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お知らせ

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、10月中頃から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。対象
地域は、園部・八木地域です。
　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

南丹市競争入札参加資格審査申請の受付について

　南丹市が発注する測量・建設コンサルタント等業務、物品・
役務などに係る競争入札参加資格申請の定期受付を行います。
入札（または見積りによる調達）に参加を希望される方は、入札
参加資格審査申請書を提出してください。
　なお、建設工事については、平成30年11月に定期受付が終
了しており、今回はその申請漏れ、または業種の追加などの変
更が生じた場合を対象とし受付を行います。変更がない場合は、
今回の申請は不要です。
●受付期間　11月1日（金）〜29日（金）　
※土・日・祝日を除く
　午前9時〜正午、午後1時〜5時
※郵送の場合は、11月29日（金）の消印有効。
●�提出書類　南丹市ホームページ「事業者の方へ」の「入札・契約
情報」から入手してください。
※�紙に印刷された状態での提出書類の入手を希望される方は、
監理課および各支所総務課でお渡しします。
●提出部数　1部
●�提出方法　要領の書類を上から順に重ねたものをとじ、左辺
二つ穴開けかつホッチキスどめの上、持参または郵送で提出
してください。
●有効期間　令和2年4月1日〜令和4年3月31日（2年間）
※建設工事　令和2年4月1日〜令和3年3月31日
問監理課　TEL（0771）68-0086　FAX（0771）62-3122

kanri@city.nantan.lg.jp

  南丹市公式ＬＩＮＥで災害情報が配信されます

　南丹市では、公式ＬＩＮＥを開設し、イベント情報や市政情
報などを発信しています。
　このたび、南丹市関係の気象警報や地震情報などをメールで
配信する「なんたんメール」をＬＩＮＥでも受信可能となりまし
た。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、園部川・由良川情報など）が配信されますの
で、ぜひご登録ください。
●登録方法　下の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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令和２年度府社寺等文化資料保全補助金について

　貴重な文化資料を後世に残すため、緊急に保全が必要でかつ保全に要する経費の負担が困難な所
有者に対し、府から補助金を交付します。
●補助額　いずれも事業費の2分の1以内とし、それぞれに定める限度額を上限とします。
●事業種別・補助限度額など

＜１. 文化資料保存施設および設備の整備事業＞
事業種別 限度額 摘要

収蔵庫の設置 150万円 価値の高い美術工芸品を保存する収蔵庫の新設
防災防犯設備の整備または
保存施設の修理 100万円 既存の収蔵庫、土蔵などの修理ならびに防災・防犯設備

の設置、修理など

＜２. 文化資料の補修事業＞
事業種別 限度額 摘要

美術工芸品の補修  80万円 学術・芸術上価値が高いと認められる美術工芸品の補修
（昭和20年以前の作品※）

建造物の修理 200万円
価値が高いと認められる建造物（昭和20年以前※）の修
理で、建立当時の工法、仕様、材料などについて現状維
持できるもの

※大正・昭和の建造物・書画、明治・大正・昭和の彫刻・工芸品は学識経験者の推薦状が必要です。

＜３. 民俗文化資料の保全事業＞
事業種別 限度額 摘要

有形の民俗文化資料の保全 100万円 住民生活の推移を知る上で貴重な資料となるもの

無形の民俗文化資料の保全  30万円 地域の住民生活の中で伝承されている民俗芸能、伝統行
事で価値があると認められるもの

無形の民俗文化資料の映像
などの記録整備 100万円 文書、写真、映像などの記録を作成し、その芸能行事の

所作や工芸技術の工程などを忠実に記録するもの

＜４. 遺跡・名勝・天然記念物の保全事業＞
事業種別 限度額 摘要

遺跡・名勝・天然記念物の
保全  20万円 市町村が指定もしくは登録したものに限る

＜５.その他＞
事業種別 限度額 摘要

その他  20万円 上記１〜４以外のもの

＜共通事項＞
●対象外　①または②に該当する場合は対象外です。
　①国の指定文化財や府の指定・登録文化財（いずれも民俗文化財を除く）
　②個人所有物件や既に事業の着手および完了したもの
●�事前審査　事前に修理事業計画のヒアリングを行います。補助事業の活用をお考えの場合は、12
月27日までに社会教育課　文化財保護係へご連絡ください。
※事前審査をもって、補助金の交付が確定するものではありません。
●持ち物　現況写真、あれば見積書
●その他　令和3年度以降に事業の実施を希望される方もご相談ください。
問社会教育課　
TEL（0771）68-0057
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かかりつけ薬局、お薬手
帳を活用しましょう！
　複数の薬を服用するとき
は、薬の重複や飲み合わせに
気を付けないといけません。
　「お薬手帳」に薬局でもらっ
た薬を記録し、薬剤師や医
師、歯科医師に見てもらうこ
とで、薬の重複や相互作用が
起こることを防ぐことができ
ます。特に、「電子版お薬手帳」
は、家族全員の薬を一つのス
マートフォンで管理できると
ともに、いつも身に付けてい
るものですので、災害時など
でもお薬の情報をもれなく伝
えることができるなど便利で
す。
　また、いつも利用する薬局
を「かかりつけ薬局」として一
つに決めることで、医師から
処方された薬だけでなく、市
販薬やサプリメントなどの情
報も一元的・継続的に管理し
「かかりつけ薬剤師」が相談に
応じてくれるなど、薬による
治療がより効果的なものにな
るようお手伝いをしてもらえ
ます。
　「かかりつけ薬剤師・薬局」、
「お薬手帳」を上手に活用しま
しょう。
問 京都府南丹保健所環境衛生

室衛生・検査担当
TEL（0771）62-4754

労働保険に加入しましょ
う
　労働保険の成立（加入）手続
はお済みですか。
　労働者を一人でも雇用して
いれば労働保険に加入する必
要があります。
問京都労働局労働保険徴収課
TEL（075）279-3220

相談会

法律・家庭・人権無料相
談所開設
　法律、家庭および人権の問
題でお困りの方は、お気軽に
ご相談ください。
●日時　10月29日（火）
　�午前10時15分〜午後3時
30分
●�受付時間　午前10時15分
〜午後2時45分
●�場所　京都市左京区役所1
階大会議室B
　�（京都市左京区松ヶ崎堂ノ
上町7番地の2）

問京都地方裁判所総務課
TEL（075）211-4421

「1日調停相談会」開催の
お知らせ
　調停は、裁判のように判決
で決着する方法ではなく、当
事者の話し合いで、解決を図
る手続きです。家族内の感情
の行き違いからくる衝突で
は、お互いの気持ちを聴き、
法律を基準に、話し合いで解
決を目指します。
●日時　11月1日（金）
　午前10時〜午後3時
●場所　国際交流会館2階
　第3研修室
●�相談内容　離婚などの夫婦
関係、養育費、遺産分割、
交通事故の賠償、建物の明
け渡しなど。
●相談員　弁護士、調停委員
問園部簡易裁判所
TEL（0771）62-0237

京都府ナースセンターの
出張相談を開催します
　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。
●日時　11月6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

子育て支援

子育てすこやかセンター
11月事業のお知らせ

＜共通事項＞
●�申込方法　事前に来所いた
だくか、電話でお申し込み
ください。
●�集合時間　開始時間の15
分前にはお集まりくださ
い。
※�気象警報発表時は、事業を
中止する場合があります。

＜お話会＞
●日時　11月15日（金）
　午前10時30分〜11時
＜ベビーマッサージ＞
●日時　11月18日（月）　
　�午前10時30分〜11時30分
※�バスタオルをご持参くださ
い

＜子育て講座＞　
●日時　11月21日（木）　
　�午前10時30分〜11時30分
●�内容　谷村伸子言語聴覚士
による「ことばを育てる関
わり方」

＜親子リトミック＞
●日時　11月27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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南丹市ファミリー・サポート・センター講習会のご案内

　南丹市ファミリー・サポート・センターは、子育ての援助をしたい人（まかせて会員）と、子育て
の援助を受けたい人（おねがい会員）が相互援助を行う会員組織です。
＜令和元年度　第2回まかせて会員講習会＞

開催日 時間 会場 講座内容

11月14日（木）

午前９時30分〜10時30分
市役所
4号庁舎
2階会議室

まかせて会員として活動するために
午前10時30分〜正午 発達障害について
午後１時〜2時30分 子どもの病気について
午後2時30分〜4時 子どもの事故と予防について

11月19日（火）

午前9時〜正午 城南保育所
保育実習
（子どもの発達と生活習慣について）
（子どもの遊びについて）

午後1時30分〜3時
市役所
4号庁舎
2階会議室

子どもの栄養と食生活について

12月6日（金） 午前10時30分〜11時30分
子育て
すこやか
センター

救急救命について

※�救急救命の講習については、子育てすこやかセンターの「子育て講座　園部消防署による救急救命
講習」と合同で開催します。
●申込方法　10月31日（木）までに、来所または電話でお申し込みください。
※�託児を行います（無料）。ご希望の方は、申し込みの際に必ずお伝えください。詳細は別途ご連絡
いたします。

＜まかせて会員を募集しています＞
　保育所の送迎など、空いている時間に少しでも援助できる「まかせて会員」を募集しています。
※�子育てを支える「まかせて会員」には、安全に活動していただくため、「まかせて会員講習会」を受講
していただきます。

＜おねがい会員を募集しています＞
　もしものときのために、登録だけでもしていただけます。
●利用時間　午前7時〜午後8時（12月29日〜1月3日を除く）
●利用料金　平日1時間あたり700円、土・日・祝日1時間あたり800円
問南丹市ファミリー・サポート・センター（南丹市子育てすこやかセンター内）
TEL（0771）68-0082
問子育て支援課
TEL（0771）68-0017

「ファミサポ」レベルアッ
プ講習会のご案内
　ファミリー・サポート・セ
ンターまかせて会員のレベル
アップのため、講習会を開催
します。
●�日時　10月18日（金）午前
10時〜11時（受付午前9時
40分）
●�場所　市役所4号庁舎2階
会議室
●�演題　「発達障害のある子

どもたちへの魔法の接し
方」
●�講師　ＮＰＯ法人発達障害
を考える会　ぶどうの木　
菅生　哲二さん
●�対象　ファミリー・サポー
ト・センターまかせて会員、
おねがい会員、両方会員ま
たは子育てに関わっておら
れる方
●�申込方法　10月16日（水）
までに、お電話でお申し込
みください。

●�託児　ご希望の方は、申し
込みの際に必ずお申し出く
ださい。詳細は別途連絡し
ます。（無料）

問 南丹市ファミリー・サポー
ト・センター（南丹市子育
てすこやかセンター内）

TEL（0771）68-0082
問子育て支援課
TEL（0771）68-0017
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「くまちゃんの子育て座
談会」開催のお知らせ
　昨今、報道されているよう
に、痛ましい子どもを取り巻
く事件が増えています。京都
府こどもつながり応援隊事業
として、地域での子どもの健
やかな成長に向け、子どもの
見方や発達、虐待について理
解を深める座談会を開催しま
す。関心のある方は、ぜひこ
の機会にご参加ください。
●�日時　10月31日（木）午後
1時30分〜3時30分
●場所　国際交流会館
　3階和室
●定員　20名　
※�託児はありませんが、お子
様同伴での参加は可能で
す。
●�申込方法　10月24日（木）
までに、電話、ＦＡＸまた
はメールで、住所、氏名、
電話番号、メールアドレス、
お子様同伴の有無（同伴の
場合はお子さんの年齢）を
記入の上、お申し込みくだ
さい。�

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

 kosodate@city.nantan.
lg.jp

育児用品あげます・くだ
さい会のお知らせ
　家庭で不要になった育児用
品の有効利用のため、あげま
す・ください会を開催します。
＜あげます・ください会＞
●日時　11月8日（金）
　午前10時30分〜11時
●�場所　子育てすこやかセン
ター
●�対象　すこやかセンターを
利用されている方
※�育児用品を持ち帰られる方
はマイバッグをご持参くだ
さい
※�行事への参加は、市内在住

の親子限定としています
※�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
※�提供物品が少ない場合は開
催中止となります

＜育児用品提供のお願い＞
　物品を提供していただける
方は、10月25日（金）までに
ご連絡ください。
※無償により提供ください
※�提供していただくものは、
育児用品に限らせていただ
きます
※�残ったものは、提供者にお
持ち帰りいただきます
※�提供品は洗濯、点検などを
行ってください。（汚損して
いるものなどは不可）
※�チャイルドシートやベビー
カーなどは説明書、保証書
を添付してください

問 南丹市子育てすこやかセン
ター　

TEL（0771）68-0082

令和2年度市立幼稚園の
利用申し込みについて
　令和2年度において南丹市
立幼稚園の利用を希望される
方は、次のとおりお申し込み
ください。
●�入園対象　市内在住（転入
予定の方も含む）の3歳児
から5歳児（令和2年4月1
日時点年齢）
・�3歳児（平成28年4月2日〜
平成29年4月1日生まれ）
・�4歳児（平成27年4月2日〜
平成28年4月1日生まれ）
・�5歳児（平成26年4月2日〜
平成27年4月1日生まれ）

●�市立幼稚園の概要　3〜5
歳児を募集しています。
・�園部幼稚園（園部町小桜町
44）TEL（0771）68-0083
・�八木中央幼稚園（八木中央
幼児学園�短時部）（八木町
西田河原條42）
　TEL（0771）42-5189
※�見学は各園に直接申し込み
ください
●�申請書類　支給認定申請
書、幼稚園利用申込書
※�利用案内・提出書類は10
月23日（水）から配布しま
す。各受付場所に備え付け
ているほか、市ホームペー
ジからもダウンロードでき
ます。
●�受付期間　11月1日（金）〜
11月22日（金）※土・日・
祝日は除く
●�受付場所　各幼稚園、子育
て支援課および各支所
※�開園、開庁時間内にお願い
します
●保育料　無償
※�八木中央幼稚園は、給食費
3,500円が必要です

問子育て支援課
TEL（0771）68-0017

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2年度「すこやか学
園」の入園申し込み
　令和2年度において幼児の
館「すこやか学園」の入園を希
望される方は、次のとおりお
申し込みください。
●�施設名　幼児の館「すこや
か学園」
※�すこやか学園とは、集団の
中での遊びの場を通じ、子
どもの心身の健全な発達を
助長し、また親同士が子育
てについて学び合い、親子
がふれあい、育ち合うこと
を目的に、2歳児を対象に、
保護者同伴で利用いただく
施設です。
●�所在地　園部町小桜町（園
部幼稚園内）
●定員　20人×2学級
●�入園対象　市内在住の2歳
児とその保護者（転入予定
の方も含む）で、原則1年
間の通園が可能な方。
※�入園対象児の年齢は、令
和2年4月1日時点の年齢で
す。
●�開設日　週2日（月、木曜日
クラスと火、金曜日クラス）
※�クラスは指定できません。
クラス編成は園で行いま
す。
●開設時間　午前の2時間
●使用料　月額2,000円
●提出書類　入園申込書
※�利用案内・入園申込書は
10月23日（水）から配布し
ます。各受付場所に備え付
けているほか、市ホーム
ページからもダウンロード
できます。　
●�受付期間　11月1日（金）〜
11月22日（金）　
※土・日・祝日は除く
●�受付場所　園部幼稚園、子
育て支援課および各支所
（開園および開庁時間内に
お願いします）
※�定員を超えて申し込みが
あった場合は、抽選で入園
者を決定します。

（申し込みなど事務手続きに関する事）
問子育て支援課　TEL（0771）62-0017

（すこやか学園の運営に関する事）
問園部幼稚園　TEL（0771）68-0083

令和2年度市立保育所の利用申し込みについて

　令和2年度において南丹市立保育所の利用を希望される方は、
次のとおりお申し込みください。
●�入所対象　市内在住で、父母などの保護者のいずれもが、家
庭で保育することが困難な場合にある子ども（転入予定の方も
含む）
●募集する保育所

保育所名 所在地 入所対象児

園部保育所 園部町
木崎町 1歳児〜5歳児

城南保育所 園部町
城南町

0歳児（満6カ月児）、
2歳児〜5歳児

八木中央保育所
（八木中央幼児学園�長時部）

八木町
西田 1歳児〜5歳児

八木東保育所
（八木東幼児学園）

八木町
北屋賀

0歳児（満6カ月児）
〜5歳児

日吉中央保育所 日吉町
保野田

0歳児（満6カ月児）
〜5歳児

胡麻保育所 日吉町
胡麻 1歳児〜5歳児

みやま保育所 美山町
島

0歳児（満1歳児）
〜５歳児

知井保育所 美山町
中 1歳児〜5歳児

※�入所対象児の年齢は、令和2年4月1日時点の年齢です。0歳児
については（　）内の月年齢に達してからが対象になります
※�城南保育所の1歳児については、令和2年度4月から利用開始
の申し込みは受け付けません
●�申請書類　「支給認定申請書」、「保育施設及び保育事業利用希
望申込書」のほか世帯の状況に応じて添付書類として就労等証
明書、医師の診断書などが必要となります。
※�募集要項・提出書類様式は10月23日（水）から配布します。各
受付場所に備え付けるほか、市ホームページからもダウンロー
ドできます。　
●受付期間　11月1日（金）〜11月22日（金）
※開所および開庁時間内にお願いします。
●受付場所　各保育所、子育て支援課および各支所
●�保育料　市町村民税額を用いて算定します。3歳児〜5歳児は
保育料無償化により、副食費が必要です。

問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017
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催し

府内産材もくもくコン
クール作品展示
　南丹市・京丹波町内の小中
学校から募集した府内産材を
活用した木工作品を展示しま
す。将来を担う子どもたちが、
木材の有効活用の意義を理解
するために、自由な発想で製
作した木工作品となっており
ます。
●�展示期間　10月1日（火）〜
11月1日（金）（月曜除く）
●�展示場所　南丹市五ヶ荘地
域活性化センター

問 南丹広域振興局森づくり推
進室　

TEL（0771）22-1017

「第13回京都丹波美術工
芸教育展」を開催します
　南丹地区の保育所・幼稚園
から大学校まで、幼児・児童・
生徒が制作した美術工芸作品
を一堂に展示します。
●日時　10月19日（土）
　�午前9時30分〜午後５時、
10月20日（日）午前９時30
分〜午後３時
●�場所　国際交流会館・文化
博物館
●�内容　展示作品（南丹地区の
公立保育所、幼稚園、小学校、
中学校、義務教育学校、高
等学校、特別支援学校の幼
児、児童および生徒や京都
伝統工芸大学校の学生およ
び卒業生が制作した美術工
芸作品など）（約1,100点）

問 京都丹波美術工芸教育展実
行委員会事務局（京都府南
丹教育局内）

TEL（0771）62-0354

介護教室を開催します

●日時　10月26日（土）
　午後1時30分〜3時
●場所　アイリス福祉会
　地域交流多国山ホール
●�内容　家庭でもできる認知
症ケア技法「ユマニチュー
ド」、きくち体操、介護技
術講座「おむつの種類・選
び方・あて方」
●�その他
・�午前10時〜午後4時30分、
認知症カフェ
　「ちょっといっぷく」
・�午後1時〜午後4時、南丹
市地域包括支援センターに
よる健康測定および介護相
談窓口

問（福）アイリス福祉会業務課
TEL（0771）43-0228

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＞
◆超時短のパソコン仕事術（きたみあきこ）◆明智光秀の城郭と合戦（高橋成計）◆せとうちスタイル
◆孤絶（読売新聞社会部）◆静かだったら、学校と同じじゃん（石田かづ子、増山均編著）◆学校を長
期欠席する子どもたち（保坂亨）◆農業高校へ行こう！（全国農業高等学校長協会監修）◆世界一美し
い星空の教科書（大平貴之）◆動物園＆水族館完全ガイド（かみゆ子ブタ編集部編）◆子どもと一緒に
覚えたい貝殻の名前（東海大学海洋学部、海洋科学博物館監修）◆ネコもよう図鑑（浅羽宏）◆命を守
る、救える！応急手当＜イラスト図解＞事典（横田裕行監修）◆200のポーズがわかるＹＯＧＡ図鑑
（三和由香利）◆きほんの糸紡ぎ（緒方伶香）◆手順3つで、しっかりおいしい毎日のシニアごはん（高
田和子監修）◆大切な親に、これなら「決心」させられる！免許返納セラピー（志堂寺和則監修）◆60歳
からのひとり旅鉄道旅行術（松本典久）◆大家さんと僕これから（矢部太郎）◆エセルとアーネスト（レ
イモンド・ブリッグズ）◆ぼくらがアニメを見る理由（藤津亮太）◆最高のラジオ体操（青山敏彦）◆森
があふれる（彩瀬まる）◆虹にすわる（瀧羽麻子）◆烈風ただなか（あさのあつこ）◆20�CONTACTS�
（原田マハ）◆お会式の夜に（黒野伸一）◆黄金夜界（橋本治）◆最後の手紙（アントニエッタ・パストー
レ）◆流星のソード（柄刀一）
 ＜児童書＞
◆小中学生のための初めて学ぶ著作権（岡本薫）◆消防官の一日（WILL�こども知育研究所編）◆北極
と南極の「へぇ〜」くらべてわかる地球のこと（中山由美╱文・写真）◆知っておきたい！モノのしく
み（ジョン・ファーンドン,ロブ・ビーティー）◆めざせ鉄道博士！日本全国鉄道路線地図（地理情報
開発編）◆洞察力ＵＰ！東大式将棋勝つための上達法（片上大輔監修）◆放課後の文章教室（小手鞠る
い）◆おばけとしょかん（斉藤洋）◆ねこの小児科医ローベルト（木地雅映子）◆きみの存在を意識する
（梨屋アリエ）
＜絵本＞
◆かわにくまがおっこちた（リチャード・T.モリス）◆スノーウィとウッディ（ロジャー・デュボアザ
ン）◆くだものたちのないしょだよ（はせがわかこ）◆あやしいぶたのたね（佐々木マキ）◆水の絵本
（長田弘）◆いえでをしたてるてるぼうず（にしまきかやこ）◆ちいさなひこうきのたび（みねおみつ）
◆きんぎょびじゅつかん（高岡昌江）◆じゅんびはいいかい？（末吉里花）◆「危険なジェーン」とよば
れても（スザンヌ・スレード）
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
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元気アップ体操体験会　
参加募集
　「元気アップ体操を体験し
てみたい！」、「集まりで体操
を取り入れてみたい！」とい
う方々に対して、南丹市介護
予防サポーター（元気アップ
なんたん）が地域の会場まで出
向き、元気アップ体操を皆さ
まに体験していただきます。
　元気アップ体操は、音楽体
操と筋トレで体・頭・心が
元気になる楽しい体操です。
立ってでも座ってでもでき、
体力に合わせて無理なく参加
できます。南丹市介護予防サ
ポーターが市内６か所で元気
アップ体操の教室を開催して
おり、沢山の方にご参加頂い
ております。
●�対象　元気アップ体操の体
験を希望するサロンや団体
●�回数・時間　体験は1団体
につき、2〜3回。1回の時
間は40〜60分程度。
●募集団体数　若干数
●�申込方法　11月1日（金）ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。
※�体験会のご希望が多数の場
合は、早めに締め切らせて
頂く場合がありますので、
ご容赦ください。
※�希望日については、今年度
中にお願いします。

問保健医療課　
TEL（0771）68-0016

自力アップ体操指導者養
成講習第5期生募集
　身体を良い状態に保ち健康
を手に入れるには「バランス
を整える＝手入れ」が欠かせ
ません。手入れをせずに日常
生活や運動などの活動をし
ているといつか身体は壊れま
す。この講習では、人の身体
が壊れていく（症状）仕組みを
知り、これを防ぐためのバラ
ンス調整と手入れの手法を基

●日時　12月6日（金）
　�午後1時30分〜午後3時15
分（受付：午後1時15分〜）
●�場所　国際交流会館コスモ
ホール
●�内容　「鍼灸師がオススメ
する筋トレ〜カラダの声を
聴いてみよう〜」
●�講師　明治国際医療大学　
吉田行宏さん
●�対象　市内在住の概ね20
歳〜74歳の方で、ウオーキ
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　11月22日（金）
までに電話でお申し込みく
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

南丹市下水道フェスティ
バルの開催について
　下水道の役割や事業への理
解を深めていただくことを目
的に南丹浄化センターの施設
を公開します。
　施設の案内に加えて賞品の
当たるクイズ大会、環境向上
のために働く車両の展示・実
演コーナーなど楽しめるイベ
ントを多数用意してご来場お
待ちしています。
●�日時　10月26日（土）午前
10時〜午後3時30分まで
※�雨天の場合は、一部催し物
を変更する場合がありま
す。
●�場所　南丹浄化センター
（八木町山室南里18番地2）
●�内容　南丹浄化センター施
設案内、下水道クイズ大会、
働く車両の展示・実演、微
生物観察コーナー、八木中
学校吹奏楽部の演奏、魚の
つかみ取り、スーパーボー
ルすくい、当てものコー
ナー（中学生以下限定）ほか

問下水道課　
TEL（0771）68-0054

礎から学べます。
●�日 程　11月7日、21日、
12月5日、19日、1月16
日、30日、2月13日、27日、
3月12日、26日
※いずれも木曜日
●�時間　午後7時30分〜9時
●�場所　日吉町生涯学習セン
ター　遊youひよし
●�対象　成人の男女（専門知
識はなくても可）
●�内容　実技（体操実践、歪
みの見方、指導法）・座学（体
操理論、体の基本知識）
●�受講料　10,000円（保険
料込）＋年会費3,000円
●定員　10名
●�健康運動指導士認定　試験
（実技・筆記）
※�自力アップ体操とは、身体
の動きを修正して歪みをな
くし、「痛みなど症状の回
復」と「基本動作（座・立・
歩）を取り戻す」体操です。
北園忠美氏（健康運動指導
士　大阪体育大学非常勤講
師）が身体の仕組みと独自
理論から考案した15種目
の体操で、子どもから大人・
高齢者まで、どなたでもで
きます。�
●�申込方法　11月1日（金）ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。

問 南丹けんこう美人 中島光章
TEL090-3171-0413

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3弾
のテーマは「鍼灸師がオスス
メする筋トレ〜カラダの声を
聴いてみよう〜」です。
　教室では、身体をチェック
して自分の状態を把握してか
ら、東洋医学の観点からオス
スメする筋トレを学びます。
ぜひご参加ください。
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写真企画「なつそらピク
ニック」開催のお知らせ
　音楽室を一部屋まるごとカ
メラにします。大きなカメラオ
ブスキュラをつくり、映った像
を学生プロジェクトメンバー
と一緒にトレースします。
●�日時　10月26日（土）午後
1時30分〜
●�場所　吉富ノ庄（旧吉富小
学校）音楽室
●�内容　ワークショップ「音
楽室をまるごとカメラにし
よう！」
●�対象　小学生以上（小学生
は保護者同伴）�
●定員　10組
●�参加料　100円（イベント
保険）�
●�持ち物　飲み物、タオル、
軍手など
●�申 込 方 法　 HPhttps://
natsu-sora.localinfo.jp/
からお申し込みください。

問ワタリドリ写真部
TEL050-5361-7938

2019氷室の郷「収穫ま
つり」開催のお知らせ
　氷室の郷「収穫まつり」を今
年も開催します。ジャンボか
ぼちゃ重さ当てクイズや、新
米食味計り体験（0.5合ご持
参ください）・新型農業機械
の展示など多彩な催しを行い
ます。
●�日時　10月27日（日）午前
10時〜午後3時
●�場所　南丹市八木農村環境
公園「氷室の郷」
※�雨天時はホールにて開催し
ます。
●�内容　もちつき大会（ふる
まい餅）、和太鼓の演奏、
八木中学校吹奏楽演奏、熱
唱戦隊ウタウンジャー、
ヒップホップダンス、京都
八木よさこい、ウクレレ演
奏披露など、模擬店コー
ナー

問 八木農村環境公園「氷室の
郷」

TEL（0771）43-1128 
　（月曜：休館日）

美山育成苑「第28回苑
まつり」
　美山育成苑では、今年も「苑
まつり」を開催します。
●日時　10月27日（日）
　午前10時15分〜午後２時
●会場　美山育成苑体育館
●�内容　大野地区小学生によ
る和太鼓演奏、亀岡市吹奏
楽団による吹奏楽演奏、バ
ザー、模擬店、展示など

問 美山育成苑　苑まつり実行
委員会

TEL（0771）75-1561

幻の志和賀城ものがたり
講演会を開催します
●日時　10月27日（日）
　午後1時　開場
●�場所　志和賀区会議所（南
丹市日吉町志和賀）

＜第１部お楽しみコーナー＞
●�時間　午後1時30分〜2時
30分
●�内容　漫才（リスナップ）、
沖縄民謡・三線演奏（歌手
藤本真希さん）

＜第２部講演会＞
●�時間　午後2時40分〜3時
40分
●�演題　京都丹波の昔ばなし
幻の志和賀城ものがたり
●講師　郷土史研究部会　
　吉田　重光さん
※先着70名様限り冊子謹呈
問 志和賀区まちづくりプロ

ジェクト　吉田　
TEL090-1896-1997

南丹市園部女性の館講座
「山野草を楽しむ」開催
【要申込】
●日時　11月5日（火曜日）
　午前9時30分〜正午
●場所　園部女性の館
●内容　山野草の寄せ植え
●�運営協力金　3,000円（材
料費含む）
●�持ち物　エプロン・剪定ハ
サミ
●定員　15名
●講師　黒木勝　さん
●�申込方法　10月29日（火）
までに電話でお申し込みく
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

なんたにあんキッズカー
ニバルを開催します
　「世界のことをもっと知ろ
う！」というテーマで、世界
のいろいろな国の遊びやあい
さつ、「じゃんけん」などを外
国人の方と一緒に楽しみま
しょう。世界の衣装、世界の
絵本コーナーもあります。
●日時　10月20日（日）　
　午後1時〜4時30分
●場所　南丹市国際交流会館
　地下1階　コスモホール
問南丹市国際交流協会
TEL （0771）63-1840（ 火 ～ 金　

午後0時30分～4時30分）

Club J-WESTの森　森
づくりイベント
　秋のさわやかな一日、森�
に親しんでいただく多彩なイ
ベントを開催します。
●日時　10月26日（土）�
　午前10時30分〜�
※雨天中止�
●�場所　スチールの森京都�
（府民の森ひよし）�
※�JR園部駅から無料シャト�
ルバスを午前9時55分〜午�
後0時55分の間で、1時間
毎に運行します。�
●内容
＜自然観察＞【先着順、無料】
午前10時30分〜、午後2時〜�
＜木工教室＞【先着順、500�
円】午前11時〜、午後1時〜、�
午後2時30分〜�
＜体験・実演コーナー＞�【先
着順】�
・�薪割り・丸太切り体験　午
前11時45分〜、午後2時
〜�
・�燻製づくりミニ講座　午後
1時〜、午後1時40分〜、�
午後2時20分〜�　など

問 公益社団法人京都モデル
フォレスト協会 

　TEL・FAX（075）823-0170 
　 メ ー ル　kyomori@kyoto-

modelforest.jp
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美山ふれあいマルシェの
開催について
　道の駅美山ふれあい広場
で、美山ふれあいマルシェを
開催します。ミニステージや
アトラクション、地元食材を
ふんだんに使った屋台などが
出店されます。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　10月27日（日）　
　午前10時〜午後3時
●�場所　道の駅美山ふれあい
広場

問観光交流室　
TEL（0771）68-0050

kankou@city.nantan.lg.jp

パソコン講座を開催しま
す
　ワードとエクセルを学ぶ初
級講座です。それぞれの機能
を知り、操作を習得しながら
受講者どうしの交流も深めま
す。お気軽にご参加ください。
●�日 程　11月8日、15日、
22日、29日、12月6日、13
日（金）※いずれも金曜日
（6回）
●�時間　午後7時30分〜9時
30分
●�場所　日吉町生涯学習セン
ター（IT研修室）
●�対象　南丹市在住、在勤の
方（18歳以上）
●�講座内容　ワードとエクセ
ルの操作を学ぶ初級講座
●�講師　NPO法人丹波ネッ
トの先生
●�研修費　4,000円（テキス
ト・教材費を含む）　初回
にお支払いください。
●定員　先着9名
※�申し込み少数の場合、中止
することがあります
●�申込方法　10月30日（水）
午後5時までに、住所、氏
名、年齢、電話番号を電話
またはＦＡＸでお申し込み
ください。
●�その他　筆記用具とＵＳＢ
メモリーをご持参くださ
い。無ければ実費負担で準
備します。

　（往復約6.5kｍ）
●�持ち物　汗拭きタオル、帽
子、雨具、飲料
●�申込方法　11月2日（土）午
後5時までに、住所、氏名、年
齢、連絡先を電話又はFAX
でお申し込みください。
※�体調を十分チェックした上
でご参加ください。

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）

TEL（0771）72-3300　
FAX（0771）72-3311

「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　11月7日（木）
　午後2時〜4時
●場所　美山文化ホール　
　2階会議室
●�持ち物　田辺聖子さんの作
品

問美山図書室　
TEL（0771） 68-0046

トレーニング機器使用講
習会を開催いたします
　機器を使用したいと思われ
る方は、必ず受講してくださ
い。
●日時　11月8日（金）
　午後7時〜　　
※�体育館シューズをご持参く
ださい
●�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

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

問 日吉町生涯学習センター
「遊youひよし」
TEL（0771）72-3300
FAX（0771）72-3311

丹波栗の渋皮煮作りの参
加者を募集します
　平屋振興会ものづくり講座
で「渋皮煮」の作り方を学びま
せんか。丹波栗の歴史や美味
しい栗の見分け方も学べます
ので、多くの皆さんの参加を
お待ちしております。
●日時　11月16日（土）
　午前10時〜午後4時
●�場所　美山保健福祉セン
ター
●�参加費　500円（平屋住民
の方は無料）
●定員　40名
●�持ち物　エプロン、飲み物、
持ち帰り用タッパー（お１
人様４個ほどの渋皮煮を持
ち帰れます）、鬼皮剥き道具
がある方は持参ください。
●�申込方法　10月31日（木）
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。

問平屋振興会
TEL（0771）75-5300
FAX（0771）75-5301

健康ウオーキング参加者
募集
　秋真っ盛りの日吉町中世木
方面へ歩きます。賀善寺は、
明智光秀にお堂の丸柱を供出
するよう命じられ、そのしる
し（刻印）が残っている寺院で
す。当地の歴史に心を寄せな
がら歩きましょう。
●日時　11月9日（土）
　�午前9時15分〜正午（受付
９時〜）小雨決行
●�集合　スプリングスひよし
駐車場
●コース　スプリングス日吉
　⇒念佛寺・賀善寺（中世木）
　⇒スプリングス日吉駐車場
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「 企 業・ 団 体 向 け セ ミ
ナー」の開催について
　南丹市人権教育・啓発推進
協議会では、職場での人権意識
の高揚を目的に、「企業・団体
向けセミナー」を開催します。
　お互いを認め合うことによ
り、職場環境や生活をよりよ
くするコミュニケーションづ
くりについて、みなさんと一
緒に楽しく学びたいと思いま
す。
　個人参加も可能です。ぜひ
ご参加ください。
●日時　11月７日（木）
　午後2時〜午後3時30分
●�会場　市役所2号庁舎3階
301会議室
●�テーマ　「〜お互いを認め
合う〜　職場でのコミュニ
ケーションづくり」
●�講師　社会保険労務士　辻
綜合事務所　
　代表　辻　真吾さん
●�その他　参加費無料、事前
申込不要

問人権政策課　
TEL（0771）68-0015　
FAX（0771）63-2850

南丹やぎの青空市

　100回記念事業
　野外ライブを開催します。
　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

第45回南丹市園部町文化祭を開催します

　毎年恒例の南丹市園部町文化祭を開催します。お誘い合わせ
のうえ、ぜひご来場ください。
＜お茶席＞
●日時　11月2日（土）午前11時〜午後2時
●会場　国際交流会館2階
●料金　200円
＜出展の部＞
●日時　11月2日（土）・3日（日）午前9時〜午後5時
※最終日は午後3時まで
●会場　国際交流会館1・2階　
●�出展団体　園部短歌会、うたがき短歌会、如月短歌会、淇光
句会、土筆会、童画サークル、土筆会、硯友会、どんぐり、
園部町絵手紙サークル、すぎなの会、園部白朱会、秋霜会、
園部写友会、撮朗会、丹光会、嵯峨御流淇水会、池坊華月会、
池坊清々会、華泉会、花すみれ、歩み会、泰友書道会、宮町
いきいきサロン華倶楽部、城南町いきいきサロンあじさい会、
こぶし会、園部共同作業所、丹波支援学校、個人出展　ほか

＜出演の部＞�
※時間は進行状況により多少前後する場合があります
●会場　国際交流会館　地階コスモホール　ほか
※は会場が異なります

日時 出演団体（出演順）

11月2日（土）
午後1時〜午後8時

童謡・唱歌ひまわり、らべんだ〜ず
オカリナアンサンブル、雅美流雅美
会、神心流尚道館園部支部園部町文
化協会部、コンビニ劇団、クレージー
モンキーズ、河鹿合唱団、カラオケ
サークル「公孫樹」、園部吹奏楽団（幕
間出演）

11月3日（日）
午前10時〜午後3時50分

南丹ゴールデンエイジ混声合唱団「ま
ゆみ」、富本クラブBEAT�BOX、響弦
会、五十鈴会、チャーミーママ、山
口理恵、御幸会、園部吹奏楽団（幕間
出演）

11月10日（日）
午後2時〜4時　※

園部吹奏楽団（ソロ・アンサンブルコ
ンサート）
※�会場：カトリック丹波教会園部聖
堂

11月17日（日）
午後1時〜5時

丹波史談会（研究発表）　
※�会場：国際交流会館３階　第２・
３会議室

11月24日（日）
午前11時〜午後4時30分 園部カラオケ同好会「園歌」

問園部町文化協会事務局（社会教育課内）
TEL（0771）68-0057
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木こり体験　参加者募集

　いつか住みたい！究極の田
舎　京都美山・鶴ヶ岡。その
前に試してみよう　暮らし・
人！
　美山の景色は、人と山の暮
らしがあってこそ。木を伐っ
て木を植える基本的な作業を
通して、人と山の暮らしにつ
いて考えてみませんか？
●日時　11月17日（日）
　�午 前9時30分 〜午後4時
（荒天中止）
●�内容　間伐（伐倒）、玉切り、
植栽（クヌギ）、獣害防止用
具設置、地域の見どころ案
内（音谷の滝など）
●�集合場所　ムラの駅たなせ
ん（南丹市美山町鶴ヶ岡新
釈迦堂前1）
●�持ち物　作業服・長靴・タ
オル・軍手・飲料・着脱し
やすい防寒着
●�参加費　3,000円（保険含・
厨房ゆるり特製美山ランチ
付・小学生以下半額）
●定員　15名（先着順）
●�申込方法　11月11日（月）
午後5時までに電話でお申
し込みください。
※�お名前・生年月日・荒天中
止時に連絡のつく電話番号
をお伝えください

問鶴ヶ岡振興会 
TEL（0771）76-9020
FAX（0771）76-9021

令和元年度第1回地域連
携研修大会
　更生保護活動について正し
い理解と認識を共有・連携し、
明るく、やさしい地域社会の
実現をめざす研修大会を開催
します。
　「明るく、やさしい社会の
実現に地域のチカラを」を
テーマに、小中学生の作文・
標語発表、太鼓や音楽隊の演
奏、記念講演会などが行なわ
れます。
●日時　11月17日（日）　
　午後1時〜4時
●�場所　国際交流会館　イベ
ントホール

●�内容　【第1部】淇心太鼓、
小中学生の作文・標語発表���
ほか、【第2部】京都府警察
音楽隊・カラーガード隊　
演奏、記念講演「命てんで
んこ！」〜反社会勢力から
身を守る漢方薬〜
●�講師　公益財団法人京都府
暴力追放推進センター　専
属講師　上�原�忠�晴　氏

問南丹地区保護司会　
TEL（0771）72-0707

丹波自然公園からお知ら
せ

＜太極拳教室＞
●�日時　10月25日（金）午後
2時〜4時
●場所　体育館
●内容　太極拳の基礎を学ぶ
●参加費　500円（当日受付）
●定員　30人
＜ツリークライミング教室＞
（要予約）
●�日時　11月3日（日・祝）①
午前10時〜　②午後12時
15分〜���③午後2時〜（体
験時間約90分）
●場所　こどもの広場
●�内容　専用のロープを使用
して木に登る
●参加費　2,000円
●定員　各回10人（先着順）
●対象　小学生以上
●�申込方法　11月2日（土）
までに、住所、氏名、年
齢、電話番号を、はがき、
FAX、メールのいずれかで
お申し込みください。
●�その他　空きがあれば当日
参加も可能。

＜丹波公園まつり＞
●�日時　11月3日（日・祝）午
前9時〜午後3時頃
●場所　公園一帯
●内容　京都丹波ロードレー
ス、京都丹波ふるさと特産展
うまいもの市、菊花展、ツリー
クライミング教室など多彩な
催しがいっぱい！
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

日吉町文化祭開催のお知
らせ
　今年も日吉町文化祭を開催
します。お誘い合わせてお気
軽にご来場ください。
＜展示の部＞
●�日時　11月3日（日）午前9
時〜11月10日（日）正午
●�場所　生涯学習センター遊
youひよし　エントランス
ホール
●�内容　書道、絵画、写真、
陶芸、手芸、絵手紙、花、
創作粘土など

＜ステージ発表の部＞
●日時　11月3日（日）
　正午〜午後4時
●�場所　生涯学習センター遊
youひよし　ホール
●�内容　琴、大正琴、扇舞、
オカリナ、篠笛、バレエ、歌、
演劇、漫才、おどりなど
※お茶席もあります
問 日吉町文化交流協会 事務局
（日吉町生涯学習センター）
TEL（0771）72-3300

美山地域情報

「美山町文化祭」の開催
について
　南丹市美山町文化祭を下記
のとおり開催いたします。
　皆さまお誘い合わせの上、
ぜひ会場にお越しください。
●日時　10月26日（土）
　展示　午前10時〜
　舞台　午後１時〜
●�会場　美山文化ホール　大
ホール（部隊）ギャラリー
（展示）
●�舞台内容　よし笛、コーラ
ス、民謡、詩吟、大正琴、
オカリナなど（予定）
●�展示内容　書道、水彩画、
俳句、押花、キルト作品な
ど（予定）

問 美山町文化協会事務局（社
会教育課内）　

TEL（0771）68-0044
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◇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10月16日〜31日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★は初回放送枠


