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お知らせ

令和2年南丹市成人式開
催のお知らせ
●�日時　令和2年1月12日（日）
午後1時30分〜（受付午後0
時30分〜）
●�会場　国際交流会館　イベ
ントホール　
●�内容　式典、記念写真撮影、
懇談会
●�対象者　南丹市在住および
出身の新成人
　�（�平成11年4月2日〜
　�平成12年4月1日生まれ）
問社会教育課
TEL（0771）68-0057

寄附禁止のルールを守って明るい選挙の実現を

　年末年始はお歳暮やお年賀など、何かと贈り物やお祝い事を
する機会の多いシーズンです。
　そこで、この機会にきれいな政治、お金のかからない政治の
実現、選挙の公正の確保を目指す「三ない運動」（贈らない、求め
ない、受け取らない）をご理解いただき、寄附禁止のルールを守っ
て、明るい選挙を実現しましょう。
●政治家の寄附の禁止
　政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その
時期や名義のいかんにかかわらず、罰則をもって禁止されてい
ます。
　また、政治家以外の者が政治家の名義の寄附をすることも罰
則をもって禁止されています。
●政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
　政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止
されています。政治家を威迫して、あるいは政治家の当選また
は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求
めると処罰されます。
●政治家の関係団体の寄附の禁止
　政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にあ
る者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推される
ような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して
寄附をすると処罰されます。
●政治家の後援団体の寄附の禁止
　政治家の後援団体（いわゆる後援会）が、選挙区内にある者に
対して、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関す
る寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんにかかわ
らず処罰されます。
●年賀状などのあいさつ状の禁止
　政治家が選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によ
るものを除き、年賀状、寒中見舞などのあいさつ状（電報なども
含む）を出すことは禁止されています。
●あいさつを目的とする有料広告の禁止
　政治家や政治家の後援団体（いわゆる後援会）が、選挙区内に
ある者に対して、主としてあいさつを目的とする有料の広告を
新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すと処
罰されます。
問選挙管理委員会事務局
TEL（0771）68-0002

http://www.city.nantan.kyoto.jp/
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国保税の納付は口座振替
が原則となります
　令和2年1月より国民健康
保険税（国保税）の納付は口座
振替が原則となります（年金
からの特別徴収や、口座振替
による納付が困難な方を除
く）。
　安心、便利な口座振替での
納付をお願いします。
●口座振替取扱金融機関
　京都銀行、京都信用金庫、
京都中央信用金庫、京都農業
協同組合、りそな銀行、ゆう
ちょ銀行・郵便局
●金融機関での申込方法
　市税等口座振替依頼書を記
入いただき、各金融機関の窓
口でお申し込みください。
・�持ち物：預貯金通帳、通帳
届出印、納付書
●�市役所本庁・支所での申込
方法
　�「ペイジー口座振替受付
サービス」の開始により、
市役所本庁・支所で、端末
にキャッシュカードを通
し、暗証番号を入力するこ
とで簡単に口座振替の申し
込みができます。
・�持ち物：本人確認ができる
もの（運転免許証、国民健
康保険証など）、振替を希
望する金融機関のキャッ
シュカード
※�生体認証ICキャッシュ
カード、クレジット一体型
カードなど、一部ご利用い
ただけないものがありま
す。
※�りそな銀行は、ペイジー口
座振替受付サービスに対応
していないため、申し込み
はできません。

問市民環境課
TEL（0771）68-0011

年末年始の救急指定病院の診療について

　南丹市内の年末年始における救急医療機関は、京都中部総合
医療センターと園部病院です。救急医療を受けるときは、必ず
事前に電話連絡をお願いします。

●京都中部総合医療センター　TEL（0771）42-2510
　12月27日（金）通常診療
　12月28日（土）〜令和2年1月5日（日）救急医療
※�救急医療に関しては、内科・小児科・産婦人科・外科系の担
当医が交代で診療にあたります。
※�小児科は、12月31日（火）、午前9時〜11時、午後1時〜4時
まで外来診療を行います。
　令和2年1月6日（月）通常診療

●園部病院　TEL（0771）62-0515
　12月27日（金）通常診療
　12月28日（土）午前9時〜正午まで：通常診療
　12月29日（日）午前9時〜11時　（外科医対応）
　12月30日（月）午前9時〜正午まで：通常診療
　�12月31日（火）〜令和2年1月3日（金）午前10時〜11時（外科医
対応）
　令和2年1月4日（土）午前9時〜正午まで：通常診療
　令和2年1月5日（日）午前9時〜11時　（外科医対応）
　令和2年1月6日（月）通常診療
※救急医療（上記の診療時間以外）

　南丹市では、公式LINEを開設しました。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

南丹市公式LINEアカウントを開設しました
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風しん抗体検査(成人男性の対象者）

　風しんの追加的対策として、対象者の方に令和元年6月にクーポン券を送付しました。クーポン券
を利用して風しん抗体検査・風しん予防接種（風しん抗体検査結果で抗体価が低い方のみ）が受けら
れます。クーポン券の有効期限が、令和2年3月31日までとなっていますので、早めに受けましょう。
なお、風しん抗体検査を受けずに風しんの予防接種を受けた場合は、対象外となり全額自費になり
ます。
●対象者　南丹市に住民票がある者で、下記の年齢にあてはまる男性
・昭和47年4月2日〜昭和54年4月1日生まれの方（令和元年度クーポン券発行対象者）
・�令和2年度クーポン券発行対象予定者（昭和37年度4月2日〜昭和47年4月1日生まれ）で、令和元
年度に風しん抗体検査を希望される方。
●クーポン券の有効期限　令和2年3月31日まで　　
●�内容　クーポン券を利用して風しん抗体検査・風しん予防接種（風しんの抗体検査の結果抗体が低
い人のみ）を医療機関などで、公費で受けられます。
●実施医療機関（順不同）

医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号
川西診療所 （0771）62-0139 山田医院 （0771）42-2306
園部病院（旧園部丹医会病
院） （0771）62-0515 京都中部総合医療センター（旧公立南丹病院） （0771）42-2510

高屋こども診療所 （0771）68-1155 吉田医院 （0771）72-0022
冨井内科医院 （0771）68-2550 胡麻佐野診療所 （0771）74-0022
西田医院 （0771）68-1105 藤岡五ヶ荘診療所 （0771）73-0203
仁丹医院 （0771）62-0234 藤岡五ヶ荘第二診療所 （0771）72-1014

広野医院 （0771）62-0218 明治国際医療大学附属病院 （0771）72-1221

南八田診療所 （0771）65-0048 美山診療所 （0771）75-1113
吉田小児科内科医院 （0771）63-1458 美山林健センター診療所 （0771）76-0201
きむら診療所 （0771）43-0860
※�南丹市以外の実施医療機関は、厚生労働省のホームページ「風しんの追加的対策」に掲載されてい
ます。
●�クーポン券などの発行希望者へ　次の方は、クーポン券を発行しますので保健医療課までご連絡
下さい。
・クーポン券を紛失した方
・令和2年度クーポン券発行予定対象者で令和元年度に風しん抗体検査などを希望される方
・クーポン券発行時に同封していた「風しん抗体検査受診票」を紛失した方
問保健医療課　
TEL（0771）68-0016　
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償却資産は令和2年1月31日までに申告してください

　会社や個人で工場、商店、アパート、駐車場などを経営されている方が所有している事業用資産
（構築物・機械・車両・工具・器具・備品など）は、償却資産として固定資産税の課税対象となります。
南丹市内に償却資産を所有されている方は、資産の多少にかかわらず、令和2年1月1日現在の所有
資産について申告をしてください。
●業種別の主な償却資産（例示）
各業種共通のも
の

駐車場設備、受変電設備、内外装、ネオンサイン、外溝、看板、机・椅子、エア
コン、パソコン、コピー機、金庫、レジなど

小売業・飲食業 商品陳列ケース、カウンター、自動販売機、冷蔵・冷凍庫、厨房設備、テレビ、
放送設備など

理容業・美容業 パーマ器、消毒殺菌器、理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器など
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、ビニール包装設備、給排水設備など
医院・歯科医院・
薬局業 ベッド、各種医療機器、各種事務機器、待合室用椅子など

駐車場事業 塀、フェンス、屋外照明設備、駐車装置、料金精算機など
工場 構内舗装、旋盤、ボール盤、プレス機、洗浄給水設備、貯水設備など
娯楽業 パチンコ・スロット台、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、防犯監視設備など
印刷業 各種印刷機、製版機、裁断機など

建設業 ブルドーザー・パワーショベルなど自動車税の課税対象以外の大型特殊自動車、
ポンプ、発電機など

自動車整備業・
ガソリン販売業

スチームクリーナー、オートリフト、洗車機、コンプレッサー、ジャッキ、地下
タンクなど

農業 耕運機・田植機など軽自動車税の課税対象以外の農耕作業用車両、ビニールハウ
ス、草刈機など

※�太陽光発電設備も償却資産の対象となる場合があります。申告については下記にお問い合わせの
上、ご確認ください。
●提出期限　令和2年1月31日（金）までに郵送または持参により、必要書類を提出してください。
※�例年申告いただいている方には申告書用紙を送付します。お手元に届かない場合や、新規に事業
を始められた方など、申告書用紙が必要な場合はご連絡ください。
●提出先　税務課　〒622-8651 南丹市園部町小桜町47番地
　　　　　八木支所総務課　〒629-0198 南丹市八木町八木東久保29番地1　
　　　　　日吉支所総務課　〒629-0398 南丹市日吉町保野田市野3番地1　
　　　　　美山支所総務課　〒601-0797 南丹市美山町島島台51番地
問税務課　TEL（0771）68-0004

園部税務署からのお知ら
せ
　確定申告は自宅からイン
ターネット利用が便利です
＜国税庁ホームページの「確
定申告書等作成コーナー」の
利用について＞
　画面の案内に従って必要な
項目を入力すれば税金の額を
自動的に計算でき、計算誤り
の心配もありませんのでぜひ
ご利用ください。
＜スマホでの申告が便利にな
ります＞
　「マイナンバーカード」と
「マイナンバーカード対応の
スマートフォン」をお持ちの
方、または、「ID・パスワー
ド方式の届出完了通知」（右記

参照）をお持ちの方は、ご自
宅からe−Taxで送信できま
す。
　特に給与所得者で、医療費
控除またはふるさと納税など
の寄附金控除を適用して申告
する方は、スマホで見やすい
専用画面がご利用いただける
ので便利です。
　さらに令和2年1月からスマ
ホで見やすい専用画面をご利
用いただける範囲が2か所以
上の給与所得がある方や、年
金収入や副業などの雑所得が
ある方などにも広がります。
　なお、ID・パスワード方
式の申請を希望される方は、
運転免許証などの本人確認書
類を持参の上、早めに税務署
にお越しください。
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人材募集

南丹市職員採用試験（追加募集）を実施します

　令和元年度（令和2年4月1日採用）の職員採用試験を次のとお
り実施します。
●募集職種

職種 募集人数 試験
区分 受験資格

保育士・
幼稚園教諭

若
干
名

一般
試験

平成6年4月2日以降に生まれ、令
和2年3月末までに保育士資格と
幼稚園教諭免許の両方を取得また
は取得見込みの人

社会
人試
験

昭和54年4月2日以降に生まれた
人で「保育士」または「幼稚園教諭」
の実務経験が3年以上あり、保育
士資格と幼稚園教諭免許の両方を
有する人

技師職
若
干
名

一般
試験

平成6年4月2日から平成14年4月
1日までに生まれた人で、高校以
上の学校において、土木系または
建築系の専門課程を卒業した人ま
たは令和2年3月末までに卒業見
込みの人

社会
人試
験

昭和54年4月2日以降に生まれた
人で、土木関係・建築関係の設計
業務、施工管理等の実務経験が3
年以上ある人

※�地方公務員法第16条の規定による欠格条項に該当する人は受
験できません。
●試験日　（技師職）　令和2年2月2日（日）
　　　　　（保育士・幼稚園）令和2年1月29日（水）
●要項配布場所　市役所1号庁舎2階　人事課　
※要項は、市ホームページからもダウンロードできます
●要項配布・受付締切　　令和2年1月16日（木）まで
●�受付時間　午前8時30分〜午後5時15分（土・日・祝日および
年末年始の閉庁日を除く）
●�受験手続　申込書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添え
て人事課へ提出してください。
※必要書類その他詳細については要項を確認ください。
問人事課　　
TEL（0771）68-0008

＜令和元年10月1日から軽減
税率制度が実施されました＞
　令和元年分の消費税及び地
方消費税の確定申告書は、課
税取引を旧税率と新税率（標
準税率及び軽減税率）の税率
ごとに区分して記載（区分経
理）した帳簿等に基づき作成
する必要があります。
＜農業収支説明会を開催しま
す＞
●�日程　令和2年1月23日（木）
●�場所　南丹市役所　3号棟
2階第4会議室
●時間・内容　
・�午後2時〜3時�農業収支説
明会
・�午後3時〜4時�消費税申告
説明会
※�この説明会では、確定申告
書の受付や個別相談は行っ
ておりません。

問園部税務署　
TEL（0771）62-0340

　新たな財源確保と地域経
済の活性化を図るため、南
丹市ホームページにバナー
広告を募集しています。月
平均18,000件のアクセス
がある市のホームページに
あなたの企業を紹介しませ
んか。【有料・要申込】
●期間　3カ月以上
●�場所　市ホームページの
トップページ最下部
●定数　20企業
　市ホームページ下部にあ
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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相談会

「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　令和2年1月8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
　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　 令 和2年1月14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。【要申込】
●�日 時　 令 和2年1月21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

1月のなんでも相談日の
お知らせ
　南丹市が委嘱している身体
障害者・知的障害者・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
悩みや不安を相談員に相談し
てみませんか。
※参加費無料・秘密厳守
●日程・場所　
・�令和2年1月18日（土）午後
1時〜3時　そよかぜ美山
・�令和2年1月24日（金）午後
1時〜3時　園部まごころ
ステーション陽だまり
・�令和2年1月27日（月）午後
1時〜3時　そよかぜ八木
・�令和2年1月28日（火）午後
1時〜3時　そよかぜ日吉
（おいで家）
問社会福祉課　
TEL（0771）68-0007

神経・筋疾患個別相談の
ご案内
　専門医による個別医療相談
を開催します。
●�日 時　 令 和2年2月12日
（水）午後1時〜4時30分
●場所　亀岡総合庁舎
●�対象　神経・筋疾患で療養
中の方
以下の症状がある方
・手足がふるえる
・筋肉がやせる
・力が入りにくい
・足がふらつく
・最初の一歩が出にくい
・話しにくい
●�担当医　国立病院機構宇多
野病院　神経内科�
　冨田　聡　医師
●�定員　5人（予約制：申込
状況によりお断りすること
があります）
●�申込期限　令和2年1月17
日（金）

問京都府南丹保健所　保健室
TEL（0771）62-2979

子育て支援(催し)

子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」(1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。

＜冬休みのお知らせ＞
　各ひろばとseedbaseはお
休みします。
●�期間　12月27日（金）〜令
和2年1月5日（日）

＜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）
※�令和2年1月6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
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＜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
※�第5木曜日の令和2年1月
30日（木）は園部南部コ
ミュニティセンターで開催
します。

＜美山中学校ひろば＞
●�日時　毎月第2月曜日の午
前10時〜午後3時
●�場所　南丹市立美山中学校
3階音楽室

＜「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　令和2年1月9
日（木）
○�日吉ひろば　令和2年1月
14日（火）
○�八木ひろば　令和2年1月
15日（水）
○�園部ひろば（横田公民館）　�
令和2年1月23日（木）
※午前11時〜11時30分まで
＜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　令和2年1月
10日（金）
○�美山ひろば　令和2年1月
21日（火）
●�時間　午前10時15分〜正
午　※先着7組
●参加費　300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　 令 和2年1月17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　智華子さん
●�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　 令 和2年1月27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　智華子さん
●�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

催し

健康づくり教室を開催し
ます
●�日 時　 令 和2年1月8日、
22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

「まちの保健室」の開催
のお知らせ
　明治国際医療大学看護教員
による健康相談および健康づ
くりサロン「まちの保健室」を
開設します。どうぞお気軽に
ご利用ください。
●日時・内容　
・�令和2年1月21日（火）午後
1時30分〜午後3時・いき
いき健康かるた、リラク
セーション法、みんなで話
そう
・�令和2年2月4日（火）午後1
時30分〜午後3時・こころ
とからだのいきいき体操、
リラクセーション法、みん
なで話そう
・�令和2年2月18日（火）午後
1時30分〜午後3時・ここ
ろとからだのいきいき体
操、リラクセーション法、
みんなで話そう
●�場所　「いきいきオアシス
日吉」コミュニティルーム
（JR明治鍼灸大学前駅前）
問明治国際医療大学看護学部
　（佐藤・玉井）
TEL（0771）72-1181

在宅ケア講演会を開催し
ます
　在宅ケアを支援し、在宅医
療を支える医師として人生の
最期まで寄り添った活動をさ
れている川島　実さんを講師
にお迎えし、講演会を開催し
ます。
●�日 程　 令 和2年1月25日
（土）
●�時間　午後2時〜3時30分
（開場　午後1時30分）
●�場所　国際交流会館地下1
階コスモホール
●�内容　講演会「医療は地域
づくり（村おこし）に何がで
きるのか〜在宅医療を通じ
て地域や家族がひとつに
〜」
●�参加費　無料
問高齢福祉課　
TEL（0771）68-0006
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元気アップ体操教室のお知らせ

　なつかしい曲や明るい音楽に合わせて気持ち良く体を動かすリズム体操、筋トレ、脳トレ、ストレッ
チを行います。
　南丹市介護予防サポーター「元気アップなんたん」の仲間と一緒に、楽しく体を動かして生きいき
とした元気な生活をめざしませんか。
●日程

会　　場 時　　間 日　程

旧摩気小学校（園部） 午前10時30分〜正午
令和2年2月3日、10日、17日、3月2日、
9日、16日、23日、30日
※いずれも月曜日

こむぎ山健康学園（園部） 午後2時〜3時30分

令和2年1月9日、16日、23日、30日、2
月13日、20日、27日、3月5日、12日、
19日
※いずれも木曜日

美山保健福祉センター（美山） 午後2時〜3時30分

令和2年1月7日、14日、21日、28日、2
月4日、18日、�25日、3月3日、17日、
24日
※いずれも火曜日

八木老人福祉センター（八木）� 午前10時30分〜正午

令和2年1月10日、17日、24日、31日、
2月7日、14日、21日、28日、3月6日、
13日
※いずれも金曜日

殿田とーくほーる（日吉） 午前10時〜11時30分

令和2年1月10日、17日、24日、31日、
2月7日、14日、21日、28日、3月6日、
13日
※いずれも金曜日

胡麻基幹集落センター（日吉） 午後2時〜3時30分

令和2年1月10日、17日、24日、31日、
2月7日、14日、21日、28日、3月6日、
13日
※いずれも金曜日

●体操指導　「元気アップなんたん」（南丹市介護予防サポーター）
●参加費　　500円/回
10回前払いは3,500円（上記日程で10回有効）
※申込不要、直接会場にお越しください。
※会場の都合で日程変更になる場合があります。不明な点はお問い合わせください。
問NPO法人元気アップAGEプロジェクト（横山）
TEL080-4242-4734
問保健医療課　
TEL（0771）68-0016

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
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「犬のしつけ方教室」の
参加者を募集します
　犬の飼い主の意識向上と、
犬と一緒に暮らせる社会環境
をつくるため「犬のしつけ方
教室」を開催します。
●日時および場所
・�第1回令和2年1月29日（水）
午後2時〜4時　南丹保健
所講堂
・�第2回令和2年2月14日（金）
午後1時30分〜2時30分　
南丹保健所テニスコート
・�第3回令和2年2月21日（金）
午後1時30分〜2時30分　
南丹保健所テニスコート
・�予備日令和2年2月28日（金）
午後1時30分〜2時30分　
南丹保健所テニスコート
※�第1回は飼い主のみ参加、
第2回および第3回は犬と
飼い主同伴
●�対象　南丹市、亀岡市およ
び京丹波町に在住する生後
6ヶ月以上2歳未満の犬の
飼い主で、3回とも受講で
きる方
※�登録および狂犬病予防注射
接種済みの犬が対象です。
●募集人員　5名（先着順）
●�申込期間　令和2年1月14
日（火）〜1月17日（金）午前
9時〜午後5時（正午〜午後
1時を除く）の間に、電話
でお申し込みください。

問 南丹保健所環境衛生室　衛
生・検査担当　

TEL（0771）62-4754

氷室の郷「とんど焼き」
を開催します
　とんど焼きは、一年の家内
安全・無病息災・五穀豊穣を
願った行事で、しめ飾り･書
初め・竹を燃やします。火に
あたると風邪をひかない、書
初めが高く上がると字が上手
になると言われています。
●�日時　令和2年1月11日（土）
午前9時30分〜10時30分
●�場所　八木農村環境公園
『氷室の郷』くじゃく広場
●持ち物　しめ飾り・書初め
※�新鮮やぎの朝採市「初市」午
前10時〜11時30分　同時
開催　新年の干支スタンプ
も押せます。お買上げ特典
として「氷室の郷」特製キー
ホルダーをプレゼント　
※�午前10時〜ご来場の方に
「ぜんざい」を振る舞いま
す。

問 八木農村環境公園「氷室の
郷」

TEL（0771）43-1128
　（月曜：休館日）

わっかっか! 新春寄席

　令和2年はわっかっか!で初
笑い
●�日 時　 令 和2年1月12日
（日）�午後2時開演
●�場所　みんなの居場所�
わっかっか!�（南丹市日吉
町殿田東小牧2-1）
●�参加費　500円（ティータ
イム付き）
●�出演　大阪亭�都灯、銀杏
亭�風鈴丸、風紋亭�革虎

問風紋亭 革虎  齊藤 佑
TEL090-4564-8844

世界の料理教室「チャレ
ンジ！ペルー料理」
　市内在住のペルー出身の講
師から本格的なペルー料理を
教えてもらい、国の様子や文
化について知りましょう。【要
申込】
●�日時　令和2年1月26日（日）
　午前10時30分〜午後2時
●�場所　胡麻基幹集落セン
ター
●講師　鍋田ノルマさん
●�対象　市内在住、在勤の小
学生以上の方および会員
●定員　20人（先着順）
●参加費　500円
●�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
れかでお申し込みくださ
い。
●�申込締切　令和2年1月17
日（金）

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

第3回クアスポMixバ
レーボール大会
●�日時　令和2年2月24日（振
休・月）受付：午前9時〜
　試合開始：午前9時40分〜
●�場所　クアスポくちたん
（京都府立口丹波勤労者福
祉会館）
●参加料　3,000円
●�申込方法　令和2年1月6日
（月）〜2月9日（日）までに、
参加申し込み用紙に必要事
項を記入の上、持参、Eメー
ル、FAXのいずれかでお申
し込みください。
※�参加申し込み用紙は、クア
スポくちたんホームページ
からダウンロードしてくだ
さい。

問 NPO法人八木町スポーツ
協会

TEL（0771）42-5484
FAX（0771）42-5684

fualx504@cans.zaaq.ne.jp
HP http：//www.quaspokuchitan.

com/

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
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第44回ちびっこ探険学
校ヨロン島の参加者募集
　日本全国から参加するたく
さんの友だちと一緒に、思い
出に残る楽しい体験をしてみ
ませんか。
●�日 程　 令 和2年3月26日
（木）〜4月1日（水）6泊7日
●�場所　鹿児島県大島郡与論
町
●�内容　共同生活（民宿）、野
外活動（海水浴、洞窟探険、
野宿体験など）
●定員　200人
●対象　小学2年生〜6年生
※令和2年2月末現在
●�申込締切　令和2年3月5　
日（木）
●�説明会　令和2年1月12日
（日）午後4時〜、京都市生
涯学習総合センター

問 公益財団法人国際青少年研
修協会

TEL（03）6417-9721
HPhttp：//www.kskk.or.jp

丹波自然運動公園からお
知らせ

＜エンジョイテニス（昼の部）
＞
●�日 時　 令 和2年1月8日、
15日、22日、29日（各水
曜日）午後1時30分〜5時
●場所　テニスコート
●参加費　300円（当日受付）
●対象　18歳以上
＜グラウンド・ゴルフのつど
い＞
●�日 時　 令 和2年1月10日
（月例大会）、17日、24日、
31日（各金曜日）午前9時〜
11時45分
●�場所　陸上競技場および球
技場
※�会場は事前にご確認くださ
い。
●参加費　300円（当日受付）
＜太極拳教室＞
●�日 時　 令 和2年1月10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
＜年末年始休園日＞
●�日時　12月29日（日）〜令
和2年1月3日（金）

＜臨時休園日＞
●�日 時　 令 和2年1月20日
（月）〜1月21日（火）
※�施設の総合点検のため終日
休園となります。

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

八木地域情報

八木支団出初式(一斉放
水)の実施について
　南丹市消防団八木支団で
は、南丹市消防団出初式終了
後、大堰橋上流の河川敷で八
木支団の出初式（一斉放水の
み）を実施します。勇壮な放
水をぜひご覧ください。
●�日 時　 令 和2年1月12日
（日）午前11時30分頃〜
　（荒天の場合は中止します）
●�場所　大堰橋上流大堰川右
岸側河川敷

問 南丹市消防団八木支団（事
務局：危機管理対策室）

TEL（0771）68-0021

日吉地域情報

日吉地区アナログ防災行
政無線の廃止について
　南丹市では、旧日吉町で老
朽化している防災行政無線施
設のデジタル化を進めていま
す。デジタル化に伴い、日吉
地区アナログ防災行政無線に

よる放送は令和2年2月末ま
でに終了させていただきま
す。
　アナログの戸別受信機を使
用していただいている方はデ
ジタルの戸別受信機への更新
が必要となりますので申込手
続をお願いします。
　また、戸別受信機を設置さ
れていない方は、設置をご検
討いただきますようお願いし
ます。南丹市に住民票を有す
る世帯の1世帯につき1台ま
では、無償貸与しています。
●�申込方法　戸別受信機設置
申請書を危機管理対策室ま
たは日吉支所総務課まで提
出してください。

問危機管理対策室
TEL（0771）68-0021

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
＜ウォーク＞
●�日 時　 令 和2年1月14日
（火）�
　午前7時45分〜
●�場所　宮脇バス停駐車場集
合
　（�会員以外の方はクラブに
連絡が必要）

●�内容　泉涌寺七福神めぐり
＜ゲートボール＞
●�日 時　 令 和2年1月15日
（水）�
　午後1時〜
●�場所　自然文化村いきいき
ドーム

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


