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お知らせ

文書配布日の変更につい
て
　次回、12月第4週の文書配
布日は次のとおりです。
●配布日　12月25日（水）
問地域振興課　
TEL（0771）68-0019

広報なんたん10・11月
号のお詫びと訂正
　広報なんたん10・11月号
の10ページに掲載しました
「市民の安全安心を守りたい」
の記事において、写真のキャ
プションが一部間違っており
ましたので、お詫びして訂正
します。
（誤）西野警察署長から防犯マ
グネットを受け取る西村市長
（正）工藤警察署長から防犯マ
グネットを受け取る西村市長
問秘書広報課
TEL（0771）68-0065

年末年始にかかる閉庁・休業のお知らせ

●市役所（支所を含む）
　�　12月28日（土）〜令和2年1月5日（日）の間、市役所は閉庁し
ます。閉庁期間中は、通常の休日と同様に日宿直での対応と
なりますのでご協力をお願いします。

問総務課　TEL（0771）68-0002

●社会教育施設・社会体育施設　
施設名 年末年始の休業日

園部公民館 耐震補強・大規模改修工
事のため休館中

八木公民館、日吉町生涯学習セン
ター、美山文化ホール

12月28日（土）〜
　令和2年1月4日（土）

中央図書館、八木図書室、日吉図書室、
美山図書室、文化博物館

12月27日（金）〜
　令和2年1月6日（月）

日吉町郷土資料館 12月27日（金）〜
　令和2年1月8日（水）

各社会体育施設（園部・美山町内） 12月27日（金）〜
　令和2年1月6日（月）

各社会体育施設（八木町内） 12月27日（金）〜
　令和2年1月4日（土）

各社会体育施設（日吉町内） 12月28日（土）〜
　令和2年1月4日（土）

各学校体育施設（園部町内） 12月27日（金）〜
　令和2年1月6日（月）

各学校体育施設（八木・日吉・美山町
内）

12月25日（水）〜
　令和2年1月7日（火）

問社会教育課　TEL（0771）68-0057

●国際交流会館　
　�　12月29日（日）〜令和2年1月5日（日）の間、国際交流会館は
閉館します。なお、ホール・会議室などの一般利用は、年内
は12月27日（金）まで、年始は令和2年1月7日（火）から開始と
なります。

問南丹市国際交流会館　TEL（0771）63-1777

●園部女性の館　
　　12月28日（土）〜令和2年1月7日（火）の期間、休館します。
問園部女性の館　TEL（0771）63-2986
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園部海洋センター利用休
止期間延長のお知らせ
　耐震補強・長寿命化工事の
実施に伴い、令和2年1月に
利用再開を予定しておりまし
たが、都合により令和2年4
月頃まで利用休止期間を延長
いたします。
　利用再開に伴う予約の開始
時期などの詳細は、決まり次
第追ってお知らせします。
　ご迷惑をおかけしますが、
ご理解ご協力をお願いしま
す。
問社会教育課
TEL（0771）68-0057　

年末警戒の実施について

　南丹市消防団では、市民の
皆さまに安心して過ごしてい
ただき、すばらしい新年を迎
えられるよう、火災予防と犯
罪防止を目的に年末警戒を実
施します。皆さんも火の取り
扱いには十分注意してくださ
い。
　なお、年末警戒期間中、サ
イレンを吹鳴しますので火災
とお間違いのないようにお願
いします。
●警戒期間　12月28日（土）
〜29日（日）午後8時〜
●�吹鳴時間　期間中の原則午
後9時
●範囲　市内全域
●信号符　1分間長符一声
問�南丹市消防団（事務局：危
機管理対策室）

TEL（0771）68-0021

休廃止マンガン鉱山労働
従事者じん肺健診
　すでに休廃止されたマンガ
ン鉱山にかつて従事していた
方を対象に、休廃止マンガン
鉱山労働従事者じん肺健康診
断を実施します。
●�日時　申込者と相談の上、
決定します。
●�場所　（一財）京都工場保健
会
●�対象　休廃止マンガン鉱山
労働従事者で現在じん肺管
理を受けておられない方
●負担金　1,000円
※�生活保護を受給されている
方は無料
●�申込方法　電話でお申し込
みください。

問保健医療課　
TEL（0771）68-0016

2020年農林業センサス
が実施されます
　令和2年2月1日現在で、
2020年農林業センサスが実
施されます。
　この調査は、5年ごとに実
施されており、一定規模以上
の農家などを対象とした農林
業に関する調査で、農林業施
策の企画・立案・推進のため
の基礎資料が作成され、大切
な資料として利用されます。
　調査対象の方には、令和2
年2月下旬にかけて、調査員
が調査票を配布・回収します
ので、調査票の記入について
ご理解、ご協力をお願いしま
す。
　調査票にご記入いただいた
内容は、統計の作成や各種統
計調査の名簿作成など、定め
られた目的以外に使用される
ことは一切ありませんので、
正確な記入をお願いします。
問総務課　
TEL（0771）68-0002

市営住宅（公営住宅）の
入居者を募集します
●申込資格　
①�現に住宅に困窮しているこ
とが明らかであること。
②�現に市内に住所または勤務
場所があること。
※�他に、収入額などの要件が
あります。詳細はお問い合
わせください。
●�申込方法　住宅入居申込書
に、必要書類を添えて提出
してください。
※�入居者募集案内書および
提出書類様式は12月20日
（金）から各受付場所にて配
布するほか、市ホームペー
ジからもダウンロードでき
ます。
●�受付場所　営繕課および各
支所総務課
●�募集期間　1月7日（火）〜
1月17日（金）午前8時30分
〜午後5時15分（土・日を
除く）
●�入居選考　入居資格を有す
る方の中から、「南丹市営住
宅の設置及び管理に関する
条例」に基づき選考します。
●�入居予定　令和2年3月下
旬
●�募集する住宅　12月20日
（金）以降に、市役所および
各支所に掲示するほか、市
ホームページに掲載しま
す。

問営繕課　
TEL（0771）68-0062

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。
●日時　12月25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
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南丹市プレミアム付商品券の交付申請・購入はお済みですか

　消費税・地方消費税率10％への引き上げによる影響緩和措置として、住民税非課税の方・子育て
世帯を対象としたプレミアム付商品券事業を実施しています。
●申請期間　12月27日（金）まで（住民税非課税の方のみ）
●申請場所　南丹市役所本庁2号庁舎3階商工課および各支所総務課
●購入対象者　購入対象者となる可能性のある方には、8月上旬に申請書を送付しています。　
（1）住民税非課税者（購入前に申請が必要です）
・平成31年1月1日時点で南丹市に住民登録のある方
・平成31年度分の住民税が課税されていない方
・平成31年度分の住民税が課税されている方に扶養されていない方
・生活保護を受けていない方
（2）子育て世帯の方（申請は不要です）
・�令和元年6月1日時点で南丹市に住民登録があり、平成28年4月2日から令和元年6月1日までに生
まれた子が属する世帯主の方
・�令和元年7月31日時点で南丹市に住民登録があり、令和元年6月2日から令和元年7月31日までに
生まれた子が属する世帯主の方
・�令和元年9月30日時点で南丹市に住民登録があり、令和元年8月1日〜令和元年9月30日までに生
まれた子が属する世帯主の方
●プレミアム商品券　額面500円10枚で1セット、1セット5,000円分を4,000円で販売
※1人当たり5セットまで購入可能（25,000円分を20,000円で購入可）
●販売期間　令和2年2月28日（金）まで
●使用期限　令和2年3月31日（火）まで
●販売場所　南丹市役所本庁2号庁舎3階商工課および各支所総務課
※購入引換券が必要です。
●使用店舗　南丹市内の各店舗（一部利用できない場合があります）
●商品券の取扱いについて
（1）商品券について
・商品券は、物品の販売またはサービスの提供などの取引において利用可能です。
・利用金額が商品券の額面に満たない場合は、釣り銭の支払いはできません。
・商品券を現金に換金することはできません。
・使用期間を過ぎた商品券は、無効となります。
（2）利用対象とならないもの
・不動産や金融商品
・たばこ
・商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
・�風俗営業などの規制および業務の適正化などに関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊
営業において提供される役務
・国税、地方税や使用料などの公租公課
●配偶者からの暴力を理由に避難している方
　配偶者からの暴力（DV）を理由に他市町村から南丹市に避難している方で、事情により基準日（平
成31年1月1日）時点で住民票を移すことができていない方は、事前にお申し出いただき、必要な書
類を提出していただくことにより、南丹市で交付申請などを行うことができます。
●「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください！
　申請いただいた内容に不明な点があった場合には、南丹市から問い合わせを行うことはあります
が、市や国などから金融機関やコンビニなどのATM（現金自動支払機）を操作するような依頼をした
り、手数料などを求めることはありません。もし不審な電話や郵便、メールなどが来た場合には、
商工課や最寄りの警察にご連絡ください。
問南丹市プレミアム商品券プロジェクトチーム事務局（商工課）
TEL（0771）68-1008
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南丹市小規模企業支援事業補助金について

　市内の小規模企業者の経営安定のため、対象融資制度の利子補給と京都信用保証協会の信用保証
料の助成を行います。
●対象融資制度
番号 融資制度名 限度額
１ ㈱日本政策金融公庫の経営改善貸付制度 2,000万円
２ 京都府小規模企業おうえん融資（ベース枠・ステップアップ枠） 2,000万円
３ 京都府あんしん借換資金（緊急枠・セーフティネット枠） 8,000万円
４ ㈱日本政策金融公庫の新規開業資金 4,800万円
５ ㈱日本政策金融公庫の女性・若者／シニア起業家資金 4,800万円
６ ㈱日本政策金融公庫の事業承継・集約・活性化支援資金 4,800万円
７ 京都府開業・経営承継支援資金 8,000万円

●�対象者　常時使用する従業員の数が20人（商業またはサービス業を主たる事業とする事業者に
あっては5人）以下の法人または個人で、次の①②③全てを満たす方
①市内に主たる事業所を有する方　
②市税を完納している方
③南丹市商工会の会員
●�利子補給額　平成29年1月1日から令和元年12月31日までに新規に借り入れた対象の各融資の平
成31年1月1日から令和元年12月31日までに支払った利子額（延滞等に係る利子は除く。）の2分の
1以内で、千円未満切捨てとし、表面の表「1から3」のみの場合、上限5万円とし、表の「4から7」
の場合上限10万円とする。ただし、対象融資制度「1から3」と「4から7」の制度と併せて受ける場
合については、上限10万円とする。（例：1と5など）
●�保証料助成　平成31年1月1日から令和元年12月31日の間に、新たに借り入れた対象の各融資に
対して、初回に支払った保証料の2分の1以内（千円未満は切り捨て、上限5万円）
●�申請方法　令和2年1月7日（火）から1月24日（金）の間に、商工会に申請してください。申請用紙
は商工会本所および各支所に備え付けています。
●申請書類
①南丹市小規模企業支援事業補助金交付申請書（様式第１号）
②添付書類
　（1）申請者の住民票の写し（法人にあっては登記簿謄本の写し）
　（2）市税を完納していることを証する書類
　（3）金融機関の発行する支払額明細書
　（4）利子および保証料の支払いを証する書類またはその写し
※平成29年度および平成30年度に申請された方は、下記の一部書類を省略できます。
　ア）住所、氏名、（名称）に変更がない方は（1）の書類を省略できます。
　イ）�平成30年以前に補助を受けた融資について引き続き利子補給を受けられる方は（3）の書類を省

略できます。
※金融機関が発行する令和元年中の支払利息証明書等は有料です。
問南丹市商工会　TEL（0771）42-5380
問園部支所　TEL（0771）62-0766　
問日吉支所　TEL（0771）72-0224
問美山支所　TEL（0771）75-0021
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南丹市スポーツ・文化賞表彰について

　南丹市では、スポーツや文化活動において優秀な成績を収められた方々や団体を表彰しています。
　被表彰者の推薦について、市内小中学校や各関係機関および団体に所属されていない方で、南丹
市スポーツ・文化賞の表彰基準に該当される方はご連絡ください。
●表彰基準
表彰の種類 表　彰　基　準

優秀スポーツ賞

　特に優秀な成績を収めた者
①�京都府大会または近畿大会もしくはこれに準ずる大会において出場権を得て
全国大会に出場し、入賞した者または団体
②�近畿大会またはこれに準ずる大会において上位（3位以内）入賞した者または団
体
③京都府大会またはこれに準ずる競技大会において優勝した者または団体

スポーツ賞

　優秀な成績を収め、将来その活躍が期待される者
①�京都府大会または近畿大会もしくはこれに準ずる大会において出場権を得て、
全国大会に出場した者または団体
②近畿大会またはこれに準ずる大会において入賞（6位以内）した者または団体
③�京都府大会またはこれに準ずる競技大会において上位（3位以内）入賞した者ま
たは団体

優秀文化賞

①�文化・芸術の分野において、全国大会またはそれに準ずる大会などで、上位（3
位相当）入賞を収めた者または団体
②�京都府大会またはこれに準ずる大会・コンクールで最高位の成績を収めた者ま
たは団体

文化賞

①�文化・芸術の分野において、全国大会またはそれに準ずる大会などに学校推薦
または予選を経て出場し、入賞した者または団体
②�京都府大会またはこれに準ずる大会・コンクールで上位（3位相当）入賞を収め
た者または団体

翔け賞

　小学生以下で、市内または南丹地区（南丹市、亀岡市および船井郡のことをい
う。以下同じ。）の大会などにおいて、スポーツまたは文化活動に関し、特に優秀
な成績を収めた者または小学生以下の者で組織された団体で、市内または南丹地
区の大会などにおいて、スポーツおよび文化活動に関し優秀な成績を収めた団体
または市長がこれらのものに準ずると認めた者

功労賞 ①優秀な選手などの育成、指導に特に功績があった者
②文化の振興および発展に多年にわたり功績のあった者

●対象　今回の表彰は、令和元年（平成31年）中に収められた成績が対象となります。
●�特記事項　個人および団体において、すでに表彰を受けた方が再び表彰の推薦を受ける場合は、
前回以上の成績を収めた場合に限ります。
●申込方法　12月27日（金）までにご連絡ください。
問教育総務課　
TEL（0771）68-0055　
FAX（0771）63-2850
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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　①1月14日（火）、
　②1月28日（火）
●時間　
　いずれも午後1時〜4時
●場所　日程①八木公民館　
　�1階　和室、日程②市役所
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　

消費者ホットライン188
のご案内
　消費者ホットライン188
（局番なし）は、お近くの消費
生活センターなどの消費生活
相談窓口をご案内することに
より、消費生活相談の最初の
一歩をお手伝いするもので
す。「悪質商法等による被害に
あった」などの消費者トラブ
ルでお困りの際は、全国どこ
からでも3桁の電話番号消費
者ホットライン「188」（いや
や）にご相談ください。
問�南丹市消費生活相談窓口
（商工課内）
TEL（0771）68-0100

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
ションがとれない、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。
●日時　①1月16日（木）
　午前10時30分〜正午、
　②1月17日（金）
　午前10時〜11時30分
●�場所　日時①地域活動支援
センターそよかぜ美山、日
時②こむぎ山健康学園
●�内容　茶話会・レクリエー
ション
※�内容を変更することがあり
ます。参加希望の方はお問
い合わせください。

問社会福祉課　　　
TEL（0771）68-0007

障害者控除と大人用おむつ代の医療費控除について

＜障害者控除＞
　所得税・住民税の申告の際、身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでなくても、65歳以上の方で「寝
たきり状態にある高齢者」、「認知症のある高齢者」など、一定の要件に該当する場合は障害者控除（特
別障害者控除）の対象となる場合があります。控除を受けるには、申請により、「障害者控除対象者認
定書」の交付を受け、毎年申告の際に提示していただく必要があります。
●対象者　南丹市内在住の65歳以上の方で、次の①〜⑤のいずれかに該当する方

区分 認定要件
障がい者 ①　身体障がいの程度の等級表（3級〜6級）に準ずる障がいがあること

②　知的障がいの程度の判定基準（軽度・中度）に準ずる障がいがあること

特別障がい者
③　身体障がいの程度の等級表（1級、２級）に準ずる障がいがあること
④　知的障がいの程度の判定基準（重度）に準ずる障がいがあること
⑤　寝たきりの状態にあること

※�控除対象者の認定は、介護保険の要介護認定申請時の主治医意見書、認定調査票により市が判断
します。
●�申請方法　高齢福祉課または各支所総務課で申請してください。審査の上、後日「障害者控除対象
者認定書」を郵送で交付します。
＜大人用おむつ代の医療費控除＞
　大人用おむつ代が医療費控除の対象と認められるには、医師の発行した「おむつ使用証明書」が必
要です。ただし、次の①・②両方に該当する方は、市が交付する「おむつ使用確認書」で申告するこ
とができます。
①おむつ代について、医療費控除を受けるのが2年目以降の方。
②�介護保険の要介護認定者で、要介護認定の際の主治医意見書中に「寝たきりの状態」かつ「尿失禁（の
可能性）がある」ことが確認できる記載がある場合。
※初めておむつ代の医療費控除を受けられる方はかかりつけの医療機関にお問い合わせください。
●�申請方法　高齢福祉課または各支所総務課で申請してください。審査の上、後日「おむつ使用確認
書」を郵送で交付します。

問高齢福祉課　TEL（0771）68-0006　



第334号 7問＝申込・問合せ先　TEL＝電話番号　FAX＝FAX番号　　　　　　　　　 ＝メールアドレス　HP＝ホームページアドレス　〒＝郵便番号・住所

「きこえと補聴器の相談
会」のお知らせ
　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。
●日程　①1月22日（水）
　②2月26日（水）
　③3月25日（水）
●時間　午後1時〜3時
●�場所　いずれも南丹市八木
公民館２階第３集会室
●�対象者　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、
事前に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

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　 令 和2年1月21日
（火）、2月18日（火）、3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時までに電話でお申し
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

子育て支援（催し）

子育てすこやかセンター
１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。
＜子育て広場０歳〜＞
「体を動かして遊ぼう」
●�日 時　 令 和2年1月14日
（火）　午前10時30分〜11
時30分
＜ベビーマッサージ＞
●�日 時　 令 和2年1月16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。
＜子育て講座＞
　桑原修子講師による「子ど
もが伸びる子育てのヒント」
●�日 時　 令 和2年1月20日
（月）　午前10時30分〜11
時30分
＜親子リトミック＞
●�日 時　 令 和2年1月22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

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
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催し

『氷室の郷』年末年始の
お知らせ
＜休館日＞
●�期間　12月28日（土）〜令
和2年1月6日（月）
＜年末年始の行事＞
●日程　
・�12月21日（土）　新鮮やぎ
の朝採市終い市
※ぶた汁を振る舞います
・�令和2年1月11日（土）　
　初市、とんど焼き
※ぜんざいを振る舞います
●�時間　いずれも午前10時
〜11時30分
※�とんど焼きは午前9時30分

生100円
●定員　15人程度（先着順）
●�申込方法　12月20日（金）
までに、電話またはFAXで
お申し込みください。

問日吉町郷土資料館
　（月・火・水曜日休館）
TEL（0771）68-0069
FAX（0771）72-1130

第28回新春席書大会参
加者募集
　新しい年を迎え、すがすが
しい気持ちで書き初めにチャ
レンジしてみませんか。
●�日 時　 令 和2年1月11日
（土）午前10時〜正午（受
付：午前9時30分〜）
●場所　国際交流会館2階

〜10時30分
問�八木農村環境公園「氷室の
郷」

TEL（0771）43-1128（月曜休館）

郷土資料館体験講座「し
め縄づくり」参加者募集
　しめ縄づくりを通して楽し
く伝統文化を学びます。お昼
には餅つきを予定していま
す。
●日時　12月22日（日）　
　午前10時〜午後3時
●�場所　日吉町郷土資料館か
やぶき民家
●参加費　500円/1人
※別途入館料が必要です。
　�入館料：大人200円、高
校・大学生150円、小中学

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＞
◆大嘗祭のこころ（小野善一郎）◆図説ヨーロッパの紋章（浜本隆志）◆明智光秀ゆかりの地を歩く（サ
ンライズ出版編）◆後悔しない子育て（信田さよ子）◆認知症の人と一緒に作るアルバム自分史（北林
陽児、山本由子）◆10秒ゆるみストレッチ（柴雅仁）◆踊る町工場（能作克治）◆日本一の洗濯屋が教え
る間違いだらけの洗濯術（洗濯ブラザーズ）◆刺し子の小ものとお繕い（飯塚咲季）◆家紋クロッシェ
◆自由につなぐ、形であそぶフリーフォーム（岡本啓子）◆ベルンド・ケストラーの引き返し編み（ベ
ルンド・ケストラー）◆弾丸メシ（堂場瞬一）◆「地域の人」になるための8つのゆるい方法（河井孝仁編）
◆狂瀾怒濤（エドワード・ゴーリー）◆ママ（カン・ギョンス）◆あのひと（マイケル・デュドク・ドゥ・
ヴィット構成・絵、谷川俊太郎詩）◆「言いたいこと」から引ける敬語辞典（西谷裕子編）◆トリニティ、
トリニティ、トリニティ（小林エリカ）◆はんぶんのユウジと（壇密）◆背中の蜘蛛（誉田哲也）◆ベー
シックインカム（井上真偽）◆きみの正義は（水生大海）◆潮待ちの宿（伊東潤）◆夜はおしまい（島本理
生）◆サンズイ（笹本稜平）◆巡礼の家（天童荒太）◆人間（又吉直樹）◆彼女たちの犯罪（横関大）
＜児童書＞
◆生き抜くチカラ（為末大）◆大人になったら行ってみたい！世界のふしぎな風景図鑑（パイインター
ナショナル編）◆わきだせ！いのちの水（たけたにちほみ）◆きみひろくん（いとうみく）◆南河国物語
（濱野京子）◆しあわせなハリネズミ（藤野恵美）◆百桃太郎（原京子）◆ヤービの深い秋（梨木香歩）◆
名探偵カッレ�城跡の謎（アストリッド・リンドグレーン）◆お札に描かれる偉人たち（楠木誠一郎）
＜絵本＞
◆みーんなねちゃった？（オードレイ・プシエ）◆ぽかぽかゆずおふろ（すとうあさえ）◆おうさまの
こどもたち（三浦太郎）◆とおくにいるからだよ（くりはらたかし）◆ねこのずかん（大森裕子）◆おな
べさんとおたまちゃん（宮本えつよし）◆おおゆき（最上一平）◆木の耳（ヤン�ホンイン）◆すずめのコ
ゼット（冨澤利男）◆かべのすきま（中西翠）
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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に、八木公民館にお越しい
ただくか、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。

問八木公民館
TEL（0771）42-3132
FAX（0771）42-3133
　（月曜・祝日休館）

南丹市大堰川ジョギング
大会の参加者募集
●�日 時　 令 和2年1月26日
（日）※小雨決行
　受付：午前9時〜
　開会式：午前10時〜
●�会場　八木運動公園をス
タート・ゴールとするコー
ス
●競技種目
①�ファミリージョギング（公
園内周回1.5km）
②ロードレース2.3kｍ　
・�小学校低学年の部（1・2年
生男女合同）
・�小学校中学年の部　男・女
（3・4年生）
・�小学校高学年の部　男・女
（5・6年生）
・中・高校生の部　男・女
・�一般49歳以下の部　男・
女
・�一般50歳以上の部　男・
女
・�一般60歳以上の部　男・
女
・�一般70歳以上の部　男・
女
③ロードレース5.0kｍ　
・中・高校生の部　男・女
・一般49歳以下　男・女
・�一般50歳以上の部　男・
女
・�一般60歳以上の部　男・
女
・�一般70歳以上の部　男・
女
●�参加資格　南丹市内外の小
学生以上
※�ロードレースは事前申し込
みが必要
※�ファミリージョギングは、

保護者の付き添いがあれば
小学生未満の参加も可能。
●参加料　�
・�小学生未満（保育所・幼稚
園児など）1人100円
・小学生以上　1人500円　
※当日徴収します
●�申込方法　令和2年1月10
日（金）午後5時必着で所定
の申込用紙に必要事項を記
入の上、ご提出してくださ
い。
●申込先
①八木公民館
②園部海洋センター仮事務所
③日吉町生涯学習センター
④美山支所社会教育課担当
⑤社会教育課
※�⑤は郵送・ＦＡＸでの申込
可能。

問�南丹市スポーツ協会事務局
（社会教育課）
TEL（0771）68-0057
FAX（0771）63-2850

南丹市女性会「陽だまり
コンサート」のご案内
　南米の民族音楽「フォルク
ローレ」とおいしいコーヒー
で、心安らぐひとときを過ご
しましょう。
●�日 時　 令 和2年1月18日
（土）午後2時〜（受付：午
後1時30分〜）
●�場所　国際交流会館2階特
別会議室
※�昨年と会場が異なりますの
でご注意ください
●�出演　フォルクローレグ
ループ「エスペランサ」
●定員　50人（先着順）
●参加費　300円
※会員は無料
※�園部まごころステーション
陽だまりお手製のお菓子・
コーヒー付き　
●�申込方法　1月10日（金）ま
でに、氏名・電話番号をご
連絡ください。（電話・ＦＡ
Ｘ・Ｅメール可）

●�対象　小学生以上（未就学
児は保護者同伴なら可）
●�持ち物　筆、文鎮をお持ち
の方はご持参ください。
●�申込方法　12月26日（木）
までに社会教育課へお越し
いただくか、住所、氏名、
電話番号、参加部門を、郵
送、電話、ＦＡＸ、Ｅメー
ルのいずれかで、お申し込
みください。
※�当日参加も可能ですが、で
きる限り事前にお申し込み
ください。
●�備考　テーマは当日発表し
ます。作品は1月24日（金）
まで国際交流会館2階廊下
に展示します。

問�園部町文化協会事務局（社
会教育課内）

〒�622-8651�南丹市園部町小
桜町47番地　

TEL（0771）68-0057
FAX（0771）63-2850　
�be-syakai@city.nantan.
lg.jp

南丹市公民館講座「編み
物教室」受講者募集
　寒い冬のひととき手編みを
習ってみませんか。今回は「か
んたんベスト」を編みます。
●�日 時　 令 和2年1月9日
（木）、16日（木）、30日（木）
　いずれも午前10時〜正午
●場所　八木公民館
●講師　井上みよし　さん
●�費用　受講料1,500円、材
料費2,700円（初回参加時
にお支払いください）
●持ち物　棒針2本（4号〜5
　号）、かぎ針（4号〜5号）
※�編み針をお持ちでない場合
は用意しますので、申込み
時に連絡ください。（別途料
金が必要です。）
●�対象者　南丹市在住・在勤
の成人
●定員　10人（先着順）
●�申込方法　12月16日（月）
から12月27日（金）まで
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問�南丹市女性会事務局（社会
教育課内）

TEL（0771）68-0057　
FAX（0771）63-2850　
�be-syakai@city.nantan.
lg.jp

「おとなの読書会」を開
催します
　美山図書室では、2カ月に
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　1月9日（木）午後2時
から4時まで
●�場所　美山文化ホール　2
階会議室
●持ち物　お気に入りの本
問美山図書室　
TEL（0771）68-0046
　

外国人のための日本語教
室を開催します
　市民ボランティアと1対1
で勉強します。
●日時
①�令和2年1月12日〜3月22
日（毎週日曜日・全10回）�
午前9時〜10時30分
②�令和2年1月16日〜3月26
日（毎週木曜日・全11回）�
午後6時30分〜8時
※2月23日（日）は休み
※�期間の途中からでも受講で
きます。
●�場所　国際交流会館2階研
修室
●�対象　市内在住、在勤また
は在学の外国人の方
●�申込方法　事前に、参加
教室（①または②）、住所、
氏名、電話番号を、電話、
FAX、Eメールのいずれか
でお申し込みください。
＜日本語支援ボランティアを
募集します＞
　関心がある方は協会に連絡
の上、見学に来てください。
●�対象　市内在住、在勤また
は在学の方

※��経験は問いません。資格
も不要で外国語ができな
くても大丈夫です。

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）

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

英会話教室の受講生を募
集します（社会人対象）
＜社会人英会話講座リフレッ
シュコース（入門）＞
　中学生時代に学んだ英語を
初歩の初歩から思い出し、簡
単な英会話に挑戦しましょ
う。
●�日時　1月15日〜3月18日
までの毎週水曜日
　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）＞
　やさしい英語を使って、実
用的な会話を習得します。
●�日時　1月10日〜3月13日
までの毎週金曜日
※2月11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）＞
　日常的な英会話に加え、英
語で自分の意見を伝えられる
ように練習します。
●�日時　1月14日〜3月24日
までの火曜日
　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　国際交流会館2階研
修室（1月14日のみ川辺地
域活性化センターで開催）
●�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〜金の午後0時30分〜4
時30分）

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

エクセル講座の受講者を
募集します
　マイクロソフト「エクセル
2013」を使用し、基礎から
習いたい方を対象にパソコン
講座を実施します。
●�日時　令和2年1月25日、
2月1日、8日（各土曜日）
　いずれも午後1時〜4時
●�場所　国際交流会館3階第
2会議室
●�内容　エクセルの基礎、会
計報告書作成　ほか
●�資格　市内在住でエクセル
を習いたい方
※入力程度のスキルは必要
●定員　10人（先着順）
※�受講者には受講証を送付し
ます。
●受講料��3,000円
※�南丹市インターネットをご
利用の方は500円
●テキスト料　1,320円
※�「FOM出 版 」の よ く わ
か る「 初 心 者 の た め の
Excel2013」を使用しま
す。テキストを持参される
場合テキスト料は無料で
す。



第334号 11問＝申込・問合せ先　TEL＝電話番号　FAX＝FAX番号　　　　　　　　　 ＝メールアドレス　HP＝ホームページアドレス　〒＝郵便番号・住所

●�申込方法　1月17日（金）必
着で、「エクセル講座受講希
望」、住所、氏名、年齢、
電話番号をご記入の上、は
がきでお申し込みくださ
い。

問�南丹市情報センター「エク
セル講座」募集係

〒�622-0004　南丹市園部町
小桜町62-1

TEL（0771）63-1777
FAX（0771）63-1682
　（月曜は休館日）

京都丹波『ハンターへの道』
狩猟セミナーについて
　南丹地域では、野生鳥獣に
よる農林水産物被害解消が大
きな課題となっています。
　狩猟が果たす社会的役割や
狩猟免許取得に興味を持って
いただける狩猟セミナーを開
催します。多数のご参加お待
ちしております。
●�日 時　 令 和2年2月15日
（土）午前10時30分〜午後
3時　　　　
●�場所　日吉町生涯学習セン
ター
●募集人数　100人
●�申込方法　令和2年1月20
日までに、住所、氏名、年
齢、電話番号をＦＡＸまた
はメールでお申し込みくだ
さい。

問一般社団法人京都府猟友会
FAX（075）821-5230
�kyotofuryoyukai@etude.
ocn.ne.jp

問農山村振興課
TEL（0771）68-0012

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。

問�南丹やぎの青空市実行委員
会

TEL（0771）42-2120

南丹市役所公式Ｆａｃｅ
ｂｏｏｋをご覧ください
　南丹市役所の公式Ｆａｃｅ
ｂｏｏｋ（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。
問秘書広報課
TEL（0771）68-0065

美山地域情報

除雪作業に伴うお知らせとお願い

　今年度も冬期間中（12月1日（日）〜令和2年3月15日（日）〔予
定〕）に、積雪が10cm以上になれば、午前5時から除雪作業を行っ
ています。より早くスムーズに作業を行うため、下記の点につ
いてご協力をお願いします。
●路上に自動車などの駐車や放置は絶対にしないでください
　�　除雪が進まないばかりか、大切な車などに損傷を与え支障
をきたすほか、トラブルの原因になります。
●�農作物、獣害防除施設、石垣、塀などを点検しておいてくだ
さい
　�　除雪は雪を道路外へ押し出しますので、農作物や庭先の石
垣、塀などが路面にはみ出していないか点検をお願いします。
かき出した雪のため埋没することもありますので、運転手が
察知できない部分には赤い布など簡単な目印をつけておいて
ください。また、除雪によって破損の恐れがある獣害防除施
設については、一時的に撤去していただきますようお願いし
ます。
●屋根の雪降ろし後は直ちに撤去してください
　�　道路上に、屋根などの雪を降ろしたまま放置したり、撒き
散らしたりすると、凍結して歩行者などが転倒したり、車両
のスリップ事故の原因となりますので、直ちに撤去してくだ
さい。
●�路上に覆いかぶさる物件はあらかじめ撤去しておいてくださ
い
　�　道路近くの立ち木や竹を所有されている方は、事前に点検
していただき、危険な場合は取り除いていただきますようお
願いします。積雪による倒木などがあった場合は、処分いた
しますのでご了承ください。
●�依頼事項、その他の連絡については区長を通じてお願いしま
す
　�　除雪車の運転手の方には、早朝からお世話になり、大変ご
苦労をお掛けしています。依頼事項や連絡事項については個々
に対応することはいたしません。また、運転手の方にもその
ように依頼していますので、除雪に伴う依頼事項については、
区長を通じて申し出ていただきますようお願いいたします。

問美山支所総務課　
TEL（0771）68-0040
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なんたんテレビ（11ch）番組表（令和元年12月16日〜31日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★は初回放送枠

1月1日からは年始特別編成でお送りします


