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お知らせ
「南丹市園部女性の館」
夏季の休館日のお知らせ
●休館日 8月11日（日）〜
８月16日（金）
問 南丹市園部女性の館
TEL（0771）
63-2986

献血・骨髄ドナー登録に
ご協力ください
赤十字血液センターの採血
車による献血と骨髄ドナー登
録会を実施します。
人の生命を救える大切な献
血。多くの方のご協力をお願
いいたします。
●日時 8月28日（水）
午前10時〜11時30分
午後０時30分〜３時30分
●場所 国際交流会館
問 保健医療課
TEL（0771）
68-0016

下水道へ接続し衛生・水
質環境を向上させよう

市役所八木支所大規模改
修工事のお知らせ

南丹市では、生活に関わる
衛生環境や水質環境の向上の
ために、全市水洗化に取り組
んでいます。
家庭の水回りやトイレを水
洗化すると、し尿および生活
雑排水（台所、風呂および洗
濯などの排水）は、下水処理
施設または合併処理浄化槽で
適切に処理され、河川などに
放流されます。
このように水洗化すること
によって次のような効果が期
待できます。
（1）ト イ レ の 水 洗 化 に よ っ
て、臭いもなくなり快適
な生活が送れます。
（2）家庭からの雑排水が下水
道に流れ、家の周りの衛
生環境が向上します。
（3）下水処理されたきれいな
水が川に流れ、水質環境
が向上します。
下水道への接続や合併処理
浄化槽の設置を検討される際
には、お気軽に下水道課にお
問い合わせください。
問 下水道課
TEL（0771）
68-0054

八木公民館機能の移転のた
め、市役所八木支所の大規模
改修工事を次の通り実施して
おります。工事期間中、皆さ
まには大変ご不便、ご迷惑を
お掛け致しますが、何卒ご理
解とご協力を賜りますようよ
ろしくお願い申し上げます。
●工事期間（予定）
令和2年2月28日まで
●工事箇所 市役所八木支所
内
※工事期間中は、支所敷地内
に現場事務所や資材置き場
を設置いたします。また、
郵便局側の入口から工事車
両が出入りいたします。安
全確保のため、交通誘導員
を配置いたしますが、通行
の際には、ご注意いただき
ますようよろしくお願いい
たします。
●工事業者 丹波建設株式会
社
問 社会教育課
TEL（0771）
68-0057
FAX（0771）
63-2850
b e-syakai@city.nantan.
lg.jp

【総合問合せ窓口】 TEL（0771）68-0001㈹ FAX（0771）63-0653
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軽減税率対応レジの補助
金について

消費税の軽減税率制度説明会のご案内
令和元年10月1日から実施される消費税の「軽減税率制度」に
ついての説明会を開催します。
●日程
開催日

会場

定員

9月 3日（火） 市役所日吉支所

3階第1会議室

30名

9月 5日（木） 市役所八木支所

1階市民ルーム

25名

9月10日（火） 市役所美山支所

1階小会議室

30名

9月12日（木） 市役所本庁2号棟

3階301会議室

75名

※時間はいずれも 午後2時〜3時
●対象 事業者の方はどなたでもご参加いただけます。
●申込方法 8月28日（水）までに電話でお申込みください。
※定員を超えた場合は受付を終了する場合があります。
問 園部税務署 法人課税第一部門
TEL（0771）
62-0136

中学校卒業程度認定試験
実施について
就学義務猶予免除者等の中
学校卒業程度認定試験は、病
気などやむを得ない事由で、
保護者が義務教育諸学校に就
学させる義務を猶予又は免除
された方等について、中学校
卒業程度の学力があるかどう
か認定するために国が行う試
験です。合格された方には高
等学校の入学資格が与えられ
ます。
●試験期日 10月24日（木）
●願 書 受 付 期 間 8月19日
（月）〜９月６日（金）
●受験資格
次の（1）から（4）までのいず
れかに該当する方です。
（1）就学義務猶予免除者であ
る方又は就学義務猶予免除者
であった方で、令和２年３月
31日までに満15歳以上にな
る方
（2）保護者が就学させる義務
の猶予又は免除を受けず、か
つ、令和2年3月31日までに
満15歳に達する方で、その
年度の終わりまでに中学校を
卒業できないと見込まれるこ
とについてやむを得ない事由
があると文部科学大臣が認め
2
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た方
（3）令和２年３月31日までに
満16歳以上になる方（（1）及
び（4）に掲げる方を除く。）
（4）日本の国籍を有しない方
で、令和2年3月31日までに
満15歳以上になる方
●出願方法 受験を希望され
る方が直接文部科学省に出
願して下さい。
●京都府における試験場
京都産業大学 むすびわざ
館（3階別室）
〒600-8533 京都市下京
区中堂寺命婦町1-10
●その他 受験案内及び願書
等必要な諸用紙は、南丹市
教育委員会学校教育課にあ
ります。
問 京都府教育庁指導部学校教
育課
TEL（075）
414-5823

問 ＝申込・問合せ先

10月からの消費税率引き
上げに伴い、軽減税率制度が
実施されます。軽減税率対応
の レ ジ に 買 替・ 改 修 した 場
合、国の補助制度が活用でき
ます。
●対象 軽減税率の対象商品
の販売を行っている中小の
小売業者などが、9月30日
（月）までに導入・改修・支
払いを完了された軽減税率
対応レジや券売機
●補 助金額 購入費などの4
分の3
（ただし、レジ1台あ
たり20万円まで）
●補 助 金 申 請 12月16日
（月）まで
問 軽減税率対策補助金事務局
TEL（0120）
398-111

林業退職金共済制度の退
職金請求について
林業退職金共済制度
（林退
共）は昭和57年に発足した林
業界で働く方のための退職金
制度です。
以前は、林業の仕事に従事
されたことがあり、その当時、
林退共制度に加入していた方
で、退職金請求手続きをした
お心当たりのない方は、退職
金をまだ受け取っていない可
能性があります。最寄りの支
部または本部へお問い合わせ
ください。
問 独立行政法人勤労者退職金
共済機構
TEL（03）
6731-2889

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

人材募集

相談会

南丹市立図書館の臨時職
員を募集します

京都府ナースセンターの
出張相談を開催します

●業務内容 図書館業務
●勤務場所 南丹市八木図書
室、南丹市美山図書室
●賃金 日額7,280円
●任用期間 10月1日〜令和
2年3月31日
●勤務時間 八木図書室 週
2〜3日 午 前9時45分 〜
午後６時15分（平日、土曜
日）
午前8時45分〜午後5時15
分（日曜日）
美山図書室 週1〜2日
午前8時45分〜午後5時15
分
●募集条件 土、日勤務可能
な方。年齢は65歳未満の
方。
●募集人数 各1名
●募集期間 8月23日（金）
※土・日・祝日を除く。午前
8時30分〜午後5時15分
●申込方法 臨時職員登録申
込書（社会教育課備付）に必
要事項を記入の上、社会教
育課へ提出してください。
（郵送の場合必着）
※申込書は、市ホームページ
からもダウンロードできま
す。
●採用 書類審査および面接
試験により合否を決定しま
す。
※面 接日は随時実施します。
（日程は、申込者に別途連
絡します）
問 社会教育課
TEL（0771）
68-0057
〒 622-8651
南 丹 市 園 部 町 小 桜 町47番
地

京都府ナースセンターは看
護職を対象とした無料職業相
談所で、隔月で出張相談を実
施しています。
【無料・申込不要】
●日時 9月4日（水）
午前9時30分〜正午
●場所 ハローワーク園部
●対 象 看護職（保健師、助
産師、看護師、准看護師）
●内容 就業相談、再就職の
ための研修案内、悩み相談
問 京都府ナースセンター
TEL（075）
222-0316

＝メールアドレス

禁煙相談会を開催します

司法書士「無料法律登記
相談会」を開催します
京都司法書士会では、社会
支援の一環として地元の司法
書士による無料法律登記相談
会を開催しています。今回は
次のとおりの日時・場所で相
談会を開催いたしますので、
不動産や会社の登記、相続、
訴訟、成年後見などでお悩み
の方は、この機会にぜひ一度
ご相談ください。
【無料・申込不要】
●日程 ①8月21日（水）、
②8月22日（木）
●時間 午後1時～4時
●場所 日程①南丹市役所美
山支所1階会議室、日程②
日吉町生涯学習センター第
2会議室
問 京都司法書士会園部支部
TEL（0771）
23-9394

HP ＝ホームページアドレス

禁煙しようとしてもなかな
かうまくいかないのが現状で
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
個別に相談させていただきま
す。初めてチャレンジする方、
何度もしているけれども今度
こそは！という方はぜひご参
加ください。
【無料】
●日時 8月21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）
●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）
●申込み 保健医療課に電話
でお申込みください。
※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

〒 ＝郵便番号・住所
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3

TEL（0771）
68-0017

子育て支援（催し）

FAX（0771）
68-1166

子育て支援を考えるワークショップ参加者を募集します
南丹市では「『のびのび なんたん』〜子育てにやさしいまち
〜」を基本理念とした「南丹市子ども・子育て支援事業計画（平成
27年度からの5か年計画）」に基づき、子ども・子育て支援に関
する施策や事業を推進してきたところです。
今年度でこの計画の計画期間が満了となることから、令和2年
度からの5か年計画とする「第2期南丹市子ども・子育て支援事業
計画」を策定します。
住民の皆さんの声をお聞きし、住民の視点を取り入れるため
に、子育て支援を考えるワークショップを開催しますので、参
加者を募集します。
●開催日 8月26日（月）午後6時〜午後8時
●場 所 南丹市役所本庁2号庁舎3階301会議室
●対象者 南丹市在住の方
●テ ーマ 子ども・子育て支援事業計画に掲げる目標の達成に
向け、どのようなことが行えるか一緒に考えましょう。
●申込方法 8月19日（月）までに住所、氏名、電話番号を電話、
ＦＡＸまたはメールで連絡の上、お申込みください。
●そ の他 お子さんを連れての参加も可能です。
（ 託児はありま
せん。）
※お 子さん連れで参加される場合は、申込み時にその旨をお伝
えください。
問 子育て支援課
TEL（0771）
68-0017 FAX（0771）68-1166
kosodate@city.nantan.lg.jp

「ほめて ハッピー☆smile講座」を開催します
子どもは、
「 ほめられる」ことで「愛されている、認められてい
る」という自信が育ちます。そこで、
「 ほめる育児」をテーマに登
録制のシリーズ講座を開催します。
少人数でお互いの悩みを共感し、そして、ほめて子育てがで
きるよう講座を受講してみませんか。
【無料】
●日時 9月12日（木）、９月25日
（水）、10月９日（水）、
10月23日（水）
※全4回シリーズ、各日午前10時〜11時30分
※4回とも欠席のないようにご参加ください。
●場所 南丹市役所４号庁舎２階会議室
●対象者 幼児の保護者
●募集人数 ５名程度
●内容 講話、意見交流、ほめかたロールプレイなど
※希望者には託児（無料）を行います。
●申 込方法 8月23日（金）までに電話、FAX、Ｅメールのいず
れかで、住所、氏名、電話番号、託児希望の有無をご連絡く
ださい。
問 子育て支援課
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問 ＝申込・問合せ先

k osodate@city.nantan.
lg.jp

子育てすこやかセンター
9月事業のお知らせ
※参加希望の方は、事前に来
所いただくか、電話でお申
し込みください。また、開
始時間の15分前にはお集
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０歳〜 「ふれ
あい、親子製作」
9月6日（金）午前10時30分
〜11時30分
●子育て講座 安藤智華子講
師による「ママの心とから
だを整えるセルフケア」
9月11日（水）午前10時30
分〜11時30分
●子育て広場１歳〜 日本よ
し笛の会京都美山支部によ
る「よし笛を楽しもう」
9月20日（金）午前10時30
分〜11時30分
●親子リトミック 9月24日
（火）午前10時30分〜11時
30分
●ベビーマッサージ 9月27
日（金）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

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

「よっといで夏まつり」
のお知らせ
「よっといで」では、子育て
中の親子、ご家族を応援して
います。夏休み最後の日曜日、
みんなで楽しく過ごしましょ
う。ご家族、お友達もお誘い
合わせの上、皆さまお越くだ
さい。
●日時 8月25日（日）
午前10時〜午後２時
●場所 平屋地域活性化セン
ター（旧平屋小学校）

●内容 みんな集まろう！夏
まつり！
・ミニイベントを開催します。
・毎 年恒例の流しそうめん、
かき氷、焼きそば、ヨーヨー
つり、すいか割りなどもあ
ります。
●参加協力金 大人１人700
円、小学生以上１人300円
●申 込締切 ８月23日（金）
まで
※当日参加も可能ですが、準備
の都合上、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。
問 みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
TEL 090-6962-6455
※中学生以上でボランティア
として一緒に夏まつりの活
動をお手伝いしていただけ
る方を募集しています。お
手伝いしていただける方は
下記までご連絡ください。
問 みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
TEL 090-5061-9756

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＞
◆漢字で読み解く日本の神様（山口謠司）◆北九州歴史散歩 豊前編 門司・小倉北・小倉南区の58
エリア（北九州市の文化財を守る会編）◆子ども理解からはじめる感覚統合遊び（加藤寿宏監修）◆ぼ
くはイエローでホワイトで、ちょっとブルー（ブレイディみかこ）◆カレーライスはどこから来たの
か（水野仁輔）◆日本の民俗信仰を知るための30章（八木透）◆京都怪談巡礼
（堤邦彦）◆もっと知りた
い動物園と水族館（小宮輝之）◆子どもと親のためのワクチン読本（母里啓子）◆絶壁建築めぐり（飯
沼義弥）◆テキーラの歴史（イアン・ウィリアムズ）◆しあわせのつくり方（引田かおり、引田ターセン）
◆荻原博子の貯まる家計（荻原博子）◆これ一冊ではじめる！日曜大工（山田芳照）◆はじめてでもき
ちんと作れるゆかた、甚平、作務衣◆食べつなぐレシピ（按田優子）◆そうめんの本（市瀬悦子）◆ア
イスクリーム＆シャーベット（木村幸子）◆京都のフォトジェニック和菓子
（高橋マキ）◆eスポーツの
すべてがわかる本（黒川文雄）◆ハッピーアワーは終わらない（東川篤哉）◆旅の窓からでっかい空を
ながめる（椎名誠）◆ぬるくゆるやかに流れる黒い川（櫛木理宇）◆あとは切手を、一枚貼るだけ（小川
洋子、堀江敏幸）◆サリエルの命題（楡周平）◆一分（坂岡真）◆むらさきのスカートの女（今村夏子）◆
美しき愚かものたちのタブロー（原田マハ）◆いくつになっても（中野翠）◆じじばばのるつぼ（群よう
こ）◆外は夏（キムエラン）
＜児童書＞
◆平和のバトン
（弓狩匡純）◆かっこいいぞ！ひこうき大集合◆よくわかる情報通信（高作義明）◆ア
トリと五人の王
（菅野雪虫）◆タコのターくんうみをでる（内田麟太郎）◆あららのはたけ（村中李衣）
◆とねりこ通り三丁目 ねこのこふじさん（山本和子）◆お絵かき禁止の国（長谷川まりる）◆しずか
な魔女（市川朔久子）◆ルビとしっぽの秘密（野中柊）
＜絵本＞
◆きょうは泣き虫（たけがみたえ）◆だっぴ（北村直子）◆つるつるプール（えぐちよしこ）◆はらぺこ
れいぞうこ（桜木紗綾）◆夏とおとうとと（ふくだいわお）◆どっちからよんでも（本村亜美）◆ようか
いむらのわくわくなつやすみ（たかいよしかず）◆ばらいろのかさ（アメリー・カロ）◆そうめんソー
タロー（岡田よしたか）◆なっちゃんのなつ（伊藤比呂美）◆みんなにやさしく（パット・ズィトゥロウ・
ミラー）◆夜のあいだに（テリー・ファン）◆いちはちじゅうのもぉくもく（桂文我）
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

＝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326号
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催し
良い睡眠から健康に
「睡眠講座」受講生募集
質の良い睡眠は、生活習慣
病の予防やこころの健康と深
い関係があります。ご自身や
ご家族の健康づくりのために
「睡眠」について正しく理解
し、良質の睡眠を手に入れま
しょう。
【無料】
●募集人数
・基礎講座60人（基礎講座の
みの受講も可能です。）
・実践講座25人（実践講座は
基礎講座受講が必須となり
ます。）
●日程・内容
＜第1回基礎講座＞
10月18日（金）
・睡 眠基礎講座「快適な睡眠
のために」
講師 明治国際医療大学統
合医療学教授 今西二郎先
生
＜第2回実践講座＞
10月30日（水）
・快眠のための生活習慣改善
術、ストレスをプラスに変
える心の持ち方について
・快 眠のためのリラクゼー
ション実践法 Lesson1
講師 明治国際医療大学
看護学部教授 佐藤裕見子
先生
＜第3回 実践講座＞
11月８日（金）
・ヨガ実践法
講師 ヨーガ療法学会
古市 佳也先生
・快 眠のためのリラクゼー
ション実践法 Lesson2
講師：明治国際医療大学看
護学部教授 佐藤裕見子先
生
●会場 国際交流会館
●時間 午後1時30分～午後
3時30分
※この教室は、令和元年度な
んたん健幸ポイント50事
6
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業の対象事業です。
※実践講座まで受講の方はで
きるだけ欠席のないように
お願いいたします。
●申込み 電話でお申し込み
ください。定員になり次第
締め切 ら せ て い た だ き ま
す。
問 保健医療課
TEL（0771）
68-0016

2次募集 はつらつ筋トレ教
室（美山会場）の参加者募集
健康運動指導士などによる
運動教室を実施します。
【無料】
●対 象 75歳以上（令和2年
3月末時点75歳以上）の南
丹市民で、椅子に座って1
時間 程 度 体 操 が で き る 方
で、継続して参加できる方。
●日 程 9月 上 旬 ～2月 上 旬
毎週金曜日
午後2時～3時
美山保健福祉センター
●内 容 健 康 運 動 指 導 士・
3B体操講師などによる椅
子 に 座 っ て 行 う 体 操（1時
間程度）
●募集人数 若干名
●送迎 あり
※美山町内に限ります。定員
がありますのでご希望に添
えない場合があります。
●申込方法 次の内容につい
て、保健医療課まで申込み
ください。①氏名、②生年
月日・年齢、③住所、④電
話番号、⑤治療・管理中の
疾 患、 ⑥ 医 師 の 指 示 の 有
無、⑦送迎の有無、⑧最寄
りのバス停、⑨通所型介護
サービス利用の有無 （デ
イサービスなど利用の方は
対象外となります。）
※全ての項目についてお知ら
せください。
●申込締切 8月23日（金）
●備考 なんたん健幸ポイン
ト50の対象事業です
問 保健医療課
TEL（0771）
68-0016
問 ＝申込・問合せ先

「殿田夏祭り＆花火大会」
を開催します
南丹市日吉町殿田区で「殿
田夏祭り花火大会」を開催し
ます。
当日は午後から会場でち
びっこ魚つかみ大会、各種模
擬店、夕方からはたそがれコ
ンサートを予定しています。
多数の参加をお待ちしてい
ます。
●日時 8月14日（水）
午後2時～
ちびっこ魚つかみ大会など
午後6時30分～
たそがれコンサート
午後8時～花火大会
●場所 殿田ふれあいパーク
（南丹市日吉町殿田）
問 殿田夏祭り実行委員会
平川 正巳
TEL 090-3051-7836

「森の京都カレッジ」受
講生を募集します
京都丹波高原国定公園に関
する歴史や文化について、各
分野の専門家による講義と、
経済産業省「近代化産業遺産」
の認定を受けた「芦生研究林
軌道」のフィールドワークを
体験し、学びを深めてみませ
んか。
＜第1回講座＞
●日時 8月23日（金）
午前10時～午後3時
●内容
・京都丹波高原国定公園の食
文化「川漁とアユ」
南丹市立文化博物館学芸員
犬持雅哉さん
・京都丹波高原国定公園の文
化遺産「松明行事と愛宕信
仰」
佛教大学教授 八木透さん

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

＜第2回講座＞
●日時 9月13日（金）
午前10時30分～午後3時
●内容
・京都丹波高原国定公園の歴
史・文化「大堰川水運と平
安京」・「大堰川水運と京都
の町家」
びわこ学院大学短期大学部
教授 丸山俊明さん
＜第３回講座＞
●日時 11月8日（金）
午前9時45分～午後4時30
分
●内容 ネイチャーガイドに
よるフィールドワーク「芦
生研究林軌道」
※全講座終了時には、放送大
学 京都学習センターから
「修了証書」が発行されま
す。
＜共通事項＞
●場所 京都丹波高原国定公
園ビジターセンター（美山
町安掛）
●参加費
・講義 一般1,500円、美山
ＤＭＯ会員1,000円（資料・
弁当代）
・フィールドワーク
6,600円（保険代・弁当代）
●申込方法 8月16日（金）ま
でに電話またはメールでお
申し込みください。
問 一般社団法人南丹市美山観
光まちづくり協会
TEL（0771）
75-9030（水曜定休）
info@kyoto-miyama.jp

＝メールアドレス

胡麻の夏2019を開催し
ます
毎年恒例の
「胡麻の夏」が、
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 胡 麻 郷 小 学 校 金 管
マーチングバンド、殿田中
学校吹奏楽部、明治国際医
療大学軽音部、ヒップホッ
プダンスBEATBOX、佐々
木清次、天神太鼓 神若会、
バ ル ー ン&フ ァ イ ヤ ー パ
フォーマンス SOYSOYな
どのステージや夜店
※会場へは、なるべく乗り合
わせてお越しください。
問 胡麻の夏実行委員会
TEL 090-7362-5130

南丹市代表選考会の参加
チーム募集
第42回京都府民総体ソフ
トバレーボール南丹市代表選
考会を開催します。
●日 時 9月8日（ 日 ）正 午 ～
受付
●会場 旧川辺小学校体育館
●参加資格 南丹市在住また
は在勤で10月27日（日）の
本大会に出場可能なチーム
並びに選手
●種 別 ＜成年＞30歳代男
女各2名、40歳以上男女各
2名で構成
＜ 壮 年 ＞40歳 代 男 女 各2
名、50歳以上男女各2名で
構成
※年 齢は平成31年4月1日現
在
●参加申込 8月26日（月）ま
でに郵送または持参くださ
い。
（申込用紙は園部海洋セ
ンターまたは南丹市スポー
ツ協会事務局にて配布）
問 南丹市スポーツ協会事務局
（社会教育課内）

HP ＝ホームページアドレス

TEL（0771）
68-0057
FAX（0771）
63-2850
〒 622-8651

南丹市園部町
小桜町47番地

「地域防災講座」を開催
します
「防災の基本は自助」と言わ
れています。
まずは自分を守るためにで
きることについて共に考え、
学びましょう。
【無料】
●日 時 8月31日（土）午後1
時～午後4時
●会場 日吉町生涯学習セン
ター ホール
●テ ーマ 「一人ひとりが取
り組む防災～わたしと大切
な人を守るためにできるこ
と～」
●講師 防災士・看護師 藤
林 裕子さん
防 災士・看護師 藤林 チ
エさん
●内容 講演 普段からでき
る、災害に対しての心構え
や備えについて
●定員 60名
●申込方法 8月28日（水）ま
でに電話、FAX、Eメール
のいずれかでお申し込みく
ださい。
南丹市社会福祉協議会
問 園部事務所
TEL（0771）
62-4125
問 八木事務所
TEL（0771）
42-5480
問 日吉事務所
TEL（0771）
72-0947
問 美山事務所
TEL（0771）
75-0020
問 本所
FAX（0771）
72-3222
n a _ s h a k y o @ c a n s . z a q .
ne.jp

〒 ＝郵便番号・住所

第326号
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第6回「氷室手づくり市」
を開催します
手づくり作家たちが愛情を
込めて製作された作品を展示
販売します。親子での手づく
り体験も行います。
●日 時 9月1日（ 日 ） 午 前
10時～午後３時
●場 所 氷室の郷 田園ホー
ルおよび芝生広場 ※雨天
時は田園ホールにて
●内容
・展 示販売：アクセサリー、
バッグ、ニット、フェルト
小物、北山杉精油、陶芸品
・ワ ー ク シ ョ ッ プ： 貝 が ら
ネ ッ ク レ ス 作 り、 ジ ェ ル
ビ ー ズ ボ ト ル、 海 の ミ ニ
タッチプールなど
・模擬店：からあげ、カレー、
おかしのつかみどり、よも
ぎだんご、綿菓子など
・レ ストラン「アクアゼリー
ポンチ」ガラス容器はお持
ち 帰 り 頂 き ま す（ 先 着50
名）、きのこカフェオープ
ン
※先着100名に、
「プラ板製ス
トラップ」をプレゼントし
ます。
※キッズプレイルームを設け
ます。
問八
 木農村環境公園「氷室の
郷」
TEL（0771）
43-1128
（月曜：休館日）

「地域ケア推進会議」を
開催します
シニア世代の社会参加を
テーマに会議を開催します。
南丹市での活動事例を登山に
例えて紹介します。ぜひお越
しください。
【無料】
●日時 9月3日（火）午後1時
半～3時半ごろ
●場所 日吉町生涯学習セン
ター ホール
●定員 先着200名
●内 容 「シニア世代の社会
8

令和元年（2019年）8月9日発行

参加が地域を豊かにする」
をテーマに、南丹市内で活
動中の方々の事例発表など
●申込方法 電話もしくは日
吉事務所宛てＦＡＸにて、
お申し込みください。
●連絡先 南丹地域包括支援
センター
問 園部事務所
TEL（0771）
68-3150
問 八木事務所
TEL（0771）
43-0551
問 日吉事務所
TEL（0771）
72-0214
FAX（0771）
72-3222
問 美山事務所
TEL（0771）
75-1006

日吉図書室「八角形の飾
り箱」作りを開催します
チラシを使って、小物を入
れる「八角形の飾り箱」を一緒
に作りましょう。
好きな時間にお越しくださ
い。
【無料・申込不要】
●日 時 9月3日（ 火 ）～ 6日
（金）午前10時～正午、午
後2時～4時
●場所 日吉図書室
●作成時間 60分程度
問 日吉図書室
TEL（0771）
68-0036

南丹市人権講演会の開催
について
8月は人権強調月間です。
あらゆる差別の撤廃、人権意
識の普及・啓発、基本的人権
の擁護を目指し、
「南丹市人権
講演会」を実施します。
今回は、障がいのある人に
対する理解の促進と、共生社
会の実現に向けた内容につい
ての講演会を開催します。
ぜひ、ご家族・ご近所お誘
い合わせのうえご来場くださ
い。
【無料】
●日時 9月7日（土）
午後1時30分 開会
●会場 国際交流会館イベン
問 ＝申込・問合せ先

トホール
●演 題 「 生 き て る だ け で
100点満点！」
●講師 奥山佳恵さん（女優・
タレント）
●その他 手話通訳・要約筆
記、託児ルームを準備しま
す。
※託 児ルーム（6ヶ月以上～
就学前のお子さん対象）の
ご利用は、8月30日（金）ま
でにご予約ください。
問 人権政策課
TEL（0771）
68-0015

荒川尚也
「吹きガラス展」
開催中
自然豊かな京丹波町に晴耕
社工房を構えて38年。透明
のガラスに細かい気泡が入っ
た作品が特徴。独特の情景を
伴ったテーマの展示と、日々
の暮らしの器がバランスよく
並びます。
●開 催 期 間 9月16日（ 月・
祝）まで
●時間 午前10時～午後4時
30分
●場所 美山かやぶき美術館
（美山町島）
●入館料 300円
※月 曜休館（月曜日が祭日の
場合は翌日休館）
問 美山かやぶき美術館
TEL（0771）
75-1777

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
ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

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

陶芸教室を開催します

丹波自然公園からお知ら
せ
＜太極拳教室＞
●日 時 8月23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
＜グラウンド・ゴルフ大会＞
（要予約）
●日時 9月20日（金）
午前９時～競技開始
●場所 陸上競技場・補助競
技場
●内 容 48ホールストロー
クプレーによる個人戦
●参加費 1,500円（お弁当・
お茶付き）
●定員 384名
●対象 どなたでも
●申込方法 9月13日（金）ま
でに住所、氏名（ふりがな）、
性別、生年月日、電話番号、
ＦＡＸ番号を必ずご記入の
上、はがき、ＦＡＸ、Ｅメー
ルのいずれかでお申し込み
ください。
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

日吉地域情報

自分の器を作ってみません
か。日吉町文化交流協会では、
陶芸教室を開催します。お誘
い合わせのうえご参加くださ
い。
●日時 9月7日（土）
9月21日（土）
いずれも午前9時〜正午
●場所 日吉町生涯学習セン
ター 美術工作室
●材料費 2,000円程度
●申込方法 8月30日（金）ま
でにお申し込みください。
※作品は今年の日吉町文化祭
で展示させていただく予定
です。
問 日吉町生涯学習センター
TEL（0771）
72-3300
FAX（0771）
72-3311

美山地域情報
美山町文化祭 出演・出
展の募集について
美山町文化祭を下記のとお
り開催いたしますので、皆さ
んの出演・作品を募集いたし
ます。多くの方のご応募をお
待ちしています。
●開催日 10月26日（土）
●会場 美山文化ホール 大
ホール（舞台発表）・ギャラ
リー（作品展示）
●申込方法 出演・出展報告
書（美山町文化協会に設置）
に必要事項を記入のうえ、
8月30日（金）までにお申し
込みください。
問 美山町文化協会事務局
（社会教育課 美山担当）
TEL（0771）
68-0044
FAX（0771）
75-0801

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号・住所

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
n antan-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

第326号
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なんたんテレビ（11ch）番組表（令和元年8月16日〜31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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