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お知らせ

八木公民館、八木図書室
の臨時休館のお知らせ
　南丹市花火大会の開催に伴
い、八木公民館および八木図
書室を休館します。
　ご不便をお掛けしますが、
ご理解の程、よろしくお願い
します。
●休館日　8月14日（水）
※�荒天による順延の場合は、
15日（木）も休館します。

問社会教育課　
TEL（0771） 68-0057 　

南丹市美山林健センター
診療所の休診について
　8月14日（ 水 ）・8月15日
（木）は美山林健センター診療
所を休診にさせていただきま
す。お間違えのないようよろ
しくお願いします。
問保健医療課　
TEL（0771）68-0016

事前登録型本人通知制度
のご案内
　住民票や戸籍謄本などの不
正取得を防止するため、本人
以外の第三者が証明書を取得
した場合、その事実を登録者
本人に通知する「事前登録型
本人通知制度」を実施してい
ます。
　多くの人が登録すること
で、不正取得を抑止する効果
も期待できます。市民のみな
さまのプライバシーを守るも
のですので、ぜひご登録くだ
さい。
●�登録できる人　南丹市の住
民基本台帳に記録されてい
る方（除票を含む）
　�南丹市の戸籍に記録されて
いる方（除籍を含む）
●�登録方法　市民環境課また
は各支所総務課に備え付け
の登録申請書に必要事項を
記入の上、登録してくださ
い。（代理申請や郵送による
申請も可能）
●�登録に必要なもの　本人確
認書類（運転免許証、旅券、
個人番号カードなど）

　新たな財源確保と地域経
済の活性化を図るため、南
丹市ホームページのバナー
広告を募集しています。
【有料・要申込】
　市ホームページのトップ
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、秘書広報課までお
問い合わせください。
問秘書広報課
TEL（0771）68-0065

南丹市ホームページバ
ナー広告募集中（有料）

※�この制度は、第三者からの
請求を拒否したり、交付の
可否を登録者へ確認する制
度ではありません。
　詳細は、お問い合わせくだ
さい。
問市民環境課
TEL（0771）68-0005

GPSサービス利用支援事
業を開始します
　認知症などを原因とする高
齢者の徘徊に対応するため、
民間の位置探索サービスを契
約する際の初期費用などにつ
いて、補助金を交付します。
●�補助対象者　市内に住所を
有する高齢者で、認知症な
どを原因とする徘徊による
行方不明が心配され、南丹
市徘徊SOS事業に事前登
録をしている者を対象とし
た位置探索サービス契約を
締結した本人又は配偶者も
しくは3親等以内の親族
●�補助対象経費　初期費用に
要する経費の10分の10
　上限　10,000円/年
※初回契約時のみ対象
　継続契約に要する経費の
　10分の5　　　
上限　5,000円/年
※�初回契約年の費用は補助対
象外
　�詳細は、お問い合わせくだ
さい。

問高齢福祉課　
TEL（0771）68-0006
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児童扶養手当現況届の提
出について
　児童扶養手当を受給されて
いる方（全額支給停止となっ
ている方も含みます。）は、毎
年1回8月に現況届を提出し
ていただくことになっていま
す。この現況届によって11
月分以降1年間の手当の受給
資格について審査しますの
で、期限までに忘れずに提出
してください。
　現況届を2年間続けて提出
しないと、手当を受ける資格
がなくなりますのでご注意く
ださい。
※�対象者には必要書類を送付
します。
●�提出期間　8月1日（木）〜8
月30日（金）
●�受付時間　午前8時30分〜
午後5時15分
●�提出先　子育て支援課また
は各支所総務課

問子育て支援課
TEL（0771）68-0017

未婚の児童扶養手当受給
者に対する臨時・特別給
付金について
　児童扶養手当の受給者のう
ち、未婚のひとり親の方に対
し、令和元年度に臨時・特別
の措置として、給付金を支給
します。
●�対象者　次の全ての要件を
満たす方が対象です。
①�令和元年11月分の児童扶
養手当の支給を受ける父ま
たは母
②�基準日（令和元年10月31
日）において、これまでに
婚姻（法律婚）をしたことが
ない方
③�基準日（令和元年10月31
日）において、事実婚をし
ていない方または事実婚の
相手方の生死が明らかでな
い方
●�申請期間　8月1日（木）〜
11月29日（金）
●�受付時間　午前8時30分〜

午後5時15分
●支給額　17,500円
●�支給予定日　令和2年1月
10日
●�申請方法　戸籍謄本（1ヵ
月以内のもの）を添付し、
申請してください。
●�申請場所　子育て支援課ま
たは各支所総務課
※�給付金を装った振り込め詐
欺や個人情報の詐欺にはご
注意ください。市や厚生労
働省などがATMの操作を
お願いすることはありませ
ん。

問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017

令和元年度母子家庭人間
ドックの実施について
●�実施時期　12月〜令和2年
3月（平日の午前中）
●�場所　京都第一赤十字病院
健診センター（京都市東山
区本町）
●費用　無料
●�対象　母子家庭の母親（平
成31年4月1日現在30歳以
上65歳未満の人で、現に
児童扶養手当を受給してい
る方）
●�申込方法　9月2日（月）ま
でに申込書（南丹保健所、
子育て支援課、各支所に備
え付け）に必要事項を記入
の上、82円切手を貼った
返信用封筒を添えて、南丹
保健所福祉室へ持参または
郵送でお申し込みくださ
い。

問京都府南丹保健所福祉室
TEL（0771）62-0361
〒 622-0041　南丹市園部町

小山東町藤ノ木21

未成年心身障害者年金申
請のお知らせ
　未成年の心身障がい者およ
び保護者の負担軽減を図るた
め、年金（助成金）を支給しま
す。
●�対象者　市民税非課税世帯

で、次の①および②にあて
はまる方の扶養者
①�平成31年4月1日時点で、
市内に3年以上居住する20
歳未満の方
②�障がいの範囲が下記のいず
れかに該当する方
・�身体障害者手帳1・2級、
精神障害者保健福祉手帳
1・2級または療育手帳所
持者
・�日常生活を著しく制限され
ているか介護の必要のある
方
・�特別支援学級または特別支
援学校に在籍している方
●�助成金額　年額2万円　
※支給は年度内に1回
●申請期限　8月30日（金）
※�印鑑、通帳など振込金融機
関が確認できるものをご持
参の上、社会福祉課または
各支所総務課にて申請して
ください。

問社会福祉課
TEL（0771）68-0007

在宅重度身体障害者介護
者激励金申請のお知らせ
　重度身体障がい者を在宅で
介護されている方を対象に激
励金を支給します。
●�対象者　市民税非課税世帯
で、次の①および②に該当
する方
①�寝たきりの状態が6か月以
上継続している重度身体障
がい者（20歳以上65歳未
満）と同居し、常時直接介
護している親族など。
②�重度身体障がい者と介護者
の双方が、令和元年8月1
日（基準日）に市内に在住さ
れている方。ただし、次の
いずれかに該当する場合は
支給対象外。
・施設に入所している場合
・�病院などに引き続き3カ月
以上入院している場合
・�平成31年2月1日以降に市
外から転入された場合
●助成金額　年額6万円　
※支給は年度内に1回
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●�申請方法　申請用紙に、令
和元年8月1日（基準日）以
降に民生委員の証明を受け
ていただき、8月30日（金）
までに申請をお願いしま
す。

問社会福祉課
TEL（0771）68-0007

雨水タンクの購入経費の
一部を補助します
　雨水を貯めることにより、
雨水の利活用や防災対策など
に役立てていただくため、雨
水タンク購入経費の4分の3
を乗じた額（上限45,000円・
千円未満切り捨て）を補助し
ます。
●雨水タンク利用のメリット
・�植物への水やりや夏季の水
まきなどに利用できる
・�短時間豪雨に対する出水の
軽減・抑制できる
●補助対象となる雨水タンク
　�　雨水を雨どいから分岐器
具を介して、貯留する施設

骨粗しょう症健診のお知らせ

　「骨粗しょう症」とは、骨量が少なくなって骨がもろくなり骨折の危険が高くなった状態です。自
覚症状がないため気が付きにくく、健診を通して現在の骨量を認識していただくことで、将来骨折
などによる要介護状態を未然防止することにもつながります。
　南丹市では、下記のとおり骨粗しょう症健診を実施します。
　この機会にぜひ受診いただき、ライフスタイルに合わせた骨粗しょう症対策に役立ててください。

実施日 会場 定員 受付時間
9月��3日（火）� 日吉保健福祉センター 60人 午後1時30分〜2時30分
9月12日（木） 美山保健福祉センター 60人 午後1時30分〜2時30分
9月24日（火） 八木公民館 90人 午後1時30分〜3時30分
9月25日（水） 国際交流会館 150人 午前9時〜10時30分

午後1時〜3時
予約制となりますので、必ず事前にお申し込みください。
●健診内容　骨密度測定（踵の骨に超音波をあてて測定）・結果指導・試食
●対象者　南丹市に住民票がある20歳〜70歳の女性（※令和2年3月末時点で70歳）
●費用　無料
●申込期限　8月9日（金）
※各会場定員になり次第、締め切らせていただきます。（先着順）
問保健医療課　TEL（0771）68-0016

　�で100L以上の貯留量があ
るもの。ただし、雨水タン
クとして市販されていない
ものは補助金対象外となり
ます。
●補助交付条件など
・�南丹市内で雨水タンクを設
置する建物を所有する個人
または法人であること
・�市税、下水道受益者負担金
および分担金、上下水道料
金の滞納がないこと
・�所有（使用）する建物1戸に
つき、雨水タンク1基
・�設置に係る工事費用、配達
費、雨どいにかかる費用、
塗装費などは補助対象外
・�雨水タンク本体を購入する
前に申請書を提出すること
※�予算の範囲内での補助とな
ります。
※�詳細は、市ホームページに
掲載しています。

問下水道課　
TEL（0771）68-0054

経済センサス−基礎調査
実施に係るご協力について
　経済センサス−基礎調査が
全国一斉に行われます。
　この調査は、商店や工場、
営業所、事務所、学校、病院
などすべての事業所および企
業が対象となる大規模な統計
調査であり、調査結果は、地
域開発や都市計画など私たち
の生活をより良くするために
必要な基礎資料となります。
　それぞれの事業所および企
業へ、8月中頃から9月上旬
までにかけて「調査員証」を携
行した調査員がお伺いします
ので、調査票の記入について、
ご協力をお願いします。対象
地域は、園部・日吉地域です。
　なお、調査内容について
は、統計法に規定された目的
以外には決して使用しません
ので、正確なご記入をお願い
します。
問総務課　
TEL（0771）68-0002
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プレミアム商品券事業を実施します

　10月1日から予定されている、消費税・地方消費税率10%への引き上げによる影響緩和措置とし
て、低所得者・子育て世帯を対象としたプレミアム商品券事業を実施します。
●プレミアム商品券について
　額面500円10枚で1セット
　1セット5,000円分を4,000円で販売
※1人当たり5セットまで購入可能（25,000円分を20,000円で購入可）
●販売期間
　10月1日から令和2年2月29日まで
●使用期間
　10月1日から令和2年3月31日まで
●販売場所
　南丹市役所本庁2号庁舎3階商工課および各支所総務課
●使用店舗
　南丹市内の各店舗（一部利用できない場合があります）
●購入対象者
（1）住民税非課税者（購入前に申請が必要です）
・平成31年1月1日時点で南丹市に住民登録のある方
・平成31年度分の住民税が課税されていない方
・平成31年度分の住民税が課税されている方に扶養されていない方
・生活保護を受けていない方
（2）子育て世帯の方（申請は不要です）
・�令和元年6月1日時点で南丹市に住民登録があり、平成28年4月2日から令和元年6月1日までに生
まれた子が属する世帯主の方
・�令和元年7月31日時点で南丹市に住民登録があり、令和元年6月2日から令和元年7月31日までに
生まれた子が属する世帯主の方
・�令和元年9月30日時点で南丹市に住民登録があり、令和元年8月1日から令和元年9月30日までに
生まれた子が属する世帯主の方
●商品券の取り扱いについて
（1）商品券について
・商品券は、物品の販売またはサービスの提供などの取引において利用可能です。
・利用金額が商品券の額面に満たない場合は、釣り銭の支払いはできません。
・商品券を現金に換金することはできません。
・使用期間を過ぎた商品券は、無効となります。
（2）利用対象とならないもの
・不動産や金融商品
・たばこ
・商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
・�風俗営業などの規制および業務の適正化などに関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊
営業において提供される役務
・国税、地方税や使用料などの公租公課
●配偶者からの暴力を理由に避難している方
　�　配偶者からの暴力（DV）を理由に他市町村から南丹市に避難している方で、事情により基準日（平
成31年1月1日）時点で住民票を移すことができていない方は、事前にお申し出いただき、必要な
書類を提出していただくことにより、南丹市で交付申請などを行うことができます。
●「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください
　�　申請いただいた内容に不明な点があった場合には、南丹市から問い合わせを行うことはありま
すが、市や国などから金融機関やコンビニなどのATM（現金自動支払機）を操作するような依頼を
したり、手数料などを求めることはありません。もし不審な電話や郵便・メールなどが来た場合
には、南丹市の窓口や最寄りの警察にご連絡ください。

問南丹市プレミアム商品券プロジェクトチーム事務局（商工課）
TEL（0771）68-1008
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小規模企業共済制度のご
案内
　個人事業主（共同経営者含
む）・会社などの役員の人が
事業をやめられる場合などに
備えて、あらかじめ資金を準
備しておく共済制度で、「小規
模企業の経営者のための退職
金制度」といえます。特徴は、
掛金が全額所得控除されるこ
とです。毎年、掛金が所得控
除となるため節税効果があり
ます。
<小規模企業共済>
①経営者のための退職金制度
　小規模企業の個人事業主
（共同経営者を含む）または会
社などの役員の方が廃業者退
職後の生活資金、事業再建資
金をあらかじめ準備しておく
共済制度です。
②掛金は全額所得控除
　掛金は、全額が「小規模企
業共済等掛金控除」として、
課税対象所得から控除できま
す。
①受取時も税制メリット
　共済金の受け取りは、一括
の場合は「退職所得扱い」、分
割の場合は「公的年金などの
雑所得扱い」です。
<経営セーフティ共済>
①掛金の10倍の範囲内で最
高8,000万円まで貸付け
　「回収困難となった売掛金
債権などの額」と「掛金総額
の10倍に相当する額（最高
8,000万円）」のいずれか少な
い額となります。償還期間は
共済金の貸付金額に応じて5
年〜7年（据置期間6か月を含
む）で毎月均等償還です。
②貸付条件は無担保・無保証人
　共済金の貸付けは、「無担
保・無保証人」「無利子」です。
ただし、共済金の貸付けを受
けますと貸付額の10分の1に
相当する額が積み立てた掛金
総額から控除されます。

③�掛金は税法上損金（法人）ま
たは必要経費（個人事業）に
応じて
　掛金月額は、5千円〜20万
円の範囲内（5千円単位）で自
由に選べます。
問（独）中小企業基盤整備機構
　共済相談室　
TEL050-5541-7171　
　（平日午前9時〜午後6時）
HP http://www.smrj.go.jp/

kyosai/

放送大学10月入学生を募
集します
　放送大学はテレビ・イン
ターネットで授業を行う通信
制の大学です。働きながら大
学を卒業したい、学びを楽し
みたいなど、さまざまな目的
で、幅広い世代の方が学んで
います。
　心理学・福祉・経済・歴史・
文学・情報・自然科学など、
約300の幅広い授業科目があ
り、1科目から学ぶことがで
きます。
●出願期間
第1回　8月31日（土）まで
※�第2回の出願期間について
は、お問い合わせください。

問放送大学京都学習センター
TEL（075）371-3001

　南丹市ではスマートフォ
ン、携帯電話、パソコンな
どのメール機能を活用した
情報配信サービスを行って
います。登録は送信アドレ
ス宛てに空メールを送信い
ただき、返信されたメール
に従い手続きをお願いしま
す。
※�迷惑メールの受信拒否設
定などをされている方
は、空メール送信前に送
信元メールアドレスの受
信許可を行ってくださ
い。

<子ども安心メール>
　市内の幼児や小中学生な
どの保護者向けに不審者や
危険動物の出没などの情報
を配信します。
●空メール送信先
touroku.nantan-edc@
　raiden.ktaiwork.jp

　QRコード

●受信許可が必要なアドレス
nantan-edc@raiden.

　ktaiwork.jp
<なんたんメール>
　南丹市に関係する各種警
報、大雨情報、竜巻注意報、
土砂災害警戒情報、震度3
以上の地震情報などが発表
された場合、メール配信さ
れます。
●空メール送信先
info.nantan-city@raid
　en.ktaiwork.jp

　QRコード

●受信許可が必要なアドレス
nantan-city@raiden.kt
　aiwork.jp
問情報課
TEL（0771）68-0066

南丹市メール配信サービ
スにご登録ください
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人材募集

南丹市職員採用試験（後期募集）の実施について

　令和元年度（令和2年度採用）の職員採用試験（後期募集）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

一般事務 5名程度

一般試験 平成6年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた人

社会人試験
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

保育士

幼稚園教諭
若干名

一般試験 平成6年4月2日以降に生まれ、令和2年3月末までに保育士
資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

社会人試験
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
諭免許の両方を有する人

技師職
（ 建 築・ 土
木・水道）

若干名

一般試験
平成6年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた人で、
高等学校以上の学校において、土木または建築の専門課程
を卒業した人または令和2年3月末までに卒業見込みの人

社会人試験
昭和54年4月2日以降に生まれた人で、土木関係・建築関
係または水道関係の設計業務、施工管理などの実務経験が
3年以上ある人

※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　9月22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・受付期限　8月23日（金）まで
　午前8時30分〜午後5時15分（土・日・祝日を除く）
※要項は、市ホームページからもダウンロードできます。
●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　  TEL（0771）68-0008

相談会

行政相談委員による定例
相談所を開設します
　総務省では、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。
【秘密厳守・無料】
●日時　8月13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2会議室

問 京都行政監視行政相談セン
ター

TEL（075）802-1188
問総務課
TEL（0771）68-0002　

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　8月27日（火）
　午後5時〜6時30分
　（1人30分以内）
●場所　国際交流会館
※�相談会場が変更になりまし
た。ご注意ください。
●�申込方法　8月26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
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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
ションが取れない、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、
人と関わるための自信を回復
していく活動です。8月は下
記のとおり計画しています。
●日時　8月22日（木）
　午前10時30分〜正午
●�内容　茶話会・レクリエー
ション
●�場所　地域活動支援セン
ター　そよかぜ美山
※�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

神経・筋難病個別相談の
ご案内
　専門医による個別医療相談
を開催します。（無料）
●日時　9月20日（金）
　午後1時〜4時30分
●場所　京都府南丹保健所
●�対象　神経・筋難病で療養
中の方
　以下の症状がある方
　・手足がふるえる
　・筋肉がやせる
　・力が入りにくい
　・足がふらつく
　・最初の一歩が出にくい
　・話しにくい
●�担当医　�国立病院機構宇
多野病院　神経内科�
　須藤　慎治　医師
●�定員　�5人程度（予約制：
申込状況によりお断りする
ことがあります）
●申込期限　8月23日（金）
問京都府南丹保健所保健室
TEL（0771）62-2979

子育て支援（催し）

子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」（8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。

<お盆休みのお知らせ>
　各広場とseed�baseはお
休みします。
●�期間　8月11日（日）〜8月
18日（日）

<八木ひろば>
●�日時　毎週月〜金曜日、第
2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）
※�8月5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

<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5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
※�8月29日（第5木曜日）は園
部南部コミュニティセン
ターで開催します。

<おめでとうの日>【無料】
　ひろばに来ているみんなで
7・8・9月生まれのお誕生日
をお祝いします。
・美山ひろば　8月1日（木）
・�日吉ひろば　8月20日（火）
・�園部ひろば（園部南部コ
ミュニティセンター）　8
月29日（木）
・�八木ひろば　8月30日（金）
●�時間　午前10時30分〜正
午まで。
●�内容　うた、読み聞かせ、
写真入りお誕生日カード作
りなど

<「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。
・日吉ひろば　8月6日（火）
・園部ひろば（横田公民館）　
　8月8日（木）
・八木ひろば　8月21日（水）
・美山ひろば　8月29日（木）
※午前11時〜11時30分
<電車で遊ぼう！>【無料】
　4つのひろばの木の線路が
美山ひろばに集合します。大
きな大きな電車の街でみんな
で遊びましょう。
●�日時　8月8日（木）　午前
10時〜午後3時30分
●場所　美山ひろば

《裏面につづく》
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<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）
○�園部ひろば（園部南部コ
ミュニティセンター）　8
月1日（木）
○�美山ひろば　8月22日（木）
●�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　8月23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
<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・
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　8月26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
問NPO法人グローアップ　  
TEL（080）3857-8119

催し

パソコン会計実務教室を
開催します
　納税協会推奨会計ソフト
「みんなの青色申告」を使用し
た、個人事業者を対象にした
会計ソフトの実務研修です。
　パソコンによる会計処理の
簡略化に加え、国税電子申告
納税システム（e-tax）にも対
応しています。
●�日時　8月20日（火）、21
日（水）午前10時〜午後4時
30分
●�場所　公益社団法人園部納
税協会　2階会議室
●�内容　各種伝票入力・試算
表・決算書など
●�受講料　会員無料　非会員
4,000円（当日徴収）
●�持ち物　筆記用具（パソコ
ン、ソフトは用意します）
●定員　14人（先着順）
●�申込方法　住所、氏名、電
話番号を記入の上、FAXで
お申し込みください。

問公益社団法人園部納税協会
TEL（0771）62-0039

〈夏休み〉工作&自由研究
イベントを開催します
　小中学生の方を対象に、自
然豊かな環境を生かした工作
と自由研究のイベントを開催
します。
<各イベント共通事項>
●�場所　田舎くらし部（南丹
市八木町日置西下里4）
●�注意事項　必ず一人は保護
者の方の付き添いをお願い
します。

●参加費　1,000円
<自然の素材を集めて作ろ
う！>
●�内容　近くの森で木の枝や
松ぼっくりなど、自然の素
材を拾い集めて作品を作り
ます。
●日程　8月の毎週日曜日
●時間　午前11時〜午後6時
●�持ち物　お弁当、飲み物、
帽子

<ふしぎいっぱい！畑で自由
研究>
　畑の野菜をテーマにした自
由研究ができます。普段食べ
ている野菜がどんな風に育っ
ているのか、じっくり観察し
て不思議に思ったことを調べ
ます。
●�日程・内容　8月10日（土）
野菜の種をまいてみよう
　�8月17日（土）野菜に含まれ
る栄養を知ろう
　�8月24日（土）ニワトリが好
きな野菜はなんだろう
●�時間　いずれも午後1時〜
午後5時
●持ち物　飲み物、帽子
問田舎くらし部　黒竹　芽以
TEL080-5125-1548

 inaka.kurashi.bu@gmail.
com

「南丹市園部女性の館」
随時講座のご案内
　親子で楽しく木工の本立て
を作りませんか。【要申込】
<夏休み親子木工講座>
●�日時　8月10日（土）
　午後1時〜4時　
●場所　園部女性の館
●講師　坂矢木材
●定員　各20人
●�運営協力金　2,500円（材
料費含む）
●持ち物　軍手
●�申込方法　8月6日（火）ま
でに電話で申し込みくださ
い。

問 園部女性の館運営委員会
（園部女性の館内）
TEL（0771）63-2986
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南丹市カヌー&SUP教室
参加者大募集
●日時　8月10日（土）
　午前9時〜正午頃　
●�会場　南丹市八木カヌーハ
ウス（南丹市八木町西田）
●�対象　南丹市内在住または
在学・在勤の小学3〜6年
生（親子での参加も可）
●参加費　無料
●�定員　先着20名（定員とな
り次第募集終了）
●�持ち物　濡れてもよい服
（水着など）と靴、着替え、
タオル、飲み物、保険証な
ど
●�申込方法　申込書に氏名、
年齢、住所、電話番号、緊
急連絡先、児童の場合は保
護者名、学校名、学年、親
子で参加の有無をご記入の
上、8月7日（水）までに持
参またはFAXにて申込くだ
さい。（電話での申込可）
※�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。
●�主催　南丹市スポーツ協
会、南丹市B&G海洋セン
ター

問社会教育課
TEL（0771）68-0057
FAX（0771）63-2850

京都府こころの健康推進
員養成講座を開催します
　こころの病気は誰でもかか
る可能性があります。病気を
正しく理解し、障害者を含む
すべての人を大切にする温か
い地域づくりを進めていきま
しょう。
●�日程　9月〜12月の間の7
日間
●�場所　北部会場（中丹勤労
者福祉会館）
　�南部会場（精神保健福祉総
合センター）
※�どちらか選択。上記以外の
場所での実習が2日間あり
ます。
●内容　講義や見学実習等
●受講資格　
・�京都府内（京都市を除く）に
住所地がある方。
・�講座の全課程を受講できる
方
・�講座修了後、京都府こころ
の健康推進員として活動で
きる方。
●�申込方法　電話で申し込み
後、募集案内リーフレット
を郵送します。
●申込期限　8月9日（金）
問京都府南丹保健所
TEL（0771）62-0361

美山図書室「夏のクラフ
ト教室」を開催します
　美しい模様が現れる万華鏡
を作りませんか。
【無料・要申込】
●�日時　8月10日（土）午後1
時〜3時
●�場所　美山文化ホール2階
会議室
●�対象　小学生以上の方（低
学年は保護者同伴）
●定員　15人（先着順）
●持ち物　工作用ハサミ
●�申込方法　事前に美山図書
室へお申込みください。

問美山図書室
TEL（0771）68-0046

「要約筆記教室」の受講者
を募集します
　要約筆記とは、きこえが不
自由な方のために、話の内
容、などを文字で表す筆記通
訳のことです。この要約筆記
を学び、技能を習得して、活
動していただける方を募集し
ます。
●�日程　8月23日〜10月11
日までの毎週金曜日　全8
回（予備日10月18日）
●時間　午後1時〜5時
●�場所　京丹波町和知ふれあ
いセンター（会場は変更す
る場合があります。）
●�対象　南丹市在住、在勤、
在学の15歳以上で、要約
筆記活動に熱意、関心のあ
る方
●受講料　無料
●�申込期限　8月14日（水）ま
でにお申し込みください。

問社会福祉課
TEL（0771）68-0007
FAX（0771）68-1166
問 ふない聴覚言語障害セン

ター
TEL（0771）63-6447
FAX（0771）63-6448

健康づくり教室を開催し
ます
●日時　8月14日（水）、
　28日（水）
　いずれも午前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
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RUN伴（らんとも）参加者
募集のお知らせ
　RUN伴（らんとも）は、認
知症の人や家族、支援者、地
域の人が少しずつリレーをし
ながら一本のタスキをつない
でいくイベントです。
　誰もが参加でき、歩いたり、
車椅子での参加も可能です。
認知症とともに安心して暮ら
せる南丹市を作る第一歩とし
ませんか。
●日時　10月18日（金）
　午前10時〜午後4時
●場所　南丹市内
※�エントリー完了後調整して
ご連絡します。
●�内容　公式Tシャツを着用
してのタスキリレー
●�参加費　高校生以上2,500
円　中学生以下1,500円�
　�（Tシャツ・イベント保険
代込み）
●�申込方法（いずれかの方法
でお申し込みください。）
・エントリーサイト
　�HP https://runtomo.org/
entry/）にて直接申し込み
　�（7月1日（月）〜8月31日
（土））
・�実行委員会事務局へ参加費
を添えて申し込み（7月1日
（月）〜8月23日（金））
●�主 催　NPO法 人 認 知 症
フレンドシップクラブ　
RUN伴2019京都府実行委
員会
※�気象警報発令時は、イベン
トを中止する場合がありま
す。�

問 RUN伴京都南丹市実行委
員会事務局（南丹地域包括
支援センター内）

TEL（0771）72-0214

胡麻の夏2019を開催し
ます
　毎年恒例の「胡麻の夏」も、
16回目を迎えます。多数の
参加をお待ちしています。
●日時　8月24日（土）�
　午後3時〜9時
●�場所　JR胡麻駅前ロータ
リー
●�内容　夜店、ステージ、盆
踊りなど
※�会場へはなるべく乗り合わ
せてお越しください。

問胡麻の夏2019実行委員会
TEL090-7362-5130

八木町文化祭出演・出展
の募集について
　第25回目となります南丹
市八木町文化祭を今年度開館
最後となる八木公民館で開催
します。出演または出展して
いただける団体・個人を募集
します。
<作品展示>
●�日時　11月1日（金）〜11
月3日（日）午前9時〜午後4
時30分
　�（最終日のみ午前9時〜午
後3時）
●場所　南丹市八木公民館　
　1階・2階
●�対象　自主的に活動されて
いる個人および団体

<舞台発表>
●日時　11月3日（祝・日）　
　午前10時〜午後4時
●場所　南丹市八木公民館　
　3階　大集会室
●�対象　自主的に活動されて
いる団体（個人参加は不可）
※�詳細については、八木公民
館に備え付けている募集要
項をご覧ください。
●�募集期間　8月31日（土）午
後5時まで（期間厳守）
●�申込先　南丹市八木公民館
（月曜日・祝日休館）
問八木公民館　
TEL（0771）42-3132
FAX（0771）42-3133

「京のプレミアム米コン
テスト」を開催します
　京都府全エリアを対象とし
たお米のコンテストを今年も
開催します。生産者の皆様か
らの出品を募集しています。
●�対象　おいしいお米づくり
に取り組む京都府内の農業
者および組織
●�申込方法　インターネット
の専用ページからお申し込
みください。
●応募期間　8月1日（木）〜
　8月31日（土）
※�イベントおよび申し込み方
法の詳細については、京都
府ホームページでご確認く
ださい。

問京都府農林水産部農産課 
TEL（075）414-4953
HP http://www.pref.kyoto.jp/

nosan/contest.html

丹波自然公園からお知ら
せ

<エンジョイテニス（夜の部）
>
●�日 時　8月5日、19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
<太極拳教室>
●�日時　8月9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
<テニス教室（夜の部）>
　（要予約）
●�日時　9月2日〜10月21日
の全8回（毎週月曜日）午後
7時〜9時
●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　6,000円
●定員　20人
●対象　18歳以上
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●�申込方法　8月2日〜当日
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。

<テニス教室（昼の部）>
　（要予約）
●�日時　9月4日〜10月23日
の全8回（毎週水曜日）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。初めての方
も安心して始められます！
●参加費　5,000円
●定員　50人

日吉地域情報

「日吉町文化祭」への出展者および出演者を募集します

展示の部 ステージ発表の部

日時 11月3日（日）午前9時から
11月10日（日）正午まで

11月3日（日）
正午〜午後5時（予定）

会場 日吉町生涯学習センター
エントランス�ホール 日吉町生涯学習センター�ホール

出展および
出演資格 日吉町文化交流協会会員、日吉町内在住、在勤および在学の方

参加費 1種目につき　1人�200円
1団体　1,000円

発表時間　5分以内　500円
15分以内　1,000円

その他

【作品搬入】
11月1日（金）午後3時〜7時
（予備日2日�午前9時〜11時）
【作品搬出】
11月10日（日）午後1時〜5時
作品の搬入・展示・監視・搬出は出展
者の責任で行ってください。
会場の都合により、出展数がご希望に
添えない場合があります。�

発表時間は入退場時間を含みます。
発表順は主催者一任といたします。
必ずリハーサル等にもご参加ください。
個人の出演時間は5分以内です。

申込方法 申込用紙（日吉町生涯学習センター内に備え付け）に必要事項を記入の上、
9月8日（日）までに参加費を添え、下記までお申し込みください。

団体でお申込み
の方へのご依頼

参加団体の中から1名以上の「運営協力者」を選出していただき、
会場設営や舞台転換などにご協力ください。

問日吉町文化交流協会事務局
　南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」内
TEL（0771）72-3300　FAX（0771）72-3311

●�対象　18歳以上/無料保育
ルームあり（要予約）
●�申込方法　8月4日〜当日
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

 kouen@kyoto-tanbapark.
or.jp

〒 622-0232　京都府船井郡
京丹波町曽根崩下代110-7

園部地域情報

グラウンド・ゴルフ府民
総体園部町予選会の開催
●�日時　8月5日（月）午前9時
〜（受付8時30分）
●�場所　園部公園スポーツ広
場
●�対象　園部町内在住者（参
加費、申込不要）
●�プレー方法　24ホールス
トロークプレーによる個人
ゲーム
●�プレー規則　公益社団法人
日本グラウンド・ゴルフ協
会のルールおよび本大会の
申し合わせ事項
●�選考方法　成績上位20名
の方を園部町代表として南
丹市予選会（9月5日）に出
場いただきます。

問 園部町グラウンド・ゴルフ
協会

TEL（0771）62-3137
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