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お知らせ

新型コロナウイルスの感
染拡大の防止について
　新型コロナウイルスの感染
拡大防止のため、お知らせな
んたんに掲載した催しなどが
中止や延期になる場合があり
ます。開催の有無については、
問い合わせ先までご確認くだ
さいますようお願いします。
問秘書広報課
TEL（0771）68-0065

八木駅舎記録冊子発行に
ついてのお願い
　八木駅舎の建替工事にあた
り、旧駅舎120年の記録写真
や文章をまとめた冊子を作成
しています。Ａ4版30ページ
カラー刷りの冊子で、令和2
年5月の発行を目標に編集し
ています。
　旧駅舎の写真などの情報を
お持ちの方、また冊子の購入
を希望される方（1冊3,000
円予定）は、4月13日（月）ま
でにお知らせください。
問八木駅舎を愛する人の会
TEL090-3896-2948

wazappon@gmail.com

休日窓口を開設します

●日時　3月28日（土）および
　4月4日（土）
　午前9時〜正午
●場所　本庁窓口のみ
●取扱業務
・�転入・転出・転居などの住
民異動届の受付（但し、マ
イナンバーカードでの特例
転入・転出手続きはできま
せん）�

・�転入・転出・転居に伴う国
民健康保険の資格異動届受
付

・�マイナンバーカードの交付
および申請サポート（予約
制）

・電子証明書更新（予約制）
・マイキーID設定
・�戸籍、住民票、印鑑登録証
明書の交付

・印鑑登録の受付
※�他の市町村などに確認が必
要なものは、取り扱うこと
ができないことや後日来庁
いただく場合があります。
詳しくは、事前にお問い合
わせください。

※�窓口に来られた方の本人確
認を行っていますので、本
人確認書類（運転免許証な
ど）を持参してください。

※�マイナンバーカードの受け
取りおよび電子証明書更新
は、窓口開設日（土曜日）の
3日前（水曜日）までに連絡
してください。マイナン
バーカードを支所受取で通
知済の方も休日窓口（本庁）
で受け取りいただけますの

で、必ず連絡してください。
問市民環境課　
TEL（0771）68-0005

狂犬病集合予防注射につ
いて
　犬の所有者は、室内犬・室
外犬に関わらず、毎年4月か
ら6月の間に狂犬病予防注射
を受けさせることが法律で定
められています。市内におい
て狂犬病予防注射の巡回を実
施しますので、最寄りの会場
にお越しください。また、犬
の登録がお済みでない方は会
場でも登録いただけます。
●費用（手数料）
・予防注射のみ：1頭につき
　3,200円
・�犬の登録と予防注射：1頭
につき　6,200円
●持ち物
・�手数料、狂犬病予防注射問
診票（次ページを切り取っ
てお持ちください）、愛犬
手帳

※�スムーズに注射ができるよ
う、問診票は事前に記入し、
手数料は釣り銭の要らない
ようにご準備ください。
●注意事項
・�天候にかかわらず実施しま
す。（大雨など警報発令時は
中止します）

・�対象となるのは生後91日
以上の犬です。

・�犬の体調が悪い場合は、必
ず注射前に獣医師に申し出
てください。

≪裏面につづく≫



令和2年（2020年）3月13日発行2 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

・�犬が興奮して他の方に迷惑が掛かる事があります。首輪・鎖は安全で確実なものをし、犬をしっ
かりと保定できる方が連れて来てください。不安のある方は必ず獣医師に申し出てください。

・狂犬病予防注射は動物病院でも受けることができます。
・交付された注射済票や鑑札は、飼い犬の首輪などに装着してください。
・領収書は、再発行できませんので、大切に保管してください。

狂犬病予防注射問診票（令和2年　　　月　　　日）
　　※必ず記入して、ご持参ください。（市ホームページからも印刷できます）

住　　所
南丹市

（フリガナ）
飼�い�主

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 電話番号

犬の名前 犬の鑑札番号 第　　　　　　　号
（「鑑札」と書かれた金属板）

犬の種類 犬の生年月日 �����年�����月�����日

犬の性別 オス　・　メス 犬の毛色 白・黒・茶・（�����������）

犬
の
様
子

犬の体調は良好ですか は　い�・�いいえ
犬の便の状態は良好ですか は　い�・�いいえ
メスの場合、妊娠中や授乳期中ですか いいえ�・�は　い
今まで狂犬病予防注射で体調が悪くなったことはありますか いいえ�・�は　い
1年以内にけいれんのような発作などがありましたか いいえ�・�は　い

その他、事前に獣医師に相談したいことがあれば書いてください。

●巡回日時・場所
＜園部地域＞

日時 場所

4月16日（木）

午前9時20分〜9時30分 横田公民館前
午前9時35分〜9時45分 黒田公民館前
午前9時50分〜9時55分 仁江公民館前
午前10時〜10時5分 今井バス停留所（竹井）
午前10時10分〜10時25分 天引公民館前
午前10時35分〜10時55分 大河内公民館前
午前11時〜11時10分 南八田公民館前
午前11時15分〜11時25分 埴生公民館前
午前11時30分〜11時45分 南大谷公民館前
午前11時50分〜正午 若森公民館前
午後0時5分〜0時20分 殿谷公民館前
午後1時40分〜1時50分 船阪公民館前
午後1時55分〜2時 大西公民館前
午後2時5分〜2時15分 宍人公民館前
午後2時25分〜2時35分 半田公民館前
午後2時40分〜2時50分 下口人会議所前
午後2時55分〜3時5分 下口司クラブ前
午後3時10分〜3時20分 上口司集荷場前
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日時 場所

4月17日（金）

午前9時15分〜9時25分 上木崎町公民館前
午前9時30分〜9時45分 内林町公民館前
午前9時50分〜10時 瓜生野公民館前
午前10時5分〜10時10分 熊崎会議所前
午前10時15分〜10時25分 松尾バス停留所（船岡）
午前10時30分〜10時35分 高屋公民館前
午前10時40分〜10時45分 大戸公民館前
午前10時50分〜11時 佐切公民館前
午前11時30分〜11時40分 旧越方バス停留所
午後1時〜1時15分 園部公園・国際交流会館駐車場
午後1時20分〜1時30分 南部コミュニティセンター前
午後1時35分〜1時45分 桜ヶ丘中学校前
午後1時50分〜2時10分 小山西町教育集会所前
午後2時15分〜2時25分 栄町公民館前
午後2時30分〜2時50分 小山東町公民館前
午後2時55分〜3時5分 新町公民館前
午後3時10分〜3時20分 木崎町児童老人会館前
午後3時25分〜3時35分 北部コミュニティセンター前
午後3時40分〜4時 園部公民館前第２駐車場予定地

＜八木地域＞
日時 会場

4月14日（火）

午前9時50分〜9時55分 鳥羽区公民館前
午前10時〜10時10分 木原区会議所前
午前10時15分〜10時20分 美里区2・3組集荷場前
午前10時25分〜10時30分 山室ふれあいセンター前
午前10時35分〜10時40分 船枝区公民館前
午前10時45分〜11時 諸畑区公民館前
午前11時5分〜11時15分 北地区自治振興会館前
午前11時20分〜11時25分 池上区公民館前
午前11時35分〜11時45分 八木嶋区集荷場前
午前11時50分〜11時55分 大薮区会議所前
正午〜0時5分 南広瀬区公民館前
午後1時25分〜1時50分 本郷コミュニティセンター前
午後1時55分〜2時 東所団地前
午後2時5分〜2時10分 本町6丁目公園前
午後2時15分〜2時25分 八木防災センター前
午後2時30分〜2時45分 本町1丁目西原太郎氏宅裏空き地

4月15日（水）

午前9時50分〜10時 東部文化センター前
午前10時5分〜10時15分 屋賀区遊園地前
午前10時20分〜10時30分 西田区公民館前
午前10時35分〜10時45分 青戸区集荷場前
午前10時50分〜11時5分 刑部区公民館前
午前11時10分〜11時20分 北広瀬区公民館前
午後0時50分〜1時 神吉下区公民館前
午後１時5分〜1時15分 神吉和田区公民館前
午後１時20分〜1時30分 神吉上区公民館前
午後１時40分〜2時 氷所区集荷場前
午後2時5分〜2時15分 日置区公民館前
午後2時35分〜2時50分 市役所八木支所北側駐車場

≪裏面につづく≫
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＜日吉地域＞
日時 会場

4月9日（木）

午前9時30分〜9時40分 上佐々江バス停留所
午前9時45分〜9時55分 北谷口バス停留所
午前10時5分〜10時15分 松尾橋付近
午前10時20分〜10時30分 田原バス停留所
午前10時35分〜10時40分 新シバス停留所
午前10時45分〜10時55分 天理教前（片野）
午前11時10分〜11時30分 志和賀区会議所前
午後0時55分〜1時 下稗生バス停留所
午後1時5分〜1時15分 猪谷橋付近
午後1時25分〜1時40分 殿田駐在所前
午後1時45分〜1時50分 日吉駅前広場
午後1時55分〜2時10分 下保野田集落農事集会所前
午後2時15分〜2時20分 塩貝商店前

4月10日（金）

午前9時30分〜9時45分 畑郷消防詰所前
午前9時55分〜10時15分 新町会議所前
午前10時20分〜10時30分 日吉平集会所前
午前10時35分〜11時10分 田鶴悟氏宅前
午前11時15分〜11時20分 広野区民館前
午前11時25分〜11時35分 上胡麻区会議所前
午後0時40分〜1時15分 胡麻基幹集落センター前
午後1時20分〜1時25分 中村バス停留所
午後1時30分〜1時40分 東胡麻区会議所前
午後1時50分〜1時55分 日吉はーとぴあ前

＜美山地域＞
日時 会場

4月20日（月）

午前9時50分〜10時 芦生集落センター前
午前10時5分〜10時10分 口芦生バス停留所前
午前10時25分〜10時40分 田歌集落センター前
午前10時45分〜10時50分 江和公民館前
午前11時10分〜11時20分 知見公民館前
午前11時30分〜11時40分 知井会館前
午後0時45分〜0時50分 北バス停留所
午後0時55分〜1時5分 内久保バス停留所
午後1時10分〜1時20分 大内バス停留所
午後1時30分〜1時35分 野添公民館前
午後1時40分〜1時50分 美山保健福祉センター前
午後1時55分〜2時5分 上平屋バス停留所
午後2時10分〜2時20分 下平屋バス停留所
午後2時25分〜2時30分 宮脇公民館前
午後2時35分〜2時40分 板橋作業所前
午後2時45分〜2時55分 原営農改善センター前
午後3時〜3時15分 宮島駐在所横駐車場
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日時 会場

4月21日（火）

午前9時15分〜9時25分 長谷公民館前
午前9時30分〜9時35分 上司消防詰所前
午前9時40分〜9時50分 福泉館前
午前9時55分〜10時 静原公民館前
午前10時20分〜10時25分 丹波福居バス停留所
午前10時35分〜10時45分 横谷バス停留所
午前10時55分〜11時5分 林防火水槽横
午前11時10分〜11時15分 鶴ヶ岡バス停留所
午前11時25分〜11時30分 洞公民館前
午前11時35分〜11時45分 神谷口バス停留所
午前11時55分〜0時5分 栃原バス停留所
午後0時10分〜0時20分 今宮バス停留所
午後1時30分〜1時35分 向山くらしのセンター前
午後1時40分〜1時50分 小渕公民館前
午後2時〜2時10分 岩江戸担い手センター前
午後2時15分〜2時20分 川谷公民館前
午後2時30分〜2時40分 大野公民館前
午後2時45分〜2時55分 上大野バス停留所

問市民環境課　
TEL（0771）68-0085

自動車税（種別割）に係る身体障害者等減免申請受付

　令和２年度の自動車税（種別割）減免対象は、令和2年4月1日
現在で一定の要件に該当される方です。既に減免を受けられて
おり、継続のハガキを提出され、変更のない場合は申請の必要
はありません。
　なお、年度途中で身体障害者手帳などの交付を受けられた方
の申請受付（月割減免）は随時行っています。
●受付期間　4月1日（水）〜6月1日（月）　午前9時〜午後5時
●�受付場所　京都府南丹広域振興局税務室（京都府亀岡総合庁舎
内）

＜臨時窓口の開設＞
●開設日　5月15日（金）
●時間　午前9時〜午後4時30分（正午〜午後1時を除く）
●�場所　京都府南丹広域振興局園部地域総務室（京都府園部総合
庁舎）

問京都府南丹広域振興局税務室
TEL（0771）22-0330

南丹市公式Instagramを
ご覧ください
南丹市役所の公式Ｉｎｓｔａ
ｇｒａｍ（インスタグラム）を
開設しています。
南丹市イベントや季節ごとの
風景などを掲載していますの
で、ぜひご覧ください。
●�登録方法　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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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＞
◆立ち入り禁止の裏ネタ・隠しネタ大全（ライフ・リサーチ・プ
ロジェクト編）◆女性の生きづらさ（信田さよ子編）◆日本百名山
山あるきガイド２０２０上◆外国人だけが知っている「観光地
ニッポン」（ステファン・シャウエッカー）◆日本人が世界に尊敬
される「与える」生き方（曽野綾子、ケント・ギルバート）◆16歳
のデモクラシー（佐藤優）◆サルでもできるＰａｙＰａｙ入門◆
おとなが学ぶ京都の大学活用ガイド◆難聴児の豊かな子育てガ
イドブック（スーザン・レイン、ロリ・ベル他）◆物理科学,この
1年2020（パリティ編集委員会編）◆私の手はなぜ痛いのか、し
びれるのか、曲がっているのか（平瀬雄一）◆長生きしたければ
のどを鍛えなさい（大谷義夫）◆企業研究者のための人生設計ガ
イド（鎌谷朝之）◆イラスト京都御所（下間正隆）◆豆腐からおか
らパウダーまで！「目からウロコ」の保存&活用術（牛尾理恵）◆
シュークリーム（福田淳子）◆なぁさんの１分極伸びストレッチ
（なぁさん）◆インタビューズ（堂場瞬一）◆騒がしい楽園（中山七
里）◆山岳捜査（笹本稜平）◆今日もお疲れさま（群ようこ）◆御社
のチャラ男（絲山秋子）◆占（木内昇）◆さいはての家（彩瀬まる）
◆鐘を鳴らす子供たち（古内一絵）◆雲を紡ぐ（伊吹有喜）◆涼子
点景１９６４（森谷明子）◆希望と殺意はレールに乗って（山本巧
次）◆この国は、変われないの？（室井佑月）◆息子たちよ（北上
次郎）
＜児童書＞
◆百年後を生きる子どもたちへ（豊田直巳写真・文）◆昭和の子
どもとお店屋さん（高部晴市）◆地図で見る日本の地震（山川徹）
◆ドラえもん科学ワールド未来のくらし（藤子・Ｆ・不二雄）◆
冒険！でんしゃ迷路（大河原一樹）◆お蚕さんから糸と綿と（大西
暢夫）◆知ってた?世界のスポーツルールと歴史（アダム・スキ
ナー）◆ゆかいな床井くん（戸森しるこ）◆ほんやのねこ（ヒグチ
ユウコ）◆デイビッド・マックチーバーと２９ひきの犬（マーガ
レット・ホルト）
＜絵本＞
◆かえるの天神さん（日野十成）◆あめおじさん（にしいあきの
り）◆はじまりはたき火（まつむらゆりこ）◆おいかけっこのひみ
つ（いとうひろし）◆でたでたでた（りとうようい）◆ちらしずし
（はまのゆか）◆えんまだいおうごいっこう（中尾昌稔）◆きょう
からほいくえん（エヴァ・モンタナーリ）◆テツコ・プー（児島な
おみ）◆ルナのたまごさがし（たなか鮎子）◆ちちゃこいやつ（ロ
ブ・ハドソン）
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

催し

「いきいき脳トレ美山・日
吉地域講座」参加者募集
　楽しく頭、からだ、こころ
を働かせる脳活性化ゲーム
で介護予防をします。脳や
手、指などを働かせ、「考えて」
「歌って」「笑って」、健康寿命
を延ばしましょう。
【要申込】
●�日時・会場　4月〜令和3
年2月までの午後1時30分
〜3時（各会場　計20回）

・�日吉保健センター　原則毎
月第2第4月曜日

・�美山保健センター　原則毎
月第2第4水曜日
●�対象　市内在住の概ね65
歳以上の方
●定員　各会場20人程度
●�参加費　1回300円（保険
料・茶菓子・事務費など）

※�送迎ご希望の方は別途200
円必要
●�内容　脳トレーニング講座
と脳活性化ゲームなど

　�（認知症予防教室リーダー・
認定講師が対応します）
●�申込方法　電話またはＦＡ
Ｘでお申し込みください。

※�途中参加も歓迎（開催日の
1週間前までにはご連絡く
ださい）

※�園部地域講座は5月から3
会場で金曜日に実施します

※�「認知症予防教室リーダー
養成講座」受講者も随時募
集しています。

　�（申し込みは、090-3896-
3156）

問 脳トレネット（認知症予防
教室リーダーの会）中島

TEL・FAX（0771）73-0281　
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花ノ木医療福祉センター
　講演会を開催します

【要申込】
●�日時　3月28日（土）
　午後1時〜4時30分
　（受付：午後0時30分〜）
●�場所　ガレリアかめおか2
階大広間（亀岡市余部町宝
久保1-1）

＜講演第１部＞
●�内容　和歌山で経験したＬ
Ｄ児の運動障害について
●�講師　花ノ木医療福祉セン
ター整形外科医　岡安勤さ
ん

＜講演第２部＞
●�内容　発達性読み書き障害
のすべて〜Ｔ式ひらがな音
読支援による理論と実践〜
●�講師　国立成育医療研究セ
ンター　小枝達也さん
●定員　150人（先着順）
●�申込方法　3月21日（土）ま
でにセンター備え付けの参
加申込書をFAX、郵送、持
参のいずれかで、お申し込
みください。

※�申込書はホームページから
もダウンロード出来ます。

問花ノ木医療福祉センター
TEL（0771）23-0701
FAX（0771）22-8348
HPhttps://kyoto-hananoki.jp/
〒 621-0018亀岡市大井町小

金岐北浦37-1

外国人のための日本語教
室・学習発表会
　日本語教室で学習をしてい
る外国人の方が1年間の学習
の成果を発表します。ぜひ見
学にお越し下さい。
●�日時　3月22日（日）
　午前10時〜正午
●�場所��国際交流会館2階　
第1、2研修室

問南丹市国際交流協会　
TEL （0771）63-1840（火～金午

後0時30分～午後4時30分）
FAX（0771）63-1841

nantania@office.zaq.jp

「 南 丹 市 の 未 来 を 語 り
合ってみませんか」開催
　佛教大学社会学部「南丹市
の将来研究会」では、市民の
みなさんと一緒に考えるワー
クショップを地域ごとに開催
します。大学が行ってきた
地域研究を報告しつつ、地域
の特性を生かした未来につい
て語り合いたいと考えていま
す。
＜日吉地域＞
●日時　3月22日（日）
　午後１時30分〜3時30分
●�場所　日吉胡麻基幹集落セ
ンター２階ホール

問 佛教大学社会学部　南丹市
の将来研究会

TEL（075）491-2141
　内線6621（大束研究室）

t-otsuka@bukkyo-u.ac.jp

「氷所太平記」講演会を
開催します
　八木の旧家に残された古文
書を紐解き、天正年間から約
300年間の農村の生活をわか
り易く講演いただきます。
【要申込】
●日時　3月28日（土）
　午前10時〜正午
●場所　口丹波勤労福祉会館
●参加費　500円
●講師　中川興史さん
●�申込方法　3月25日（水）ま
でに、氏名、電話番号を
FAXまたは郵送でお申し込
みください。

問丹波史談会　小林康夫
TEL080-4253-6489
FAX（0771）63-2853
〒  622-0055 園部町宍人市場
　22番地

「よしとみフォトフェス
ティバル2019」開催

＜作品展＞
●�日時　3月26日（木）〜3月
28日（土）

　�午前10時〜午後4時（正午
〜午後1時までの時間休
み）
●�場所　吉富ノ庄（旧吉富小
学校）　南丹市八木町鳥羽
鳥栄本11番地　
●�内容　若手写真家の写真作
品や学生による作品を教室
で展示します。

＜企画展示「本と羊としまう
ま展」＞
　福岡のBOOK�SHOP本と
羊さんとしまうまプリントさ
んでコラボして東京で展示し
たフォトブックを展示しま
す。
＜吉富映画祭＞
●�日時　3月29日（日）午後1
時〜5時（12時30分開場）
●会場　音楽室
●�内容　本年度は、京都国際
インディーズ映画祭の特別
上映で「地域に生きる」が
テーマです。京都南丹市地
域に関わる映画劇場や上映
中の作品、東京ビデオフェ
スティバル受賞作品を上映
します。映画を通して地域
を考えるトークセッション
もご参加ください。

※�予定の変更が予告なくされ
る場合がございます、ご了
承ください。詳しくはホー
ムページをご覧ください。

問ワタリドリ写真部
TEL050-5361-7938
HP https://yoshitomiphoto.

localinfo.jp/
wataridoriphoto@gmail.

com
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春休み！なんたんむ～び
～のご案内
　遊ｙｏｕひよしの大きなス
クリーンで空想かつ幻想的な
映像と音によって映画を楽し
みましょう。春休みにご家
族・お友達をお誘いあわせの
うえ、ぜひお越しください。
●�日時　3月26日（木）（2回
上映。各回とも30分前か
ら開場。）

＜午前の部＞�午前10時〜
＜午後の部＞�午後2時〜
●�場所　日吉町生涯学習セン
ターホール
●上映作品　「ペット2」
　（上映時間：86分）
●定員　各200名（先着順）　
●�入場料　無料（入場整理券
が必要です。）
●�入場整理券　社会教育課、
日吉町生涯学習センター、
八木公民館、社会教育課美
山担当（市役所美山支所内）
で配布。入場整理券の配布
はお一人様3枚までとさせ
ていただきます。

※�当日入場は定員に達してい
ない場合のみ可能です。

問社会教育課　
TEL（0771）68-0057

パソコン初心者講習会の
参加者を募集します
　中高年（60歳以上）を対象
にしたパソコン（エクセル）初
心者講習会を開催します。
【要申込】
●�日程　4月6日（月）、20日
（月）、5月12日（火）、26
日（火）※全4回
●�時間　いずれも午後1時〜
4時
●�場所　八木老人福祉セン
ター1階パソコン教室
●�受講料　5,600円（教科書
代含む）

●定員　10人（先着順）
●�申込方法　3月27日（金）ま
でに、申込用紙（八木老人
福祉センター事務局に備え
付け）に必要事項を記入の
上、お申し込みください。
●�その他　初心者講習会終了
後、八木老人クラブ連合会
パソコンサークルへの入会
も可能です。

問 八木老人福祉センター事務
局

TEL（0771）42-4680

認知症カフェおよび多国
山シアターを開催します

＜4月15日（水）＞
　�午前11時〜午後3時　認知
症カフェ「ちょっといっぷ
く」

　�午後1時30分〜午後3時　
多国山シアター（映画上映
会）

＜4月25日（土）＞
　�午前11時〜午後3時　認知
症カフェ「ちょっといっぷ
く」、午後よりイベント開
催
●�場所　アイリス福祉会　地
域交流多国山ホール
●�費用　映画上映会は無料、
認知症カフェは飲み物代が
必要

問（福）アイリス福祉会業務課
TEL（0771）43-0228

「手話教室・入門講座」
の受講者を募集します
　手話であいさつや自己紹介
ができるよう、手話を学んで
みませんか。
【要申込】
●�日時　4月11日〜7月18日
までの土曜日　全14回　
いずれも午前10時〜正午

※予備日：８月１日
※�6月6日、7月4日のみ午前
9時30分〜午後0時30分
●�場所　京丹波町中央公民館
（京丹波町蒲生野口38）
●�対象者　市内在住、通勤・
通学の満15歳以上で手話
を初めて学ぶ方
●�申込方法　4月1日（水）ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。

問社会福祉課
TEL（0771）68-0007
問 ふない聴覚言語障害セン

ター
TEL（0771）63-6447

社交ダンス初心者講習会
のご案内
　何か趣味を始めたい、いつ
までも健康でいたいと思って
おられる方、社交ダンスを始
めてみませんか。気軽に是非
お越しください。
●�日時　4月2日、9日、16日、
23日（各木曜日）

　午後8時〜9時45分
●�場所　八木支所3階
●対象　18歳以上の方
●�内容　ジルバ、ワルツ、ブ
ルースなど

　歩くところから始めます。
問南丹市社交ダンス愛好会
　代表　宅間
TEL090-9875-9624
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第43回泰友書道展の開
催について
　創立43年を迎える泰友書
道会の会員による掛軸・額・
色紙などの書道作品を展示し
ます。
●�日時　4月5日（日）〜7日
（火）
　�午前9時30分〜午後4時30
分

※�5日（日）は午前11時〜、7
日（火）は午後3時30分まで
●�場所　京都市勧業館みやこ
めっせ地下1階特別展示場
●�その他　4月29日（水・祝）
午前11時から表彰式を行
います（京都府知事賞、南
丹市長賞他）。

問泰友書道会
TEL（0771）25-6588

「わっかっか！歌 声 喫 
茶 」を 開 催 し ま す
　昔懐かしい童謡・唱歌や昭
和の歌を生伴奏で一緒に歌
い、楽しいひと時を過ごしま
せんか。
●日時　4月5日（日）　
　午後2時〜4時
●�場所　「みんなの居場所　
わっかっか！」（日吉町殿田
東小牧2-1）
●�運営協力金　500円（ティ
ータイム付き）�

※�中学生以下は無料
問 みんなの居場所わっかっ

か！
TEL080-9753-9402 

 wakkakka2014@gmail .
com

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　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

丹波自然運動公園からお
知らせ

＜太極拳教室＞
●�日時　3月27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
＜テニス大会＞【要申込】
●�日時　4月15日（水）
　午前9時〜
●場所　テニスコート
●�内容　予選リーグ戦〜決勝
トーナメント
●参加費　2,000円（1ペア）
●�定員　男女別ダブルス／各
32組　※先着順
●対象　18歳以上の方
●�申込方法　3月15日（日）か
ら4月8日（水）までに、参
加者の住所、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。

＜天文教室＞【要申込】
●�日時　4月25日（土）
　午後7時〜9時
●場所　丹波天文館（公園内）
●�内容　月・春の星座などを
観望してみよう
●参加費　300円

●定員　50名
●�対象　小学生以上（小・中
学生は保護者同伴）
●�申込方法　4月24日（金）ま
でに、参加者の住所、氏名、
年齢、電話番号を、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

〒 622-0232　京都府船井郡
京丹波町曽根崩下代110-7

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
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