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お知らせ
令和元年度くらしの資金
貸付（夏期分）のご案内
くらしの資金貸付制度は、
病気や失業、不慮の事故、災
害など、思わぬ災難に見舞わ
れて、生活のためにどうして
も緊急一時的な資金を必要と
している家庭に活用していた
だくための貸付制度です。
次のとおり、令和元年度夏
期貸付の申し込みを受け付け
ます。
●受 付 期 間 7月1日（月）〜
7月12日（金）
●貸付額
10万円以内
●返 済 方 法 毎 月 割 賦 償 還
（最長20回）
問 南丹市社会福祉協議会本所
TEL（0771）
72-3020
各事務所
TEL 園部
（0771）62-4125
八木（0771）42-5480
日吉（0771）72-0947
美山（0771）75-0020

狩猟免許試験・講習会について
令和元年度の狩猟免許の試験日および講習会の日程は次のと
おりです。申し込みは、それぞれ問合わせ先にお願いします。
●日程
<狩猟免許試験日>
日程
場所
申込期限
8月31日（土）
京都社会福祉会館
8月20日（火）まで
9月7日（土）
綾部市市民センター 8月27日（火）まで
12月2日（月）
京都社会福祉会館
11月19日（火）まで
※申込期間は、いずれも土・日・祝日を除く
問 京都府南丹広域振興局企画調整室 TEL（0771）
22-0426
<狩猟免許講習会>
日程
場所
申込期間
①8月24日（土）
ガレリアかめおか
8月2日（金）まで
②11月16日（土） ガレリアかめおか
11月8日（金）まで
※申込期間は、いずれも土・日・祝日を除く
●定員 日程①、②各120人（先着順）
問 京都府猟友会 TEL（075）
821-5225
●補助制度 南丹市では、有害鳥獣のより効率的な捕獲を実施す
るため、有害鳥獣捕獲を目的に新たに狩猟免許を取得された方
に、取得に掛かった経費の一部を補助します。 京都府からの免
許取得者通知を確認後、南丹市から取得者に補助金に関する書
類を送付します。なお、補助金の交付申請には、南丹市猟友会
への加入などが必須条件となります。 詳細についてはお問い合
わせください。
問 農山村振興課 TEL（0771）
68-0012

荒廃農地等利用状況調査お
よび農地パトロールを実施

7月は
「社会を明るくする
運動」
強調月間です

市内の農地を対象に荒廃農
地等利用状況調査および農地
パトロールを実施します。
平成30年度において農地
法に係る許認可を受けた農地
や荒廃農地を主な対象農地と
します。
調査に伴い、農業委員や農
地利用最適化推進委員、 市
職員が農地に立ち入ることが
ありますので、 あらかじめご
了承ください。
●期間 7月8日
（月）
〜7月12
日
（金）
問 農業委員会事務局
TEL（0771）
68-0067

「社会を明るくする運動」
は、
全ての国民が犯罪や非行の防
止と、 過ちを犯した人の立ち
直りについて理解を深め、そ
れぞれの立場において力を合
わせ、犯罪や非行の無い安全
で安心な地域社会を築こうと
する全国的な運動です。
南丹市全域でも街頭啓発活
動などを行います。 ご理解・
ご協力をお願いします。
〜犯罪や非行を防止し、立
ち直りを支える地域のチカラ
〜
問 人権政策課
TEL（0771）
68-0015

【総合問合せ窓口】 TEL（0771）68-0001㈹ FAX（0771）63-0653
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南丹市立図書館臨時休館お
よび臨時開館のお知らせ
<臨時休館>
南丹市立図書館では、図書
館システムの更新およびパソ
コン機器などの入れ替えに伴
い休館します。 ご不便をお掛
けしますが、ご理解ご協力を
お願いします。
●期間 7月16日（ 火 ）〜18
日（木）
●対象館 南丹市立図書館全
館（中央図書館、八木図書
室、日吉図書室、美山図書
室）
※返却ポストは、休館中もご
利用いただけます。
※休 館 中 は、 図 書 館ホーム
ページも休 止となります。
なお、7月19日
（金）より資
料検索の接続先URLが変更
となります。 お気に入りな
どに登録されている方は、
変更をお願いします。
<臨時開館>
毎月最終木曜日は図書整理
のため休館日としています
が、次の日は開館します。
●開館日 7月25日（木）
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

ふない聴覚言語障害セン
ター移転のお知らせ
園部公民館の耐震補強・大
規模改修工事による休館に伴
い、聴覚言語障害センターは
移転しました。あわせて、電
話番号も変わりましたのでお
知らせします。
<移転先>
南丹市国際交流会館3階
〒622-0004 南丹市園部
町小桜町62-1
<連絡先>
TEL（0771）
63-6447
FAX（0771）
63-6448
問 ふ ない聴覚言語障害セン
ター
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日吉会場市民健診結果報告会のお知らせ
5月に日吉町で実施しました市民健診（集団健診）の結果報告会
を以下の日程で開催します。
月日
会場
受付時間
四ツ谷生活改善センター 午前10時〜10時30分
7月2日
興風交流センター
午前11時〜11時30分
（火）
とーくほーる
午後2時〜2時30分
7月3日
はーとぴあ
午後1時30分〜2時30分
（水）
7月4日 はーとぴあ
午前9時30分〜10時30分
（木） 胡麻基幹集落センター 午後1時30分〜2時30分
7月5日
午前9時30分〜10時30分
胡麻基幹集落センター
午後1時30分〜2時30分
（金）
※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。
※結 果をお返しするのは、お住いに関係なく日吉会場で受診い
ただいたご本人またはご家族の方に限ります。
※肺がん・結核検診の結果は、後日郵送させていただきます。
※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

京都府統計グラフコンクールの作品募集について
統計に親しんでいただくとともに、統計グラフの表現技術の
向上を図るため、京都府統計グラフコンクールを実施します。
●応募対象 京都府内の学校に在学する人および府内に居住また
は勤務する人
●応募資格・課題・規格
応募資格
課
題
第1部 小学校1・2年生 自分で観察・調査した結
第2部 小学校3・4年生 果をグラフにしたもの
手書き統計
第3部 小学校5・6年生
グラフの部
第4部 中学生
自由
第5部 高校生以上・一般
自由
（小学校4年生以下の
パソコン統計グラ
場合は自分で観察・調査し
小学生以上・一般
フの部
た結果をグラフにしたもの）
※仕上げ寸法 72.8cm×51.5cm
（B2判）
※市販のB2判で規格より大きい場合は切ってお使いください。
なお、規格は厳守してください。
●提 出先 作品に応募作品票を添付して、京都府政策企画部企
画統計課または市役所総務課へご提出ください。
●申込締切 9月5日（木）
※市役所へ提出される場合は、8月30日（金）必着
●その他 作品作成および応募に関する注意事項など詳細につい
ては、募集要領をご確認ください。 募集要領、応募作品票は京
都府ホームページからダウンロードできます。
問 京都府政策企画部企画統計課 TEL（075）
414-4487
HP http://www.pref.kyoto.jp/tokei/news/gracon/graconbosyu.
html
〒 602-8570 京都市上京区下立売通新町西入
問 総務課 TEL（0771）
68-0002
〒 622-8651 南丹市園部町小桜町47番地
問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

市営住宅
（公営住宅）
の入
居者を募集します

南丹市ファミリー・サポート・センター講習会のご案内
南丹市ファミリー・サポート・センターは、子育ての援助を
したい人（まかせて会員）と、子育ての援助を受けたい人（おねが
い会員）が相互援助を行う会員組織です。
<令和元年度 第1回まかせて会員講習会>
開催日
時間
会場
講座内容
まかせて会員として
午前9時30分〜
活動するために
10時30分
午前10時30分〜正 市 役 所4号
8月7日
発達障害について
庁 舎2階 会
午
（水）
午後1時〜2時30分 議室
子どもの病気について
子どもの事故と予防
午後2時30分〜4時
について
保育実習
（子どもの発達と生
午前9時〜正午
城南保育所 活習慣について）
8月8日
（子どもの遊びにつ
（木）
いて）
市 役 所4号
子どもの栄養と食生
午後1時30分〜
庁 舎2階 会
3時00分
活について
議室
子育てすこ
8月23日 午前10時30分〜
や か セ ン 緊急救命について
（金） 11時30分
ター
※緊急救命の講座については、子育てすこやかセンターの「子育
て講座園部消防署による救急救命講習」と合同で開催します。
●申込方法 7月25日
（木）
までに、来所または電話でお申し込みく
ださい。
※託 児を行います（無料）。ご希望の方は、申し込みの際に必ず
お伝えください。詳細は別途ご連絡いたします。
<まかせて会員を募集しています>
保育所の送迎など、空いている時間に少しでも援助できる「ま
かせて会員」を募集しています。
※子 育てを支える「まかせて会員」には、安全に活動していただ
くため、
「まかせて会員講習会」を受講していただきます。
<おねがい会員を募集しています>
もしものときのために、登録だけでもしていただけます。
●利用時間 午前7時〜午後8時（12月29日〜1月3日を除く）
●利 用料金 平日:1時間あたり700円、土・日・祝日:1時間あた
り800円
※詳細はお問い合わせください。
問 南丹市ファミリー・サポート・センター
（南丹市子育てすこやかセンター
内）
TEL（0771）
68-0082
問 子育て支援課
TEL（0771）
68-0017

＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス

●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、営繕課および各
支所総務課に備え付けるほ
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 営繕課および各
支所総務課
●募 集 期 間 7月12日
（金）
〜
7月19日
（金）
午前8時30分
〜午後5時15分
（土・日・祝日
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 9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 営繕課
TEL（0771）
68-0062

サウンディング型市場調
査の実施について
旧鶴ケ岡小学校の利活用方
法について、民間事業者の皆
さんとの対話を通じて市場性
の有無や公募事業としての成
立の有無を検討する「サウン
ディング型市場調査」を実施
しています。実施要領など詳
細は本市ホームページに掲載
していますのでご確認くださ
い。
●ホームページ掲載箇所
南丹市ホーム>市政につい
て>市政情報>公共施設マネ
ジメント>南丹市旧鶴ケ岡小
学校施設の利活用に係るサウ
ンディング型市場調査の実施
について
●募 集 期 限 9月3日（ 火 ）ま
で
問 総務課
TEL（0771）
68-0002
s o u m u k a @ c i t y . n an t a n .
lg.jp

〒 ＝郵便番号・住所
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令和2年南丹市成人式開
催のお知らせ
本年度の南丹市成人式を下
記のとおり開催します。詳細
については、開催時期が近く
なりましたらご案内します。
●日 時 令 和2年1月12日
（日）午後1時30分〜（受付
午後0時30分〜）
●会場 南丹市国際交流会館
イベントホール
●主催 南丹市・南丹市教育
委員会
●対象者 南丹市在住および
出身などの新成人
（ 平 成11年4月2日 〜 平 成
12年4月1日生まれ）
※対 象者で市内に住民登録
されている方については、
12月初旬に案内状を送付
いたします。
※出欠の回答は必要ありませ
ん。
※市外へ転出されている出席
希望の方は、社会教育課ま
で案内状送付先をお知らせ
ください。
問 社会教育課
TEL（0771）
68-0057

令和2年南丹市成人式実
行委員募集
令 和2年1月12日（ 日 ）に
南丹市成人式を開催します。
20歳の記念に自分たちの企
画で成人式を作り上げません
か。
●対象者 南丹市在住および
出身の新成人（平成11年4
月2日 〜 平 成12年4月1日
生まれ）
●人数 5名程度
●期限 8月30日（金）
●応 募方法 電話にて住所、
氏 名、 連 絡 先、 出 身 中 学
校をお知らせいただくか、
市HPの応募用紙をダウン
ロードし、メール、FAXな
どでお知らせください。
問 社会教育課
TEL（0771）
68-0057
FAX（0771）
63-2850
b e-syakai@city.nantan.
lg.jp
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障害者成人講座 参加者お
よびボランティアの募集
南丹市では、障がいのある
方の社会参加の促進と学習意
欲の向上を図るため講座を開
講します。
●講座名・開催数
視 覚障害者成人講座・年3
回
聴 覚障害者成人講座・年4
回
●内容 文化鑑賞、施設見学、
交流活動 ほか
●参加費 昼食代、参加費な
どは実費負担
●参加対象者 聴覚や視覚に
障がいのある20歳以上の
方
※参加者をサポートいただけ
る20歳以上のボランティ
アの方も募集しています。
問 社会教育課
TEL（0771）
68-0057
FAX（0771）
63-2850

明るい選挙啓発ポスター
および標語作品の募集
明るい選挙推進の一環で、
明るい選挙啓発ポスターおよ
び標語作品の募集が行われま
す。 たくさんの応募をお待ち
しています。
<啓発ポスターの部>
●内容 明るい選挙の推進を
表すポスター
●対象
①児童・生徒の部:府内小・中・
高校の児童、生徒
②一般の部:府内に居住の方
●用紙など 色彩は自由。画
用紙の四ツ切または八ツ切
か、それに準ずる大きさ。
ポスターで使用する啓発標
語は「明るい選挙」に限らず
自由に考えてください。
●注意事項
①作 品裏面右下に学校名（ふ
りがな）、所在地、学年お
よび氏名（ふりがな）を記入
②作 品裏面右下に氏名
（ふり
がな）
、 年齢および住所を
記入
※1人1点、 自 作・未 発 表 の
ものに限ります。
<啓発標語の部>
●内 容 明 る い 選 挙 の 推 進
を表す標語（概ね20文字以
内）
問 ＝申込・問合せ先

●対象 府内小・中・高校の
児童、生徒および府内に居
住の方
●用紙など 応募用紙を南丹
市選挙管理委員会事務局へ
ご請求ください。
●注意事項 1人1点、自作・
未発表のものに限ります。
<共通事項>
●賞 各賞に賞状と賞品を贈
呈します。
●応 募 方 法 9月6日
（ 金 ）必
着で、小・中・高校生の方
は、学校を通じて南丹市選
挙管理委員会へご提出くだ
さい。 一般の方は、 直接、
南丹市選挙管理委員会へご
提出ください。
●主催 京都府選挙管理委員
会、京都府明るい選挙推進
協議会
●その他 作品は掲載、展示
などに使用します。作品募
集要項など、詳細はお問い
合わせください。
問 南丹市選挙管理委員会事務
局
TEL（0771）
68-0002

赤い羽根共同募金の助成
金を交付します
●対象組織 自治振興会や地
域福祉推進組織などで構成
する組織（旧町範囲以上の
広 域 で 取 り 組 む も のに 限
る）
●対象経費 南丹市内におい
て地域福祉の向上を目的と
した福祉まつりなどの資金
のうち、要綱に定める経費
●助 成額 1事業あたり上限
15万円
※他の助成を受けられた場合
は、対象外
●対象期間 4月1日〜令和2
年3月31日の間に開催する
もの
●申請期間 7月1日（月）〜8
月15日（木）
●申請方法 申請用紙に必要
事項を記入し、必要書類を
添付し、提出してください。
問 南丹市社会福祉協議会地域
福祉課
TEL（0771）
72-3220
問 福祉相談課
TEL（0771）
68-0023

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

7月21日は第25回参議院議員通常選挙の投票日です
第25回参議院議員通常選挙が7月21日（日）に執行されます。南丹市で投票できる方は、日本国民
のうち、平成13年7月22日以前に生まれた方（満18歳以上）であって、次のいずれかの要件に該当す
る方です（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きます。）。
①南丹市内に引き続き3ヶ月以上住所を有する方（平成31年4月3日以前に住民登録された方）
②南丹市において住民票が作成されてから引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に登録されていた方で、
南丹市の区域内に住所を有しなくなった日後4ヶ月を経過せず、かつ、新住所地における住民票の
登録期間が3ヶ月未満である方
投票時間は午前7時から午後8時まで（一部の投票所を除きます。）、各地域の投票所は次頁の投票
所一覧のとおりです。
●投票所入場券が変わります。
今回からは1枚のハガキに1人分の入場券を添付します。
（複数人の世帯には、複数枚のハガキが届
きます。）また、ハガキに期日前投票宣誓書の様式を添付しています。期日前投票制度を利用される
場合に、あらかじめ必要事項を記入の上、期日前投票所に持参いただくと受付がスムーズに進みます。
なお、投票日当日（7月21日）に各地域の投票所で投票される場合、期日前投票宣誓書の記入は不要
です。
（入場券のみ持参してください。）
●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。
期日前投票所開設場所
期日前投票所開設期間
南丹市役所本庁
7月5日（金）〜7月20日
（土）
南丹市役所八木支所
南丹市役所日吉支所
7月15日（月・祝）〜7月20日
（土）
南丹市役所美山支所
※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、必要な書類を事前に請求していただきますと、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、7月5日（金）から7月20日（土）までです。
●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については、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、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申請をお願いいたします。
※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
身体障害者
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級または3級
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、郵便等による不在者投票をすることができる方であって、以下に該当する方は、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の投票方法
平成31年4月4日以後、南丹市へ転入された方は、旧住所地の投票所で投票することができます。
ただし、旧住所地の選挙人名簿に登録されていることが必要です。
投票日の当日に都合の悪い方は、それまでに旧住所地の選挙管理委員会で期日前投票をすること
もできます。
≪裏面につづく≫
＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス
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●投票所一覧
投票区

投票所は入場券に表示してありますので、もう一度ご確認ください。
投票所
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
第 1 区 南丹市園部公民館
原町
第 2 区 小桜町公民館
小桜町、城南町
第 3 区 <専>京都建築大学校
小山西町、栄町
第 4 区 新町区公民館
新町、小山東町
第 5 区 南丹市立園部中学校
横田、黒田、京都太陽の園、こひつじの苑
第 6 区 南丹市園部スポーツセンター
木崎町、内林町、瓜生野、千妻、曽我谷、長生園
第 7 区 新堂区公民館
新堂、熊崎
南丹市川辺地域活性化センター
第8区
船岡、高屋、大戸、熊原、佐切、越方
（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
仁江、船阪
第10区 竹井公民館
竹井
第11区（旧）南丹市立摩気小学校
大西、宍人
第12区 口人区公民館
半田、口人、口司
南丹市西本梅地域活性化センター
第13区
埴生、南八田、あけぼの学園
（旧南丹市立西本梅小学校）
第14区 天引区公民館
天引
第15区 大河内公民館
法京、大河内
第16区 若森区公民館
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
第17区 南丹市役所八木支所
医療センター
本町2丁目・3丁目・4丁目・5丁目・6丁目、栄町3丁
第18区 南丹市八木防災センター
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
第28区 池上公民館
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
第31区 南広瀬公民館
区域を除く）、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
第34区
第35区
第36区
第37区
第38区
第39区
第40区
第41区
第42区
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南丹市日吉胡麻基幹集落センター
上胡麻区会議所
東胡麻区会議所
畑郷区会議所
南丹市日吉はーとぴあ
志和賀区会議所
佐々江生活改善センター
四ツ谷生活改善センター
南丹市日吉興風交流センター
新シ会議所
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西胡麻、上胡麻広野
上胡麻（広野を除く）
東胡麻、はぎの里
畑郷
保野田、殿田尾崎及び尾崎旭山飛び地、東雲
志和賀
佐々江
四ツ谷
興風、彰徳
和田、新シ

問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

投票区
投票所
投票区の区域など
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
第62区 南丹市林業者等健康管理センター 鶴ケ岡
午後7時に閉鎖
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
TEL（0771）
68-0002 FAX（0771）63-0653

令和元年度人間ドック利
用助成のご案内について
南丹市国民健康保険被保険
者および後期高齢者医療被保
険者の方を対象とした短期人
間ドックの利用助成の申請を
受け付けています。
（年度内で
1人1回限り）
●自己負担金
各受診機関の短期人間ドッ
ク受診費用のおおむね3割
（基本健診部分のみ）
※基 本検診部分以外のオプ
ション部分は、全額個人負
担となります。オプション
の 内 容 は、 各 医 療 機 関 に
よって異なります。
●取扱医療機関
① 京都中部総合医療セン
ター、②明治国際医療大学
附属病院、③京都工場保健
会、④御池クリニック、⑤
四条烏丸クリニック、⑥京
＝メールアドレス

都予防医学センター、⑦京
都桂病院
●利用方法 被保険者証を持
参の上、受診日の2週間前
までに市民環境課または各
支所総務課で人間ドック利
用助成の申請書を提出して
ください。
（取扱医療機関へ
の予約は、受付時に窓口の
職員が行います）
●対象者
<国民健康保険短期人間ドッ
ク利用助成の対象となる方>
南丹市国民健康保険被保険
者で次の①〜③全てに該当
する方
①南 丹市国民健康保険に6カ
月以上加入している方
②納期到来の国保税を完納し
ている世帯に属する方
③当該年度に南丹市市民健診
を受けていない方
<後期高齢者短期人間ドック
利用助成の対象となる方>

HP ＝ホームページアドレス

 丹市民の方で、下記の①
南
〜③全てに該当する方
①京都府後期高齢者医療広
域連合の被保険者である方
②納期到来の後期高齢者医
療保険料を完納している方
③当該年度に南丹市市民健
診を受けていない方
問 市民環境課
TEL（0771）
68-0011

〒 ＝郵便番号・住所

第323号
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人材募集

相談会

南丹市営プールの監視員を募集します

行政相談委員による定例
相談所の開設について

●勤務場所
・園部地域:園部中央プール、園部第2水泳プール、園部第3水泳
プール
・日吉地域:日吉興風プール
●勤務期間
・園部地域:7月23日（火）〜8月23日
（金）
（予定）
・日吉地域:7月23日（火）〜8月8日
（木）
（予定）
●業務内容 プール内での監視・清掃・水質管理ほか
●募集条件 健康で水泳のできる19歳以上の方（高校生不可）
●賃金
1時間あたり1,000円
勤務場所 募集人員
勤務時間など
■午前9時〜午後5時
園部
35名程度
（1日7時間・休憩1時間）
地域 （交代勤務）
■毎週月曜日およびお盆期間は休館
■正午〜午後4時15分
日吉
6名程度
（1日4時間・休憩15分間）
地域 （交代勤務）
■毎週月曜日およびお盆期間は休館
●申 込方法 下記申込先に備え付けの申込書に必要事項をご記
入の上、持参または郵送により7月11日（木）必着でお申し込
みください。
（申込書は南丹市ホームページからダウンロードできます）
●採用決定 申込み多数の場合は面接などにより決定します。
※7月17日（水）・20日（土）
（ いずれも午前9時〜正午程度）に南
丹市役所で実施する普通救命講習を、どちらか1日、必ず受講
してください。
受講されない場合は採用できませんのでご注意ください。
（業務説明会同時開催・日吉については別途説明会開催予定）
●そ の他 勤務時間中であっても、悪天候などにより途中休館
する場合があります。その他、臨時休館する場合があります。
※休 館日に塩素管理など勤務をお願いする場合があります。両
地域希望も歓迎
※勤 務地によって条件が異なりますので、不明な点は各地域の
担当までお問い合わせください。
問【園部】
:社会教育課
TEL（0771）
68-0057
〒 622-8651 南丹市園部町小桜町47番地
問【日吉】
:社会教育課日吉担当（日吉町生涯学習センター）
TEL（0771）
68-0035
〒 629-0301 南丹市日吉町保野田長通24番地
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問 ＝申込・問合せ先

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 7月9日（ 火 ） 午 後1
時30分〜午後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
TEL（075）
802-1188
問 総務課
TEL（0771）
68-0002

「特設人権相談」開設の
お知らせ
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 7月16日（火）午後1
時30分〜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
TEL（0771）
62-0208

禁煙相談会を開催します
吸いたくなった時の対応か
ら禁煙補助剤の使い方まで個
別の相談に応じます。
【無料】
●日時 7月17日（水）
①午後2時30分〜、②午後
3時30分〜
●場所 いきいきオアシス
ひよしコミュニティールーム
（日吉町保野田

JR鍼灸大
学前駅1分 コンビニ等複
合施設内）
ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

●内容
薬剤師・保健師による個別
相談（禁煙補助剤・禁煙方
法についての紹介）
●申込方法 事前に電話でお
申し込みください。
※この事業は、なんたん健幸
ポイント事業の対象事業で
す。禁煙に成功された方は
30ポイント進呈します。
問 保健医療課
TEL（0771）
68-0016

南丹市グループワーク事
業のお知らせ
生活の中でコミュニケー
ションがとれない、自分をう
まく表現できない、そんな日
ごろの悩みや精神的な不安
を、グループ活動を通じて共
有し人とのつながりを強め人
とかかわるための自信を回復
していく活動です。
●日時 ①7月10日（水）午後
1時30分 〜3時、 ②7月26
日（金）午前10時〜11時30
分
●場所 日時①いきいきオア
シス日吉（日吉ゆう薬局に
隣接）、日時②こむぎ山健
康学園
●内 容 茶 話 会・ レ ク レ ー
ション
※内容を変更することがあり
ます。参加希望の方はお問
い合わせください。
問 社会福祉課
TEL（0771）
68-0007

出張がん個別相談のお知
らせ
「がんと診断されて頭が
真っ白」
「誰かに話を聞いても
らいたい」など、がんに関わ
るさまざまな相談をお受けす
る窓口として、京都府南丹保
健所で出張相談を行いますの
でご利用ください。
【無料】

＝メールアドレス

●日 時 7月16日（ 火 ）、8月
20日（火）いずれも午後1時
〜3時30分
●場所 京都府南丹保健所
●相談員 京都府がん総合相
談支援センターの保健師ま
たは看護師
●申 込方法 前日午後4時ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。
（平日のみ）
問 京都府がん総合相談支援セ
ンター
TEL（0120）
078-394

※相談会場が変更になりまし
た。ご注意ください。
●申込方法 7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
ご案内しています。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

7月のなんでも相談日の
お知らせ
南丹市が委嘱している身体
障害者・知的障害者・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
悩みや不安を相談員に相談し
てみませんか。
【参加費無料・
秘密厳守】
●日程・場所
・7月20日（ 土 ）午 後1時 〜3
時 そよかぜ美山
・7月22日（ 月 ）午 後1時 〜3
時 そよかぜ八木
・7月23日（ 火 ）午 後1時 〜3
時 そよかぜ日吉（おいで
家）
・7月26日（ 金 ）午 後1時 〜3
時 園部まごころステー
ション陽だまり
問 社会福祉課
TEL（0771）
68-0007

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。まずはお問合せくだ
さい。
【秘密厳守・無料】
●日時 7月23日（火）
午後5時〜6時30分
（1人30分以内）
●場所 南丹市国際交流会館

HP ＝ホームページアドレス

子育て支援（催し）
「みんなおいでよ−!」を
開催します
「みんなおいでよー!」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
く遊びましょう。
●日 時 7月11日（木）午前9
時30分〜正午
●場所 南丹市八木西地区自
治振興会館（西地区コミュ
ニティセンター）
●内 容 プールで水遊び
（雨
天の場合は室内で遊びます）
水遊びの後はおいしいそう
めん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 お茶、マイ皿、マ
イ箸、水着、タオル、ビー
チサンダル、帽子
●参加費 300円

〒 ＝郵便番号・住所

《裏面につづく》

第323号
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<すくすくやぎっこミニ情報>
子どもたちとお母さんが、
のんびり楽しく過ごせる場所
として、八木公民館1階和室
を 借りていますので、いっ
しょに遊びませんか。
●曜日 毎週火、木曜日
●時間 午前10時〜午後3時
※7月から場所が八木公民館
1階和室に変更になります。
問 子 育て支援ボランティア
「すくすくやぎっこ」
TEL（090）
7486-1735

子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」
（7月）
※各ひろばとも、南丹市全域
から参加できます。
【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
ンチタイム正午〜午後1時）
※お 茶、オムツなどお子様に
必要な物をお持ちください。
※予約が必要なものは事前に
電話でお申込みください。
<八木ひろば>
●日時 毎週月〜金曜日、第
3土曜日の午前10時〜午後
3時
●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）
※7月1日（月）は午前中お休
みします。
※毎週月・水・金曜日の午後
3時〜午後6時、コミュニ
ティスペース「気になる木
JUJU」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。
※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
10
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<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 保 健 福 祉 セ ン
ター
<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、第3木曜日は園
部南部コミュニティセンター
第2、第4木曜日は横田公民館
<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。
○八木ひろば 7月3日（水）
午後2時〜
○美山ひろば 7月4日（木）
午前10時30分〜
○日吉ひろば 7月9日（火）
午前10時30分〜
○園 部 ひ ろ ば（ 園 部 南 部 コ
ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー） 7
月18日（木） 午前10時30
分〜
※い ずれの会場も30分程度
予定しています。
<「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。
○美山ひろば 7月4日（木）
○日吉ひろば 7月9日（火）
○八木ひろば 7月17日（水）
○園部ひろば（横田公民館）
7月25日（木）
※午前11時〜11時30分
<託 児 つ き 講 座「 ア ク セ サ
リー作り」>【要申込】
ビーズを使って、オリジナ
ルアクセサリーを作りません
か。ハン ド メ イ ド の 時 間 を
ゆったりと一緒に過ごしま
しょう。
●日時 7月10日（水） 午前
10時30分〜正午
※先着7名
問 ＝申込・問合せ先

●場所 コミュニティスペー
ス「気になる木JUJU」
●参 加 費 300円（ 別 途、 材
料費500円〜が必要）
<託児付き講座「外カフェ」>
【要申込】
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）
○八木ひろば 7月12日（金）
○日吉ひろば 7月16日（火）
●時間 午前10時15分〜
正午 ※先着7組
●参加費 300円
<ボディケア>【要申込】
出産でダメージを受けた骨
盤底筋を放っておくと様々な
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 7月19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 安藤 智華子先生
●対 象 概ね産後6カ月くら
いの産婦の方
●参加費 700円
<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
いる人と情報を共有できるっ
て素敵ですね。楽しく、お茶
をしながら、お話して気分転
換しませんか。
●日時 7月20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>【 要 申
込】
ヨガで身体の状態を感じ、
リンパマッサージ・ツボを用
いて内臓を温めます。肩こり・
ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

冷え・月経痛・産後の不調・
更年期症状など、女性の心と
身体を整える講座です。最後
にはリラクゼーションタイム
があります。
●日時 7月22日（月）
・午前の部:午前10時〜11時
30分
・午後の部:午後1時〜2時30
分
※先着各8名
●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 安藤 智華子先生
●対象 どなたでも参加でき
ます。
●参加費 1,500円、託児付
き2,000円
<縁日>
夏の楽しいお祭り遊びをお
楽しみください。軽食の販売
もあります。
●日時 7月26日（金） 午前
10時30分〜午後1時
●場所 南丹市八木防災セン
ター
●内容 的あて、ヨーヨーつ
り、輪なげ、かき氷、焼き
そば、おにぎりなど
●参 加 費 1家 庭500円（ 有
料ブースで使えるチケット
付き）
問 NPO法人グローアップ
TEL（080）
3857-8119

杉山愛さん講演会
「夢は
叶う!思い続ける大切さ」

催し
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
①6月30日 〜9月22日（ 毎
週日曜日・全12回）
午前9時〜10時30分
②7月11日〜 9月26日（毎
週木曜日・全12回）
午後6時30分〜8時
※7月7日（日）は休み
※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
働いたり勉強をしている外
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
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
午後0時30分〜4時30分）
FAX（0771）
63-1841
nantania@office.zaq.jp

日本語支援ボランティア
を募集します
南丹市国際交流協会が行っ
ている
「外国人のための日本
語教室」で活動していただけ
る方を募集します。
●対象 市内在住、在勤また
は在学の方
※経験は問いません。資格も
不要で外国語ができなくて
も大丈夫です。
●申 込 方 法 協 会 に 連 絡 の
上、見学にお越しください。
問 南丹市国際交流協会
TEL（0771）

63-1840（ 火 〜 金
午後0時30分〜4時30分）
FAX（0771）
63-1841
nantania@office.zaq.jp

＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス

元プロテニスプレーヤーの
杉山愛さんをお招きした講演
会を次のとおり開催します。
（無料・要予約）
●日 時 8月10日（土）午後1
時30分〜3時
●場所 ホテルグランヴィア
京都
●定員 100人（先着順）
●申 込 方 法 7月5日（ 金 ）午
前9時〜7月19日（金）午後
5時までの間に、京都府市
町村職員厚生会のホーム
ページからお申し込みくだ
さい。
※定員になり次第締め切りま
す。
問 一般財団法人京都府市町村
職員厚生会
TEL（075）
411-0084
HP h t t p : / / w w w . k y o t o koseikai.or.jp

福祉体験教室の参加者を
募集します
小・中学生および高校生が、
社会福祉施設で生活されてい
る高齢者やそこで働いている
方々と交流を深める「福祉体
験教室」を開催します。
【無料】
●目 的 介護体験を通して、
命の尊さや思いやり、優し
さ、人間の尊厳など、人と
して大切なことを学ぶ。
●日時 ①7月30日（火）午後
のみ（オリエンテーション）
②8月2日（金）
（体験教室）
●場所 社会福祉法人長生園
●対象 市内在住、または在
学の小学5年生以上および
中学生、高校生で、両日と
も参加できる方
●定員 50人
●主催 南丹市民生児童委員
協議会
●申 込 方 法 7月8日（ 月 ）ま
でに在学している学校にお
申し込みください。市外の
学校に在学の方は次の問合
《裏面につづく》

〒 ＝郵便番号・住所

第323号
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 先にお申し込みくださ
せ
い。
問 福祉相談課
TEL（0771）
68-0023

健康づくり教室を開催し
ます
●日 時 7月10日（ 水 ）、24
日（水）午前10時〜正午
●場所 五ケ荘地域活性化セ
ンター（森の学び舎 五ケ
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
TEL（0771）
73-0605

健幸アンバサダー養成講
座受講者募集
健幸アンバサダーとは、身
近にいる大切な人に健康情報
を口コミで伝える健康づくり
の伝道師です。養成講座では
健康に関する正しい知識や上
手な伝え方を学びます。家族
や友人、ご自身の健康づくり
のためにぜひご参加くださ
い。講座を受講した方には、
「健幸アンバサダー認定証」を
お渡しします。
●日程 8月7日（水）
午前の部 午前9時〜正午
午後の部 午後1時30分〜
4時30分
●会場 南丹市国際交流会館
地階 コスモホール
●対象 南丹市民
●募 集 人 数 各50人 ※ 定
員になり次第締め切らせて
いただきます。
●内容
①健幸アンバサダーの役割
と活動
② 健康情報講座（生活習慣
病予防、がん予防）
③ 筋トレ体験講座（転ばな
い体づくり実践法）
④心に届く情報の伝え方
12
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●受講料 無料
●申込方法 7月12日（金）ま
でに電 話 で お 申 込 み 下 さ
い。
※こ の教室は、2019年度な
んたん健幸ポイント50事
業の対象事業です。
問 保健医療課
TEL（0771）
68-0016

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。
神吉地域のゆったりと流れ
る時間の中で、楽しいひと時
を過ごしませんか。
●日時 7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、さば（巻き）寿
司、手づくり弁当、ちらし
寿司、うどん、ピザ、パン、
コーヒー、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 もったいない市
（無料）
午前10時〜午後2時
●そ の他 8月は開催してい
ません。
●主催 風の市を盛り上げる
会
問 風の市を盛り上げる会
問（090）
6961-1021

「不思議な模様のエコバッ
クをつくろう」参加者募集
●日時 7月14日（日）
午 後1時30分 〜 3時30分
（受付:午後1時）
問 ＝申込・問合せ先

●場所 花ノ木医療福祉セン
ター 2階多目的室
●内容 マスキングテープを
貼ってから、布を丸めた道
具や丸い筒を筆代わりに、
自由に色を重ねていきま
す。最後にシールやテープ
をはがすと不思議な模様の
エコバックが出来上がりま
す。
●定員 20人（先着順）
●申込方法 7月11日（木）ま
でに、参加申込書（花ノ木
医療福祉センター備え付
け）に記入の上、FAXまた
は郵送でお申し込みくださ
い。申込書はホームページ
からもダウンロード出来ま
す。
【無料】
問 花ノ木医療福祉センター
〒621-0018 亀 岡 市 大 井 町
小金岐北浦37−1
TEL 0771）
23-0701
FAX（0771）
22-8348
HP h t t p : / / w w w . h a n a n o k i kameoka.or.jp/index.html

夏しごと・夏あそび体験
参加者募集
いつか住みたい!究極の田
舎 京都美山・鶴ヶ岡。その
前に試してみよう 暮らし・
人!
大人も子どもも、時間を忘
れて夏の田舎で大はしゃぎ!
●日 時 7月21日（日）午前9
時30分〜午後4時
●内容 そばの種まき、薪割
り、 川 遊 び、 夏 野 菜BBQ
など
●集合場所 ムラの駅たなせ
ん（南丹市美山町鶴ヶ岡新
釈迦堂前1）
●参加費 3,000円（保険含・
昼食付・3歳以上小学生以
下半額）
●持 ち 物 作 業 の で き る 服
装・水着・サンダル・バス
タオル・着替え・浮き輪・
飲料など
ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

●申込方法 7月16日（火）午
後5時までに問合せ先にお
申込みください。
※お名前・生年月日・中止時
に連絡のつく電話番号をお
伝えください。
問 鶴ヶ岡振興会
TEL（0771）
76-9020
FAX（0771）
76-9021

丹波自然運動公園からお
知らせ
<スポーツを楽しむ日>
●日時 7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）
<グラウンド・ゴルフのつど
い>
●日時 7月5日
（月例大会）、
12日、19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）
<フ ァ ミ リ ー プ ー ル オ ー プ
ン!>
●期 間 7月13日
（土）〜9月
1日（日）午前9時〜午後5時
●内容 造波プール、ジャグ
ジープール、ウォータース
ラ イ ダ ー、25mお よ び 遊
泳プール、せせらぎプール
●入場料 一般700円、高校
生500円、小・中学生300
円、幼児100円
●その他 きょうと子育て応
援パスポート利用可能
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

＝メールアドレス

元気アップ体操教室のお知らせ
なつ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、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いきとした元気な生活をめざしませんか。
【日程】
会場
時間
会場
午 前10時 7月1日（月）、8日（月）、22日（月）、29
旧摩気小学
30分 〜 正 日（月）、8月5日（月）、19日（月）、26日
校（園部）
午
（月）、9月2日（月）、9日
（月）、30日（月）
こむぎ山健
7月4日（木）、11日（木）、18日（木）、8
午後2時〜
康学園
月1日（木）、8日（木）、22日（木）、29日
3時30分
（園部）
（木）、9月5日（木）、19日
（木）、26日（木）
美山保健福
7月2日（火）、9日（火）、16日（火）、30
午後2時〜
日（火）、8月6日（火）、20日（火）、27日
祉センター
3時30分
（美山）
（火）、9月3日（火）、10日
（火）、24日（火）
7月5日（金）、12日（金）、26日（金）、8
八木老人福 午 前10時
月2日（金）、9日（金）、23日（金）、30
祉センター 30分 〜 正
日（金）、9月6日（金）、20日（金）、27日
（八木）
午
（金）
午 前10時 7月5日
（金）
、12日
（金）
、19日
（金）
、8
とーくほー
〜11時30 月2日
（金）
、9日
（金）
、23日
（金）
、30日
る（日吉）
分
（金）
、9月6日
（金）
、20日
（金）
、27日
（金）
7月12日（ 金 ）、19日（ 金 ）、26日（ 金 ）、
胡麻基幹集
午後2時〜 8月2日（金）、9日（金）、23日（金）、30
落センター
3時30分 日（金）、9月6日（金）、20日（金）、27
（日吉）
日（金）
●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/回
10回前払いは3,500円
（上記日程で10回有効）
※申込不要、直接会場にお越しください。
※会場の都合で日程変更になる場合があります。
問 NPO法人元気アップAGEプロジェクト
（横山）
TEL（080）
4242-4734
問 保健医療課 TEL（0771）
68-0016

美山地域情報
「南丹市美山町グラウンド
･ゴルフ大会」参加者募集
第42回府民総体美山地区
予選会を兼ねる大会を開催し
ます。
●日 時 7月25日（木）午前9
時 〜 ※（ 雨 天 予 備 日：7
月27日（土））
●場所 美山長谷運動広場
●参加資格 美山町に住民登
録を有し、生活の本拠地を
美山町におく社会人
●申 込方法 7月12日
（金）
ま

HP ＝ホームページアドレス

でに各箇所
（美山支所、 各
地域振興会、美山町グラウ
ンド・ゴルフ協会）
に備え付
けの参加申込書によりみや
まスポーツクラブ事務局
（美
山支所社会教育課美山担当
内）
までお申し込みください。
 なお、美山町グラウンド・
ゴルフ協会の会員は、各地
区委員までお申し込みくだ
さい。
●主催 みやまスポーツクラ
ブ
●主管 美山町グラウンド・
ゴルフ協会
問 みやまスポーツクラブ事務局
（社会教育課美山担当内）
TEL（0771）
68-0044

〒 ＝郵便番号・住所

第323号
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なんたんテレビ（11ch）番組表（令和元年7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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