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お知らせ

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
血です。多くの方のご協力を
お願いします。
●日時　9月27日（金） 
　 午 前10時 〜11時30分、　

午後０時30分〜3時30分
●場所　京都府園部総合庁舎
問保健医療課
TEL（0771）68-0016

南丹市総合防災訓練を実
施します

　訓練は、地区ごとの住民避
難訓練と主会場（園部公園ス
ポーツ広場）での地震災害現
地対応訓練、また、園部町以
外の各町内1カ所で実施する
防災対策向上訓練の3部構成
となっています。
　地域住民と防災関係機関が
一体となった実践的な総合訓
練ですので、住民避難訓練な
ど各区における訓練に積極的
な参加をお願いします。
●日程　9月29日（日）
※雨天決行
●�訓練想定　南丹市内での直

下型地震の発生を想定
＜第1部（住民避難訓練など）＞
●時間　午前7時〜8時
●�内容　各地区公民館などへ

の避難訓練や避難誘導訓練
など

※ 訓練内容は各地区で異なり
ます

※ 避難訓練の開始に合わせ
て、防災無線での放送やサ
イレンの吹鳴をされる地域
がありますのでご理解とご
協力をお願いします

＜第2部（住民避難訓練など）＞
●時間　午前8時〜
●�内容　避難所開設運用、避

難誘導、救援物資搬送、初
期消火、炊き出しなど

●場所
・ 八木町　旧神吉小学校（神

吉地域住民参加型訓練）
・ 日吉町　殿田中学校（世木

地域住民参加型訓練）
・ 美山町　旧鶴ヶ岡小学校
（鶴ヶ岡地域住民参加型訓
練）

＜第3部（地震災害現地対応訓練）＞
●��時間　午前9時30分〜
　正午
●�場所　園部公園スポーツ広

場
●�訓練内容　災害現地対策本

部設置・運用訓練、公共土
木施設応急復旧訓練、避難
所開設訓練、応急救護所開
設・運用訓練、災害ボラン
ティアセンター開設・運用
訓練、災害医療チーム派遣
訓練、住民避難・誘導訓練、
倒壊家屋等救助救出・救護
訓練、炊き出し訓練、初期
消火訓練、大規模火災対応
訓練、応急給水訓練など
●�参加機関　南丹市、南丹市

教育委員会、南丹市消防団、
市内各区・自治会および自
主防災会、京都府（南丹広
域振興局、南丹土木事務所、
南丹保健所）、京都中部広
域消防組合園部消防署、京
都府南丹警察署ほか約40
団体 （順不同）

問危機管理対策室
TEL（0771）68-0021
kikikanri@city.nantan.lg.jp
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ぐるりんバス新規路線「新光悦村線」を運行開始します

　園部町を運行するぐるりんバスでは、園部駅から新光悦村工
業団地への通勤や、商業施設・高齢者福祉施設・道の駅「京都新
光悦村」への交通手段としてご利用いただくため、新たな路線の
運行を開始します。
　移動の際には、公共交通機関を積極的にご利用くださいます
ようお願いします。
●路線名　新光悦村線
・経路①園部駅〜新光悦村工業団地
・経路②園部駅〜上木崎町〜道の駅新光悦村〜曽我谷
●運行開始日　10月1日（火）
●�路線図・時刻表　南丹市ホームページまたは広報なんたん（8・

9月号）に掲載。
※ 地域振興課または運行事業者の㈲中京交通でも配布しており

ます。
問地域振興課　TEL（0771）68-0019
問㈲中京交通　TEL（0771）63-0521

秋の全国交通安全運動に
ついて

　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　「秋の夕

暮れ　早めのライトで　事
故はなし」
●実施期間　
　9月21日（土）〜30日（月） 
●運動重点　
・ 子どもと高齢者の安全な通

行の確保
・高齢運転者の交通事故防止
・ 夕暮れ時と夜間の歩行中、

自転車乗用中の交通事故防
止

・ 全ての座席のシートベルト
とチャイルドシートの正し
い着用の徹底

・飲酒運転の根絶
・ 信号機のない横断歩道にお

ける歩行者優先
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

全国家計構造調査が実施
されます

　全国家計構造調査が全国一
斉に実施されます。
　この調査は、家計における
消費、所得、資産および負債
の実態を総合的に把握し、世
帯の所得分布および消費の水
準、構造などを全国的および
地域別に明らかにする調査で
あり、調査結果は、年金制度
についての検討資料など私た
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。
　調査対象となったご家庭
へ、9月上旬から11月上旬に
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。
　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

八木町地域別懇談会のご
案内

　近年、大規模災害が発生し
ています。もし、あなたが被
災し避難所で生活することに
なった場合、何が大切でしょ
うか。「避難所は“地域の縮図”
〜人と人が向き合う大切さを
考える」をテーマに、今一度
皆さんで考えてみませんか。
＜10月5日（土）開催＞
●時間　午前10時〜正午
●�場所　新庄郷育館地域振興

ルーム（旧新庄小学校）
●�対象　北地区にお住まいの

方
＜10月6日（日）開催＞
●時間　午前10時〜正午
●�場所　吉富ノ庄（旧吉富小

学校）
●�対象　西地区にお住まいの

方
＜共通事項＞
●�内容　避難所運営の机上訓

練、非常食の試食
問南丹市社会福祉協議会　
　八木事務所　
TEL（0771）42-5480
FAX（0771）42-4412

南丹市役所公式Face 
bookをご覧ください

　南丹市役所の公式Ｆａｃ
ｅｂｏｏｋ（フェイスブッ
ク）を開設しています。
　南丹市のお知らせや地域
のイベント、身近な話題な
どを掲載していますので、
ぜひご覧ください。
URL：https://www.face
 book.com/city.nan
　　  tan.kyoto/

QRコード

問秘書広報課
TEL（0771）68-0065
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年金生活者支援給付金制
度がはじまります

　年金生活者支援給付金は、
公的年金などの収入や所得額
が一定基準額以下の年金受給
者の生活を支援するために、
年金に上乗せして支給される
ものです。
　受け取りには請求書の提出
が必要です。ご案内や事務手
続きは、日本年金機構（年金
事務所）が実施します。
●対象となる方
＜老齢基礎年金を受給してお
り、以下の要件をすべて満た
している方＞
・65歳以上である。
・ 請求される方の世帯全員の

市町村民税が非課税となっ
ている。

・ 前年の年金収入額とその他
の所得額の合計が879,300
円以下である。
＜障害基礎年金・遺族基礎年
金を受給している方＞
・ 前年の所得額が「4,621,000

円＋扶養親族の数×38万
円※」以下である。

※ 同一生計配偶者のうち70
歳以上の者または老人扶養
親族の場合は48万円、特
定扶養親族または16歳以
上19歳未満の扶養親族の
場合は63万円
●請求手続き
＜平成31年4月1日時点で老
齢・障害・遺族基礎年金を受
給している方＞
　対象となる方には、日本年
金機構から請求手続きのご案
内が9月上旬から順次届きま
す。同封のはがき（年金生活
者支援給付金請求書）を記入
し提出してください。

＜平成31年4月2日以降に老
齢・障害・遺族基礎年金の受
給を始める方＞
　年金の裁定請求手続きを行
う際に、あわせて給付金の認
定請求の手続きを行ってくだ
さい。
※ 日本年金機構や厚生労働省

を装った不審な電話や案内
にご注意ください。日本年
金機構や厚生労働省から、
口座番号をお聞きしたり、
手数料などの金銭を求める
ことはありません。

問給付金専用ダイヤル
TEL（0570）05-4092
※�050で始まる電話でおかけ
になる場合は
　TEL（03）5539-2216（一般電話）�
（受付時間　月曜日　午前8
時30分〜午後7時、火〜金曜
日　午前8時30分〜午後5時
15分、第2土曜日　午前9時
30分〜午後4時）
問�日本年金機構京都西年金事
務所

TEL（075）323-1170

消費税・地方消費税の税
率は10％へ

　10月1日に消費税・地方
消費税の税率が10％に引き
上げられます。10％のうち
2.2％は地方消費税（地方税）
です。
　社会保障制度を次世代に引
き継ぐとともに、全世代型へ
転換していく必要がありま
す。
　引上げ分は、全世代を対象
とする社会保障の充実と安定
のために使われます。
　税率引上げに合わせて、飲
食料品（お酒・外食を除く）と
新聞（定期購読契約・週2回
以上発行）に係る税率を8％
に据え置きます（軽減税率制
度）。
　このほか、家計や景気への
影響を緩和するための対策も
実施します。

仕入税額控除の方式が変
わります

　消費税・地方消費税の税
率10％への引上げと同時に、
飲食料品(酒類・外食を除く)
と新聞(定期購読契約・週2回
以上発行)に係る税率を8％
とする「軽減税率制度」が実施
されます。
　新しい仕入税額控除の方式
に対応するためには、帳簿・
請求書・レシートなどの記載
を複数税率に対応させる必要
があります。
　中小企業・小規模事業者の
方には、レジや受発注・請求
書管理システムの導入・改修
について補助金を設けるなど
の支援を行っています。ぜひ
ご活用ください。
＜制度について＞
問�消費税軽減税率電話相談セ
ンター�フリーダイヤル

TEL0120-205-553
＜補助金について＞
問�軽減税率対策補助金事務局�
フリーダイヤル�

TEL0120-398-111
　�（受付時間　平日午前9時
〜午後5時）

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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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
します。お気軽にご利用くだ
さい。【要申込】
●日程　①10月2日（水）、
　　　　②10月15日（火）
●�時間　いずれも午後1時〜

午後4時
●場所　日程①国際交流会館
　 2階第4研修室、日程②生

涯学習センター第2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　

法務局休日相談所を開設
します

【要申込】
●�日時　10月6日（ 日 ）午 前

10時〜午後4時
●�場所　京都地方法務局　本

局（京都市上京区荒神口通
河原町東入上生洲町197番
地）
●�相談内容　登記相談、戸籍・

成年後見・国籍相談、供託
相談、人権相談、遺言・後
見などの公正証書に関する
相談
●�申込方法　10月4日（金）ま

でに電話でお申し込みくだ
さい。

問京都地方法務局総務課
TEL（075）231-0148

女性相談日のお知らせ

　女性が直面するさまざまな
悩みを、専門の女性カウンセ
ラーがともに受けとめ、整理
するお手伝いをします。どん
なことでもご相談ください。

【要申込】
●日時　9月25日（水）、
　 10月9日（水）、23日（水）、

11月13日（水）、27日（水）
　 ①午後1時〜、②午後2時

〜
※相談は1人1時間以内
●�申込方法　電話でお申し込

みください。
問人権政策課
TEL（0771）68-0015

「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。

【要申込】
●日時　10月8日（火）
　午後1時30分〜4時　
●場所　八木公民館
●�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

膠原病系疾患個別相談の
ご案内

　専門医による個別医療相談
を開催します。【要申込】
●日時　10月2日（水）
　午後1時〜4時30分
●場所　京都府南丹保健所
●�対象　膠原病系疾患で療養

中の方または以下の症状が
ある方

・ 寒冷刺激による手指の蒼白
化（レイノー現象）

・ 手指などの関節炎、関節痛、
皮膚が硬くなる

・日光による皮膚過敏

・頬の赤い発疹（蝶形紅斑）
●�担当医　京都第二赤十字病

院　井上 衛　医師
●定員　6人程度
●�申込方法　9月20日（金）ま

でに電話でお申し込みくだ
さい。

問京都府南丹保健所保健室
TEL（0771）62-2979

結核健康相談のご案内

　結核は昔の病気ではありま
せん。南丹保健所管内でも年
間約20人の患者が発見され
ています。結核を早期に発見
するため、この機会にぜひご
相談ください。【要申込】
●日時　10月2日（水）
　午前10時〜11時
●�場所　京都府南丹保健所
（園部総合庁舎）
●対象
・ 結核にかかったことのある

人や家族など、周囲に結核
にかかった人がいる人で胸
部X線検査の機会がない人

・ 糖尿病やじん肺、免疫抑制
剤などの治療中で胸部X線
検査の機会がない人

・結核について相談したい人
●�内容　医師による結核に関

する相談（必要に応じて胸
部レントゲン検査）
●�申込方法　9月27日（金）ま

でに電話でお申し込みくだ
さい。

問京都府南丹保健所保健室
TEL（0771）62-2979　
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認知症カフェおよび多国
山シアターを開催します
＜9月18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〜午後3時
　 多国山シアター（映画上映

会）
＜9月28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
＜10月16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〜午後3時
　 多国山シアター（映画上映

会）
＜10月26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

子育て支援（催し）

適切な救急医療受診につ
いて学んでみませんか

　夜間や休日、病院の休診時
にお子さんの怪我や体調不良
があれば、その対応に慌てて
しまいます。救急医療の受診
の目安やご家庭で対応できる
知識などについて学びましょ
う。託児スタッフも配置して
いますので、お子さんと一緒
にお越しください。【要申込】
＜休日開催＞
●日程　10月26日（土）、
　11月16日（土）
●�場所　南丹市子育てすこや

かセンター
※ 事業開催時間のみ開館しま

す。
＜平日開催＞
●日程　11月1日（金）
●�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）

※ ぽこぽこくらぶの時間を利
用して開催します。
＜共通事項＞
●�時間　午後1時30分〜午後

3時
●�対象　乳幼児期の子を育て

る親
●�講師　高屋こども診療所　

院長　高屋 和志　氏
●�内容　救急医療、予防接種

について、質疑応答
※ 参加者より事前に質問を受

け付けます。当日先生への
質問、相談事項があれば申
し込みの際にお申し出くだ
さい。（当日でも可）
●�定員　各 講 座10組 程 度。
（先着順）
●�申込方法　10月18日（金）

までに電話でお申し込みく
ださい。

問子育て支援課　　
TEL（0771）68-0017　

子育てすこやかセンター
10月事業のお知らせ
＜共通事項＞
●�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。

※ 南丹市園部海洋センター体
育館改修工事に伴い、前年
度までの運動会遊びは行わ
ず、すこやかセンターで従
来通りの子育て広場として
実施します

※ 気象警報発表時は、事業を
中止する場合があります
＜子育て広場１歳〜＞
●�日時　10月10日（木）午前

10時30分〜11時30分
●�内容　「サーキット遊び」
（定員　親子25組）
＜子育て広場０歳〜＞
●�日時　10月15日（火）午前

10時30分〜11時30分
●�内容　「体を動かして遊ぼ

う」（定員　親子25組）
＜子育て講座＞
●�日時　10月17日（木）午前

10時30分〜11時30分
●�内容　南丹警察署警察官に

よる「子どもの交通安全に
ついて」
＜ベビーマッサージ＞
●�日時　10月24日（木）午前

10時30分〜11時30分
※ バスタオルをご持参くださ

い。
＜親子リトミック＞
●�日時　10月30日（水）午前

10時30分〜11時30分
問�南丹市子育てすこやかセン
ター　

TEL（0771）68-0082
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10月「託児付きカフェ
よっといで」のお知らせ

　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。
●�日時　10月4日（ 金 ）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　10月3日（木）ま

でに、電話、SMS（ショー
トメッセージサービス）、
LINE（ライン）のいずれか
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くださ
い。

問�みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
TEL090-6962-6455

「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　10月17日（木）午前

9時30分〜正午
●�場所　八木公民館2階大会

議室
●�内容　「すくすくうたまつ

り」、南丹ママさんブラス
の楽しい演奏、すてきな歌
声男性コーラスなど。

　 うたまつりの後はおいしい
手作りカレーをみんなで食
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（カ

レーが入れられるもの）、
マイスプーン、手拭きタオ
ル
●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

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

南丹市公式ＬＩＮＥアカウントを開設しました

　南丹市の公式ＬＩＮＥを8月に開設しました。イベント情報や
市政情報などを発信しています。
　お気軽に友だち登録をしていただき、各種情報をチェックし
てみてはいかがでしょうか。また、家族の方やお友達の皆さん
にも教えてあげてください。
●登録方法
①「ＩＤ検索」の場合は「ｎａｎｔａｎ．ｌｉｎｅ」を入力し検索
してください。
②「友だち検索」の場合は「公式アカウント」から「南丹市」を検索
してください。
③右のＱＲコードを読み取ってください。
問秘書広報課
TEL（0771）68-0065
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催し

「いきいき脳トレ園部地
域講座」参加者募集

　楽しく頭、からだ、こころ
を働かせる脳活性化ゲーム
で介護予防をします。脳や
手、指などを働かせ、「考えて」

「歌って」「笑って」、健康寿命
を延ばしましょう。【要申込】
＜こむぎ山健康学園　会場＞
●�日 程　10月 〜 令 和2年2

月、原則毎月第2金曜日
＜船岡文化センター　会場＞
●�日 程　10月 〜 令 和2年2

月、原則毎月第3金曜日
＜横田公民館　会場＞
●�日 程　10月 〜 令 和2年2

月、原則毎月第4金曜日
　（12月のみ第1）
＜共通事項＞
●�時間　いずれも午後1時30

分〜午後3時
●�対象　市内在住の概ね65

歳以上の方
●定員　各会場15人程度
●�参加費　1回300円（ 保 険

料・茶菓子・事務費など）
●�内容　脳トレーニング講座

と脳活性化ゲームなど
　 （認知症予防教室リーダー・

認定講師が対応します）
●�申込方法　電話、ＦＡＸで、

お申し込みください。
問�脳トレネット（認知症予防
教室リーダーの会）芦田

TEL・FAX（0771）42-4538
TEL090-3896-3156

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＞
◆まなの本棚（芦田愛菜）◆仁徳天皇陵と巨大古墳の謎（水谷千秋監修）◆世界遺産登録へ！百舌鳥・古
市古墳群のすべて◆それ、時代ものにはＮＧです2（若桜木虔）◆鳥瞰図で楽しむ日本百名山　2019 
◆ひとり老後、賢く楽しむ（岸本葉子）◆リアルサイズ古生物図鑑　中生代編（土屋健）◆コケの国のふ
しぎ図鑑（左木山祝一）◆糖尿・がん・ボケ・寝たきり口を鍛えればすべて解決する（栗原毅、栗原丈徳）
◆調子いい!がずっとつづくカラダの使い方（仲野孝明）◆水引で結ぶ、もてなす、いろどる。季節の小
物とアクセサリー（高橋千紗）◆そば粉１００％のおいしいパンとレシピ（小池ともこ）◆お茶の時間

（暮らしの図鑑編集部編）◆食物アレルギーをこわがらない!はじめての離乳食（伊藤浩明、上田玲子監
修）◆まあまあふうふう。（八千草薫）◆イチローの功と罪（野村克也）◆はじめてのテント山行（栗山祐
哉監修）◆カラスの毎日（松原始）◆ひぐらし先生、俳句おしえてください。（堀本裕樹）◆おじさんのト
ランク（芦辺拓）◆夏の騎士（百田尚樹）◆うしろから歩いてくる微笑（樋口有介）◆夏物語（ 川 上 未 映
子）◆密室を開ける手（藤本ひとみ）◆八本目の槍（今村翔吾）◆へぼ侍（坂上泉）◆途中下車はできませ
ん（山本巧次）◆三体（劉慈欣）◆づぼらん（奥山景布子）
＜児童書＞
◆生きかたルールブック（齋藤孝監修）◆民主主義は誰のもの？（プランテルグループ）◆プラスチッ
ク・プラネット（ジョージア・アムソン=ブラッドショー）◆日本１００名城のひみつ（萩原さちこ）
◆ひとりで作って、みんなで食べよ！はじめてのごはん（阪下千恵）◆発表がうまくなる（室木おすし
マンガ・イラスト）◆なぞとき対決！名探偵コナン（青山剛昌原作）◆怪盗クイーンニースの休日（は
やみねかおる）◆タヌキのきょうしつ（山下明生）◆おじいさんは川へおばあさんは山へ（森山京） 
＜絵本＞
◆まどのそと（佐野史郎）◆ちびねこのチュチュと、スプーンのあかちゃん（二宮由紀子）◆ギョギョ
ギョつり（矢野アケミ）◆かんさいののりもの（持田昭俊、樋口一成写真）◆キリンのあかちゃんがう
まれた日（志茂田景樹）◆おろろんおろろん（石黒亜矢子）◆ロージーのひよこはどこ？（パット・ハッ
チンス）◆クレムとカニさん（フィオナ・ランバーズ）◆うみがめのあかちゃん（市川宣子）◆空の上に
は、何があるの？（シャーロット・ギラン）◆ぼくたちはみんな旅をする（ローラ・ノウルズ）
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

定住促進の取り組み

　 南 丹 市 で は「Uタ ー ン　
Iタ ー ン　 な ん た ー ん 」を
キャッチコピーに、定住促進
を目的としたシティプロモー
ションに取り組んでいます。
　プロモーション動画やテー
マソングを制作しましたの
で、ぜひご覧ください。
＜動画＞

「南丹市へかえろう編」

問秘書広報課
TEL（0771）68-0065
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「がんになったらを考える」
セミナーを開催します

　船井医師会では、自分が、
もしくは親しい人、大切な人
が、がんになった時、がんが
進んでしまった時どうすれば
よいのか、ヒントとなる講演
会を開催します。ぜひご参加
ください。【要申込】
●日程　10月19日（土）
●�時間　午後2時〜3時40分
（開場　午後1時30分）
●�場所　京都中部総合医療セ

ンター第2病棟5階講堂
●�内容　【 講 演 ① 】「 が ん に

なったら〜治療のこと」
　 講師　京都中部総合医療セ

ンター副院長　山岡延樹氏
　 【講演②】「がんが進んでし

まったら〜自宅で受ける緩
和ケアのこと」

　 講師　川西診療所　川西祥
宏　医師
●�申込方法　10月11日（金）

までに住所、氏名をご記入
の上、明治国際医療大学
附属病院　地域連携室FAX
（0771）72-0505へお申し込
みください。

問高齢福祉課　
TEL（0771）68-0006

視覚障害者ふれあいのつ
どいを開催します

　10月は目の愛護月間です。
目についての不安やお悩みを
お持ちの方、ぜひご参加くだ
さい。【要申込】
●�日時　10月10日（木）午前

10時30分〜午後3時
●�会場　京丹波町中央公民館

京丹波町蒲生野口38
●内容　
・ 午前の部　眼科医のお話
「目の病気について」

・ 午後の部　体験発表、楽器
演奏

※ 視覚障害者用の補装具や日
常生活用具の展示もいたし
ます。
●�申込方法　9月30日（月）ま

でに電話でお申し込みくだ
さい。

問�京都府視覚障害者協会南丹
京丹波支部　髙屋、広瀬

TEL（0771）62-2722
TEL（0771）62-3262

●�講師　健康運動指導士　皆
本　圭美　氏
●�日時　11月14日（木）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
●�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25日（金）

までに下記に電話でお申込
み下さい。

※「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

運動教室の参加者を募集
します

　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。
　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。全3回の運動教室の
第２弾は「自宅でできるなが
ら運動〜小さめのボール・階
段を使って体幹を鍛えよう
〜」について学びます。ぜひ
ご参加ください。
●�内容　「自宅でできるなが

ら運動〜小さめのボール・
階段を使って体幹を鍛えよ
う〜」

「なんたん体力測定会」の参加者を募集します

　誰にでも取り組める体力測定会を開催します。60分程度でで
きる簡単な体力測定ですので、初めての方も安心してご参加い
ただけます。この機会に、楽しく体力を測ってみませんか。

【要申込】
●日程など

日程 受付時間 会場

11月7日（木）
午前10時、午前11時、
午後1時30分、午後2
時30分

国際交流会館

11月12日（火） 午後1時30分、
午後2時30分 美山保健福祉センター

●定員　各受付時間15人
●対象者　南丹市に住民票を置く、おおむね65歳以上の方
●�測定内容　体組成測定、握力、歩行速度、椅子立ち上がりな

どの体力測定（できない種目は省くことができます。）
●�申込方法　10月16日（水）までに郵便番号、住所、氏名、年齢、

生年月日、電話番号、希望会場、希望受付時間を電話でご連
絡ください。

※ 希望会場および希望受付時間は先着順です。定員になり次第、
締め切ります。詳細については後日ハガキで案内します。
●�結果説明会　おおむね2週間後に測定結果の説明会を行いま

す。日程につきましては、体力測定会でご案内します。（欠席
の場合は結果を郵送します。）

※ なんたん体力測定会は「なんたん健幸ポイント50」の対象事業
です。
●測定団体　NPO法人元気アップAGEプロジェクト
問保健医療課　
TEL（0771）68-0016
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「齋藤洋　草木染」展を
開催します
＜展示＞
●�開催期間　9月18日（水）〜

10月20日（日）
　 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）
＜イベント＞
●日時　10月5日（土）
・午前の部
　午前10時30分〜正午
●�内容　「野染め」屋外で長い

布に天然染料を使ってみん
なで染めます。

　 染めた布は分けてお持ち帰
りいただきます。
●定員　先着40名
●参加費　1,000円
※雨天の場合は室内で実施
・午後の部　
　午後2時〜午後3時
●�内容　齋藤牧子さんによる
「ヴァイオリンでめぐる世
界旅行」
●定員　先着50名　　
●入場料　1,000円
●�申込方法　電話でお申し込

みください。
※ 午前・午後ともでお申し込

みの方は1,500円となりま
す。

問美山かやぶき美術館
TEL（0771）75-1777�

るり渓収穫祭を開催しま
す

　自然の中でヤギと触れ合え
る収穫祭を開催します。ス
テージパフォーマンスやおい
しい食べ物も盛りだくさんで
す。気軽に遊びに来てくださ
い。
●日時　9月29日（日）
　午前11時〜午後3時
●�場所　るり渓高原やぎ牧場

南丹市園部町大河内小米坂
1-3
●�内容　ステージパフォーマ

ンス、出店、やぎふれあい
体験

問しぜん塾やぎ農園
TEL（0771）68-1221
FAX（0771）68-1222
�shizen109@athomeweb.
net

「八木城と城主内藤ジョ
アン」歴史勉強会を開催

　来年１月から放送予定のＮ
ＨＫ大河ドラマ主人公「明智
光秀」と深いつながりがある、
八木町の「八木城と城主内藤
ジョアン」の歴史について勉
強会を開催します。この機会
に地域の歴史について学んで
みませんか。
●日時　10月5日（土）
　午前10時〜午前11時30分
●�場所　八木公民館2階集会

室
●参加費　無料
●�内容　山城ファンや観光客

が多く訪れる府内最大級の
規模を誇る山城である「八
木城」と壮絶な人生を歩ん
だ郷土の偉人キリシタン武
将「城主内藤ジョアン」の歴
史について、地元の郷土史
愛好家八木幸雄さんからお
話をしていただきます。

問八木町南地区大堰塾
TEL090-3625-4881

要約筆記者養成講座の受
講者を募集します

　要約筆記とは、聴覚障害の
ある方（とりわけ難聴者・中
途失聴者）のために、話の内
容をその場で文字にして伝え
ることです。手書きで伝え
る「手書きコース」とパソコン
に入力して伝える「パソコン
コース」の2コースを実施し
ます。
●受講資格　
・ 講座受講後、京都府の要約

筆記者として登録し、活動
が可能な方

・ 講座（前期課程・後期課程）
修了後、認定試験を受験し、
京都府への登録を希望する
方

※ パソコンコースについて
は、上記資格に加え、講座
へのパソコン（一定の性能
と環境が必要）の持参、お
おむね70字／分以上の文
字入力速度、パソコンの基
本的な操作技術などが必要
です。
●�会場　京都府聴覚言語障害

センター（京都府城陽市寺
田林ノ口11番64）
●�日時　11月8日から令和2

年2月14日までの金曜日
（全7回）

　午前10時〜午後4時
●�受講料　無料（ただしテキ

スト代、教材などの実費負
担が必要）
●�申込方法　10月17日（木）

までにお申し込みくださ
い。

問�京都府聴覚言語障害セン
ター京都府要約筆記者養成
講座事務局

TEL（0774）30-9000
FAX（0774）55-7708
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洞の松茸採り＆鯖なれず
し即売会

　美山の最奥地“洞”で、松茸
採り＆鯖なれずし即売会を開
催します。

【要申込】
＜松茸採り＞
●開催日　10月12日（土）
●�時間　午前9時30分〜午後

2時（雨天・松茸不作の場
合は中止）
●�集合場所　洞公民館（南丹

市美山町豊郷湯ノ口33-2）
※ 松茸のお持ち帰りはできま

せん。
●�会 費　1人15,000円（ 昼

食・保険代含む）
●�昼食　松茸・地鶏・地卵の

すき焼き、松茸ごはん、松
茸お吸い物（全部美山産）
●�持ち物　飲料・雨具・登山

のできる服装・帽子・手袋・
歩きやすい靴
●�申込方法　10月3日（木）ま

でに住所、氏名、年齢、電
話番号を電話でお申し込み
ください。
●定員　15人（先着順）
＜鯖なれずし即売会＞
●開催日　10月12日（土）
●日時　午前10時〜午後1時
●�代 金　1本1,000円（ 限 定

40本）
●�申込方法　10月9日（水）ま

でに氏名、電話番号、本数
をお伝えください。

問洞区　
TEL090-1446-1007

ダブルケア ピア・サポーター
養成講座を開催します

　京都府では、同時期に育児
と介護の両方に直面する「ダ
ブルケア」の問題に対応する
ため、必要な情報提供や生活
上の相談を受けるための基
本的な知識・技術を身につけ
ることができる、「ダブルケア 
ピア・サポーター」の養成講
座を開催します。
●�対象　京都府内のダブルケ

ア経験者（現在経験中の方
も含む）

※ 研修終了後、京都府および
市町村が実施するダブルケ
ア支援事業において、ピア・
サポーターとして活動協力
できる方。
●�日程、場所　①10月6日
（日）、福知山地域子育て支
援ひろば　すくすくひろば

（福知山市字堀2726番地
の1）

　 ②10月7日（月）、京都市子
育て支援総合センターこど
もみらい館

　 （京都市中京区間之町通竹
屋町下る楠町601-1）

※内容はどちらも同じです。
＜共通事項＞
●�時間　午前10時30分〜午

後3時30分
※ 正午〜昼食交流会（実費徴

収で弁当注文あり）
●�保育　あり（生後6ヵ月以

上。9月30日（月）までに電
話でお申し込みください。）
●�申込方法　10月3日（木）ま

でに電話でお申し込みくだ
さい。

問（一社）ダブルケアサポート
　（受付時間　月〜金曜日
　午前10時〜午後5時）
TEL（045）324-5033

第27回南丹市チャリティ
ゴルフ大会参加者募集

　福祉事業の振興などを目的
に開催します。

●日時　11月6日（水）
※ 開始時間などは申込者にお

知らせします。
●場所　るり溪ゴルフクラブ
●�参加資格　大会趣旨に賛同

いただける方
●�競技方法　18ホールスト

ロークプレイ（ダブルぺリ
ア方式）
●�参加費　12,000円（ チ ャ

リティ金、昼食、懇親会・
プレイフィ費を含む）
●�申込方法　10月23日（水）

までに、住所、氏名、電話
番号を明記の上（グループ
で申し込む場合は、住所お
よび電話番号は代表者の
み明記）、郵便はがきまた
はFAXでお申し込みくださ
い。（電話での申し込みは不
可）

※ できるだけ4人1組でお申
し込みください。
●�主催　南丹市ゴルフ協会
問るり溪ゴルフクラブ
FAX（0771）65-0810
〒�622-0065　南丹市園部町
大河内深田1番地

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
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