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お知らせ

窓口延長業務のご案内

　市役所本庁の窓口業務の一
部を時間外に取り扱っていま
す。
　国民健康保険なども取り
扱っていますのでぜひご利用
ください。
●�延長日　毎月第2・第4水
曜日
●�延長時間　午後5時15分〜
午後7時
●取扱業務　
・�戸籍、住民票、印鑑証明の
証明書発行業務
・印鑑登録業務
・�マイナンバーカードの交付
業務
・�転入・転出などの住民異動
届
・�国民健康保険の加入・脱退
の手続き

問市民環境課　
TEL（0771）68-0005

令和元年度市政懇談会を開催します

　南丹市の現状と公共施設の再配置計画について説明し、今後
の市政運営や取り組みについてご理解いただくとともに、市民
の皆さんのご意見を広くお聴きする市政懇談会を開催します。
　市長をはじめとする理事者や幹部職員が地域に伺います。
●日時・場所

日時 場所
7月25日（木）�午後7時30分〜 南丹市役所�本庁
7月30日（火）�午後7時30分〜 八木公民館
8月��1日（木）�午後7時30分〜 日吉市民センター
8月��3日（土）�午後2時〜 日吉胡麻基幹集落センター
8月��4日（日）�午後2時〜 氷室の郷
8月��7日（水）�午後7時30分〜 美山文化ホール
8月10日（土）�午前10時30分〜 旧鶴ヶ岡小学校
8月18日（日）�午前10時30分〜 旧摩気小学校
8月31日（土）�午前10時30分〜 旧知井小学校
※いずれの会場へご参加いただいても構いません。
※時間は、いずれも1時間30分程度を予定しています。
問秘書広報課　TEL（0771）68-0065

子どもたちの見守り活動
にご協力をお願いします
　各幼稚園・小・中学校で取
り組んでいます「見守り隊」の
活動にご協力をお願いしま
す。
　犬の散歩など、地域に出か
けられる時間を、子どもたち
が登下校する時間帯に合わせ
ていただき、地域をあげて子
どもたちを見守っていただき
ますよう、お願いします。
　そして、子どもたちにあい
さつなど、声を掛けていただ
きますようお願いします。
●主な登下校時間帯
　�午前7時20分〜午前8時30
分ごろ
　�午後3時〜午後4時ごろ
問学校教育課
TEL（0771）68-0056

2019年 夏の交通事故防
止府民運動について
　「夏の交通事故防止府民運
動」が実施されます。
　これを機会に、家庭や学校、
職場などで交通安全について
話し合っていただき、交通
ルールの遵守と正しい交通マ
ナーの実践をお願いします。
●�運動スローガン　「令和の
夏　こころあらたに　事故
防止」
●�実施期間　7月21日（日）〜
7月31日（水）
●運動重点　
・�子どもと高齢者の交通事故
防止
・�スマホ利用などのながら運
転の根絶
・自転車の安全な利用の促進
・飲酒運転の根絶
問南丹警察署交通課
TEL（0771）62-0110
問危機管理対策室
TEL（0771）68-0021
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令和元年度の後期高齢者医療保険料について

　令和元年度の後期高齢者医療保険料について、保険料率およ
び低所得の方に対する軽減措置の内容が決定しましたので、お
知らせします。なお、令和元年度の後期高齢者医療保険料額決
定通知書は、7月中旬に発送します。
＜京都府における令和元年度の保険料率（年額）＞
京都府の保険料（限度額62万円）＝
　均等割（被保険者1人当たり47,890円）＋
　�所得割額（総所得金額等−基礎控除（33万円）×9.39%（京都府
の所得割率））

＜所得の低い方の軽減措置＞
均等割額の軽減

軽減割合 総所得金額等（被保険者全員＋世帯主）が以下の
基準を超えない世帯

8.5割 基礎控除額（33万円）

8割
上記の8.5割軽減となる世帯のうち、世帯内の被
保険者全員が年金収入80万円以下（かつ、その他
各種所得がない）の場合

5割 基礎控除額（33万円）＋28万円×被保険者数
2割 基礎控除額（33万円）＋51万円×被保険者数

＜被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置＞
　制度加入の前日まで会社の健康保険や共済組合の被扶養者で
あった方は、次のとおり保険料が軽減されます（国民健康保険や
国民健康保険組合の加入者は該当しません）。
後期高齢者医療制度の資格取得時から
・所得割額がかかりません。
・�均等割額が資格取得から2年間、5割軽減（3年目以降は軽減な
し）となります。

問市民環境課　
TEL（0771）68-0011

後期高齢者医療被保険者
証の更新について
　7月中旬に、簡易書留で新
しい被保険者証をお送りしま
す。
　令和元年8月1日（木）以降
に、医療機関で受診するとき
は、新しい後期高齢者医療被
保険者証（桃色）を提示してく
ださい。
※�配達時に不在の場合、7月
31日（水）までは郵便局で
保管されますので、不在通
知を確認の上、郵便局でお
受け取りください。7月中
に受け取りができなかった
場合は、市民環境課までお
問い合わせください。
※�現在お持ちの被保険者証
（藤色）は、8月1日（木）以
降は使用できません。有効
期限が切れた被保険者証
は、市役所市民環境課また
は各支所総務課に返却いた
だくか、細かく切ってご自
身で破棄してください。

問市民環境課
TEL（0771）68-0011

国民健康保険限度額適用認定証などの更新について

　現在交付している国民健康保険限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証につ
いては、有効期限が令和元（平成31）年7月31日となっています。対象の方には７月初旬に認定証の
交付申請書を郵送しています。8月1日以降も認定証が必要な方は、7月18日（木）までに申請をして
いただくと7月下旬に新しい認定証を郵送します。なお、7月19日（金）以降に申請された場合、新し
い認定証は8月以降に随時郵送します。
＜注意事項＞
・�令和元年度の所得申告をしていない国民健康保険加入者がいる世帯は、最も高い所得区分で判定
されます。正しい所得区分で判定するには、必ず所得の申告をしてください。
・国民健康保険税に滞納がある世帯の方には、「限度額適用認定証」を交付できない場合があります。
問市民環境課　
TEL（0771）68-0011
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国民健康保険被保険者証
の更新について
　本年7月末で有効期限を迎
える被保険者証の一斉更新を
行います。
●�交付方法　簡易書留にて加
入世帯ごとに世帯主に郵送
します。原則、住所地への
交付のため、郵便局での転
送サービスは利用できませ
ん。
●�発送時期　7月中旬から下
旬
※�配達時に不在の場合は、郵
便局で保管されますので、
期限内に受け取ってくださ
い。
※�保管期限を過ぎたものは、
市役所に返送されますの
で、市民環境課または各支
所でお受け取りください。
受け取りの際は、古い保険
証、印鑑および本人確認の
できる書類（個人番号カー
ド、運転免許証など）を必
ずご持参ください。
●その他
①�国民健康保険税に滞納があ
る場合は、別途、短期被保
険者証の交付について通知
します。（市民環境課または
支所で交付します。）
②�国民健康保険の加入者で新
しい被保険者証が７月末に
なっても届かない場合や、
すでに他の健康保険に加入
しているのに国民健康保険
の新しい被保険者証が届い
た場合は、市民環境課へご
連絡ください。
※�勤務先の健康保険に加入さ
れた時は、加入者による国
保資格喪失手続きが必要で
す。
●有効期限　
　令和2年7月31日まで
　�　上記の有効期限までに、
退職被保険者証で65歳到
達の方とその被扶養者の
方、70歳到達により『被保
険者証兼高齢受給者証』に

切り替わる方、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お
送りします。）
●今回の変更点
①�70歳以上75歳未満の方に
は今回から、『被保険者証兼
高齢受給者証』を交付しま
す。今後は、医療機関受診
時に、被保険者証と高齢受
給者証（白色はがき大）の代
わりに『被保険者証兼高齢
受給者証』を提示してくだ
さい。
②�今回の更新以降退職被保険
者証の色は一般証と同じ
（茶色）になります。証の右
上には、これまでと同じく
◯退と記載しています。ご確
認ください。

問市民環境課　
TEL（0771）68-0011

薬物乱用は「ダメ。ゼッ
タイ。」
　少年・少女の間に大麻が蔓
延しつつあることが深刻な問
題となっています。インター
ネットなどで大麻は無害とい
う誤った情報を得たりして警
戒心が薄れてきています。
　また、薬物は周囲の人から
誘われて、好奇心や興味本位
で手を染めるケースが多くみ
られます。「1回ぐらいなら」
と思っていても、薬物の効果
が切れるとまた使いたくな
り、次第に自分の意志では止
められなくなります。
　薬物乱用は自分だけの問題
ではなく交通事故や殺人など
の犯罪にもつながる大きな社
会問題です。
　薬物乱用に対する理解を深
め、絶対に手を出さないとい
う自覚が大切です。
問京都府南丹保健所
TEL（0771）62-4754　

木造住宅耐震診断士派遣
事業の募集について
　木造住宅の耐震化を進める
ため、耐震診断士を派遣し、
住宅の耐震診断を行っていま
す。
　事前にご相談いただき、積
極的に事業をご利用くださ
い。
●�対象となる住宅　次の①〜
③の全てを満たす住宅
①�昭和56年5月以前に建築さ
れた一戸建の木造住宅
②�原則として、昭和56年5月
以降に増築されていない住
宅
③�延床面積の2分の1以上が
住居として使用されている
住宅
●�実施期間　募集戸数に達す
るまで
●実負担額　3,000円
※�診断費用53,000円／軒の
うち50,000円を市が負担
します。
●�その他　耐震診断を行った
結果、倒壊の可能性のある
住宅については、木造住宅
耐震改修費補助金交付事業
（耐震改修工事）の対象にな
ります。

問営繕課　
TEL（0771）68-0062

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
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令和元年度京都府戦没者
追悼式のお知らせ
　先の大戦で尊い命を失われ
た戦没者の方々の追悼と、遺
族の慰謝、激励とともに、平
和への思いを新たにするた
め、京都府戦没者追悼式が実
施されます。
●�日時　10月10日（木）　
　午後1時30分〜
●場所　国立京都国際会館
●主催　京都府
●�遺族の範囲　戦没者の配偶
者ならびに子、父母、兄弟
姉妹、孫、その他三親等内
の親族およびその配偶者。
ただし、上記以外の戦没者
の親族等で特に希望される
方については、参列できる
ものとします。
●参列申込方法
　＜各町遺族会員の方＞
　　�各町遺族会にて参列者の
取りまとめをお世話に
なっております。所属さ
れている遺族会にお問い
合わせください。

　＜遺族会員でない方＞
　　�8月2日（金）までに、南
丹市福祉相談課までご連
絡ください。

　　�なお、申込み多数の場合
は、京都府において過去
に未参加の方および参列
回数の少ない方を優先し
て選考されます。

問福祉相談課　
TEL（0771）68-0023

令和元年度南丹市戦没者
追悼式のお知らせ
　先の大戦で尊い命を失われ
た戦没者の方々の追悼と、遺
族の慰謝、激励とともに、世
界の恒久平和を願い、南丹市
戦没者追悼式を挙行します。
●�日時　10月21日（月）　
　午前10時〜
●�場所　日吉町生涯学習セン
ター
●主催　南丹市
●�遺族の範囲　戦没者の配偶
者ならびに子、父母、兄弟
姉妹、孫、その他三親等内
の親族およびその配偶者。
ただし、上記以外の方で特
に希望される方について
は、参列できるものとしま
す。

●参列申込方法
＜各町遺族会員の方＞
　各町遺族会にて参列者の取
りまとめをお世話になってお
ります。所属されている遺族
会にお問い合わせください。
＜遺族会員でない方＞
　福祉相談課および各支所に
備え付けの申込書に必要事項
をご記入のうえ、8月2日（金）
までにご提出ください。
　会場の都合上、申込み多数
の場合は過去の参列状況など
により選考します。あらかじ
めご了承ください。
問福祉相談課
TEL（0771）68-0023

人材募集

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 概　　　　要 受付期間

航空学生 自衛隊パイロットを養成 9月6日（金）まで
（締切日必着）一般曹候補生 基幹要員である陸・海・

空曹を養成

自衛官候補生 所要の教育を経て3か月後
に2等陸・海・空士に任官

年中受け付けていま
す

＜説明会＞
説明会日程 時間 場所

7月21日（日） 午前10時〜正午 南丹市国際交流会館
丹波マーケス

午後2時〜午後5時 ガレリアかめおか
●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
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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】※要予約
●日時　8月7日（水）
　午後1時〜午後4時
●場所　南丹市国際交流会館
　2階　第4研修室
●定員　6名（先着順）
※1人30分以内
●�申込方法　前日の正午まで
に電話でお申し込みくださ
い。

問総務課
TEL（0771）68-0002　

身体障害者巡回更生相談

●日時　8月9日（金）
　午前9時30分〜午前11時
●�場所　南丹広域振興局亀岡
庁舎
●巡回医師　整形外科
●�内容　補装具交付・修理に
係る判定、医療相談　
●�持ち物　身体障害者手帳、
使用中の補装具、印鑑（支
給申請が必要な場合に使
用）
●申込期限　8月2日（金）
●�申込方法　申込期限までに
電話にてお申込みください

問社会福祉課 
TEL（0771）68-0007

京都中部広域消防組合消
防職員募集
　京都中部広域消防組合で
は、令和元年度職員採用試験
を行います。
●�採用予定　4名程度（消防
職員　初級・上級）
●受験資格
・�初級　平成10年4月2日か
ら平成14年4月1日までに
生まれた人（学歴は問わな
いが、高等学校卒業程度の
学力が必要です。）
・�上級　平成5年4月2日から
平成10年4月1日までに生
まれた人（学歴は問わない
が、大学卒業程度の学力が
必要です。）
※�その他身体的条件などの受
験資格を定めています。
●第1次試験　9月22日（日）
　午前9時〜正午（受付開始
　午前8時15分から）
●�試験会場　京都中部広域消
防組合消防本部３階大会議
室など
●�受付期間　7月19日（金）〜
8月19日（月）
　�午前9時〜午後5時（土曜
日、日曜日、祝日を除く。）
※�郵送による申込みは、8月
15日の消印分までに限り、
受け付けます。
●�その他　受験申込書は、構
成市の消防署、市役所、町
役場にあります。
※�消防組合のホームページか
らもダウンロードできま
す。

問 京都中部広域消防組合消防
本部総務課

TEL（0771）22-9580
HP h t t p : / / w w w . k y o t o -

chubu119.jp/

南丹市メール配信サー
ビスにご登録ください
　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
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インターネット生活を
始めませんか
　もっと便利に、安心に。
南丹市情報センターがサ
ポートします。
●月額定額料金　3,080円
※�プロバイダー料込みの金
額です。（有線テレビご加
入の方が対象です。別
途、有線テレビ利用料
（1,540円/月）が必要で
す。また、ご加入の際、
加入分担金と工事費が必
要となります。）
●通信速度　100Mbps
※�ベストエフォート型の
サービスです。
●�セキュリティー・サポー
トの充実
※�トラブルの際はお問い合
わせください。

問南丹市情報センター
TEL（0771）63-1777

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）

子育て支援（催し）

子育てすこやかセンター
8月事業のお知らせ

＜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　8月7日（水）、14日
（水）、28日（水）
　いずれも午前10時30分〜
●内容　水遊び
●�持ち物　水着または水遊び
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　8月23日（金）午前
10時30分〜11時30分
●�内容　園部消防署救急救命
士による救急救命講習

＜お話会＞
●�日時　8月21日（水）午前
10時30分〜11時

＜親子リトミック＞　
●�日時　8月26日（月）午前
10時30分〜11時30分

＜ベビーマッサージ＞　
●�日時　8月29日（木）午前
10時30分〜11時30分
●�持ち物　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

７月「託児付きカフェ
よっといで」のお知らせ
　みやま子育てパートナーズ
「よっといで」では、子育て応
援として月1回「カフェよっ
といで」をオープンし、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。
　今月はリトミックです。夏
休みですので、お兄ちゃんも
お姉ちゃんも一緒にみんなで
楽しいひとときを過ごしま
しょう。ご家族で、お友達を
誘ってお越しください。
●日時　7月29日（月）
　午前10時〜正午
●�場所　平屋地域活性化セン
ター（旧平屋小学校）
●�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＆手作りおやつ
付き）
●�持ち物　お子様の着替え、
お茶、タオルなど
※�動きやすい服装でお越しく
ださい。
●申込締切　7月26日（金）
※�電話またはＳＭＳ（ショー
トメッセージサービス）、
ＬＩＮＥ（ライン）などでお
申し込みください。
※�当日参加も可能ですが、準
備の都合上、できるだけ期
限までにお申し込み下さ
い。

問 みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
TEL（090）6962-6455
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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

　南丹市立図書館の新刊図書の一部を紹介します。
＜一般書＞
◆グーグルが消える日（ジョージ・ギルダー）◆考える旅人（山口由美）◆皇后雅子（石井勤）◆世界の
秘密都市（ジュリアン・ビークロフト）◆観光列車旅百科（「旅と鉄道」編集部編）◆なぜ、男子は突然、
草食化したのか（本川裕）◆日本茅葺き紀行（安藤邦廣、野弥智代）◆鎌田式「スクワット」と「かかと落
とし」（鎌田實）◆マイクロカプセル香害（古庄弘枝）◆葉っぱはなぜこんな形なのか？（林将之）◆プラ
スチック・フリー生活（シャンタル・プラモンドン、ジェイ・シンハ）◆リノベーション名建築の旅（常
松祐介）◆農家ごはんと旬野菜レシピ（枝元なほみ）◆タイかあさんの味とレシピ（白石路以）◆最強の
妊活（峯村静恵）◆くぅとしの（晴）◆♯名画で学ぶ主婦業（田中久美子監修）◆美空ひばり恋し（関口範
子）◆レオナルド・ダ・ヴィンチを旅する（池上英洋監修）◆カメラど素人が、プロのカメラマンに撮
影のテクニックを教わってきました。（永峰英太郎）◆大人の水泳（笹原辰夫監修）◆サラリーマン川柳
くらだし傑作選（やくみつる選他）◆或るエジプト十字架の謎（柄刀一）◆つみびと（山田詠美）◆魔法
を召し上がれ（瀬名秀明）◆トロイメライ（村山早紀）◆初恋さがし（真梨幸子）◆百花（川村元気）◆椿
宿の辺りに（梨木香歩）◆めぐり逢いサンドイッチ（谷瑞恵）◆失われた美風（藤原正彦）
＜児童書＞
◆新渡戸稲造（文月鉄郎漫画）◆おきなわが食べてきたもの（上里隆史）◆ダーウィンの「種の起源」（サ
ビーナ・ラデヴァ）◆かたつむり小笠原へ（千葉聡）◆日本カエル探検記（関慎太郎）◆庭に咲く花えほ
ん（前田まゆみ）◆めぐみの森（藤原幸一）◆タケの大研究（内村悦三）◆月白青船山（朽木祥）◆ふでば
こから空（北川チハル）�
＜絵本＞
◆ともだちタワー（ケルスティン・シェーネ）◆字のないはがき（向田邦子原作）◆ほんとにぜったい
あけちゃダメッ!!!（アンディ・リー）◆ドラゴンのお医者さん（パトリシア・バルデス）◆いっしょに
おつかい（メアリー・チャルマーズ）◆きょうもうれしい（えがしらみちこ）◆ながーいはなでなにす
るの（齋藤槇）◆ミツバチだいすき（藤原由美子）◆ゴートンさんのじゃがいも（柿田ゆかり）◆ぼっち
とぽっち�くつしたのおはなし（まつばらのりこ）
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

催し

「氷室の郷夏休み自由研究
づくり体験」の参加者募集
　氷室の郷で開催する、お子
さん向け「夏休み自由研究づ
くり」の体験者を募集します。
夏休みの宿題を楽しく仕上げ
ましょう。【要申込】
＜木工体験の部＞
●�日時　7月26日（金）午前の
部（午前10時〜正午）、午
後の部（午後1時30分〜3
時30分）
●�対象　小学生●内容　高
学年向（ミニチェアーの組
立）、低学年向（ジグソーパ
ズル作り）他・状差し・貯
金箱　各数限定
●�費 用　1,700円（1人 当 た
り、材料代含む）
●定員　各部10人

＜草木体験の部＞
●�日時　7月27日（土）、28
日（日）午前の部（午前10時
〜正午）、午後の部（午後1
時30分〜3時30分）
●�対象　小学生●内容　羊毛
フェルトで作るカラフル
ポットマット（なべ敷き）
●�費 用　1,000円（1人 当 た
り、材料代含む）
●定員　各部30人
＜共通事項＞
●�場所　八木農村環境公園
「氷室の郷」
●�申込方法　各体験の５日前
までに、電話でお申し込み
ください。

問 八木農村環境公園「氷室の
郷」

TEL（0771）43-1128 
　（月曜：休館日）

小中学生向け工作イベント
「つくりましてん」を開催
　夏休み特別企画！小中学生
の方を対象に、自由に工作が
できるイベントを開催しま
す。木の板や端切れなどの材
料、トンカチやノコギリなど
の工具は全て用意してありま
すので、手ぶらで来ても大丈
夫です。南丹にある材料を
使って、自分だけのとってお
きの作品を作ってみません
か？
＜本格的な工具を使って作ろ
う！＞
●�内容　電動ノコギリなどの
本格的な工具を使って作品
を作ることができます。講
師が常駐して工具の使い方
などを教えるため、初心者
の方でも安心してご参加い
ただけます。

≪裏面につづく≫
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●�日程　7月27日（土）、７月
28日（日）、8月14日（水）、
8月15日（木）
●�時間　午前11時〜午後6時
（出入り自由）
●場所　わざどころPON
●�参加費　1日1,000円、半
日500円

＜マイペースで自由に作ろ
う！＞
●�内容　気軽に工作ができる
スペースとして、わざどこ
ろPONの二階を開放して
います。期間中は好きな時
に来て、マイペースに作品
づくりを楽しめます。
●�日程　7月30日〜8月31日
の毎週火、水、木、金、土曜日
●�時間　午前11時〜午後6時
（出入り自由）
●場所　わざどころPON
●�参加費　大サイズ1,000
円、小サイズ500円

問 わざどころPON藤村　香
菜子

TEL（090）7619-8673
wazappon@gmail.com

夏のボランティア体験を
開催します
　楽しい体験を通して、ボラ
ンティアや福祉活動に興味を
抱いていただける様、いろい
ろなメニューを用意してお待
ちしています。お子様からご
年配の方まで、お気軽にご参
加ください。
●�日時　7月26日（金）
　午前10時〜午後3時まで
●�場所　南丹市国際交流会館
イベントホール（今回から場
所が変更になっています）
●�内容　体験（点字・車いす・
輪投げ・絵手紙・将棋・手
芸・マジック・読み聞かせ・
折り紙・オカリナ・要約筆
記（10時〜正午）・活動紹
介展示ほか）
●�参加費　無料�（申し込み不
要）
●�主催　園部町ボランティア

連絡協議会
問 南丹市社会福祉協議会　園

部事務所
TEL（0771）62-4125

京都太陽の園後援会チャ
リティゴルフ参加者募集
　チャリティゴルフを通じて
地域の皆さんとの交流と親睦
を図り、社会福祉法人「京都
太陽の園」の障害者福祉事業
を支援します。
●日程　８月８日（木）
※�時間はお申し込みいただい
た方にお知らせいたしま
す。
●場所　るり渓ゴルフクラブ
●�参加費　12,000円（プレ
ー費、食事、チャリティ金
など含む）
●�競技方法　18ホールズス
トロークプレイ（3コース
使用）
●�申込方法　7月22日（月）ま
でに、はがき、FAX、Eメー
ルのいずれかで、参加者の
氏名、申込者代表の住所、
氏名、電話番号をご連絡の
上、お申し込みください。
※�1人でもお申し込みいただ
けますが、できるだけ4人1
組でお申し込みください。
●�申込先　るり渓ゴルフクラ

ブ 622-0065　南丹市園部
町大河内深田1番地
ei-gyo＠rurikei-golf.co.jp

FAX（0771）65-0810
問京都太陽の園後援会事務局
TEL（0771）62-3364 
問るり渓ゴルフクラブ
TEL（0771）65-0221

認知症カフェおよび多国
山シアターを開催します

＜7月17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）
＜7月27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　

＜8月21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）

＜8月31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　

＜共通事項＞
●�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
TEL（0771）43-0228

農林センターの施設を公
開します
　取り組んでいる研究内容の
紹介や収穫体験、試食などを
通して、京都の魅力あふれる
農林業を知っていただくた
め、施設を公開します。
【無料・申込不要】
●�日時　7月26日（金）�午前9
時〜正午
※�受け付けは午前11時30分
まで
●�場所　京都府農林水産技術
センター農林センター（亀
岡市余部町和久成9番地）
●�内容　研究紹介、スイカや
スイートコーンの試食、新
鮮野菜やアイスクリームの
販売、クイズラリー、地元
大学や農業系高校の協力を
得た実験・体験など

問 京都府農林水産技術セン
ター農林センター環境部

TEL（0771）22-0424
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第73回京都南丹市花火 
大会「灯ろう流し」
　先祖の霊を慰めるととも
に、花火大会に彩りを添える
「灯ろう流し」の「灯ろうの材
料」をご希望の方に配布しま
すので、当日までに作成の上、
当日ご持参ください。
　八木町南地区以外の方は、
南地区自治会事務局（南地区
自治振興会館内）に申し込ん
でください。
　なお、花火大会の当日も受
付にて「灯ろう作成コーナー」
設けますのでご利用くださ
い。
●�受付日時　8月14日（水）午
後２時〜６時
●�受付場所　南丹市八木町大
堰橋西詰上「殉難碑」前

問 八木町南地区自治会事務局
（南地区自治振興会館内）
TEL（0771）42-4485
　 （受付時間　月・火曜　午

前9時〜午後3時30分、水・
木・金曜日　午前9時〜正
午）

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

八木町の「夜市」開催案内

　八木町夏の風物詩！夕涼み
に、模擬店などを楽しみに、
ご家族、お友達とお越し下さ
い。飲食ブースの他、ビンゴ
ゲームなどゲームコーナーも
ご用意しております。
●�日時　7月27日（土）午後5
時30分〜8時30分まで
　�（雨天順延の場合、28日
（日））
●�会場　八木駅前から本町通
り
●�その他　午後5時から午後
9時30分まで国道477号線
が車両通行止めになりま
す。（国道9号線交差点から
本町四ツ角まで）
　�　それに伴い幹線道路も通
り抜け出来なくなります。
何かとご不便をお掛けしま
すがご了承下さいますよう
お願いします。

問南丹市商工会　
TEL（0771）42-5380

八木駅舎ファンの集いを
開催します
　八木駅舎ありがとうセレモ
ニーと題して八木駅舎前に
て、八木駅舎ファンの集いを
開催します。
●日時　7月27日（土）
　午後3時〜5時
　※�雨天順延、記念写真撮影
のみ28日に実施

●場所　八木駅前
●�内容　記念写真撮影、八木
中学校吹奏楽部の演奏、八
木音頭など

問八木駅舎を愛する人の会
TEL（080）1508-7631

健康長寿の“むら”づく
り「ＡtoＺ」から学ぶ
　半農半Ｘの提唱者で福知山
公立大学の塩見先生指導の
下、“集落の名刺”「ＡtoＺ」に
取り組んだ世木振興会の活動
を題材に、健康で生き生きと
暮らせる“むら”づくりについ
て学習します。【申込不要・無
料】
●日時　7月28日（日）
　午後2時〜4時30分
●�場所　日吉生涯学習セン
ター1Ｆホール
●内容　
・�基調講演　福知山公立大学
特任准教授　塩見直紀さん
・�パネルディスカッション　
パネラー：振興会代表・行
政・Ｉターン者ほか

問世木地域振興会事務局
TEL（090）2118-5577

カッター体験と野外炊飯

●�日程　8月22日（木）〜23
日（金）
●�場所　京都府立青少年海洋
センター
●�対象　府内在住の小学5、
6年生
●定員　20人（先着順）
●費用　4,400円
●�内容　カッター漕艇、野外
炊事による夕食作り
●�申込方法　電話で申し込み
いただいた方に、参加申込
書をお送りします。
●�申込期間　7月20日（土）〜
31（水）午前9時〜午後5時

問 京都府立青少年海洋セン
ター

TEL（0772）22-0501
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「おとなの読書会」を開
催します
　美山図書室では、2ヶ月に
１回大人の方を対象にした読
書会を開催しています。楽し
い時間を共有しませんか。
●�日時　8月1日（木）午後2時
から4時まで
●�場所　美山文化ホール２階
会議室
●持ち物���好きな本
問美山図書室　
TEL（0771）68-0046

ネパール伝統的建築物「パゴダ」
の見学会を開催します
　園部町るり渓温泉内にある
「ネパール友好館」は、旧園部
町とネパールとの友好のシン
ボルとして全ての作業をネ
パール人の手によって伝統的
な技法で復元した建築物で
す。今回は、「パゴダ」の内部
を特別に見学します。【無料】
●日時　8月4日（日）　
　午後2時〜午後3時
●�場所　園部町大河内　るり
渓温泉　ポテポテパーク
（パーク入口に集合）
●�対象　市内在住、在勤の小
学生以上の方および会員
●定員　15人（先着順）
●�申込方法　住所、氏名、年
齢、電話番号、当日連絡先
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
問南丹市国際交流協会
TEL （0771）63-1840（ 火 〜 金　

12：30〜16：30）
FAX（0771）63-1841

nantania@office.zaq.jp

手仕事を楽しむ「南丹市
工芸家協会展」開催中
　美山かやぶき美術館では、
南丹市の工芸家14名の作品
を展示しています。
　今回はそれぞれの作品ので
きる工程を見ていただこう
と、作り手全員の制作実演や
ワークショップもたっぷり開
催しています。夏休みの工作
にいかがですか。ぜひお誘い
あわせの上お越しください。
●�開催期間　8月4日（日）ま
で
●�開催場所　美山かやぶき美
術館（美山町島）
・午前10時〜午後4時30分
・入館料：300円
・�月曜休館（月曜日が祭日の
場合は翌日休館）

＜制作実演とワークショップ＞
【有料】
見て、ふれて、そして、自分
の作品も作ることができま
す。
●開催日　7月20日（土）、
21日（日）、27日（土）、
28日（日）、8月3日（土）
※�詳細はHP南丹市工芸家協会
または、HP美山かやぶき美
術館をご覧ください。

問美山かやぶき美術館
TEL（0771）75-1777 

「手話教室・基礎講座」
の受講者を募集します
　「手話をくわしく学んで、
日常会話ができるようになり
たい」という方を対象に、基
礎講座の参加者を募集しま
す。
●日程　8月7日〜12月18日
までの毎週水曜日（8月14日
除く）全19回　
（予備日：12月25日）
●時間　午後７時〜午後９時
●�場所　南丹市国際交流会館
（会場は変更する場合があ
ります。）
●�対象者　市内在住または
通学、通勤の15歳以上で、
手話で自己紹介や簡単な日
常会話ができる方、手話教
室入門講座を修了した方、
聴覚障害者福祉に熱意のあ
る方
●受講料　無料
●申込方法　８月１日（木）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

「音訳ボランティア入門講座」を開催します

　広報誌などの活字を声にして、視覚障がいのある方にお届け
するボランティア活動があります。情報を声にする活動を一緒
に学びませんか？�【無料】
●日程・内容など
講座 開催日 内容 講師

第1回 8月7日㈬
「見えない」というこ
と　〜実際に体験し
てみよう〜

京都ライトハウス
野々村�好三�氏

第2回 8月21日㈬ 発声練習について
京都ライトハウス
澤江�功子�氏

第3回 9月4日㈬ 文章の読み方
第4回 9月18日㈬ 広報誌を読んでみま

しょう第5回 10月2日㈬
●場所　日吉町生涯学習センター「遊youひよし」2階第2会議室
●時間　午後1時30分〜3時30分
●申込方法　電話でお申し込みください。
問南丹市社会福祉協議会 本所 
TEL（0771）72-3220
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南丹市人権教育講座第２
講「手紙」上映会
　南丹市教育委員会では、人
権に関する学習の機会を通
じ、市民の人権感覚の高揚を
図ることを目的として人権教
育講座を開催しています。
　本年度第2講は映画『手紙』
を上映します。映画を通じて
人と人とのつながりやふれあ
いについて考えてみません
か。皆さんのご参加をお待ち
しています。
【予約不要・入場無料】
●�日時　8月2日（金）①午後2
時〜　②午後6時30分〜
●�会場　南丹市国際交流会館
コスモホール
●�作品　「手紙」監督：生野慈
朗　　原作：東野圭吾
●�内容　東野圭吾のロングセ
ラー小説を映画化した社会
派人間ドラマ。殺人という
大罪を犯した兄のせいで、
人生を狂わされる弟の受難
の日々を追う。

問社会教育課
TEL（0771）68-0057

健康プール教室の参加者
を募集します
　温水プールでの水中運動に
より、楽しみながら運動習慣
を身に付けていきましょう。
【要申込】
＜しっかりコース＞
●開催日　毎週火曜日
●�対象者　健康プール教室の
経験者および、しっかり運
動したい方でおおむね20
歳〜64歳の方

＜ぼちぼちコース＞
●開催日　毎週金曜日
●�対象者　おおむね65歳〜
74歳の方

＜共通事項＞
●�開催期間　9月〜令和2年3
月
●時間　午後2時〜2時55分
●�場所　スプリングスひよし

温水プール
●定員　各30人程度
●�内容　水中ウオーキング、
アクアビクスほか
※�週1回を予定しています。
具体的な内容、日程、時間、
持ち物などについては、参
加決定者に直接お知らせし
ます。
※�教室途中でのコース変更は
できません。
●�費用　700円/回（プール利
用料）
※�その都度お支払いください。
※�スプリングスひよし温水
プールのSSクラブ会員証
をお持ちの方は、利用いた
だけます。
●�指導者　スプリングスひよ
しインストラクター
●�申込方法　8月2日（金）ま
でに、電話でお申し込みく
ださい。
※�できるだけ、毎回ご参加い
ただける方がお申し込みく
ださい。
※�申し込み多数の場合は、初
めての方を優先させていた
だきます。結果は郵送でお
知らせします。
●�その他　疾患などにより水
中運動を止められている方
はご遠慮ください。また、
高血圧や心臓病、糖尿病な
どの疾患で治療を受けてい
る方は、必ず主治医の許可
を得てください
※�この教室は、令和元年度な
んたん健康ポイント50の
対象事業です。

問保健医療課
TEL（0771）68-0016

トレーニング機器使用講
習会を開催いたします
　機器を使用したい方は、必
ず受講してください。【無料】
●日時　8月9日（金）
　　　　午後7時〜　　
●�場所　南丹市八木フィジカ
ルセンター（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　口丹波勤労者福祉会
館

TEL（0771）42-5484  
FAX（0771）42-5684

fualx504@cans.zaq.ne.jp

京都サンガＴＥＡＭホー
ムタウン応援デー
　 南 丹 市 は 京 都 サ ン ガ
Ｆ.Ｃ.のホームタウンです。
このたび下記のとおり南丹市
を含む京都サンガＦ.Ｃ.ホー
ムタウンによります「TEAM
ホームタウン応援デー」を開
催いたします。この機会にぜ
ひ西京極スタジアムでサンガ
を応援しませんか。
●日時　8月10日（土）
　午後７時試合開始　�
　�京都サンガF.C.　対　栃木
SC
●場所　西京極スタジアム
※�当日は現地集合になりま
す。
●�席種　ＳＢ自由席/大人
1,500円（一般当日2,570
円）、小中高生700円（一般
当日1,280円）
※�観戦チケット/ホームタウ
ン住民特別優待企画にて観
戦チケットをご優待しま
す。
●�申込方法　8月9日（金）ま
でに下記のQRコードから
お申し込みください。
※�申し込みにはJリーグＩＤ
の登録（無料）が必要です。
※�支払いは事前決済のみで
す。

問市民協働室
TEL（0771）68-0003



令和元年（2019年）7月12日発行12 問＝申込・問合せ先　TEL＝電話番号　FAX＝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

フラッグベアラーの募集
について
　8月10日（土）の京都サンガ
Ｆ.Ｃ.ＴＥＡＭホームタウン
応援デーで試合開始前にピッ
チ上に入場し、応援フラッグ
を披露するフラッグベアラー
を募集しています。
●日時　8月10日（土）
　午後７時　試合開始　
●集合時間　午後６時
●場所　西京極スタジアム
●�対象試合　�
　�京都サンガF.C.　対　栃木
SC
●参加対象
　南丹市にお住まいの小学生
※�応募者多数の場合は抽選に
なります。
●参加条件
※�試合当日、集合時間までに
集合場所に集合できること
※�保護者または責任者の同伴
が必要です。
※�当日の試合を観戦いただけ
ること
※�フラッグベアラー及び保護
者の方はそれぞれ観戦チ
ケットの購入が必要となり
ます。
●�定員　6名（応募者多数の
場合は抽選になります）
●�申込方法　7月29日（月）ま
でに電話またはFAX、電子
メールで住所、氏名（参加
者全員）、参加人数、当日
の緊急連絡先、学校名（学
年）をご連絡ください。8
月2日（金）までに申込者へ
結果を通知します。
※�イベント中の写真や映像は
南丹市のＨＰや京都サンガ
Ｆ.Ｃ.で使用する場合があ
りますので、予めご了承く
ださい。
※�保護者の方はピッチへご入
場いただけません。

問市民協働室 
TEL（0771）68-0003　
FAX（0771）63-0653　

kyoudou@city.nantan.lg.jp

第45回南丹市園部町文 
化祭　参加者募集
　今年も文化祭を迎える時期
になりました。
　ふるさとの人と風土、技を
守り伝え、造っていくという
文化の心を大切にして、心か
よわせる文化祭にしていくた
めに、参加者を募集いたしま
す。皆さんの参加を心よりお
待ちしています。
●�対象　市内在住、在勤、在
学の方であればどなたでも
●�日程　11月2日（土）、3日
（日）
●会場　南丹市国際交流会館
●備考
・�出展の部の作品搬入は10
月31日（木）の午後1時30
分から、搬出は11月3日
（日）の午後3時〜。出展数
は一人一点まで。搬入・搬
出は出展者の責任としま
す。
・�出演の部の時間は20分以
内（準備・後片付け含む）と
し、出演のための会場準備
などは各自出演者が行うこ
ととします。
・�参加費は一人500円です
（高校生以下は無料）。
・�出展場所、出演日時、舞台
装置使用等の最終決定は主
催者に一任することとしま
す。
●�申込方法　申込先備付の申
込用紙（市ホームページか
らもダウンロード可能）に
必要事項を記入し、8月13
日（火）までにご提出くださ
い（郵送・ＦＡＸ・Ｅメー
ル可）。なお、遠方にお住
まいで、申込書の郵送をご
希望される方は事務局まで
ご連絡ください。申込後の
詳細については追って主催
者から連絡します。

問園部町文化協会事務局
　（社会教育課内）
TEL（0771）68-0057
FAX（0771）63-2850

 be-syakai@city.nantan.
lg.jp（月曜・祝日休館）

美山町文化協会「俳句募
集」について
　美山町文化協会では、今年
度も市民の皆さんから俳句作
品の募集を行います。ふるっ
てご応募ください。
●基準　
・�定型（17文字）有季（季節は
問いませんが、季語が入っ
ていること）
・未発表の作品であること。
●�応募方法　官製はがきなど
に3句以内を記載して、美
山町文化協会事務局（社会
教育課美山担当）へ送付し
てください。（様式は問いま
せん）
●�募集期間　7月12日（金）か
ら9月6日（金）まで
●�応募資格　南丹市在住およ
び南丹市在勤の方
●�表彰　厳正な審査のうえ、
小・中学生と一般（高校生
を含む）の部門ごとに、特
選・準特選・佳作を選考し
ます。各部門の特選受賞者
は10月26日（土）開催予定
の美山町文化祭にて表彰を
行う予定です。

問美山町文化協会事務局
　（社会教育課美山担当）
TEL（0771）68-0044

美山町文化協会作品展の
ご案内
　日頃の活動の成果を展示い
たします。皆さんぜひお越し
ください。
●�開催期間　8月1日（木）〜
10月25日（金）まで
●�開催場所　美山文化ホール
2階ギャラリー
●�展示内容　書道、俳句、そ
の他作品など
●展示予定
①�8月1日（ 木 ）〜8月29日
（木）泰友書道会（平屋）、城
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山句会、水彩画サークル
②�8月29日（木）〜9月26日
（木）泰友書道会（知井、鶴ケ
岡）、笹舟平屋句会、八ケ峰
句会、早蕨キルトサークル
③�9月26日（木）〜10月25日
（金）泰友書道会（大野）、平
屋八日会、高友句会、押花
ふしぎな花倶楽部

問社会教育課美山担当　
TEL（0771）68-0044

第4回なんたん音楽フェ
スティバル出演募集
　南丹市で活動している音楽
団体が一堂に集う、第4回な
んたん音楽フェスティバルを
開催します。出演者を募集し
ますので、皆さんのご応募を
お待ちしています。
●�日時　12月14日（土）午後
1時開演予定
●�場所　日吉町生涯学習セン
ター　ホール
●�参加資格　（1）南丹市在住
または在勤・在学の方で構
成された団体であること
　�（2）団体から１〜２名、本
番までの打ち合わせおよび
当日のイベント運営に協力
できること。
●�形態　楽器の演奏、合唱な
ど音楽に関係する発表であ
ること。
●�出演時間　出入り含めて
15分以内（出演団体数によ
り変更の場合あり）
●�申込方法　申込用紙に必要
事項をご記入の上、ご提出
いただくか、ＦＡＸ・Ｅメー
ルでお申込ください。申込
用紙は各申込先に備え付け
てあります（市ホームペー
ジからもダウンロードでき
ます）。
●�申込先　社会教育課、八木
公民館、日吉町生涯学習セ
ンター、社会教育課美山担
当（美山支所内）
●�申込期限　8月30日（金）必
着

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

 be-syakai@city.nantan.
lg.jp

丹波自然公園からお知ら
せ

＜太極拳教室＞
●日時　7月26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
＜天体望遠鏡作り＞（要予約）
●日時　8月10日（土）
　午後3時〜午後5時
●場所　旧宿泊所会議室
●�内容　自分だけの天体望遠
鏡を作ろう！
●�参加費　3,000円（三脚は
別途料金・カメラ三脚代用
可能）
●定員　15人
●対象　どなたでも
●�申込方法　8月3日（土）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＞（要予約）
●�日時　8月12日（月・祝）午
後7時30分〜9時30分
●場所　丹波天文館
●�内容　月・木星・土星・夏
の星座・ペルセウス座流星
群などの観望
●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。

＜親と子の山村体験＞
（要予約）
●�日時　9月14日（土）〜15
日（日）午後1時30分開講〜

翌日12時閉講
●�場所　レストハウスおよび
公園周辺の農地
●�内容　稲刈り、キャンプ
ファイヤーなど
●�参加費　大人5,000円、子
ども4,000円（宿泊代及び
食事代含む）1泊3食付き
●定員　10家族
●�対象　小学生と保護者（幼
児も可・ご相談ください）
●�申込方法　9月7日（土）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

「摩気高山子ども未来塾」
の塾生を募集中
　摩気高山子ども未来塾は、
5年目を迎えた今年度の塾生
を募集しています。
　各小学校を通じて案内プリ
ントを配布していますので、
ご覧の上、応募してください。
●�日程　7月27日（土）〜令和
2年2月22日（土）の間に全
11回
●場所　旧摩気小学校
●�対象　園部小学校＆園部第
二小学校1〜6年生児童
●�費用　全11回分で500円
（傷害保険費用含む）
●�応募　7月20日（土）までに
各小学校で配布の応募書を
FAXまたは郵送

問 摩気高山こども未来塾事務
局　小林康夫

TEL（080）4253-6489
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