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お知らせ
テレビ視聴に関するお知
らせ
携帯電話での新しい電波利
用開始に伴い、一部地域でテ
レビ受信障害が生じる可能性
があります。
テレビ映像に影響が出た場
合は、
（ 一社）700MHz利用推
進協会にて、無償で回復作業
を行います。
なお、ケーブルテレビや光
ケーブルでご覧の場合、影響
は あ り ま せ ん。 ま たBS/CS
放送にも影響はありません。
問 700MHzテレビ受信障害対
策コールセンター
TEL（0120）
700-012
受 付時間：午前9時～午後
10時（年中無休）

児童手当の現況届・定期払いについてのお知らせ
6月分以降の手当を受け取っていただくためには現況届の提出
が必要です。必要書類を添えて提出してください。
提出がない場合および必要な添付書類が不足する場合は、6月
分以降の手当がお支払いできなくなりますのでご注意ください。
●現況届提出期限 6月28日（金）
●今後の定期払スケジュール
支払予定日
対象月
対象者
平成30年度現況届提出者
平成31年2月
または
6月10日（月）
～令和元年5月分 平成30年6月～令和元年
5月新規認定者
令和元年6月
10月10日（木）
～令和元年9月分
令和元年度現況届提出者
令和2年
令和元年10月
または
2月10日（月） ～令和2年1月分
令和元年6月以降新規認定者
令和2年
令和2年2月
6月10日（水） ～令和2年5月分
問 子育て支援課 TEL（0771）
68-0017

「野焼き」は法律で禁止されています
野焼きは、次の場合を除き「廃棄物の処理及び清掃に関する法
律」で禁止されており、違反者は直罰で5年以下の懲役若しくは
1,000万円以下の罰金又はこの併科となっています。ダイオキ
シンなどの有害物質が発生し火災の危険が伴うため、絶対にや
めましょう。
・災害の予防、応急対策または復旧のために必要なもの
・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要なもの（とん
ど焼きなど）
・農林業などを営む上でやむを得ないもの（焼畑、畦草・稲わら
の焼却など）
・たき火など、日常生活で通常行われる軽微なもの（暖をとるた
き火、キャンプファイヤーなど）
※大 量の煙や臭いによって、近隣の生活環境に支障となる行為
は、改善命令や行政指導の対象となります。
周 辺に多大な迷惑をかけないよう、ごみの処分はルールに基
づき適正に行いましょう。
問 市民環境課 TEL（0771）
68-0085

【総合問合せ窓口】 TEL（0771）68-0001㈹ FAX（0771）63-0653
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南丹市男女共同参画社会
推進委員の公募について
南丹市では、男女共同参画
行動計画を円滑に推進するた
め「南丹市男女共同参画社会
推進委員会」を設置し、市民の
方々より委員を公募します。
●応募資格
・南 丹市内に在住または在
勤・在学の方
・平 成31年4月1日現在、満
20歳以上の方
・平日（昼間）に開催する推進
委員会に出席できる方
・本市議会議員及び本市職員
でない方
●募集人員 若干名
●任 期 委嘱の日から令和3
年3月31日まで
●選考方法 作文の内容など
を参考に選考します。
●応募方法 応募用紙に必要
事項をご記入のうえ、6月
28日（金）午後5時（必着）ま
でに人権政策課へご提出く
ださい。
※応募用紙は、人権政策課に
備え付けます。また、市ホー
ムページからもダウンロー
ドいただけます。
問 人権政策課
TEL（0771）
68-0015

指定難病医療受給者証を
お持ちの方へ
現在お持ちの受給者証の有
効期間の終了が近づいてきて
います。引き続き支給認定を
申請される方は、期間内に手
続きを行ってください。
●継 続 受 付 期 間 6月3日
（月）～7月31日（水）
※土日祝日を除く
●受 付時間 午前9時〜午後
5時
（正午〜午後1時を除く）
●受付場所 京都府南丹保健
所
問 京都府南丹保健所保健室
TEL（0771）
62-2979
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「南丹市介護予防サポーター養成講座」
受講生を募集しま
す
高齢者が元気でいきいきと自立した生活を地域で送れるよう
に、できることから取り組んでみませんか。
【要申込】
●目 的 介護予防と健康づくりに関する基礎知識を身に付け、
家族や自分自身の介護予防と、ボランティアとして地域の体
操教室に参加するなど、できる範囲で介護予防に取り組むサ
ポーターの養成。
●対象 市内在住での次のいずれかに該当する方
・地域と自分自身の健康づくりに関心がある方
・地域のために何か活動したいと思っている方
・家族や友人が介護を受けずに健康でいられる方法を知りたい方
●内 容 運動、お口の健康・栄養など、介護予防と健康づくり
に関する基礎知識
●講座プログラム
月日
時間
講座テーマ
午前9時30分〜
オリエンテーション・仲間づく
8月28日 10時30分
りのゲーム
（水） 午前10時45分〜
お口は元気な体の入り口
11時45分
午前9時30分〜
サポーター活躍事例
8月29日 10時30分
（木） 午前10時45分〜 音楽体操でサビない体と頭を作
11時45分
ろう【実習】
9月4日 午前9時30分〜
元気を測る体力測定【実習】
（水） 11時45分
午前9時30分〜
食事はあなたの健康を作る
9月5日 10時30分
（木） 午前10時45分〜
手と足を強くする筋トレ【実習】
11時45分
午前9時30分〜
高齢者の心身の特徴
9月11日 10時30分
（水） 午前10時45分〜
転倒予防の音楽体操【実習】
11時45分
午前9時30分〜
足腰を強くする筋トレ【実習】
10時10分
9月12日 午前10時20分〜
さまざまな体力の話
（木） 11時00分
午前11時10分〜
修了式・交流会
正午
※可能な限り、全てのテーマを受講してください。
※なんたん健幸ポイント50対象事業です
●場所 南丹市国際交流会館
●参加料 無料
●定員 45人
●実施団体 NPO法人元気アップAGEプロジェクト
●申込方法 7月26日（金）までに、電話でお申込みください。
問 保健医療課
TEL（0771）
68-0016

問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

戦没者遺児による慰霊友
好親善事業について

南丹市地域おこし協力隊
活動報告会を開催します

立地適正化計画の策定及
び事前届出制度について

先の大戦で父などを亡くさ
れた戦没者遺児を対象に、旧
戦域を訪れ、慰霊追悼を行う
とともに、同地域の住民との
友好親善を図ることを目的に
実施されます。
実施時期など詳細のお問い
合わせおよび参加のお申し込
みについては、
（ 一財）京都府
遺族会までご連絡ください。
●参加費 10万円
●実施地域 西部ニューギニ
ア、 ソ ロ モ ン 諸 島、 東 部
ニューギニア、トラック・
パラオ諸島、ボルネオ・マ
レー半島、フィリピン、マ
リアナ諸島、ミャンマー、
台湾・バシー海峡、ビスマー
ク諸島、マーシャル・ギル
バート諸島、中国
問（一財）
京都府遺族会事務局
TEL（075）
393-6050

7月、10月で任期満了を迎
える南丹市地域おこし協力隊
3名の活動報告会を、下記の
とおり開催します。
都市部から移住し、それぞ
れの知識や経験を生かして地
域活動に取り組んできた隊員
が、3年間の活動を通じて気
付いたこと、得たことなどを
報告します。ぜひご参加くだ
さい。
【申込不要、入場無料】
●日 時 7月13日（土）午後2
時～4時
●会場 南丹市日吉町生涯学
習センター第1、第2会議室
●報告者 村上直代隊員、太
田彩美隊員、佐田祥毅隊員
●内容 隊員による報告、質
疑応答など
問 地域振興課
TEL（0771）
68-0019
chiiki@city.nantan.lg.jp

南丹市では、
「南丹市立地適
正化計画」を策定し、令和元
年7月1日に公表する予定で
す。
本計画の公表に伴い7月1
日から、都市再生特別措置法
に基づく届出が義務付けられ
ますので次に該当する場合
は、着手する30日前までに、
行為の種類や場所などについ
て都市計画課へ届出が必要と
なります。
・立地適正化計画で設定した
「居住誘導区域」の外で住宅
の建築などを行う場合
・
「都市機能誘導区域」の外で
計画に位置付けた「誘導施
設」の建築などを行う場合
・
「都市機能誘導区域」で計画
に位置付けた「誘導施設」を
休止または廃止を行う場合
なお、立地適正化計画に基
づく届出制度は、計画で定め
る誘導区域外で住宅開発や都
市施設を整備または休廃止す
るなどの動きを把握するため
の制度であり、誘導区域外に
おける開発などの行為を規制
するためのものではありませ
ん。
ご理解とご協力をお願いし
ます。
詳細につきましては、ホー
ムページまたは都市計画課ま
でお問い合わせください。
問 都市計画課
TEL（0771）
68-0052
FAX（0771）
63-0654
tokei@city.nantan.lg.jp

情報公開制度等の実施状況について
南丹市情報公開条例及び南丹市個人情報保護条例の規定に基
づき、平成30年度における情報公開制度及び個人情報開示制度
の実施状況を取りまとめましたので、お知らせします。
●情報公開制度
請求件数323件
処理状況
公 開件数306件、部分公開件数3件、非公開件数2件、不存
在件数12件、取下件数0件
※実 施機関別の請求内訳は、市長に対する請求が305件、教育
委員会への請求が18件でした。
※請 求者区分の内訳は、
「 市内個人」が32件、
「 市内法人」が91件、
「利害関係人」が114件、
「その他」が86件でした。
●個人情報開示制度
請求件数11件
処理状況
開 示件数1件、部分開示件数7件、非開示件数0件、不存在
件数3件、取下件数0件
※実施機関別の請求内訳は、市長に対する請求が11件でした。
※請 求者区分の内訳は、
「 市内個人」が10件、
「 その他」が1件でし
た。
問 総務課 TEL（0771）
68-0002 FAX（0771）63-0653

＝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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園部公民館・南丹市八木支
所3階の貸館休止について
＜園部公民館＞
現在閉鎖中の大ホールを含
め た耐震補強・大規模改修
工 事を実施するため、
「 令和
元年7月1日から全館休館」し
ま す。 利 用 再 開 は「 令 和3年
（2021年）4月1日から」を予
定しています。
＜南丹市八木支所３階＞
隣接する八木公民館の機能
を移転する大規模改修工事を
実施するため、7月1日から
支所3階の一般利用を休止し
ます。
利 用 再 開 は「 令 和2年
（2020年）4月1日から」を予
定しています。
なお、支所の改修工事の期
間中、八木公民館の利用は可
能です。
※利用再開に伴う予約の開始
時期などの詳細は、決まり
次 第追ってお知らせしま
す。
問 社会教育課
TEL 0771-68-0057
FAX 0771-63-2850
b e-syakai@city.nantan.
lg.jp

園部および八木会場市民健診結果報告会のお知らせ
4月～5月に園部町および八木町で実施した市民健診（集団健
診）の結果報告会を以下の日程で開催します。
＜園部会場＞
実施日
所在地
時間
南八田公民館
午前9時30分～10時30分
6月17日（月） 大河内公民館
午後1時～1時30分
竹井公民館
午後2時30分～3時30分
旧川辺小学校
午前9時30分～10時30分
6月18日（火）
船阪公民館
午後1時～2時30分
午前9時30分～11時
6月20日（木） 園部公民館
午後1時～2時30分
午後6時～8時
午前9時30分～11時
6月21日（金） 園部公民館
午後1時～2時30分
北部コミュニティ
午前9時30分～10時30分
6月24日（月） センター
高屋公民館
午後1時～2時30分
午前9時30分～11時
6月25日（火） 国際交流会館
午後1時～2時30分
※どの会場に来ていただいても結構です。
※結 果をお返しするのは、園部会場で受診いただいた方に限り
ます。
＜八木会場＞
実施日
所在地
時間
神吉自治会館
午前9時30分～10時30分
6月26日（水） 東部文化センター 午後1時～1時30分
室河原公民館
午後2時30分～3時
午前9時30分～10時30分
6月27日（木） 八木公民館
午後1時～2時
午前9時30分～10時30分
6月28日（金） 氷室の郷
午後1時～2時
口 丹 波 勤 労 者 福 祉 午前9時30分～10時30分
7月1日（月）
午後1時～2時
会館
※どの会場に来ていただいても結構です。
※結 果をお返しするのは、八木会場で受診いただいた方に限り
ます。
＜共通事項＞
※が ん検診のみ受診された方は、結果報告会までに郵送でお返
しします。
※肺がん・結核検診の結果は、後日郵送します。
※なんたん健幸ポイント50の対象事業です。ポイントカードを
ご持参ください。
問 保健医療課 TEL（0771）
68-0016
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問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

風しん予防接種費用助成
事業について
●助成対象者 接種当日、南
丹 市に住民票を有する方
で、風しんの抗体検査等で
抗体価が低く、かつ下記の
いずれかに該当する方
① 妊娠を希望する女性
② 抗体価が低い妊婦の同居者
●助 成 対 象 予 防 接 種 麻 し
ん風しん（MR）予防接種又
は、風しん（R）予防接種
●助成予防接種実施期間
4月1日（月）〜令和2年3月
31日（火）
●助 成申請受付期間 5月7
日（ 火 ）〜 令 和2年4月1日
（水）
●助 成 金 額 麻 し ん 風 し ん
（MR）予 防 接 種 は、6,000
円、風しん（R）予防接種は、
4,000円
た だ し、 助 成 回 数 は 平 成
25〜平成31年度事業を含
め1人1回 と し、 予 防 接 種
費用が助成金額を下回る場
合は、低い方の金額を助成
します。生活保護世帯の方
は、全額助成となります。
●申請方法 医療機関で予防
接種を受け、費用を全額支
払い後、保健医療課または
各支所窓口で申請の手続き
を行う。
●必要書類など ①予防接種
費用助成金交付申請書、②
印鑑、③助成金振込先の金
融機関口座番号が確認でき
るもの、④医療機関発行の
予防接種領収書の原本（氏
名、予防接種名、接種日、金
額記載のもの レシート不
可）、⑤風しん抗体検査結果
（母子手帳可）、⑥抗体価の
低い妊婦の同居者は母子手
帳・同居の妊婦の風しん抗
体検査結果（母子手帳に記
載されていれば不要)・同
居の有無が分かる書類(保
険証、免許証等)、⑦風しん
予防接種費用助成金請求書
※京都府が風しん抗体検査の
助成事業を実施しておりま
す。 詳 し く は 南 丹 保 健 所
（0771）62-4751にお問い合
わせください。
問 保健医療課
TEL 0771-68-0016
＝メールアドレス

人材募集
夏休み

放課後児童クラブ支援員募集

●勤務期間 7月1日（月）〜8月28日（水）毎週日曜日および祝日、
お盆期間（8月13日〜16日）
は休み
●勤務時間 午前7時45分〜午後6時30分
1日7時間30分以内（休憩あり）
●賃金 1時間あたり 学生1,000円、一般1,100円
●勤務場所 南丹市内6カ所の児童クラブ（園部、八木、日吉）
●業 務内容 小学生の児童が家庭の代わりとして過ごす放課後
児童クラブで、子どもたちが安全、安心に過ごせるよう保育
と見守りを行っていただきます。
●応募条件 18歳〜65歳。支援員経験、保育士免許、教員免許、
看護師免許がある方歓迎。
●申 込方法 社会教育課に備え付けの「臨時職員登録申込書」を
提出してください。
●選考方法 面接にて決定します。
●応募締切 6月24日（月）
※詳しくは、南丹市ホームページにてご確認ください。
問 社会教育課 TEL（0771）
68-0057 FAX（0771）63-2850
be-syakai@city.nantan.lg.jp

自衛隊各種採用試験等に関する説明会のご案内
＜採用種目＞
種目
航空学生
一般曹候補生
自衛官候補生

概要
受付期間
自衛隊パイロットを養成
9月6日（金）まで（締
基 幹 要 員 で あ る 陸・ 海・
切日必着）
空曹を養成
所要の教育を経て3か月後
年中受け付け
に2等陸・海・空士に任官

＜説明会＞
●日時 6月18日（火）、25日（火）、7月2日（火）、9日（火）午前
10時〜、午後1時〜、午後4時〜
●会場 亀岡募集案内所
●内容 自衛官の仕事と生活および採用種目についての説明
●対 象 学生・一般・保護者の方などどなたでもご参加いただ
けます。
●その他 予約不要、履歴書不要、入退場自由、服装自由
※平成30年10月1日から、採用年齢が33歳未満に引き上げられ
ました。
問 防衛省自衛隊 亀岡募集案内所
〒 621-0815 亀岡市古世町西内坪34-26
TEL（0771）
24-4170
HP「自衛隊 京都」
で検索

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号・住所

第322号
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相談会
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
いたします。お気軽にご利用
ください。
【無料】
●日程 ①7月9日（火）
②7月23日（火）
●時 間 いずれも午後1時〜
午後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名（先着順）
※1人30分以内
●申 込 方 法 前 日 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

子育て支援（催し）
八木中央幼児学園からの
お知らせ
「みんなあつまれ‼︎にこに
こひろば」および「保護者会バ
ザー」を開催します。お誘い
合わせのうえ、お越しくださ
い。
●日時 7月7日（日）
午前10時〜午後1時
●場所 八木中央幼児学園
●内容 保護者会バザー、学
園の紹介、遊びコーナー、
子育て相談、地域の方によ
る模擬店など
問 八木中央幼児学園
TEL ・ FAX（0771）
42-5189
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子育てすこやかセンター
7月事業のお知らせ

6月「 託 児 付 き カ フ ェ
よっといで」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。
※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 7月3日（ 水 ）、10日
（水）、17日（水）、31日（水）
いずれも午前10時30分〜
●内容 「水遊びの日」
●持ち物 水着又は水遊び用
パンツやオムツ、タオル、
着替え、帽子、お茶など
※天 候（猛暑日など）により、
内容を変更する場合があり
ます。
＜子育て講座＞
●日 時 7月11日（ 木 ）午 前
10時30分〜11時30分
●内容 安藤 智華子講師に
よる誕生学「命のはじまり
〜そ し て 現 在 か ら 未 来 へ
〜」
＜親子リトミック＞
●日 時 7月19日（ 金 ）午 前
10時30分〜11時30分
＜ベビーマッサージ＞
●日 時 7月24日（ 水 ）午 前
10時30分〜11時30分
※バスタオルをご持参くださ
い。
問 南丹市子育てすこやかセン
ター
TEL（0771）
68-0082

子育て中のママさんや家族
の方、お子さんのホッとでき
る居場所作りをしています。
●日 時 6月26日（ 水 ）午 前
10時〜正午（受付は午前9
時50分〜）
※雨天決行
●場 所 美 山 保 健 福 祉 セ ン
タ ー（ 美 山 町 安 掛 ）で 受 付
後、農園に行きます。
●定員 先着30組
●内容 ブルーベリー摘み&
カフェ
●参 加協力金 500円（無農
薬コーヒー&手作りおやつ
付き）
※ブルーベリー摘みには別途
料金がかかります。
●持ち物 帽子、タオル、お
茶など
※足元や衣服など汚れてもよ
い服装でお越しください。
●申込方法 6月24日（月）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。
※よっといでは、一緒に活動
してくださるスタッフを募
集しています。関心のある
方はご連絡ください。
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

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝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
南丹市立図書館の新刊図書の一部を紹介します。
＜一般書＞
◆土日で学べるプログラミング入門（大森敏行ほか）◆最高の生き方（ムーギー・キム）◆社会人１年
目からの仕事の基本（濱田秀彦）◆平成の終焉（原武史）◆せつない京都（柏井壽）◆道の駅旅案内全国
地図 2019年度版 特集ふるさとグルメ◆四季で訪ねる日本の絶景（日本の美研究会編）◆もしも
世界に法律がなかったら（木山泰嗣）◆超孤独死社会（菅野久美子）◆家族のためのユマニチュード（イ
ヴ・ジネスト,ロゼット・マレスコッティ他著）◆キャリアデザインの教科書（大山雅嗣ほか）◆詳説
日本の宝飾文化史（露木宏）◆子どもの結婚 親の役割とあいさつ（岩下宣子監修）◆天気と気象の教科
書◆野草図鑑◆「感情の老化」を防ぐ本（和田秀樹）◆腸の名医に教わる「やせるみそ汁」
（小林弘幸監
修）◆薬膳のつくりおき（植木もも子）◆失恋めし（木丸みさき）◆空襲で消えた「戦国」の城と財宝（吉
岡孝監修）◆まんがアフリカ少年が日本で育った結果（星野ルネ）◆笑う回文教室（せとちとせ）◆1日
3分脳とのどを鍛える音読落語（山口謠司）◆すごい言い訳！（中川越）◆宮中歌会始全歌集（宮内庁編）
◆隠居すごろく
（西條奈加）◆マーダーハウス（五十嵐貴久）◆もういちどベートーヴェン（中山七里）
◆帝国ホテル建築物語（植松三十里）◆家康に訊け（加藤廣）◆中野のお父さんは謎を解くか（北村薫）
◆ロイスと歌うパン種（ロビン・スローン）
＜児童書＞
◆プログラミングって何？
（関和之）◆日本昔ばなしのことば絵本（千葉幹夫監修）◆ジュニア空想科
学読本16（柳田理科雄）◆災害にあったペットを救え（高橋うらら）◆君も！鉄道マイスター首都圏◆
旅するこどものフランス語パリ編（コンデックス情報研究所編）◆鹿の王水底の橋（上橋菜穂子）◆自
分ことわざじてん（さくらこ）◆ノウサギのムトゥラ（ビヴァリー・ナイドゥー）◆１０才までに覚え
ておきたいぴったりことばさがしブック（アーバン出版局編）
＜絵本＞
◆どうぶつパンやさん（さとうめぐみ）◆かめくんのさんぽ（なかのひろたか）◆ゆりかごのうた（北原
白秋詩）◆きょうりゅうのおおきさってどれくらい？（大島英太郎）◆あのこのたからもの（種村有希
子）◆きょうなにしてた？（はまのゆか）◆おたすけトミーでばんだよ！（いしいひろし）◆はりねずみ
のぼうけん（ディック・ブルーナ）◆ちいさな魔女とくろい森（石井睦美）◆うまれたよ！クラゲ（武田
晋一写真）
問 中央図書館 TEL（0771）
問 八木図書室 TEL（0771）
68-0080
68-0027
問 日吉図書室 TEL（0771）
問 美山図書室 TEL（0771）
68-0036
68-0046

催し
ほたる鑑賞会のお知らせ
美山の最奥地 洞で、川沿
いのあぜ道に杉と桧のウッド
チップを敷き詰めて、歩き心
地ふわふわのほたる散策道を
つくりました。
かえるの唄と木の香り、竹
灯篭のほのかな灯りに包まれ
て、満天の星空とほたるのき
らめきが真っ暗な川面に反射
する。幻想的な山里の美と静
寂を感じてみませんか。
＜ピークイベント＞
Miyo Hora Botaru
（見よ洞ぼたる）
●日時 6月22日（土）
＝メールアドレス

午後8時 開会
●場所 南丹市美山町豊郷下
側
●内容 バイオリン演奏・特
産品販売（栃ゼリー・栃入
り冷やしぜんざい）など
※午 後6時〜7時30分：洞公
民館で「美山のテキ屋集団
ごんせ」が屋台出店
＜散策道開放期間＞
6月15日（土）〜30日（日）
※ほたるは絶対捕らないでく
ださい！
問 洞区
（担当：下田）
TEL（090）
1446-1007

レクリエーション学習会
の参加者を募集します
「楽しいを見つけよう！届
けよう！」をテーマに一緒に

HP ＝ホームページアドレス

学び合いましょう。
●開 催日 6月20日（木）、9
月19日（ 木 ）、10月17日
（ 木 ）、12月19日（ 木 ）、2
月20日（木）
1回のみの参加可。
●時間 午前10時〜正午
●場所 南丹市社会福祉協議
会八木事務所
●講 師 レ ク リ エ ー シ ョ ン
コーディネーター 杉本雅
子さん
●定員 各回50人程度
●参加費 各回100円
●申込方法 電話またはFAX
でお申し込みください。当
日参加も可。
問 南丹市社会福祉協議会八木
事務所
TEL（0771）
42-5480
FAX（0771）
42-4412

〒 ＝郵便番号・住所

第322号
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「ほう葉ご飯づくり」参
加者募集のお知らせ
かつて日吉では、田植えの
“こびる”
（朝食と昼食の間食）
に朴（ほう）の葉に包んだ「ほ
う葉ご飯」を食べました。
郷土資料館では、豆ご飯を
使って「ほう葉ご飯」を作りま
す。ほう葉の葉っぱが、鮮や
かな緑に生い茂る時季にしか
作れないほう葉ご飯を、季節
を感じながら味わってみませ
んか。
親子でのご参加をお待ちし
ております。また、お一人の
参加も大歓迎です。
●日時 6月23日（日） 午前
10時〜正午
●場所 南丹市日吉町郷土資
料館 かやぶき民家
●参加費 200円
●入 館 料 大 人200円、 高
校・大学生150円、小中学
生100円
●持ち物 エプロン・三角巾
●定員 10名（先着順）
●申込方法 電話またはFAX
にてお申込下さい。
問 南丹市日吉町郷土資料館
TEL（0771）
68-0069
FAX（0771）
72-1130

サマージャンボ宝くじの
発売について
この宝くじの収益金は、市
町村の明るく住みよいまちづ
くりに使われます。
●発売期間 7月2日（火）〜8
月2日（金）
●抽せん日 8月14日（水）
●発売場所 全国の宝くじ売
り場（通信販売でも購入で
きます）
●当 せ ん 金 額 1等5億 円、
前後賞各1億円
●当せん金支払期間
8
 月19日（ 月 ）〜 令 和2年8
月18日（火）
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●証票単価 300円
問（公財）

京都府市町村振興協
会
TEL（075）
411-0200

南丹市公民館講座「絵手
紙教室」受講者募集
日々の暮らしの中で出会っ
た花や静物など、感動を絵に
表して、ことばを添えてつく
る絵手紙づくりを学びません
か。初心者も大歓迎でお待ち
しています。
●開講日 7月4日、8月1日、
9月5日、10月3日、11月
7日、12月5日
（全6回・各木曜日）
●時 間 いずれも午前10時
〜正午
●場 所 八木公民館（市役所
八木支所隣）

●講 師 井上みよしさん（日
本絵手紙協会公認講師）
●受 講 料 3,000円（6回 分、
初回参加時にお支払くださ
い。）
●持ち物 材料と道具は主催
者側で用意しますが、持参
いただいても結構です。
●対象者 市内在住または在
勤の成人
●定員 20人（先着順）
●申込期間
6月17日（月）
〜6月28日（金）
●申 込方法
八木公民館窓
口にお越しいただくか、電
話またはFAXで、住所、氏
名、電話番号をご連絡のう
え、お申し込みください。
問 八木公民館
TEL（0771）
42-3132
FAX（0771）
42-3133
（月曜・祝日休館）

「パソコン初級講座」を開催します
南丹市で地域貢献活動をされている方々に向けて、パソコン
を使った事務力向上を図る講座を開催します。
●日時・内容
以下の日程で、表計算ソフトExcelや文書作成ソフトWordの
使い方を学びます。
開催日
時間
内容
7月9日（火）
Excelの基本を学ぶ
7月23日（火）
Excelで会計
8月6日（火）
Wordの基本を学ぶ
午前10時〜正午
8月20日（火）
Wordでチラシ作り
9月3日（火）
Wordで名刺作り
●場所 南丹市国際交流会館 2階研修室
●講師 NPO法人テダス、南丹市社会福祉協議会
●対 象 南丹市で地域貢献活動をされている方もしくは、はじ
めようと思われている方
●定 員 5人（応募者多数の場合は、申込理由を参考に選考いた
します）
●受講料 3,000円（全5回）
●申込方法 7月4日（木）までに、氏名、電話番号、申込理由を
電話またはFAXでお申込みください。
問 南丹市社会福祉協議会 本所
TEL（0771）
72-3220
FAX（0771）
72-3222

問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

「第12回にぎわい太鼓ま
つり」を開催します
主に丹波地域で活動してい
る太鼓グループの合同演奏会
を開催します。
●日時 6月23日（日）
午後0時30分〜3時30分
（正午開場）
●会場 南丹市八木農村環境
公園「氷室の郷」
●入 場料 20歳以上の方は
500円（開催協力金として）
問 口丹波で民俗芸能を楽しむ
会
TEL（0771）
26-5838

丹波自然運動公園からお
知らせ
＜太極拳教室＞
●日 時 6月28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
＜エンジョイテニス（夜の部）
＞
●日 時 7月1日、15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
＜レディーススポーツデー＞
●日時 7月3日、10日、17
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歳以上の女性の
方
＜ガーデニング教室＞
●日時 7月7日（日）午後2時
〜4時
●場所 旧宿泊所会議室
●内容 キッチンハーブの寄
せ植え
●参加費 2,500円
●定員 30人
＝メールアドレス

●対象 どなたでも
●申 込 方 法 7月3日（ 水 ）ま
でに、住所、氏名、年齢、
電話番号をご記入の上、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 7月13日（土）午後7
時〜9時
●場所 丹波天文館
●内容 月・木星・土星・夏
の星座などの観望
●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）
●申込方法 前日までに、住
所、 氏 名、 年 齢、 電 話 番
号をご記入の上、はがき、
FAX、Eメールのいずれか
でお申し込みください。
＜木工教室＞
●日 時 7月27日（土）午後1
時30分〜4時
●場所 旧宿泊所会議室
●内容 ミニ椅子作り
●参加費 1,000円
●定員 25人
●対 象 小学生以上（小学生
は保護者同伴）
●申 込方法 6月27日〜7月
20日までに、住所、氏名、
年齢、電話番号をご記入の
上、はがき、FAX、Eメー
ルのいずれかでお申し込み
ください。
※当日受け付けの事業は申し
込み不要です。
問 丹波自然運動公園
TEL（0771）
82-1045
FAX（0771）
82-0480
k ouen@kyoto-tanbapark.
or.jp
〒 622-0232 京 都 府 船 井 郡
京丹波町曽根崩下代110-7

HP ＝ホームページアドレス

南丹やぎの青空市
サロンとして交流やお買い
物を楽しんでいただけます。
●日 時 毎月第4土曜日 午
前10時〜午後2時
●場所 南丹市八木町本町通
り商店の駐車場
●出 店 参 加 費 年3回 は 無
料、 継 続 参 加 は 毎 回1店
1,000円
●内容 テント・机・椅子各
1個は準備します。
※10月26日（土）100回記念
事業を開催します。
問 南丹やぎの青空市実行委員
会
TEL（0771）
42-2120

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。育児で迷った時、ひとり
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
※7月から実施します。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 6月29日(土)
午前10時〜11時30分
問 みやま保育所
TEL（0771）
75-0133

〒 ＝郵便番号・住所

第322号
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なんたんテレビ（11ch）番組表（令和元年6月16日〜30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】南丹市秘書広報課 〒 622-8651 南丹市園部町小桜町47 TEL（0771）68-0065 FAX（0771）63-0653
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