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お知らせ

園部B&G海洋センターの
事務所移転について

　園部B&G海洋センターの
補修工事に伴い、事務所を移
転します。ご利用の皆さんに
はご不便をおかけいたします
がご理解とご協力をお願いい
たします。
●移転日　9月5日（木）〜
●�移転先　南丹市役所 3号庁

舎2階 休憩室
●�臨時休業日　9月3日（火）、

4日（水） 
問園部B&G海洋センター
TEL（0771）68-0084

ため池フォローアップ点
検について

　平成25年度・26年度に実
施した、ため池一斉点検後の
フォローアップ点検を9月以
降に行います。
　委託業者がため池の点検を
行いますので、ため池周辺部
への立ち入りなどについてご
理解とご協力をお願いいたし
ます。
問農業推進課　
TEL（0771）68-0060

介護職員初任者研修受講
者支援について

　南丹市内で就労される介護
職員の資格取得支援を目的
に、研修費用の一部を助成し
ています。
●�対象者　南丹市に居住され

ており、介護職員初任者研
修または実務者研修（初任
者研修を含むもの）を受講
修了し、市内の介護保険事
業所に2年以上継続して勤
務される方。
●�助成額　研修にかかる受講

料（本人負担金）の10分の7
（5万円を限度）
●�申請方法　高齢福祉課また

は各支所で申請手続きをし
てください。申請には、研
修の修了証明書（写）、受講
費用の領収書（写）、勤務先
の就業証明書（別途様式あ
り）が必要です。

問高齢福祉課
TEL（0771）68-0006

家族介護慰労金支給制度
のご案内

　南丹市に在住する高齢者を
在宅で同居により介護されて
いる方を対象に、介護者の身
体的および精神的な負担の軽
減を図ることを目的に慰労金
を支給します。申請は、随時
受け付けています。
<南丹市家族介護慰労事業>
●�対象者　要介護4または5

と認定された方を、介護保
険サービスを利用しなが
ら、在宅で6カ月以上介護
している同居家族（市民税
非課税世帯）

※ 申請書の提出日を基準に審
査を行います。
●支給額　年額80,000円
<南丹市ねたきり老人・認知
症老人等介護手当支給事業>
●�対象者　介護保険サービス

を利用せずに、ねたきり・
認知症の高齢者の方を在宅
で6カ月以上介護している
同居家族（市民税非課税世
帯）
●�支給額　ねたきり老人・

認 知 症 老 人 手 当　 月 額
30,000円

　 準ねたきり老人・準認知症
老人手当　月額15,000円

問高齢福祉課　
TEL（0771）68-0006
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10月1日から3歳から5歳までの幼稚園、保育所などを利用する子ども達の利用料が無償
化されます
<幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたち>
●対象者・利用料
・ 幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの全ての子ども達の利用料が無償

化されます。
・幼稚園については、月額上限25,700円です。
・無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
　（注）幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化されます。
・ 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
　 ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降（※）の子どもたちにつ

いては、副食（おかず・おやつなど）の費用が免除されます。
　※幼稚園は小学校３年生、保育所は就学前児童から数えて第3子以降の子ども
・ 私立幼稚園など子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるた

めの認定や償還払いの手続きが必要です（幼稚園を通じて案内します。）。
・ 0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
・ さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所などを利用す

る最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償と
なります。

　（注）年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。
●対象となる施設・事業
・ 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業（標準的な利用料）も同

様に無償化の対象とされます。
　（注）地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。

<幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち>
●対象者・利用料
・無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
　 （注）原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。「保育の必要性の認定」の要件につい

ては、就労などの要件（認可保育所の利用と同等の要件）がありますので、子育て支援課に確認く
ださい。

・ 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が
無償化されます。

<認可外保育施設等を利用する子どもたち>
●対象者・利用料
・無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
　（注1）保育所、認定こども園などを利用できていない方が対象となります。
　 （注2）「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件（認可保育所の利用と同等の要件）が

ありますので、子育て支援課までご確認ください。
・ 3歳から5歳までの子どもたちは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子ど

もたちは月額42,000円までの利用料が無償化されます。
●対象となる施設・事業
・ 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

を対象とします。
　 （注1）認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッ

ター、認可外の事業所内保育などを指します。
　 （注2）無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県などに届出を行い、国が定める基準を満た

すことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間
を設けられています。

・ 就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもたちについても、3歳から5歳までの利用料が無償
化されます。
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<主な無償化の例>
対象の子ども 利用先 利用料

3歳〜5歳
【保育の必要性
の 認 定 事 由 に
該 当 す る 子 ど
も】
・共働き家庭
・ シ ン グ ル で

働 い て い る
家庭など

幼稚園、保育所、認定こども園
就学前障がい児の発達支援 

無償
※ 幼 稚 園 は 月 額25,700円

まで

幼稚園の預かり保育 幼稚園の利用に加えて
月額11,300円まで無償

（複数利用） 認可外保育施設、
一時預かり事業など 月額37,000円まで無償

複数利用
幼稚園、
保育所、
認定こども園

+
就 学 前 障 が
い 児 の 発 達
支援

ともに無償
※ 幼 稚 園 は 月 額25,700円

まで

3歳〜5歳
【上記以外】

幼稚園、認定こども園
就学前障がい児の発達支援

無償
※ 幼 稚 園 は 月 額25,700円

まで

複数利用 幼 稚 園、 認 定
こども園 +

就 学 前 障 が
い 児 の 発 達
支援

ともに無償
※ 幼 稚 園 は 月 額25,700円

まで
※ 住民税非課税世帯については、0歳から2歳までについても上記と同様の考え方により無償化の対

象となります。（認可外保育施設の場合、月額42,000円まで無償）。
問子育て支援課　TEL（0771）68-0017

避難所の見直しについて

　近年の自然災害の特徴として、被害が激甚化する傾向にあり、避難が必要な状況も相次いで発生
しています。このような状況の中、避難所は、避難者にとって生命の安全を確保する場であり、心
身ともに安心して健康的な生活を送れる場所として機能する必要があることから、南丹市では、市
民の皆さんに避難していただく避難所などについて部分的な見直しを行いました。
　各地区ごとの収容避難所は、基本的には学校など近隣の公共施設を指定していますが、避難する
場所としては、施設の中でも、これまでの体育館などではなく、まずは、畳敷きやカーペット、空
調のある部屋、またテレビ、ラジオの情報が得られる部屋がある施設を優先的に避難所として活用
することとしました。また、それらの施設だけでは避難者を収容できない場合には、必要に応じて
臨時避難所を開設することとしています。避難所の種別については以下のとおりですが、各地区ご
との収容避難所につきましては、市内全戸に配布しました「南丹市総合防災ハザードマップ」をご確
認ください。
　市ホームページにも避難所の一覧を掲載しておりますので、今一度ご確認をお願いします。

収容避難所 大規模な災害が発生した場合に、市が必要に応じて開設する屋内
の避難施設 主に近くの公共

施設臨時避難所 大規模な災害が発生した場合に、指定された収容避難所だけでは
収容が困難な場合に開設する屋内の避難施設

一時避難所 局地的な災害が発生した場合の一時的避難または、自主避難をす
る屋内の避難施設 地区の公民館など

問危機管理対策室　TEL（0771）68-0021　
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避難情報を5段階の警戒レベルで発信します

　平成30年7月に発生した西日本豪雨の教訓を踏まえ、国の「避難勧告等に関するガイドライン」が
改定されました。新たなガイドラインでは、住民の皆さんが防災情報の意味を直感的に理解しやすく、
適切な避難行動をとっていただけるよう、市が出す避難情報や気象庁などによる防災気象情報を災
害発生の危険度に応じて5段階のレベルで表しています。このような国の方針の下、当市においても
災害の恐れがある場合に、住民の皆さんが適切に避難できるよう、避難情報を発令する際には5段階
の警戒レベルでお知らせいたします。

警戒レベル5 【災害発生情報】既に災害が発生している状況であり、命を守るために最善の行動
をする。（市から発令）

警戒レベル4

【避難指示（緊急）】災害が発生するおそれが極めて高い状況等となっており、緊急
に避難する。（市から発令）

【避難勧告】収容避難所への立退き避難を基本とする避難行動を取る。（市から発
令）

警戒レベル3 【避難準備・高齢者等避難開始】高齢者等は立退き避難する。その他の者は立退き
避難の準備をし、自発的に避難する。（市から発令）

警戒レベル2 【洪水注意報・大雨注意報】避難に備え自らの避難行動を確認する。（気象庁から発
表）

警戒レベル1 【警報級の可能性】災害への心構えを高める。（気象庁から発表）
問危機管理対策室　TEL（0771）68-0021

クリーンマス(分離マス)
の清掃について

　台所から、家の外につな
がっている1つ目のマスが

「クリーンマス」です。
　クリーンマスは分離マスと
も呼ばれ、台所から出る細か
い調理くずや、水と一緒に流
れ出た油分を分別します。
　クリーンマスは、月に1〜
2回程度清掃を行う必要があ
ります。清掃を怠ると、排水
管が詰まり、排水工事が必要
となる場合があります。忘れ
ないよう定期的に清掃を行っ
てください。
●清掃方法
　蓋を開けると、上部に油分
が溜まっているので、おたま
やひしゃくで油分を新聞紙な
どにすくい上げます。また、
固形物を除去するカゴが付い
ていますので、カゴにたまっ
たごみも新聞紙などの上にあ
け、水気を切って燃えるごみ

として処理してください。す
くい上げた後は、ホースを
使ってマスやカゴに付いてい
る油分を落とします。
　カゴの網目に詰まりがある
時は食器用洗剤などをかけ、
ブラシでこすると細かい汚れ
も落ち、きれいになります。
　クリーンマス下流側にある
マスの蓋も開け、油分が溜
まっていないか確認してくだ
さい。
問下水道課　
TEL（0771）68-0054

　

　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）
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消費税引上げに伴い施設の使用料などが変わります

　10月1日からの消費税率の引き上げに伴い、市施設の利用料などが変わります。10月1日以降に
引き上げとなる料金などは以下のとおりです。改定後の料金については、市ホームページ下記URL
をご覧いただくか、問合せ先までお問い合わせください。皆さんのご理解をお願いします。
URL http://www.city.nantan.kyoto.jp/www/kurashi/101/004/010/index.html

改定となる使用料など 問合せ先
ホームページバナー広告料 市長公室秘書広報課TEL（0771）68-0065

日吉市民センター使用料 総務部総務課TEL（0771）68-0002
日吉支所総務課TEL（0771）68-0030

八木防災センター使用料 南地区自治会TEL（0771）42-4485
CATV利用料及びインターネットサービス利用
料

（公財）南丹市情報センターTEL（0771）63-1777
地域振興部情報課TEL（0771）68-0066

胡麻基幹集落センター使用料 地域振興部地域振興課TEL（0771）68-0019
胡麻基幹集落センターTEL（0771）74-0737

美山基幹集落センター使用料 （一社）あゆみ会TEL（0771）75-9008
日吉産業振興会館使用料 地域振興部地域振興課TEL（0771）68-0019日吉殿田活力倍増センター使用料
美山高齢者女性等生きがい発揮促進施設（大野総
合サービスセンター）使用料 美山町大野振興会TEL（0771）75-9110

美山林業者等健康管理センター使用料 地域振興部地域振興課TEL（0771）68-0019
美山知井会館使用料 美山町知井振興会TEL（0771）77-0001知井地域拠点施設使用料
川辺地域活性化センター使用料 川辺振興会TEL（0771）62-1035
西本梅地域活性化センター使用料 西本梅地域振興会TEL（0771）65-0014
新庄地域活性化センター使用料 新庄地域振興会TEL（0771）42-3057
吉富地域活性化センター使用料 吉富ノ庄運営委員会TEL（0771）42-2122
五ヶ荘地域活性化センター使用料 住みよいむらづくり協議会TEL（0771）73-0605

平屋地域活性化センター使用料 平屋地域活性化センターTEL（0771）75-1009
美山町平屋振興会TEL（0771）75-5300

大野地域活性化センター使用料 大野地域活性化センターTEL（0771）75-0153
美山町大野振興会TEL（0771）75-9100

園部国際交流会館使用料 （公財）南丹市情報センターTEL（0771）63-1777
スプリングスひよし使用料 日吉ふるさと株式会社TEL（0771）72-1526
八木駅前自転車等駐輪場利用料（自転車・原動機
付自転車）

地域振興部地域振興課TEL（0771）68-0019コミュニティプラザよしとみ　ふれあいサロン
使用料
日吉駅レンタサイクル利用料
園部女性の館使用料 市民部人権政策課TEL（0771）68-0015
こむぎ山健康学園老人福祉センター使用料

福祉保健部高齢福祉課TEL（0771）68-0006八木老人福祉センター使用料
美山高齢者コミュニティセンター使用料
農村田園文化コミュニティセンター使用料（八木
氷室公園） 農林商工部農業推進課TEL（0771）68-0060

八木農村環境公園使用料 （公財）八木町農業公社TEL（0771）43-1128
美山町自然文化村ほか観光施設使用料 農林商工部観光交流室TEL（0771）68-0050

園部駅西口広場自転車等駐車場料金
（公財）南丹市福祉シルバー人材センター
TEL（0771）68-1234（駐輪場）
TEL（0771）63-5320（事務所） 

≪裏面につづく≫
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改定となる使用料など 問合せ先
都市公園使用料 土木建築部都市計画課TEL（0771）68-0052
上水道料金（旧上水道料金・旧簡易水道料金） 上下水道部上水道課TEL（0771）68-0053上水道給水分担金
下水道使用料 上下水道部下水道課TEL（0771）68-0054
子供等自然環境知識習得施設（山村留学セン
ター）使用料

教育委員会社会教育課TEL（0771）68-0057

園部及び八木公民館使用料
文化博物館入館料及び使用料
日吉町生涯学習センター使用料及び登録料
社会体育施設使用料
学校体育施設使用料
郷土資料館入館料
美山文化ホール使用料
八木スポーツフォアオール使用料 八木スポーツフォアオールTEL（0771）42-5366
問総務課TEL（0771）68-0001

ごみ袋などの販売価格が変わります

　10月1日からの消費税率の引き上げに伴い、ごみ袋などの販売価格が下記のとおり変更されます。
種類 〜9月末 10月1日〜

し尿汲取り券 1,080円（税込） 1,100円（税込）

可燃ごみ収集袋
大袋　（約45ℓ） 777円（税込） 792円（税込）
中袋　（約30ℓ） 648円（税込） 660円（税込）
小袋　（約15ℓ） 324円（税込） 330円（税込）

ビニール類収集袋　（約45ℓ） 324円（税込） 330円（税込）
粗大・家電共通シール 540円（税込） 550円（税込）

1,080円（税込） 1,100円（税込）
問市民環境課　TEL（0771）68-0085

人材募集

子育て支援関係の嘱託職員を募集します

　南丹市では、子育て支援に関わって専門的に働いていただける方（嘱託職員）を募集します。
●職種など

職種 勤務場所 人数 月額賃金（円） 備考

母子・父子自立支
援員 子育て支援課 1名 179,300円

社会福祉学科または児童福祉学科
を卒業された方または、児童福祉
事業に2年以上従事した方

ファミサポアドバ
イザー

子育てすこやかセ
ンター

（子育て支援課）
1名 174,300円 保育士資格

●任用期間　令和元年10月1日〜令和2年3月31日まで
●募集条件など　65歳未満の方で、備考欄に記載の資格または免許保持者。
●勤務時間　原則週5日、午前8時30分〜午後5時まで
●募集期間　随時
※土・日・祝日を除く、午前8時30分〜午後5時15分
●�申込方法　嘱託職員登録申込書（人事課および各支所総務課に備え付け）に必要事項を記入の上、

資格を証明する書類（写し）を必ず添付して、人事課または各支所総務課へ提出してください。
●採用　書類審査および面接試験により合否を決定します。
※面接は随時実施します。（日程は申込者に別途連絡します）
●その他　資格を有しない方で就労を希望される場合は、ご相談ください。
問子育て支援課　TEL（0771）68-0017
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保育所給食調理員を募集します

　南丹市では、市内の保育所で働いていただける方（臨時職員）を募集します。
●職種など

職種 勤務場所 募集人数 賃金（円） 備考
給食調理員 市内保育所

（日吉中央保育所） 若干名 日額7,360円、時間額920円 調理師免許
給食調理員補助 日額7,280円、時間額910円
●任用期間　令和2年3月31日まで
●募集条件など　65歳未満の方で、備考欄に記載の免許保持者。
●勤務時間　原則週5日、午前8時30分〜午後5時まで
※扶養の範囲内や短時間での就労を希望される場合は、ご相談ください。
●募集期間　随時
※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（人事課および各支所総務課に備え付け）に必要事項を記入の上、

資格を証明する書類（写し）を必ず添付して、人事課または各支所総務課へ提出してください。
●採用　書類審査および面接試験により合否を決定します。
※面接は随時実施します。（日程は申込者に別途連絡します）
●その他　資格を有しない方で就労を希望される場合は、ご相談ください。
問子育て支援課　TEL（0771）68-0017

相談会

9月のなんでも相談日の
お知らせ

　身体・知的・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
不安を相談してみませんか。

【無料・秘密厳守】
●日程・場所
・ 9月24日（火）そよかぜ日吉
（おいで家）

・ 9月27日（金）園部まごころ
ステーション陽だまり

・9月28日（土）そよかぜ美山
・9月30日（月）そよかぜ八木
●�時間　いずれも午後1時〜

3時
問社会福祉課　
TEL（0771）68-0007

きこえと補聴器の相談会
を開催します

　きこえの相談や補聴器相談
を、4月、8月、12月を除く
毎月第4水曜日に行っていま
す。【申込不要】
●日程　①9月25日（水）
　　　　②10月23日（水）
　　　　③11月27日（水）

●時間　午後1時〜3時
●�場所　日程①京丹波町瑞穂

保健福祉センター2階会議
室、日程②京丹波町和知
ふれあいセンター2階研修
室、日程③南丹市八木公民
館2階第3集会室
●�対象　聞こえにくい方や補

聴器を必要とされている方
（難聴者、中途失聴者、そ
のご家族など）
●�内容　補聴器相談:補聴器

の調整、修理、電池交換、
購入、試聴などの相談
●�対応者　日程①㈱珍工堂、

日程②東神実業㈱、日程③
㈱キンキ補聴器センター
●�相談料　無料（補聴器修理

費用、電池代などは別途必
要）
●�その他　身体障害者手帳や

補聴器をお持ちの方は、当
日ご持参ください。聴力測
定、言語聴覚士によるきこ
えの相談をご希望の方は、
お問い合わせください。

問�ふない聴覚言語障害セン
ター　

TEL（0771）63-6447
FAX（0771）63-6448

京都府無料法律相談のお
知らせ

　法律問題でお困りの方のた
めに、弁護士による無料法律
相談を実施し、問題解決のお
手伝いをしています。お気軽
にご利用ください。

【無料・要申込】
●日時　9月2日（月）
　午後1時30分〜4時30分
※1人20分以内
●�場所　京都府南丹広域振興

局園部総合庁舎
●定員　8人（先着順）
●�申込方法　8月28日（水）午

前9時から電話でお申し込
みください。

問�京都府南丹広域振興局園部
地域総務室　

TEL（0771）62-0360

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　①9月10日（火）
　　　　②9月24日（火）

≪裏面につづく≫
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●�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　

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　9月6日（金）
●時間　午後1時〜4時
●�場所　八木公民館　第3集

会室
問京都司法書士会園部支部
TEL（0771）23-9394

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。まずはお問い合せく
ださい。【秘密厳守・無料】
●日時　9月24日（火）
　午後5時〜6時30分
※1人30分以内
●場所　国際交流会館　
●�申込方法　9月20日（金）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

行政書士による無料相談
会を開催します

　相続や成年後見、農地など
の不動産売買・賃貸、各種許
認可手続などでお困りやお悩
みの方、まちの身近な法律家、
行政書士が相談に応じます。

【無料】
●日時　9月4日（水）
　午後1時30分〜4時
●場所　八木公民館1階和室
問京都府行政書士会第3支部��
TEL（075）692-2500

行政相談委員による定例
相談所を開設します

　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　9月10日（火）
　午後1時30分〜3時30分
●�場所　市役所3号庁舎2階

第2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　9月17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

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】
●�日時　9月17日（火）、10月

15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）

※ 京都府がん総合相談支援セ
ンターでは電話及び対面相
談を実施していますので、
ご利用ください。

問�京都府がん総合相談支援セ
ンター

TEL（0120）078-394

子育て支援(催し)

「みんなおいでよ−!」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　9月26日（木）午前9

時30分〜正午
●�場所　南丹市八木公民館1

階和室
●�内容　リトミック（講師：

岩崎まりこ先生）
　 リトミックの後はおいしい

手作りランチをみんなで食
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、汗拭きタオル、手拭
きタオル

※ 動きやすい服装でお越しく
ださい。
●参加費　300円
問�子育て支援ボランティア
「すくすくやぎっこ」
TEL090-7486-1735
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子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」(9月)
<各広場共通事項>
※ 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。
<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）

※ 9月2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

<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　9月20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　9月25日（水）
・ 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　
TEL080-3857-8119

<つながり・ひろがれ・あお
むしの輪>【要申込】
　子どもの手形や足形で「あ
おむし」を作り、子どもの成
長を残しましょう。
○美山ひろば　9月5日（木）
○八木ひろば　9月11日（水）
○ 日吉ひろば　9月10日（火）
○園部ひろば（横田公民館）　
　9月12日（木）
●時間　午前10時〜正午　
※先着10組
●�参加費　1枚当たり1,000

円（材料費込み）
※ 出来上がりは後日、フレー

ムに入れてお渡しします。
※ 展示会を9月20日（金）〜

10月19日（土）の間、八木
ひろばで行います。たくさ
んのかわいいあおむしをぜ
ひ見に来てください。
<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
てすてきですね。楽しく、お
茶をしながら、お話しして気
分転換しませんか。
●�日時　9月14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 
<「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。
○八木ひろば　9月18日（水）
○美山ひろば　9月19日（木）
○日吉ひろば　9月24日（火）
○園部ひろば（横田公民館）　
　9月26日（木）
※午前11時〜11時30分
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「のびのび子育て」につい
てみんなで考えよう

　南丹市では「『のびのび　な
んたん』〜子育てにやさしい
まち〜」を基本理念に子育て
支援事業が展開されていま
す。
　「のびのびとした子ども達
を育てる」「のびのびと子育て
をする」ことについて、子育
て中や子育てに関心のあるみ
なさんと一緒に考え、アイデ
ア出しをする時間を各子育て
ひろばで設けます。
　どなたでもご参加いただけ
ます。ぜひ、お気軽にご参加
ください。一緒に創作しま
しょう。
●日時・会場
・ 9月12日（木）　ぽこぽこく

らぶ美山ひろば（美山保健
福祉センター）　

・ 9月13日（金）　ぽこぽこく
らぶ八木ひろば（気になる
木JUJU）

・ 9月17日（火）　ぽこぽこく
らぶ日吉ひろば（日吉町生
涯学習センター）

・ 9月19日（木）　ぽこぽこく
らぶ園部ひろば（園部南部
コミュニティセンター）

・ 9月25日（水）　子育てすこ
やかセンター

※ 時間はいずれも午前10時
15分〜正午です。その間
に座談会への出入りは自由
です。

※ 事前申し込みはありませ
ん。普段のように子育てひ
ろばへお越しください。

問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017
FAX（0771）68-1166

催し

英会話教室の受講生を募
集します(社会人対象)

　社会人対象の英会話教室の
受講生を募集します。どの
コースも全て英語での授業で
すので、自然と英会話が身に
付きます。【要申込】
<社会人英会話講座リフレッ
シュコース（入門）>
●�日時　9月18日〜11月20

日の毎週水曜日
　 午後7時〜8時30分
●�内容　ネイティブ講師（デ

ボラ先生）による英会話グ
ループレッスン
●�場所　国際交流会館2階　

第1研修室 
●�参加費　7,000円（全10回

分）※初回徴収
<社会人英会話講座（初級）>
●�日時　9月20日〜11月29

日の毎週金曜日
　※11月1日を除く
　午後2時〜3時30分
●�内容　ネイティブ講師（ク

リス先生）による英会話グ
ループレッスン
●�場所　八木公民館2階　学

習室2 
●�参加費　7,000円（全10回

分）※初回徴収
<社会人英会話講座（中級）>
●�日時　9月17日〜11月19

日の火曜日
　午後7時〜8時30分
●�内容　ネイティブ講師（デ

ボラ先生）による英会話グ
ループレッスン
●�場所　南丹市川辺地域活性

化センター　ランチルーム
（9月17日、24日、10月
15日、22日）

　 国際交流会館2階　第1研
修室（10月1日、8日、29日、
11月5日、12日、19日）
●�参加費　8,000円（全10回

分）※初回徴収

<共通事項>
●�対象　市内在住、在勤のお

おむね18歳以上の方
●�定員　各コース10人（先着

順）
●�申込方法　希望教室、住所、

氏名、年齢、電話番号、携
帯電話番号などの連絡先を
電話、FAX、Eメールのい
ずれかでお申し込みくださ
い。

問南丹市国際交流協会　
TEL（0771）63-1840
　�（火〜金、午後0時30分〜
午後4時30分）

FAX（0771）63-1841
nantania@office.zaq.jp

「外国人のための防災・交
通教室」を開催します

　市内の外国人が安全に暮ら
せるように、「地震や台風など
の時にどうすればよいか」や

「交通ルール」の話を聞きま
す。
●日時　9月8日（日）　
　午前10時〜12時
●�場所　国際交流会館2階　

研修室
●参加料　無料　
●�参加対象　南丹市に住んで

いるか市内に通学・通勤を
している外国人と、その家
族や雇用企業・所属学校な
どの関係者
●申込締切　9月4日（水）
●�申込方法　住所、氏名、年

齢、電話番号、当日連絡先
（携帯電話番号など）を電
話、FAX、Eメールのいず
れかで連絡の上、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〜
午後4時30分）

FAX（0771）63-1841
nantania@office.zaq.jp
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南丹市園部スポーツフェ
スティバルを開催します

　スポーツを楽しみ、地域住
民の交流を図るため子どもか
ら大人まで参加できるスポー
ツフェスティバルを開催しま
す。お気軽にご参加ください。
●期日　10月6日（日）
●受付時間　午前9時　
※各種目の会場にて行います
※ソフトバレーボールのみ　
　女子の部　午前9時（受付）
　午前9時30分（開始）　
　混合の部　午前11時（受付）
　午前11時30分（開始）
●開始時間　午前9時30分　
※グラウンドゴルフは
　午前9時45分から
●�種目・会場　卓球（園部ス

ポーツセンター）、ニュー
スポーツ（園部小学校体育
館）、バドミントン（園部小
学校体育館）、ゲートボー
ル（すぱーく園部）、テニス

（硬式・軟式）（園部公園テ
ニスコート）、グラウンド
ゴルフ（園部公園スポーツ
広場）、ソフトバレーボー
ル（女子の部・混合の部）（園
部第二小学校体育館）

※ ソフトバレーボールのみ中
学生以上対象（チームでも
1人でも参加可能）。
●参加料　無料
●�持ち物　飲み物、動きやす

い服装、体育館競技は体育
館用シューズ

※ それぞれの種目に必要な用
具等は主催者で用意します
が数に限りがあるため、お
持ちの方はご持参くださ
い。
●�申込方法　グラウンドゴル

フ以外の種目については、
当日の参加も可能ですが、
予め参加者数把握のため、
9月20日（金）までに以下に
備付けの参加申込書にご記
入の上、ご提出ください。

（FAX可）
問園部B&G海洋センター　
TEL（0771）68-0084　
FAX（0771）63-2850

「南丹市園部女性の館」随
時講座のご案内
<フレグランスハ―バリュウ
ム講座>
●日時　9月14日（土）　
　午前10時〜正午
●場所　園部女性の館
●講師　松田彩子さん
●定員　各20人
●�運営協力金　2,900円（材

料費含む）
●�申込方法　9月7日（土）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

第14回南丹市ボウリング
交流大会を開催します

　南丹市ボウリング交流大会
を開催します。どなたでもお
気軽にご参加ください。
　なお、この大会は第42回
京都府民総合体育大会および
マスターズ南丹市代表選考会
を兼ねています。
●�日時　9月14日（土）午後8

時開始（午後7時30分受付）
●�会場　アルプラザボウル
（亀岡市篠町野条）　
●�競技方法　①1人4ゲーム

トータルピンにて順位決
定。

　 ②性別、年齢によってハン
ディ有。
●�参加資格　18歳以上の南

丹市内在住または在勤者
（高校生は不可）府民総体の
出場資格は、18歳以上の
社会人に限る。マスターズ
は、50歳以上に限る。
●�参加料　1人2,000円（当日

受付にて徴収。貸し靴代は
別途必要）

●�申込方法　電話またはFAX
により、住所、氏名、年齢、
性別、連絡先（電話番号）を
9月10日（火）午後5時まで
にお申し込みください。
●�その他　表彰は、優勝者に

トロフィ（持ち回り）を授与
し、賞品などは主催者で準
備します。（参加賞有）

　 　会場への道中ならびに競
技中の負傷について、主催
者は一切の責任を負いませ
ん。

問�南丹市ボウリングクラブ事
務局　

TEL090-4303-1450
問園部海洋センター　　
TEL（0771）68-0084
問社会教育課　　
TEL（0771）68-0057　
FAX（0771）63-2850

京都サンガF.C.南丹市応
援デーを開催します

　9月14日（土）は年に1度の
「南丹市応援デー」です。市民
の皆さまを西京極での試合に
ご招待いたします。
　なお、南丹市応援デー特別
企画として試合前に選手と手
をつないでピッチに入場する

「エスコートキッズ」も市民限
定で募集します。ぜひご応募
ください。
<対象試合>
●�日時　9月14日（土）午後7

時キックオフ　
　VS　FC町田ゼルビア
●場所　西京極総合運動公園
　 陸上競技場兼球技場（京都

市右京区）
<ご招待>
●�対象　南丹市にお住まいの

方
●席種　SB自由席　
※ 都合により変更になる場合

があります。
●�定員　抽選50組100名（応

募1件につき2名まで）
●締切　9月10日（火）

≪裏面につづく≫
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<エスコートキッズの募集>
●�定員　5名（ 対 象 年 齢5〜

12歳）
●�応募方法　QRコードで専

用サイトにアクセス、また
は往復はがきで下記までお
申し込みください。　　

・ 往信表面　〒600-8009　
京都市下京区四条通室町東
入函谷鉾町87　ケイアイ
興産京都ビル

　 京都サンガF.C.　ホームタ
ウン推進課　南丹市応援
デー係

・往信裏面　①観戦者氏名、
　 ②住所、③電話番号、④エ

スコートキッズ希望の有無
※ 「有」の場合学校名と学年を

記載
・返信表面　①返送先住所、
　②返送先氏名
・ 返信裏面　白紙のままお送

りください。

 

●締切　9月10日（火）
※ 試合観戦およびエスコート

キッズの当落選について
は、当選者のみに9月11日
頃ご連絡いたします。

問�京都サンガF.C.ホームタウ
ン推進課　

TEL（075）212-0635　

健康づくり教室を開催し
ます
●�日時　9月11日、25日（各

水曜日）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

フィールドトリップin南
丹を開催します

　市内在住の外国人や府内の
外国人留学生の方々と日本の
伝統文化を通して交流し、楽
しいひと時を過ごしません
か。【要申込】
●日時　9月22日（日） 
　 午前9時45分〜午後4時30

分
●�場所　京都伝統工芸大学

校、国際交流会館イベント
ホール
●�参加費　500円（昼食代・

保険代など）
●�対象　市内在住、在勤の小

学生以上の方および会員
●定員　40人（先着順）
●申込締切　9月13日（金）
●�申込方法　住所、氏名、年

齢、電話番号、当日連絡先
（携帯電話番号など）を電
話、FAX、Eメールのいず
れかで連絡の上、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12時30分〜
午後4時30分）

FAX（0771）63-1841
nantania@office.zaq.jp

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　9月14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、軍手、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

問風の市を盛り上げる会
TEL090-6961-1021

鯖なれ寿司づくり教室　
参加者募集

　美山町鶴ヶ岡地区に今なお
伝わる暮らしの知恵、匠の技、
学んでみませんか?今回は、
鯖なれ寿司をつくります。若
狭から京の都へ海の幸を運ん
だ「鯖街道」。かつての往来が
もたらした鯖なれ寿司は、海
の幸と山の知恵が融合した逸
品です。
●日時　9月29日（日）
　 午前9時30分〜午後12時

30分
●�場所　洞公民館（南丹市美

山町豊郷湯ノ口33-2）
●�持ち物　エプロン、三角巾、

マスク、飲料
●参加費　2,000円
　（鶴ヶ岡住民1,000円）
●�申込方法　9月24日（火）午

後5時までに下記問合せ先
にお申込みください。（先着
15名）

※ お名前・生年月日・緊急時
に連絡のつく電話番号をお
伝えください。

※ 仕込んだ鯖なれ寿司は当日
お持ち帰りいただけませ
ん。後日受取予約可。（別料
金）

※ 匠が仕込んだ鯖なれ寿司の
当日販売もあります。（要予
約）

問鶴ヶ岡振興会�
TEL（0771）76-9020
FAX（0771）76-9021
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運動教室参加者募集

　生活習慣病やロコモティブ
シンドロームの予防を目的
に、運動教室を開催します。
　全3回の運動教室の第1弾
です。自宅で無理なく続けら
れる運動について楽しく学び
ましょう。【無料】
●�日時　10月25日（金）午前

10時〜11時45分（受付:午
前9時45分〜）
●�場所　国際交流会館　コス

モホール
●�内容　「効果的、効率的に

歩くためのストレッチ・ヨ
ガ」
●�講師　健康運動指導士　中

原　今日子さん
●�対象　市内在住の概ね20

歳〜74歳の方で、ウォー
キング程度の運動が可能な
方
●募集人数　30人（先着順）
●�申込方法　10月4日（金）ま

でに下記に電話でお申込み
ください。

※ 「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

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　9月2日、16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　9月4日、11日、18

日、25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
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

日吉地域情報

ボウリングを楽しむ会を
開催します

　ボウリングを楽しむ会を開
催します。多数ご参加くださ
い。
●�日時　10月5日（土）午後8

時〜（受付:午後7時30分）
●�場所　アルプラザボウル
（亀岡市）
●�対象　日吉町在住、在勤、

在学の高校生以上の方
●競技方法　
・ 個人戦とし、3ゲームトー

タルピンで順位を決定す
る。

・ 1ゲームにつき60歳未満女
性15ピン、60歳以上女性
20ピン、60歳以上男性15
ピンのハンデを与える。
●�参加費　ゲーム代1,650円
（3ゲームの料金）を大会当
日にお支払いください。な
お、貸し靴代は別途300円
必要です。
●�申込方法　9月27日（ 金 ）

午後5時までに、住所、氏
名、電話番号を、電話また
はFAXでお申し込みくださ
い。

問�日吉総合型地域スポーツク
ラブ事務局（日吉町生涯学
習センター内）

TEL（0771）72-3300　
FAX（0771）72-3311

美山地域情報

みやまスポーツクラブ
「スポーツのつどい」
　誰でも気軽に参加できるい
ろんな種目のスポーツを用意
しています。
●費用　会員:無料、
　会員以外:1回100円
<インディアカ①>
●日時　8月27日（火）
　午後8時〜
●場所　旧知井小学校
<よさこい①>
●日時　8月31日（土）
　午後8時〜
●�場所　平屋地域活性化セン

ター
<エアロビクスとヨガ>
●日時　9月5日（木） 
　午後8時〜
●�場所　美山保健福祉セン

ター
<グラウンドゴルフ>
●日時　9月9日（月） 
　午前9時〜
●�場所　平屋地域活性化セン

ター
<ゲートボール>
●日時　9月18日（水）
　午後1時〜
●場所　盛郷GB場
<インディアカ②>
●日時　9月18日（水）
　午後8時〜
●�場所　平屋地域活性化セン

ター
<よさこい②>
●日時　9月21日（土） 
　午後8時〜
●�場所　平屋地域活性化セン

ター
<剣道>
●日時　9月24日（火） 
　午後7時30分〜
●場所　美山中学校
<インディアカ③>
●日時　9月27日（金）
　午後8時〜
●場所　美山小学校
<ウォーク>
●日時　9月28日（土）
　午前9時〜
●場所　美山ゑびす屋前集合
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
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TEL（0771）63-1777　FAX（0771）63-1682　 sictv@sic.cans.ne.jp　HP http://nantantv.or.jp/
◇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）

なんたんテレビ（11ch）番組表（令和元年9月1日〜15日）
★は初回放送枠


