公民館3階会議
室
●参加費 8,000円
（全10回
分）
※初回徴収

問 ＝申込・問合せ先

〈共通事項〉
●対象 市内在住、在勤のお
おむね18歳以上の方
●定員 各コース10人（先着
順）
●申込方法 希望教室、氏名、
年齢、住所、電話番号、携
帯電話番号などの連絡先を
電話、ＦＡＸ、Ｅメールの
いずれかでお申し込みくだ
さい。
●主催 南丹市国際交流協会
●後援 南丹市教育委員会
問 南丹市国際交流協会
℡（0771）
63-1840
※火 〜 金 の 午 後0時30分 〜4
時30分
℻（0771）
63-1841
nantania@oﬃce.zaq.jp

４月15日〜５月14日は
みどりの月間です
国民の祝日である「みどり
の日（5月4日）」についての国
民の関心と理解を一層促進
し、
「 みどり」についての国民
の造詣を深めるため、毎年4
月15日 か ら5月14日 を 期 間
とする
「みどりの月間」が設け
られています。
期間 中は、
「 み ど り の学術
賞」
の授与を行う
「みどりの式
典」をはじめとして、地方公
共団体および一般の協力を得
て、
「 みどり」に関する各種行
事などが全国的に実施されま
す。

℡ ＝電話番号

℻ ＝FAX番号

＝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319号
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