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お知らせ

集落支援員室の移転に
ついて
　南丹市役所日吉支所3階の
集落支援員室は、2月28日
（金）より同支所2階に移転し
ます。なお、電話番号などの
変更はございません。
問地域振興課集落支援員室　
TEL（0771）68-0108

http://www.city.nantan.kyoto.jp/

　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

南丹市ホームページバ
ナー広告募集中（有料）

春季火災予防運動の実施
について
　火災が発生しやすい時季を
迎えるにあたり、予防意識の
啓発を図り火災発生を防止
し、高齢者を中心とする死者
の発生を減少させるととも
に、財産の損失を防ぐことを
目的に実施します。
●�期間　3月1日（日）〜3月7
日（土）
●�防火標語　「ひとつずつ　
いいね!で確認　火の用心」
●重点目標　
①住宅防火対策の推進
②放火火災予防対策の推進
③林野火災予防対策の推進
④�乾燥時および強風時の火災
発生予防対策の推進
●主な取り組み
①�消防車などによる防火啓発
パレード（3月1日）
②�消防団員による防火訪問、
啓発チラシの配布等
③啓発サイレンの吹鳴
　【園部・八木・日吉】
　�3月1日（日）〜3月7日（土）
午後9時
　【美山】　3月15日（日）
　午後9時
　�【信号符】　（共通）1分間長
符一声　
※�火災とお間違いのないよ
う、よろしくお願いします。

＜火の用心7つのポイント＞
・�家のまわりに燃えやすいも
のを置かない。
・�寝たばこやたばこの投げ捨
てをしない。
・�天ぷらを揚げるときは、そ
の場を離れない。

・�家庭や事業所では、たき火
をしない。
・�子供には、マッチやライ
ターで遊ばせない。
・�電気器具は正しく使い、た
こ足配線はしない。
・�ストーブには、燃えやすい
ものを近づけない。

＜住宅防火　いのちを守る7
つのポイント＞
●3つの習慣
・�寝たばこは、絶対やめる。
・�ストーブは、燃えやすいも
のから離れた位置で使用す
る。
・�ガスコンロなどのそばを離
れるときは、必ず火を消す。
●4つの対策
・�逃げ遅れを防ぐために、住
宅用火災警報器を設置す
る。
・�寝具、衣類およびカーテン
からの火災を防ぐために、
防炎品を使用する。
・�火災を小さいうちに消すた
めに、住宅用消火器などを
設置する。
・�お年寄りや身体の不自由な
人を守るために、隣近所の
協力体制をつくる。

問危機管理対策室　
TEL（0771）68-0021 
FAX（0771）63-0653
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軽自動車などの廃車や名義変更の手続きはお早めに

　軽自動車税（種別割）は、毎年4月1日現在の所有者に課税され
ます。軽自動車、バイク、農耕用トラクター、コンバインなど、
廃棄処分したものや人に譲ったもので手続きが済んでいない場
合は、早急に手続きをしてください。
　なお、軽自動車税（種別割）は路上の走行の有無にかかわら
ず、車両を所有していることに対して課税（標識交付）するもの
で、「車両は置いてあるが乗らないので」といった一時使用中止に
よる廃車手続き（標識返納）は受け付けできません。また、所有
者が死亡されている場合は、名義変更の手続きをお願いします。
ご不明な点は、車種に応じた問合せ先へお問い合わせください。
※�法改正により、令和2年度課税分から従来の軽自動車税は軽自
動車税（税別割）に名称変更されます。
●問合せ先

車種 手続き・問合せ先
125㏄以下の原動機付自転車、
ミニカー、小型特殊自動車（農耕
用トラクター、コンバインなど）

税務課
TEL（0771）68-0004

軽二輪（125㏄超〜250㏄以下の
バイク） 近畿運輸局京都運輸支局

TEL（050）5540-2061二輪の小型自動車（250㏄を超え
るバイク）

軽三輪、軽四輪 軽自動車検査協会京都事務所
TEL（050）3816-1844

※�125㏄以下の原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車の
廃車や名義変更の手続きをされる場合は、ナンバープレート、
印鑑、本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）を持参の上、
税務課または各支所総務課にお越しください。
※�農耕用トラクターやコンバインなどの申告漏れがないか、再
度ご確認ください。

問税務課　TEL（0771）68-0004
問各支所総務課　　
TEL八木（0771）68-0020
　日吉（0771）68-0030　
　美山（0771）68-0040

技能修得資金の支給申請
について
　中学校および高等学校を卒
業して、技能修得施設（専門
学校など）へ進学される方を
支援するため、技能修得資金
を支給しています。
●�対象　市内に居住し、経済
的な理由から技能修得が困
難な方
※�施設の要件、所得制限など
があります。詳細はお問い
合わせください。

●申請期間　
・�第1次申請:3月2日（月）�〜
3月27日（金）まで
・�第2次申請:3月30日（月）〜
4月17日（金）�
●�その他　申請書は、南丹保
健所福祉室、福祉相談課お
よび各支所に備え付けてい
ます。

問京都府南丹保健所福祉室　
TEL（0771）62-0363
問福祉相談課
TEL（0771）68-0023

未成年心身障害者年金申
請のお知らせ
　未成年の心身障がい者およ
び保護者の負担軽減を図るた
め、年金（助成金）を支給しま
す。
●�対象者　市民税非課税世
帯で、次の①②全てに該当
する方の扶養者
①�平成31年4月1日現在、市
内に3年以上居住する20歳
未満の方

②次のいずれかに該当する方
・�身体障害者手帳1・2級、
精神障害者保健福祉手帳
1・2級又は療育手帳所持
者
・�日常生活を著しく制限され
ているか介護の必要のある
方
・�特別支援学級又は特別支援
学校に在籍している方
●助成金額　年額2万円　
※支給は年度内に1回
●�申請期限　3月31日（火）ま
でに、印鑑、通帳など振込
金融機関が確認できるもの
を持参の上、社会福祉課ま
たは各支所総務課にて申請
してください。

問社会福祉課
TEL（0771）68-0007
問各支所 総務課 　
TEL八木（0771）68-0022
　日吉（0771）68-0032
　美山（0771）68-0041

在宅重度身体障害者介護
者激励金申請のお知らせ
　重度身体障がい者を在宅で
介護されている方を対象に激
励金を支給します。
●�対象者　市民税非課税世帯
で、次の①②全てに該当す
る方
①�寝たきりの状態が6か月以
上継続している重度身体障
がい者（20歳以上65歳未
満）と同居し、常時直接介
護している親族など。
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②�重度身体障がい者と介護者
の双方が、令和2年2月1日
（基準日）に市内に在住され
ている方。ただし、次のい
ずれかに該当する場合は支
給対象外です。
・施設に入所している場合
・�病院などに引き続き3カ月
以上入院している場合
・�令和元年8月1日以降に市
外から転入された場合
●助成金額　年額6万円　
※支給は年度内に1回のみ
●�申請方法　問い合わせ先で
申請用紙を配布しますの
で、2月1日（基準日）以降
に民生委員の証明を受けて
いただき、3月31日（火）ま
でに申請してください。

問社会福祉課　
TEL（0771）68-0007
問各支所 総務課 　
TEL八木（0771）68-0022  
　日吉（0771）68-0032  
　美山（0771）68-0041

福祉タクシー等利用券使
用期限は3月31日です
　現在、障がいのある方を対
象に交付している平成31年
度南丹市福祉タクシー等利用
券は、使用期限が3月31日ま
でとなっております。4月1
日以降は、利用券を使用する
ことはできません。使用期限
内に使用せず返還された場合
でも、現金との引換えはしま
せんのでご注意ください。
　南丹市福祉タクシー等利用
券で支払いのできる事業者一
覧は、南丹市ホームページを
ご覧いただくか、社会福祉課
または各支所総務課へお問い
合わせください。
問社会福祉課
TEL（0771）68-0007
問各支所総務課
TEL八木（0771）68-0022
　日吉（0771）68-0032　
　美山（0771）68-0041

令和2年度福祉タクシー等利用券の申請について

　障がいのある外出困難な在宅の方を対象に、福祉タクシーな
どの利用券を交付します。
　利用券は、タクシー料金、バス（デマンドバス含む。）運賃や自
家用車のガソリン代に使用することができます。
●対象者　
手帳（障がい）の種類 等級 交付枚数・所得要件

じん臓機能障害 1・3級

20,000円分/年
（50円券400枚）
※�5月以降の申請は、申請月
から1月あたり32枚分
※所得制限なし

視覚障害、下肢、体幹、
移動機能障害 1・2級 10,000円分/年

（50円券200枚）
※�5月以降の申請は、申請月
から1月あたり16枚分
※�世帯全員の市町村民税額
（所得割）の合計が、23万
5,000円未満の場合に限る

心臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸、肝臓機能障
害

1級

療育手帳 A
精神障害者保健福祉手帳 1級
●�申込方法　3月2日（月）以降、社会福祉課および各支所で受け
付けます。手帳と印鑑を持参の上、申請してください。（発行
は4月以降となります）

問社会福祉課　TEL（0771）68-0007
問各支所総務課
TEL八木 （0771）68-0022
　日吉 （0771）68-0032
　美山 （0771）68-0041

「京都丹波農業応援隊」関係事業等説明会の開催

●日程　3月13日（金）
●時間　午後1時30分〜3時30分（事業説明）
　午後3時30分〜4時45分（個別相談）
●�場所　京都府園部総合庁舎新館ABC（南丹市園部町小山東町藤
ノ木21）
●対象　亀岡市、南丹市、京丹波町に在住の農業者
●�内容　生産拡大や6次化、流通販路拡大などを応援する補助事
業などについての説明および個別相談
●�申込方法　3月10日（火）までに、在住の市町名、氏名、電話
番号、参加人数を、電話、FAX、Eメールのいずれかで京都府
南丹農業改良普及センターまでお申し込みください。

問京都府南丹農業改良普及センター　
TEL（0771）62-0665　
FAX（0771）63-1864

nanshin-no-nantan-nokai@pref.kyoto.lg.jp
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クラブミーティングルー
ム登録団体の募集
　日吉町生涯学習センター
では、令和2年度クラブミー
ティングルーム利用の登録申
請を受け付けています。登録
された団体はクラブミーティ
ングルームを年間に何度でも
利用できます。
●�使用期間　4月1日〜令和3
年3月31日
●�使用時間　午前9時〜午後
10時
●�休室日　日吉町生涯学習セ
ンターの休館日に準じま
す。
●登録団体　
（1）�団体の構成員が5人以上

であって、その半数以上
が市内に住所を有する者
または市内に通勤（通学）
する者であること

（2）�生涯学習または文化芸術
活動の推進に寄与する団
体であること

（3）�センターの運営に積極的
に協力できる団体である
こと

●�登 録 料　 年 間15,620円
（10月以降の半期分は、
7,810円）
●�申込方法　3月25日（水）ま
でに団体構成員名簿、活動
実績・活動計画関係書類を
添付し、日吉町生涯学習セ
ンターまで申し込みくださ
い。

問日吉町生涯学習センター
TEL（0771）72-3300　
FAX（0771）72-3311

南丹市土砂条例の名称と基準が変わります

　申請手続きの合理化及び開発規制の平準化を目的に、南丹市
開発事業等の規制に関する条例（土砂条例）の一部基準の見直し
を行います。つきましては、本年4月1日から主に以下の基準が
見直されます。
1.名称の変更
　旧）南丹市開発事業等の規制に関する条例
　新）南丹市土砂等の埋立て等の規制に関する条例
2.事業の適用要件

南丹市全域
これまで 300㎡以上
改正後（令和2年4月1日から） 500㎡以上
3.事前協議の廃止
　・�事前協議書を提出した後でないと、許可申請書が提出できな
かったものを、事前協議不要で申請できるようになります。

4.技術基準の変更
　・�道路拡幅の基準を廃止しました。また、文言の表現方法を
変更したことに伴い、様式等も一部変更になります。

　・�令和2年3月31日までに受付けしたものは旧制度の基準・手
続き方法になります。あらかじめご了承ください。

問都市計画課　TEL（0771）68-0052

南丹市開発条例の基準が変わります

　南丹市では秩序ある開発を行うべく、南丹市開発行為等の基
準及び手続に関する条例（開発条例）を合併時から制定し、全市
において規制をかけているところですが、民間活力による人口
誘導を行うことで定住を促進するため、一部基準の見直しを行
います。つきましては、本年4月1日から主に以下の基準が見直
されます。
1.開発行為の適用要件

市街化区域 都市計画区域外
これまで 3戸又は300㎡ 5戸又は1,000㎡

改正後
（令和2年4月1日〜）

適用無し
（�ただし、500平方
メートル以上は都
市計画法の開発許
可が必要）

3,000㎡〜10,000
㎡未満

※�都市計画法第29条の規定による開発許可に係る事前協議はこ
れまでどおりです。
2.建築行為の適用要件
　・�専用住宅の分譲地で、既に開発許可を受けた土地で行う建
築行為は適用除外になります。

3.技術基準の変更
　・�防火水槽等の設置基準を変更します。また、様式等も一部
変更になります。

　・�令和2年3月31日までに受付けしたものは旧制度の基準・手
続き方法になります。あらかじめご了承ください。

問都市計画課　TEL（0771）68-0052
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人材募集

自衛隊幹部候補生等募集について

募集種目 受付期限 試験期日 試験日

幹
部
候
補
生

一般
（��大卒程度）3月1日（日）

〜
5月1日（金）

5月9日（土）
5月10日（日）
（�10日は飛行要
員のみ）

20歳以上26歳未満
の者（22歳未満の者
は大卒（見込含）、修
士課程修了者など（見
込含）は28歳未満）

一般
（院卒者）

修士課程修了者など
（見込含）で20歳以上
28歳未満

予
備
自
衛
官
補

一般

4月10日
（金）

4月18日（土）
〜4月22日（水）
（�いずれか1日
を指定）�

18歳以上34歳未満
の者

技能

18歳以上で国家免許
資格などを有する者
（上限年齢は資格によ
り53歳未満〜55歳
未満）

自衛官候補生 年間を通じて受付
受付時にお知
らせします

18歳以上33歳未満
の者

※説明会は随時行っております。　
問防衛省自衛隊　京都地方協力本部　亀岡募集案内所
〒亀岡市古世町西内坪34-26
TEL0771-24-4170
HP京都地方協力本部ホームページ「自衛隊　京都」で検索

南丹市介護相談員を募集します

　南丹市介護相談員は、介護サービスを利用されている方やそ
の家族からお話をお聴きすることで、サービス利用に対する悩
みや不安の解消につなげるとともに、利用者と提供者や行政の
橋渡しの活動を行っていただきます。
●�応募資格　市内に住所を有し、事業の趣旨を理解したうえで
相談活動の実施にふさわしい人格と熱意を有する者（ただし、
現に介護職に従事している方を除く）。
●募集人数　若干名
●報酬　1日当たり6,500円（交通費含む）
※実際の活動日数は、月1〜2日となります。
●�採用　書類選考の上、面接により決定し、市が指定する介護
相談員養成研修（5日間程度。一部宿泊を伴います）を受講後、
活動いただきます。
●任期　2年間
●�申込方法　3月24日（火）までに市販の履歴書に必要事項を記
入の上、志望動機の作文（400字程度）を添えて、高齢福祉課ま
たは各支所総務課に持参もしくは郵送でお申し込みください。

問高齢福祉課　
TEL（0771）68-0006
〒 622-8651　南丹市園部町小桜町47番地

南丹市美山文化ホール会
計年度任用職員の募集
●�業務内容　一般事務（美山
文化ホール施設管理含む）
●�勤務場所　社会教育課美山
担当（南丹市美山町島島台
51番地）
●報酬　時間額　940円
●�任用期間　令和2年4月1日
から1年間
●�勤務形態　週3日　午前8
時30分〜午後5時まで
●�募集条件　土、日勤務可能
な方。
●募集人数　1名
●�募集期間　令和2年3月13
日（金）まで
●�受付　土・日・祝日を除く。
午前8時30分〜午後5時15
分
●�申込方法　会計年度任用職
員申込書（人事課および社
会教育課備え付け）に必要
事項を記入の上、社会教育
課へ提出してください。（郵
送の場合必着）
※�申込書は、南丹市ホーム
ページからもダウンロード
できます。
●�採用　書類審査および面接
試験により合否を決定しま
す。
※�面接日は随時実施します。
（日程は、申込者に別途連
絡します）

問社会教育課　
TEL（0771）68-0057
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南丹市立図書館会計年度
任用職員の募集
●業務内容　図書館業務
●�勤務場所　南丹市内の図書
館・室
●報酬　時間額940円
●�任用期間　令和2年4月1日
から1年間
●勤務形態　週2〜3日
※勤務時間は、勤務地による
●�募集条件　土、日勤務可能
な方。
●募集人数　1名
●�募集期間　令和2年3月13
日（金）まで
●�受付　土・日・祝日を除く。
午前8時30分〜午後5時15
分受付
●�申込方法　会計年度任用職
員申込書（人事課および社
会教育課備え付け）に必要
事項を記入の上、社会教育
課へ提出してください。（郵
送の場合必着）
※�申込書は、南丹市ホーム
ページからもダウンロード
できます。
●�採用　書類審査および面接
試験により合否を決定しま
す。
※�面接日は随時実施します。
（日程は、申込者に別途連
絡します）

問社会教育課　
TEL（0771） 68-0057

南丹市スポーツ推進委員
を公募します
　スポーツ推進委員は、市の
スポーツ事業などの企画運営
を行い、市民の生涯スポーツ
活動推進や市民の健康増進を
図る役割を担っていただきま
す。その他に各種団体の行う
スポーツ事業への協力や、毎
月1回の定例会や年数回の研
修会を通じて委員として研鑽
を積んでいただきます。

●�職・身分　非常勤特別職の
地方公務員
●�任期　2年間（令和2年4月
1日〜令和4年3月31日）
●�報酬　南丹市特別職の職員
で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例に基
づき支給
●�公募人数　2名以内　
※選考により決定
●応募条件　
・南丹市に住所を有する方
・�令和2年4月1日現在の年齢
が20歳以上の方
・�スポーツ活動などの実践経
験または、生涯スポーツに
関心、見識のある方
・�南丹市スポーツ推進委員
規則（教育委員会規則第35
号）第3条の規定による職
務を遂行できる方
●�応募方法　社会教育課、八
木公民館、日吉町生涯学習
センター、社会教育課美山
担当に備え付けの「南丹市
スポーツ推進委員候補者
略歴書」に必要事項を記入
の上、郵送または持参で応
募してください。市ホーム
ページからもダウンロード
できます。
●�提出先　南丹市園部町小桜
町47番地　南丹市教育委
員会社会教育課
●�公募期間　3月2日（月）か
ら3月13日（金）午後5時ま
で（郵送の場合は締切日当
日の消印有効）
●�結果報告　決定後、速やか
に応募者に対し、書面にて
通知します。
●�その他　詳しくは市ホーム
ページをご覧いただくか、
事務局へお問い合わせくだ
さい。

問社会教育課　
TEL（0771）68-0057　
FAX（0771）63-2850　

 be-syakai@city.nantan.
lg.jp

相談会

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　①3月4日（水）　午
後1時30分〜3時、
　�②3月12日（木）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
※�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

行政相談委員による定例
相談所の開設について
　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　3月10日（火）�午後1
時30分〜午後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　
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子育て支援（催し）

「みんなおいでよー!」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　3月12日（木）午前9
時30分〜正午
●場所　八木公民館1階和室
●�内容　お楽しみ会:「南丹マ
マさんブラス」の演奏を楽
しみながら、子ども達の成
長を祝います。プレゼント
ももらえます。なんたんテ
レビキャラクター「じゅう
いちくん」が遊びに来てく
れます。たくさん遊んだ後
はみんなで手作りランチ
（デコレーション寿司とデ
ザート）を食べましょう。
●�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
イはし、マイカップ、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

子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」（3月）

＜各広場共通事項＞
※�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。

※�予約が必要なものは事前に
電話でお申込みください。

＜春休みのお知らせ＞
各ひろばとseedbaseはお休
みします。
●�期間　3月27日（金）〜4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）
※�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

＜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

＜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　美山中学校3階音楽
室
※�妊婦の方の参加対象は、妊
娠20週超過かつ風疹の感
染予防に十分な免疫を有し
ている方としています。

＜「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　3月5日（木）
○日吉ひろば　3月10日（火）
○�園部ひろば（横田公民館）　
3月12日（木）
○八木ひろば　3月19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　3月13日（金）
○日吉ひろば　3月17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　3月18日（水）　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
＜マタニティ　カフェ＞
　長いようで短いマタニティ
ライフ。同じ気持ちで、同じ
地域で、同じ時間を過ごして
いる人と情報を共有できるっ
て素敵ですね。楽しく、お茶
をしながら、お話して気分転
換しませんか。
●�日時　3月21日（土）　午前
10時30分〜正午

≪裏面につづく≫
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●�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　3月23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　3月11日（水）午後�1
時30分〜3時
　�3月25日（水）午前10時30
分〜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

「年中みそづくり」参加者
募集のお知らせ
　南丹市日吉町郷土資料館で
は、郷土伝承料理ボランティ
アグループ「さくらんぼ」と共
催で、「年中みそづくり」を行
います。毎日使うお味噌だか
らこそ、自分で作って郷土の
味を楽しんでみませんか。
●�日時　3月15日（日）午前10
時〜正午
●�場所　日吉町郷土資料館か
やぶき民家
●参加費　500円
※�別途入館料が必要です。（大
人200円、高校・大学生
150円、小中学生100円）
●持ち物　エプロン・三角巾
●�募集人数　10人程度（先着
順）
●�申込方法　電話もしくは
FAXでお申し込みくださ
い。

問南丹市日吉町郷土資料館　
TEL（0771）68-0069　
FAX（0771）72-1130

「初めてもOK」ヨガ体験イ
ベント参加者を募集します
　南丹市スポーツ協会では、
東京オリンピック・パラリン
ピックイヤーに市民の皆さま
に参加いただける企画とし
て、「ヨガでつながる」〜ヨガ
の基礎講座〜を開催します。
難しいと思われがちなヨガで
すが、今回は初めての方も気
軽に参加できる内容です。
●�日時　4月12日（日）午後1
時30分〜午後3時30分（受
付:午後0時30分〜）
●�場所　国際交流会館イベン
トホール
●�対象　小学生以上の方（小
学生以下保護者同伴）
●定員　160人（先着順）
●�参加料　1人500円（当日
徴収）
●���講師　NPO法人　VYS��
YOGI

●�申込方法　3月19日（木）ま
でに所定の申込用紙に必要
事項を記入し、持参、ファッ
クス、メールのいずれかで
お申し込みください。
●�その他　ヨガマットまたは
バスタオルをお持ちの方は
ご持参ください。
※�レンタルマット有（1枚
100円）但し、数に限りが
あります。

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

 be-syakai@city.nantan.
lg.jp

問 園部海洋センター（仮事務
所:市役所3号庁舎2階）

TEL（0771）68-0084

園部高校・附属中学校合
唱部定期演奏会の開催
　部員の日ごろの成果を披露
します。休憩時間にはお菓子、
飲み物を用意し、皆様のご来
場を心よりお待ちしておりま
す。
●�日時　3月21日（土）午後2
時〜（会場:午後1時30分）
●�場所　国際交流会館コスモ
ホール
●演奏曲目　
・�第1ス テ ー ジ　「Storia」
（NHK「歴史秘話ヒストリ
ア」主題歌）
　�「時代」「浪漫飛行」「全力少
年」
・�第2ス テ ー ジ　　 企 画
ス テ ー ジ 〜Eccentric　
Cinderella〜
・�第3ステージ　「春に」「ぜ
んぶ」（さくらももこ作詞）�

問 京都府立園部高等学校・同
附属中学校　合唱部　

TEL（0771）62-0051



第339号 9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

「パソコン初級講座」
受講生募集
　地域貢献活動をされてい
る方々向けに、表計算ソフ
トExcelや文書作成ソフト
Wordの使い方を学ぶ講座を
開催します。
●日程・内容
開催日 内容

4月14日（火）オリエンテーション

4月28日（火）エクセルの基本

5月12日（火）エクセルで計算
5月26日（火）ワードの基本

6月9日（火） ワードでデザ
イン

6月23日（火）ワードで名刺
●�時間　午前9時30分〜11
時30分
●�場所　国際交流会館�3階会
議室
●�対象　南丹市で地域貢献活
動をされている方もしく
は、はじめようと思われて
いる方
●�定員　10人（応募者多数の
場合は、申込み理由を参考
に選考いたします）
●受講料　3,000円（全6回）
●�申込み方法　3月31日（火）
までに、氏名、所属団体（所
属団体がない場合は、興味
のある活動分野）、電話番
号、申込理由（なぜパソコ
ンを習いたいのか）を電話
またはFAXでお申し込みく
ださい。

問 南丹市社会福祉協議会 本
所

TEL（0771）72-3220
FAX（0771）72-3222

明智光秀が築いた城「周
山城」講演会のお知らせ
●�日時　4月19日（日）午後2
時〜3時30分
●�会場　あうる京北（京都ゼ
ミナールハウス）1階ホー
ル
●�内容　安土城にも匹敵する
と言われる周山城の築城経
緯や特筆すべき遺構への驚
きなどを、城郭研究の第一
人者の視点で大胆に語って
いただきます。
●�講師　静岡大学名誉教授　
小和田哲男さん（NHK大河
「麒麟がくる」時代考証責任
者）
●定員　200人（先着順）
●参加費　500円
●�申込方法　あうる京北ホー
ムページからお申し込みく
ださい。

問あうる京北　
kyosemi@oak.ocn.ne.jp

TEL（075）854-0216

南丹市八木市民センター
内覧会のお知らせ
　南丹市八木市民センターが
4月1日から八木支所3階にリ
ニューアルオープンしますの
で、内覧会を行います。
【要申込】
●�日程　3月24日（火）、3月
25日（水）
●時間　いずれの日も
＜�午前の部＞午前11時〜正
午（集合:午前11時）
＜�午後の部＞午後4時〜5時
（集合:午後4時）
●�集合場所　八木支所1階コ
ミュニティーギャラリー
●�内容　ホールや各部屋を公
開
●�申込方法　電話でお申し込
みください。

問八木公民館　
TEL（0771）42-3132

美山図書室「今夜だけ!夜
も図書室」のお知らせ
　いつもは夕方に閉まる図書
室を時間延長して楽しんでい
ただけます。ゆったりと本を
選んでみませんか。本のリサ
イクルや缶バッジ作りも実施
します。
●�日時　3月27日（金）午後6
時〜8時
※午後6時までは通常開室
●場所　美山図書室
問美山図書室
TEL（0771） 68-0046

丹波自然運動公園から
お知らせ

＜グラウンド・ゴルフのつど
い＞
●�日時　3月6日（月例大会）、
13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
●参加費　300円（当日受付）
＜エンジョイテニス（夜の部）
＞
●�日 時　3月2日、16日（ 各
月曜日）午後6時〜9時
●場所　体育館
●参加費　400円（当日受付）
●対象　18歳以上
＜レディーススポーツデー＞
●�日時　3月4日、11日、18
日（各水曜日）午前9時30分
〜11時30分
●場所　体育館
●�内容　健康体操、軽スポー
ツ
●参加費　300円（当日受付）
●�対象　18歳以上の女性の
方

問丹波自然運動公園　
TEL（0771）82-1045　
FAX（0771）82-0480

 kouen@kyoto-tanbapark.
or.jp
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