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お知らせ

上下水道料金のコンビニ
納付を始めます
　令和元年11月発送分から、
上下水道料金の納付書が変更
になり、コンビニエンススト
アでの納付が可能になりま
す。ご利用可能なコンビニエ
ンスストアは納付書裏面に記
載しておりますので、ぜひご
利用ください。（変更前の納付
書ではコンビニエンスストア
納付はご利用いただけません
のでご注意ください）
問上水道課　
TEL（0771）68-0053
問下水道課
TEL（0771）68-0054

住民票などに旧姓（旧氏）
が併記できます
　11月5日（火）から申請によ
り住民票、マイナンバーカー
ド、印鑑登録証明書に旧姓が
併記できるようになります。
　婚姻などで氏の変更があっ
た場合でも、これまで称して
きた氏を住民票やマイナン
バーカードに併記し、公証す
ることができるようになりま
す。（旧姓併記を申請された場
合は、必ず併記となります）
　住民票などに旧姓併記を希
望される方は、手続きが必要
です。
　申請方法など詳しいことは
お問合せください。
問市民環境課　
TEL（0771）68-0005

住民票および印鑑登録証
明書のサイズが変わります
　11月5日（火）から住民票、
住民票記載事項証明書および
印鑑登録証明書のサイズが、
A5サイズからA4サイズに変
わります。サイズを大きくす
ることで文字が大きくなり見
やすくなります。手数料に変
更はありません。
問市民環境課　
TEL（0771）68-0005

CATVおよびインター
ネットに加入ください
　南丹市CATVおよびイン
ターネットサービスへ新規に
加入される方を対象に、加入
費用の一部を商品券で支給し
ております。この機会にぜひ
加入をご検討ください。
●�支給対象者　戸建住宅また
は公営住宅の新規加入者
●�支給対象費用　新規加入分
担金、新規接続工事費、新
規接続手数料
●�支給金額　CATVは実費の
50%相当を商品券で支給
（南丹市事業）
　�インターネットは実費の
65%相当を商品券で支給
（情報センター事業）
※�商品券支給額は1,000円未
満切捨てとなります
●�支給条件　10月1日（火）か
ら12月25日（水）までの間
に新規加入され、令和2年
1月31日（金）までに工事を
完了してください。

※�予算額に達した時点で終了
となります
●�申込方法　各サービスの新
規加入手続きの際に、それ
ぞれの「新規加入拡大事業
商品券支給申請書兼請求
書」を提出してください。

問南丹市情報センター総務係
　（南丹市園部町小桜町62-1）
TEL（0771）63-1777
FAX（0771）63-1682�　
※�月曜日と祝日は休館日とな
ります
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乳がん・子宮頸がん検診
の実施は12月までです
　医療機関で実施する乳がん
検診・子宮頸がん検診は12
月で終了します。受診がまだ
の方は早めにお申し込みくだ
さい。
＜乳がん検診＞
●�対象年齢　40歳以上（昨年
受診された方は受診できま
せん）
●自己負担金　1,000円

令和元年度市有地売払い（一般競争入札）について

　市有地を一般競争入札により売払いいたします。
　競争入札による市有地の売払いとは、複数の参加者が価格を競い合い、南丹市があらかじめ決め
た価格（予定価格）以上で最も高い価格をつけた方に購入していただく方法です。この入札に参加す
るには事前に参加申請が必要です。
　現在、参加申請を受け付けておりますので、入札に参加を希望される方は、監理課もしくは各支
所総務課に備え付けの「令和元年度南丹市市有地売払い一般競争入札等実施要領」をご確認の上、お
申し込みください。
　なお、実施要領は市ホームページでもご覧いただけます。
《売払い物件一覧》

� �
�
�

�

� � �
※2号物件は土地および建物の入札となります。告知事項あり。
　（告知事項の詳細は実施要領をご確認ください）。
●受付期間　10月24日（木）〜11月29日（金）まで　
　午前9時〜午後5時　※土・日・祝日は除く。
●受付場所　監理課
●�入札日時・場所　12月13日（金）　南丹市役所本庁2号庁舎3階301会議室
問監理課　
TEL（0771）68-0086　FAX（0771）62-3122

＜子宮頸がん検診＞
●対象年齢　20歳以上
●自己負担金　500円　
※�いずれも年度末70歳以上
の方は無料

※�必ず保健医療課までお申し
込みください

問保健医療課　

TEL（0771）68-0016

　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。

問秘書広報課
TEL（0771）68-0065

南丹市役所公式Facebo
okをご覧ください

物
件
番
号

種別 入札
種別

物件の所在
建物の名称

地目
種類

築年月日

地積
延床面積（㎡）

1
号 土地 一般 京都府南丹市園部町

小山西町五合山13番1 雑種地 1,362

2
号

土地

一般

京都府南丹市美山町
島英サ40番外8筆

宅地
雑種地 3,182.20

建物 旧佛教大学フィールド
実習拠点「みやま荘」

居宅兼物置
築年月日不詳

1階��64.06
2階��39.27

居宅
S47年12月築

1階131.95
2階��51.22
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人材募集

南丹市社会教育委員の
公募について
　南丹市教育委員会では、広
く市民の皆さまの声を社会教
育の振興に反映させるため、
社会教育委員を公募します。
●募集人数　2人
　�（公募以外の委員も含めた
委員定数は12人）
●�任期　令和2年4月1日から
令和4年3月31日まで（2年
間）
●�協議事項　社会教育委員会
議において、社会教育の振
興にかかる提案などを協議
いただきます。
●対象
・�南丹市内に居住されている
方で20歳以上の方

・�社会教育について関心があ
り、社会教育委員会議（年
3回〜5回程度、平日の昼
間に開催）に出席できる方

・�国または地方公共団体の議
員や、公務員でない方
●�報酬　社会教育委員会議に
出席された時には、規定の
報酬額をお支払いします。
●�応募期間・応募方法　11
月1日（金）から11月29日
（金）までの間に「応募申込
書」などの必要書類を提出
ください。

※�市ホームページからもダウ
ンロードしていただけます

※�応募書類の返却はいたしま
せん
●�選考方法　ご応募いただき
ました書類に基づき、選考
委員会で審査を行います。

問社会教育課　
TEL（0771）68-0057

相談会

行政相談委員による定例
相談所の開設
　総務省では、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。
●日時　11月12日（火）
　�午後1時〜3時
●�場所　京都府南丹保健所講
堂

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　

「行政書士による無料相
談会」開催のお知らせ
　相続、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。
相談は無料で予約も不要です
ので、お気軽にお越しくださ
い。
●日時　11月6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）468-3238

健康づくり教室を開催し
ます
●�日時　※いずれも水曜日
　�11月13日、27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

「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。
●日時　11月19日（火）
　午後1時30分〜4時　
●場所　南丹市役所日吉支所
●�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
健所にて出張相談を行います
のでご利用ください。
●�日時　11月19日（火）、12
月17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　実施日前日の午
後4時までにお申し込みく
ださい。

問�京都府がん総合相談支援セ
ンター

TEL（0120）078-394
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南丹市グループワーク事
業のお知らせ
　生活の中でコミュニケー
ションが取れない、自分をう
まく表現できない、そんな日
ごろの悩みや精神的な不安
を、グループ活動を通じて共
有し人とのつながりを強め、
人とかかわるための自信を回
復していく活動です。11月
は下記のとおり計画していま
す。
●�日時　①11月13日（水）午
後1時30分〜3時、②11月
15日（金）午前10時〜11時
30分
●�場所　日時①いきいきオア
シス日吉（日吉ゆう薬局に
隣接）、日時②こむぎ山健
康学園
●�内容　茶話会・レクリエー
ション

問社会福祉課
TEL（0771）68-0007

子育て支援（催し）

子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」（11月）
※�各ひろばとも、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
3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）

※�11月6日（水）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

　11月中に美山中学校での
開催を予定しています。日程
についてはぽこぽこくらぶ通
信でご確認ください。
＜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
＜「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。
○美山ひろば　11月7日（木）
○�日吉ひろば　11月12日（火）
○�八木ひろば　11月20日（水）
○園部ひろば（横田公民館）　
　11月28日（木）
※午前11時〜11時30分

＜託児付き講座「外カフェ」＞
【要申込】
　子育てや家事に待ったなし
のお母さんたち。たまには自
分についてお話しませんか。
お子さんはスタッフがお預か
りします。（毎回テーマを設定
します）
○八木ひろば　11月8日（金）
○�日吉ひろば　11月19日（火）
●�時間　午前10時15分〜正
午　※先着7組
●参加費　300円
＜託児付き講座� アクセサ
リー作り＞【要申込】
　ビーズを使って、オリジナ
ルアクセサリーを作りません
か?
　ハンドメイドの時間をゆっ
たりと一緒に過ごしましょ
う。
●日時　11月11日（月）　
　午前10時30分〜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」
●�参加費　300円（別途材料
費500円〜）
＜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　11月15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　おおむね産後6カ月
くらいの産婦の方
●参加費　700円
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●日時　11月16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
＜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　11月25日（月）
・�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
＜おめでとうの日＞【無料】
　ひろばに来ているみんなで
10・11・12月生まれの人を
お祝いします。
○�園部ひろば（園部南部コ
ミュニティセンター）11月
21日（木）

○�日吉ひろば　11月26日（火）
○�美山ひろば　11月28日（木）
○�八木ひろば　11月29日（金）
●�時間　午前10時30分〜正
午
●�内容　うた、読み聞かせ、
写真入りお誕生日カード作
りなど

問NPO法人グローアップ　��
TEL（080）3857-8119

南丹市放課後児童クラブ令和２年度の募集について

　南丹市放課後児童クラブの令和2年度入部申し込みにあたり、
下記のとおり入部希望者説明会を開催します。入部を希望され
る方は、住所のある地区の説明会場へご出席ください。
※�夏休み期間のみ希望される方や年度途中での入部の可能性が
ある方もご出席ください。

※�継続で入部される方は、児童クラブや社会教育課を通じて「し
おり」をお受け取りいただけますが、なるべく説明会にもご出
席ください。
●放課後児童クラブに入部できる基準
　放課後児童クラブとは、保護者が就労などの理由により昼間
家庭にいない小学生児童を対象として、放課後や長期休暇中に
家庭に代わって生活する場です。
　放課後児童クラブへ入部できる児童は、南丹市内の小学校に
在学している児童を原則とし、家庭において保育を受けられな
い場合に限ります。
●入部希望者説明会
（1）�新規入部の方は必ずご出席ください。説明会で放課後児童ク

ラブについて十分ご理解いただき、入部の申込手続きが始ま
ります。出席されないと入部をお断りする場合があります。

（2）�説明会場において、「入部のしおり」および申込書類をお渡し
します。

＜入部希望者説明会日程・会場＞
地　区　名 日　　時 場　　所

園
部
地
区

園 部 小
学 校 区
域

（新1年生）
11月29日（金）
午後7時30分〜
（新2年生以上）
11月26日（火）
午後7時30分〜

南丹市役所2号庁舎3階
301会議室

園 部 第
二 小 学
校区域

11月21日（木）
午後7時30分〜

八�木�地�区 11月19日（火）
午後7時30分〜 八木公民館3階大集会室

日�吉�地�区 11月26日（火）
午後7時30分〜

日吉町生涯学習センター2
階会議室

美�山�地�区 11月22日（金）
午後7時30分〜 美山文化ホール1階会議室

問社会教育課　
問園部　TEL（0771）68-0057　�問八木　TEL（0771）68-0026
問日吉　TEL（0771）68-0035　�問美山　TEL（0771）68-0044
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「みんなおいでよ−！」を
開催します
　「みんなおいでよー!」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　11月21日（木）
　午前9時30分〜正午
●�場所　南丹市八木公民館1
階和室、3階調理室
●内容　料理教室
　�　食生活改善推進員さんを
お迎えし、家庭で手軽にで
きる料理を作ります。何を
作るかは当日のお楽しみ。
料理を作ってみんなで一緒
に食べます。
●�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、手拭きタオル、エプ
ロン、三角巾
●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」
TEL（090）7486-1735

催し

糖尿病イベント開催のお
知らせ
●日時　11月19日（火）
　午前10時〜午後1時
●�場所　京都中部総合医療セ
ンター　1階外来周辺
●�内容　世界糖尿病デーにち
なんだイベント開催（血糖
測定、フットケア、お薬相
談、栄養相談、運動コー
ナー）

　�糖尿病のある方もない方
も、お気軽にご参加くださ
い。

問京都中部総合医療センター
TEL（0771）42-2510

「認知症予防教室リーダ
ー養成講座」受講生募集
　楽しく頭、からだ、こころ
を働かせる「脳活性化ゲーム」
を学び、脳トレ講座のリー
ダーとして地域や職場で活動
を始めませんか?
　「考えて」「歌って」「笑っ
て」、みんなと健康寿命を延
ばしましょう。
●�日時　11月16日（土）、12
月14日（土）

　�午前9時30分〜午後4時30
分
●�場所　「はぎの里オアシス」
（園部町横田2号111番地
1）　
●定員　10人程度
●�受講料　7,000円+1,500
円（テキスト代）
●�内容　「みんなの認知症予
防ゲーム」講義と実技、教室
実習

※�講義の日とは別に、教室実
習90分間が2回あります

※�全講座修了の場合「修了証」
（民間認定）を交付します
●�指導　NPO法人「認知症予
防ネット」リーダー養成認
定講師
●�申込方法　11月11日（月）
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。

問脳トレネット　芦田
TEL090-3896-3156

女性の館文化祭･女性会
きさらぎフェアー同時開催
　活動で身に付けた技術を生
かして作成した手作り作品
を、展示・販売します。
●日時　11月16日（土）　
　午前9時〜午後4時30分
●場所　国際交流会館　1階
　イベントホール・ロビー
●�内容　女性の館ミニファッ
ションショー、ミニライ
ブ、女性の館サークル展示
作品、女性の館講座展示作
品、女性会展示作品、手づ
くり作品販売の部、食の部
（寿司・炊き込みご飯・餅・
パン・ピザ・コーヒーなど）

問�南丹市園部女性の館運営委
員会（園部女性の館内）

TEL（0771）63-2986

光藤佐「陶展」開催中

　兵庫県朝来市に工房を構え
作陶。黒釉の器は光藤さんの
代表的人気作品。渋く深みの
ある器は料理を引き立てま
す。
●�開催期間　12月1日（日）ま
で

　午前10時〜午後4時30分
※�月曜休館（月曜が祝祭日の
場合は翌日）
●�開催場所　美山かやぶき美
術館（美山町島）
●�入館料　500円（併設の郷
土資料館とも）

問美山かやぶき美術館
TEL（0771）75-1777�
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「ひよし水の杜フェスタ
2019」を開催します
　日吉の特産物や食べ物の模
擬店、ダム施設見学会など多
彩な催しがあり、ステージで
は、芸能人による科学実験
ショーをはじめ、保育所園児
の太鼓演奏、軽音楽部の演奏
など、一日楽しい盛りだくさ
んのイベントを予定していま
す。
●日時　11月10日（日）
　�午前10時〜午後3時（雨天
決行）
●場所　スプリングスパーク
●�ステージ　芸能人による科
学実験ショー、日吉町内保
育所園児による太鼓演奏、
明治国際医療大学軽音楽部
演奏など

※�天候や主催者の都合により
プログラムの変更や中止す
る場合があります。

問�ひよし水の杜フェスタ
2019実行委員会事務局

TEL（0771）72-0224

森の京都・京都丹波EX
PO
●日時　11月17日（日）
　午前10時〜午後4時
●�場所　保津川河川敷グラウ
ンド（亀岡市保津町）
●�内容　「食」と「スポーツ」を
テーマにした京都スタジア
ム完成前プレイベントで
す。スタジアム立ち寄りイ
ベントや、森の京都伝統食・
行事食コーナー、光秀PR
ブースなど、楽しいイベン
トが盛りだくさん。ぜひお
越しください。

問�京都府�南丹広域振興局�企
画総務部�企画振興室

TEL（0771）24-8430
FAX（0771）24-4683
�nanshin-ki-kikaku@pref.
kyoto.lg.jp

「防火グラウンドゴルフ
交流会」のお知らせ
　交流会を通じて、防火・防
災の知識を身に付けていただ
くとともに、参加者の親睦と
健康増進を図ることを目的に
開催します。
＜八木地域＞
●日時　11月15日（金）
　午前9時30分〜正午
※午前9時15分受付開始
※雨天中止
●�場所　大堰川緑地公園運動
公園グラウンド（八木町西
田）
●�内容　グラウンドゴルフ競
技および消防三択クイズ
●定員　80人（先着順）
＜日吉地域＞
●日時　11月19日（火）
　午前9時〜正午
※午前8時45分受付開始
※雨天中止
●�会場　日吉総合運動広場運
動場（日吉町胡麻）
●�内容　防災講話、グラウン
ドゴルフ競技および防火・
防災クロスワードラリー
●定員　50人（先着順）
＜美山地域＞
●日時　11月21日（木）�
　午前9時〜正午
※午前8時45分受付開始
※雨天中止
●�会場　長谷運動広場　陸上
競技場（美山町長谷）
●�内容　消防コーナー、グラ
ウンドゴルフ交流会
●定員　50人（先着順）
●�申込方法　11月10日（日）
までに、住所、氏名、年齢、
性別、電話番号を在住地域
の消防出張所まで電話また
はFAXでお申し込みくださ
い。

※�グラウンドゴルフ協会員の
皆さまは、協会事務局へ直
接申し込みいただきますよ
うお願いします。

※�クラブとボールをお持ちで
ない方でも、数に限りがあ
りますが貸し出し可能です
のでご参加ください。なお、
その場合は申込時に借用希
望とお伝えください。

問�園部消防署八木出張所（八
木地域）

TEL（0771）42-3119　
FAX（0771）42-2119
問�園部消防署日吉出張所（日
吉地域）

TEL（0771）74-0119　
FAX（0771）74-1119
問�園部消防署美山出張所（美
山地域）

TEL（0771）75-0119　
FAX（0771）75-2119

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　11月9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、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
●�イベント　もったいない市
開催（無料）午前10時〜午
後2時

問風の市を盛り上げる会　
　代表　松崎　祐紀代
TEL090-6961-1021
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京都丹波健康ウオーキン
グ参加者募集
　京都丹波健康ウオーキング
の参加者を募集します。
【要申込】
●日時　11月17日（日）
　午前10時〜12時
●�場所　亀岡市保津川河川敷
周辺（集合:森の京都・京都
丹波EXPO　ロコモチェッ
クコーナー前）
●�対象　南丹保健所管内在住
または勤務されている方
で、現在健康で一人で元気
に5km以上歩ける方
●�内容　「保津橋から　のど
かな風景と京都スタジアム
を望む健康ウォーキング」
●�講師　明治国際医療大学医
学教育研究センター　池本
敬博准教授
●定員　50人
●�持ち物　　飲物、タオル、
歩きやすい靴・服装
●�申込方法　11月1日（金）
までに住所、氏名、電話、
FAX番号を、電話または
FAXでお申し込みくださ
い。

問�南丹保健所保健室　健康・
母子保健支援担当

TEL（0771）62-4753
FAX（0771）63-0609

「現地で学ぶ！園部藩ゆか
りの文化財」参加者募集
　平成31（2019）年は、園部
藩の立藩400年となる節目の
年です。南丹市内にはゆかり
の文化財が数多くあります
が、その中の府指定文化財の
建造物や史跡について、現地
見学会を行います。また、南
丹市立文化博物館にて学芸員
による展示解説も実施しま
す。【要申込】
●日時　11月16日（土）　
　午後1時30分〜4時30分
●場所　園部公園　駐車場
　

●�内容　現地見学会（小出家
墓所、摩気神社など）およ
び秋季特別展の展示解説

※移動はバスです。少雨決行。
●�持ち物　帽子、飲み物、歩
きやすい靴・服装でお越し
ください。
●参加費　文化博物館入館料
　�大人:310円、小人:100円
●定員　20人（先着順）
※�定員になり次第締め切らせ
ていただきます。

※�未就学児の方は保護者同伴
でご参加ください。
●�申込方法　実施日前日まで
に電話でお申し込みくださ
い。

問南丹市立文化博物館
TEL（0771）68-0081

花ノ木医療福祉センター
第26回地域学習会
●�講演　「心配事、困り感を
抱える子どもと家族への作
業療法支援」
●�講師　灘　裕介さん（有限
会社あーと・ねっと　作業
療法士）�
●日時　12月8日（日）
　午後1時〜4時
※午後0時30分受付
●�場所　花ノ木医療福祉セン
ター2階�多目的室
●�内容　作業療法ってどんな
こと?イメージしにくいも
のではないでしょうか。今
回は、作業療法セッション
場面をビデオを通しての紹
介。また教育・福祉・保健
との協業の具体的実践例を
提示。作業療法の視点が、
困り感を抱える子ども、ご
家族、そして支援者にも活
用いただけることをご紹介
いただきます。
●参加費　無料
●�申込方法　11月30日（土）
までにセンター備え付けの
参加申込書をFAXもしくは
郵送でお申し込みくださ
い。

※�申込書はホームページから
もダウンロードできます。
●定員　80人（申込先着順）
●�対象者　当事者および家
族、福祉事業所関係者、圏
域保育園・幼稚園・小・中・
高等学校および支援学校関
係者、行政、一般住民など

問花ノ木医療福祉センター
　地域支援部　相談係
　�亀岡市大井町小金岐北浦
37−1

TEL（0771）23-0701
FAX（0771）22-8348

森の京都ＤＭＯシンポジ
ウムの開催について
　森の京都の魅力を生かし、
地域にとって真に必要とされ
るDMOを目指して、基調講
演とパネルディスカッション
で可能性を語り合います。
●日時　11月22日（金）
　午後1時30分〜
●�場所　大本本部みろく会館
3Fホール（亀岡市荒塚町内
丸1番地＜天恩郷＞）
●�講演　「森の京都魅力　−
その活かし方と伝え方−」
●�講師　アレックス・カーさん
●パネルディスカッション　
　「地域にとって真に必要と
されるDMOを目指して」
コーディネーター:名渕浩史
（近畿大学経済学部講師）
パネラー:舟本浩（京都府副知
事）、工忠照幸（里山ゲスト
ハウスクチュール経営）、並
河杏奈（WEBマガジンライ
ター）、豊田知八（保津川遊船
企業組合代表理事）
●定員　100人（先着順）
問�一般社団法人　森の京都地
域振興社（森の京都DMO）

TEL（0771）22-9800　　　
FAX（0771）22-9801
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第25回南丹市八木町文
化祭を開催します
　日頃のサークル活動の成果
と趣味を生かしてつくった作
品などを展示します。八木町
の文化活動を発信し、人と人
とがつながり交流することを
大切にした文化祭です。
＜展示発表の部＞
●�日時　11月1日（金）〜3日
（日・祝）午前9時〜午後4
時30分
●�場所　八木公民館　1・2
階
●�内容　書道、絵画、工芸、
写真、手芸、児童・生徒の
作品展示（保育所〜中学校）
＜舞台発表の部＞
●�日時　11月3日（日）午前
10時から午後3時30分
●�場所　八木公民館　3階大
集会室
●�内容　八木中学校学校吹奏
楽部、コーラス、舞踊、邦楽、
大正琴、ダンス、社交ダン
ス、3B体操、朗読など

※�11月3日（日・祝）に限り、
午前10時から昼食用の軽
食も販売します。午前10
時より売り切れ次第終了
＜子ども広場＞
●日時　11月2日（土）
　午前10時〜正午
●場所　南丹市八木図書室
●�内容　本の読み聞かせ、工
作など
＜第25回記念　お茶席＞
●�日時　11月1日（金）〜3日
（日・祝）午前10時〜午後2
時
●�場所　八木公民館　玄関
ギャラリー
●�費用　200円（お菓子と抹
茶）

問八木公民館
TEL（0771）42-3132

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　11月4日、18日（月）
午後6時〜9時　
●場所　テニスコート　
●参加費　400円（当日受付）
＜グラウンド・ゴルフのつど
い＞
●�日 時　11月1日（ 月 例 大
会 ）、8日、15日、22日、
29日（各金曜日）午前9時〜
11時45分　
●場所　球技場　
●参加費　300円（当日受付）
＜太極拳教室＞
●�日時　11月8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
＜障がい者スポーツのつどい
＞
●日時　11月12日（火）
　午後1時30分〜3時30分
●場所　体育館
●�内容　卓球バレー、ボッ
チャなど
●参加費　無料（当日受付）
＜ガーデニング教室＞（要予
約）
●日時　11月24日（日）
　午後2時〜4時　
●場所　旧宿泊所会議室
●�内容　クリスマスの寄せ植
え
●参加費　2,500円　
●定員　30人　
●�申込方法　11月20日（水）
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。

問丹波自然運動公園　
TEL（0771）82-1045　
FAX（0771）82-0480
�kouen@kyoto-tanbapark.
or.jp

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
＜エアロビクスとヨガ①＞
●日時　11月7日（木）�
　午後8時〜
●�場所　美山保健福祉セン
ター
＜ウォーク①＞
●日時　11月14日（木）�
　午前9時〜
●場所　洞公民館前集合
＜インディアカ＞
●日時　11月14日（木）�
　午後8時〜
●�場所　大野地域活性化セン
ター
＜グラウンド・ゴルフ＞
●日時　11月15日（金）�
　午前10時〜
●�場所　長谷運動公園
＜ウォーク②＞
●日時　11月16日（土）�
　午前9時〜
●�場所　大野ダム公園大駐車
場集合
＜ゲートボール＞
●日時　11月20日（水）�
　午後1時〜
●�場所　自然文化村いきいき
ドーム
＜エアロビクスとヨガ②＞
●日時　11月21日（木）�
　午後8時〜
●�場所　美山保健福祉セン
ター
＜剣　道＞
●日時　11月26日（火）�
　午後7時30分〜
●場所　美山中学校
＜よさこい＞
●日時　11月30日（土）�
　午後8時〜
●�場所　平屋地域活性化セン
ター

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


