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お知らせ
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。人の生命
を救える大切な献血。多くの
方のご協力をお願いします。
●日程 9月25日（金）
午前10時～11時30分、
午後0時30分～3時30分
●場所 京都府園部総合庁舎
問 保健医療課
TEL（0771）
68-0016

南丹工芸文化祭の開催中
止について

狩猟免許試験および補助
制度について

令 和2年10月 開 催 予 定 の
「南丹工芸文化祭」は新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大
防止のため中止することを決
定しました。
ご理解を賜りますようお願
いします。
問 南丹工芸文化祭実行委員会
（地域振興課）
TEL（0771）
68-0019

現在南丹市では、狩猟期間
などを除き、ほぼ年間を通し
て有害鳥獣捕獲を実施してい
ますが、残念ながらシカをは
じめとする有害鳥獣による被
害があとを絶ちません。
そのため、より効率的に捕
獲を実施するため、有害鳥獣
捕獲を目的に新たに狩猟免許
を取得された方に対して、そ
の取得にかかった経費の一部
を補助する制度を設けていま
す。補助金の交付については、
京都府より南丹市への免許取
得者通知確認後に南丹市より
対象者に別途通知します。な
お、補助金交付申請には南丹
市猟友会への加入などが必須
条件となります。
＜狩猟免許試験日＞
●日程 10月20日（火）
●場所 ルビノ京都堀川
●申込期限 9月25日（金）ま
で（土・日・祝日を除く）
※本年度は新型コロナウイル
ス感染症予防対策のため、
受験定員を50人に制限し
ます。
＜狩猟免許試験について＞
問 京都府南丹広域振興局農商
工・連携推進課
TEL（0771）
22-0426
＜補助金制度＞
問 農山村振興課
TEL（0771）
68-0012

令和2年秋の全国交通安
全運動について
「秋の全国交通安全運動」を
実施します。
家庭や学校、職場などで交
通安全について話し合ってい
ただき、交通ルールの遵守と
正しい交通マナーの実践をお
願いします。
●実 施 期 間 9月21日（ 月・
祝）～30日（水）
●運動スローガン
「夕暮れに マナーが光る
京の秋」
●運動重点
・子どもを始めとする歩行者
の安全と自転車の安全利用
の確保
・高齢運転者等の安全運転の
励行
・夕暮れ時と夜間の交通事故
防止と飲酒運転等の危険運
転の防止
・信号機のない横断歩道にお
ける歩行者優先の徹底
問 危機管理対策室
TEL（0771）
68-0021
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高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ
高齢者を対象にインフルエンザの予防接種を公費（一部個人負担）で実施します。希望される方は
期間内に実施医療機関で接種してください。
●対象者 南丹市に住民登録があり、①、②のどちらかに該当する方
①65歳以上の接種希望者（接種日に65歳以上の方）
②60歳以上65歳未満で、
「心臓・じん臓・呼吸器の機能」または
「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の
機能」に日常生活に支障をきたす程度の障がいのある方で、接種を希望される方
●自己負担金 1,500円（1人につき、年度内1回）
●申込方法 南丹市内の実施協力医療機関に直接お申し込みください。
※対象者の方で、特別な事情（市外の医院で病気の管理中であるなど）により下表の実施医療機関以
外での接種を希望される方は、公費での接種ができない場合があります。接種するまでに保健医
療課までお問い合わせください。
●実施期間 10月1日（木）～12月28日
（月）
（診療日は医療機関によって異なりますので、必ず医療機関にお問い合わせください）
●接種費用の免除 生活保護世帯の方は接種費用が免除されます。
※必ず接種するまでに、保健医療課または各支所窓口で免除申請をしてください。
●実施医療機関（順不同）
医療機関名

川西診療所
げんの耳鼻咽喉科

電話番号

医療機関名

電話番号

（0771）62-0139

京都中部総合医療センター
（0771）68-1313 （旧公立南丹病院）

（0771）42-2510

園部病院
（旧園部丹医会
（0771）62-0515
病院）

胡麻佐野診療所

（0771）74-0022

高屋こども診療所

（0771）68-1155

藤岡五ヶ荘診療所

（0771）73-0203

冨井内科医院

（0771）68-2550

藤岡五ヶ荘第二診療所

（0771）72-1014

西田医院

（0771）68-1105

吉田医院

（0771）72-0022

仁丹医院

（0771）62-0234

明治国際医療大学附属病院

（0771）72-1221

広野医院

（0771）62-0218

山田医院

（0771）42-2306

南八田診療所

（0771）65-0048

美山診療所

（0771）75-1113

きむら診療所
（0771）43-0860 美山林健センター診療所
（0771）76-0201
※ワクチン数に限りがありますので実施できない場合があります。ご了承ください。
問 保健医療課
TEL（0771）
68-0016

南丹市公式ＬＩＮＥで災害情報が配信されます
南丹市では、公式ＬＩＮＥを開設し、イベント情報や市政情
報などを発信しています。
南丹市関係の気象警報や地震情報などをメールで配信する「な
んたんメール」がＬＩＮＥでも受信可能です。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、
園部川・由良川情報など）が配信されますので、ぜひご登録くだ
さい。
問 秘書広報課
TEL（0771）
68-0065
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問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

人材募集

肺がん・胃がん・大腸がん検診の実施について
新型コロナウイルス感染症予防対策のため実施を見合わせて
おりました肺がん・胃がん・大腸がん検診（集団検診）を実施し
ます。
実施日

会場

10月 8日（木）

国際交流会館コスモホール

10月 9日（金）

国際交流会館コスモホール

10月12日（月）

口丹波勤労者福祉会館

10月14日（水）

氷室の郷

10月15日（木）

日吉生涯学習センター

10月23日（金）

日吉生涯学習センター

10月26日（月）

美山保健福祉センター

10月30日（金）

国際交流会館コスモホール

12月 4日（金）

口丹波勤労者福祉会館

12月 9日（水）

日吉生涯学習センター

12月10日（木）

国際交流会館コスモホール

12月11日（金）

国際交流会館コスモホール

12月14日（月）

美山保健福祉センター

12月16日（水）

国際交流会館コスモホール

12月17日（木）

国際交流会館コスモホール

12月18日（金）

国際交流会館コスモホール

12月21日（月）

美山保健福祉センター

12月22日（火）

口丹波勤労者福祉会館

12月23日（水）

氷室の郷

12月24日（木）

氷室の郷

●受付時間 午前9時～11時15分、午後1時15分～2時30分
●対象者 40歳以上の南丹市民（年度末年齢）
●自 己負担金 肺がん検診300円、胃がん検診500円、大腸が
ん検診100円
※令 和2年度末現在70歳以上の方や、生活保護を受給されてい
る方は無料
●申 込方法 今年度初めて申込みをされる方は、10月5日（月）
までに受診希望の検診名を電話でお申し込みください。
※今 年度既に検診の申し込みをされている方には、個別にご案
内を送付しています。
問 保健医療課
TEL（0771）
68-0016

＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス

介護保険要介護認定訪問
調査員を募集します
南丹市では、介護保険の認
定に係る訪問調査員
（会計年度
任用職員）
を募集しています。
●職種 介護保険要介護認定
訪問調査員
●勤務場所 高齢福祉課また
は各支所
●休日等 土日祝、年末年始、
年次有給休暇
●給 与 週5日の場合194,100
円（賞与・通期手当別途支
給有）
※短時間勤務の場合は時間給
1,440円
●募集人数 若干名
●勤務日数 週2～5日（相談
に応じます）
●勤務時間 午前8時30分～
午後5時（休憩1時間 勤務
時間相談に応じます）
●応募資格
・年齢不問
・介護支援専門員、介護福祉
士、看護師または准看護師、
保健師、社会福祉士のいず
れかの資格を有している方
・普通自動車免許を所有して
いる方
●業 務 内 容 申 請 者 を 訪 問
し、聞き取りをした後、調
査票等の記入作成を行う。
●申込方法 会計年度任用職
員申込書
（人事課および各支
所総務課に備え付け）
に必要
事項を記入の上、
資格を証明
する書類（写し）を必ず添付
して、
人事課または各支所総
務課へ提出してください。
●採用 書類審査および面接
試験により合否を決定しま
す。
※面接は随時実施します。
（日
程は申込者に別途連絡しま
す）
問 高齢福祉課
TEL（0771）
68-0006

〒 ＝郵便番号・住所

第352号

3

4

南丹市都市計画審議会市
民委員を募集します

福祉の分野に就職を希望
される方へ

南丹市では､ 都市計画法の
規定にもとづき､ 都市計画に
関する事項を調査審議するた
め､ 都市計画審議会を設置し
ています。この審議会では、
より市民の声を反映しやすい
仕組みづくりを目指し､ 委員
を公募し審議に参加いただい
ています。このたび、現在の
委員任期が令和2年10月9日
に満了することに伴い、次期
委員を公募します。
●募集人員 6名以内
●応募条件
①南丹市内に住所のある方
②令 和2年4月1日 現 在 で 満
20歳以上の方
③南丹市の都市計画、まちづ
くりに関心がある方
●委員の任期 委嘱の日から
2年間
●委員の業務 審議会での審
議（発言して意見を述べて
いただきます）
●開 催日時等 平日の日中2
時間程度
●報酬 市の条例の規定に基
づき支給（1回6,000円）
●決定方法 書類選考
●応 募 方 法 南 丹 市 ホ ー ム
ページから応募用紙を印刷
またはA4の任意様式に次
の事項を記載し､ 持参、郵
送､ FAXまたはメールで提
出してください。
①住所、②氏名
（ふりがな）、
③生年月日、④職業、⑤日中
連絡のつきやすい電話番号、
⑥小論文「持続可能な南丹市
のための都市計画とはどうあ
るべきか」
（800字以内）
●募 集期間 令和2年9月11
日（金）から令和2年9月25
日（金）
（17時必着）まで
問 都市計画課
TEL（0771）
68-0052
FAX（0771）
63-0654
tokei@city.nantan.lg.jp

一般求職者・学生の方を対
象 に、 乙 訓・ 山 城・ 南 丹 地
域の福祉関係法人が出展す
る「京都府南部FUKUSHI就職
フェア」が開催されます。福
祉の分野への就職を希望され
る方、興味をお持ちの方のご
来場をお待ちしています。
●日 時 10月3日（土）午後1
時30分～4時
●場 所 京 都 産 業 会 館2階
中・南（ホール）
※地下鉄烏丸線「四条駅」・阪
急「烏丸駅」から徒歩約3分
（四条通地下道26番出口直
結）
●出展法人 京都府乙訓・南
丹・山城地域（京都市を除
く）において、介護・福祉
事業所を有する法人
●内 容 合同就職説明会（出
展法人ブースにて、人事担
当者や先輩職員から情報収
集ができます）
※介護ロボット京都フォーラ
ム2020を同時開催予定
※新型コロナウイルスの感染
拡大防止のため、中止とな
る場合があります。参加さ
れる場合には、必ずホーム
ページで開催状況を確認し
てください。
問 福祉職場就職フェア実行委
員会
TEL（075）
252-6297
HP http://fukujob.kyoshakyo.
or.jp
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問 ＝申込・問合せ先

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
いたします。お気軽にご利用
ください。
●日程 ①10月7日（水）、②
10月20日（火）
●時 間 いずれも午後1時か
ら午後4時まで
●場所 日程①国際交流会館
2階第4研修室、日程②日
吉生涯学習センター第2会
議室
●定員 6人（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

「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 10月13日（火）午後
1時30分～4時
●場所 八木市民センター
●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

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

子育て支援（催し）
子育てすこやかセンター
10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。
●参加人数 10組まで
※気象警報発表時や新型コロ
ナウイルス感染拡大防止な
どにより、事業を中止する
場合があります。
＜子育て講座＞
●日 時 10月2日（ 金 ）午 前
10時30分～11時30分
●内容 南丹警察署警察官に
よる「交通指導」
＜子育て広場１歳～＞
●日 時 10月8日（ 木 ）午 前
10時30分～11時30分
●内容 親子で３Ｂ体操
＜子育て広場0歳～＞
●日 時 10月9日（ 金 ）午 前
10時30分～11時30分
●内容 親子でヨガを楽しも
う
※ヨガマットまたは、バスタ
オルをご持参ください。
＜ベビーマッサージ＞
●日 時 10月28日（水）午前
10時30分～11時30分
※バスタオルをご持参くださ
い。
＜親子リトミック＞
●日 時 10月6日（ 火 ）、30
日（金）午前10時30分～11
時30分
問 子育てすこやかセンター
TEL（0771）
68-0082

＝メールアドレス

ファミリークリエイティ
ング講座開催のお知らせ

南丹市メール配信サービ
スにご登録ください

●日 時 10月25日（日）午後
2時～4時
●場 所 ZOOM（ テ レ ビ 電
話アプリ）によるオンライ
ン
●対 象 妊婦とパートナー、
産 後6ヵ 月 ま で の 産 婦 と
パートナー
●内 容 「 赤 ち ゃ ん が 生 ま
れると ど ん な 生 活 に な る
のか」、
「 産後に夫婦に起こ
ること」、
「 夫婦のコミュニ
ケーションのコツ」など出
産と出産後に始まる子育て
について一緒に考える新し
いカタチの両親学級です。
●講 師 竹 内 博 士（ フ ァ ミ
リーナビゲーター）、谷口
英子（保育士、社会福祉士）
●定員 10組（先着順）
●申 込方法 LINEで「ファミ
ナビ」を友達登録した後、
送付される申込フォームよ
り申し込んでください。

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

問（一社）

日本ファミリーナビ

ゲーター協会
TEL 090-4299-0625
info@faminavi.com

HP ＝ホームページアドレス

●受信許可が必要なアドレス
nantan-edc@raiden.kt
aiwork.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

●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

〒 ＝郵便番号・住所

第352号
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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＞
◆いま、子どもの本が売れる理由（飯田一史）◆君は君の道をゆけ（齋藤孝）◆サルデーニャの蜜蜂（内
田洋子）◆村上世彰、高校生に投資を教える。
（村上世彰）◆人生に必要な教養は中学校教科書ですべ
て身につく（池上彰、佐藤優）◆ぼくの「自学ノート」
（梅田明日佳）◆正多面体は本当に5種類か（小林
吹代）◆魚食の人類史（島泰三）◆ヤバイやつやん（山野うさぎ）◆だから、もう眠らせてほしい
（西智
弘）◆女性ホルモンは賢い（マーティー・ヘイゼルトン）◆ズボラさんでもOK!オハラ式・着物の片付
け収納&お手入れお直し（オハラリエコ監修）◆平日ランチ革命◆バンクシー（ウィル・エルスワース
=ジョーンズ）◆トンネル誕生（山崎エリナ）◆好日絵巻（森下典子）◆平安女子は、みんな必死で恋し
てた（イザベラ・ディオニシオ）◆暗鬼夜行（月村了衛）◆風を結う（あさのあつこ）◆ただいま神様当
番（青山美智子）◆どうぞ愛をお叫びください（武田綾乃）◆全部ゆるせたらいいのに（一木けい）◆バ
ケモンの涙（歌川たいじ）◆『さいごの本やさん』の長い長い終わり（野村美月）◆食王（楡周平）◆コロ
ナ黙示録（海堂尊）◆欲が出ました（ヨシタケシンスケ）◆志村流遊び術（志村けん）◆バンチョ高校ク
イズ研（蓮見恭子）◆満月珈琲店の星詠み（望月麻衣）
＜児童書＞
◆手作りスライムとこむぎねんどの本（Jamie Harrington、Brittanie Pyper他）◆わけあって絶滅
しました。も〜っと（丸山貴史）◆ルドルフとノラねこブッチー（斉藤洋）◆モヤモヤそうだんクリニッ
ク（池谷裕二）◆ありそうでなかった形から引ける音楽記号辞典（トーオン編集部編）◆てっぺんの上
（イノウエミホコ）◆かいけつゾロリのレッドダイヤをさがせ!!（原ゆたか）◆ワタシゴト（中澤晶子）
◆完司さんの戦争（越智典子）◆歌がにがてな人魚（ルイス・スロボドキン）
＜絵本＞
◆おむすびころりんはっけよい!（森くま堂）◆男の子でもできること（プラン・インターナショナル）
◆ふーってして（松田奈那子）◆みえた!うみべのいきもののひみつ（キャロン・ブラウン）◆ちいさな
ちいさなうみのおさんぽ（さかいさちえ）◆まなちゃんはおおかみ（種村有希子）◆つかまえた（田島征
三）◆かしたつもり×もらったつもり（かさいまり）◆おれ、きょうりゅうしんかんせん（片平直樹）
◆けしごむぽんいぬがわん（ほりかわりまこ）
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

●日時 9月6日（日）
南丹市ホームページバ
午後2時～3時
催し
ナー広告募集中
（有料）
●場 所 「 み ん な の 居 場 所   
わっかっか！」
（日吉町殿田
新たな財源確保と地域経済
東小牧2-1）
の活性化を図るため、南丹市
「わっかっか！歌声喫茶」
●運 営協力金 500円（中学
ホームページのバナー広告を
を開催します
生以下は無料）
募集しています。
※水分補給用の飲み物をご持
【有料・要申込】
昔懐かしい童謡・唱歌や昭
参ください。
市ホームページのトップペ
和の歌を生伴奏で一緒に歌
問 わっかっか！
ージ下部にある「バナー広告
い、楽しいひと時を過ごしま
TEL 080-9753-9402
募集中」をご確認いただくか、
せんか。時間を短縮し、換気
秘書広報課までお問い合わせ
や3つの密をさける座席の配
w a k k a k k a 2 0 1 4 @ g m a i l .
ください。
置など新型コロナウイルス感
com
問 秘書広報課
染症予防対策を十分にして行
TEL（0771）
います。また、今後の状況に
68-0065
より中止することもあります
が、ご了承ください。
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問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

「南丹市園部女性の館」
随時講座のご案内
ハンドドリップで美味しい
コーヒーを淹れてみません
か。
＜美味しいコーヒーの淹れ方
講座＞
●日 時 9月29日（火）午後1
時30分～3時30分
●場所 園部女性の館
●講師 犬石圭一さん
●定員 10人
●運 営 協 力 金 1,500円（ ケ
ーキ付）
●持ち物 エプロン、筆記用
具
●申込方法 9月26日（土）ま
でに電話で申し込みくださ
い。
問 園 部女性の館運営委員会
（園部女性の館内）
TEL（0771）
63-2986

「 手 話 教 室・ 基 礎 講 座 」
の受講者を募集します
「手話をくわしく学んで、
日常会話ができるようになり
たい」という方を対象に、基礎
講座の参加者を募集します。
●日 程 10月3日 ～12月26
日 ま で の 各 土 曜 日（ 全13
回）
（予備日1月9日）
●時間 午前9時30分～午後
0時30分
●場所 京丹波町中央公民館
（会場は変更する場合があ
ります）
●対 象 者 市 内 在 住 ま た は
通勤、通学の15歳以上で、
手話で自己紹介や簡単な日
常会話ができる方、手話教
室入門講座を修了した方、
または聴覚障害者福祉に熱
意のある方
●申込方法 9月23日（水）ま
でにお申し込みください。
問 社会福祉課
TEL（0771）
68-0007
FAX（0771）
68-1166
問 ふない聴覚言語障害センタ
ー
TEL（0771）
63-6447
FAX（0771）
63-6448
＝メールアドレス

「なんたん体力測定会」の参加者を募集します
誰にでも取り組める体力測定会を開催します。60分程度でで
きる簡単な体力測定なので、初めての方も安心してご参加いた
だけます。この機会にぜひ、楽しく体力を測ってみませんか。
●日程
日程

受付時間

会場

11月6日（金）

午後1時30分、2時
日吉生涯学習センター
30分

11月12日（木）

午前10時、午前11
国際交流会館コスモホ
時、午後1時30分、
ール
午後2時30分

●定員 各受付時間15人（先着順）
●対象者 南丹市民の方で、おおむね65歳以上の方
●測 定内容 体組成測定、握力、歩行速度、椅子立ち上がりな
どの体力測定（できない種目は省くことができます）
●申込方法 10月16日（金）までに郵便番号、住所、氏名、生年
月日、年齢、電話番号、希望会場、希望受付時間を電話でお
申し込みください。詳細については後日案内します。
●結 果説明会 約2週間後に測定結果の説明会を行います。日
程につきましては、体力測定会で案内します（欠席の場合は郵
送）。
※なんたん体力測定会は「なんたん健幸ポイント50」の対象事業
です。
●測定団体 NPO法人元気アップAGEプロジェクト
問 保健医療課
TEL（0771）
68-0016


南丹市役所公式Ｆａｃｅ
ｂｏｏｋをご覧ください

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

HP ＝ホームページアドレス

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。
URL：https://www.face
book.com/city.nan
tan.kyoto/

問 秘書広報課

TEL（0771）
68-0065

〒 ＝郵便番号・住所

第352号
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外国人のための日本語教
室を開催します

日本語教室を美山町地域
でも開催します

市内で暮らす外国人が、市
民の支援者と一緒に日本語を
勉強します。
●日時
①10月4日 ～ 12月20日（ 毎
週日曜日・全12回）午前9
時～10時30分
②10月1日 ～ 12月17日（ 毎
週木曜日・全12回）午後6
時30分～8時
※新型コロナウイルス感染の
状況により、予定を変更す
ることがあります。
※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 に 住 ん で い る
か、働いたり勉強したりし
ている外国人の方
●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

主に美山町地域で暮らす外
国人が、市民の支援者と一緒
に日本語を勉強します。
●日 時 10月4日、18日、11
月1日、15日、29日、12
月13日（全6回）
午後2時～3時30分
※新型コロナウイルス感染の
状況により、予定を変更す
ることがあります。
●場所 美山文化ホール1階
第1会議室
●対象 主に美山町地域に住
んでいるか、働いたり勉強
したりしている外国人の方
●申 込方法 事前に、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。
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
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「民藝を想う」展
ントもあります

イベ

＜展示＞
●開催期間
10月18日（日）まで
●時間 午前10時～午後4時
30分（入館料500円郷土資
料館共）月曜休館（月曜日が
祝祭日の場合は翌日休館）
●開催場所 美山かやぶき美
術館（美山町島）
＜囲む会＞
・9月19日
（土）
午後2時～
「民
藝運動と大阪日本民芸館」
・20日（ 日 ）午 後2時30分 ～
「英国の工藝とリーチ、濱
田」
・21日（月・祝）午後2時～「藍
の仕事と京都民藝協会の思
い出話」
・22日（火・祝）午後2時～「骨
董屋の目、陶工の手から観
問 ＝申込・問合せ先

る丹波の古陶」
・26日（土）午後1時～
「祖父
濱田庄司と茅葺の屋根」
午 後2時45分～「茅葺屋根
の魅力と不思議な力」
・27日（日）午後2時～
「丹波
焼、丹波布のこれから」
＜実演＞
・9月20日（日）午後2時まで
「お椀の木地挽き」
＜飲食＞
9月20日（ 日 ）、21日（ 月・
祝）
「ククサさんの焼き菓子販
売」テイクアウトのみ
問「民藝を想う」

イベント担当
河井一喜
TEL 090-4900-9789
info@mingei-omofu.com

丹波自然公園からお知ら
せ
＜太極拳教室＞
●日時 9月25日（金）
午後2時～4時
●場所 体育館
●内容 太極拳の基礎を学ぶ
●参加費 500円（当日受付）
●定員 30人
＜キノコ教室＞【要予約】
●日時 10月8日（木）
午後1時30分～4時
●場所 公園管理棟および園
内
●内容 実際に身近なキノコ
を採取して毒キノコの見分
け方などを学びます
●参加費 500円
●定員 50人
●対象 どなたでも
●申 込 方 法 10月4日 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。
＜テニス大会＞【要予約】
●日 時 10月14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
ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

●参加費 2,000円（1ペア）
●定員 男女別ダブルス／各
32組
●対象 18歳以上の方
●申 込 方 法 9月14日 ～10
月7日までに、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。
＜天文教室＞
●日 時 10月24日（土）午後
7時～9時
●場所 丹波天文館
●内容 月・木星・土星・秋
の星座などを観望
●参加費 300円
●定員 20人（予定）
●対 象 小学生以上（小・中
学生は保護者同伴）
●申込方法 前日までに、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。
※当日受け付けの事業は申し
込み不要です。
問 丹波自然運動公園
TEL（0771）
82-1045
FAX（0771）
82-0480
k ouen@kyoto-tanbapark.
or.jp
〒 622-0232 京都府船井郡京
丹波町曽根崩下代110-7

インターネット生活を始
めませんか

美山地域情報
「美山ふれあいマルシェ」
の開催中止について
このたびの新型コロナウイ
ルスに罹患された皆さまと、
感染拡大により生活に影響を
受けられている地域の皆さま
に、心よりお見舞いを申し上
げます。
健康と安全を考慮いたしま
した結果、本年度の「美山ふ
れあいマルシェ」は、やむな
く中止させていただくことと
なりました。
心待ちにされておられまし
た皆さま、出店を予定されて
おられました皆さまには、大
変ご迷惑おかけいたします
が、ご了承いただきますよう
お願いします。
問 美山ふれあいマルシェ実行
委員会事務局（美山ふるさ
と株式会社内）
TEL（0771）
75-0815

もっと便利に、安心に。南
丹市情報センターがサポート
します。
●月額定額料金 3,140円
※プロバイダー料込みの金額
です。
※有線テレビの加入が必要で
す。
（加入分担金と工事費が
それぞれ必要となります。）
●通信速度 100Mbps
※ベストエフォート型のサー
ビスです。
●セキュリティー・サポート
の充実
※トラブルの際はお問合わせ
ください。
問 南丹市情報センター
TEL（0771）
63-1777

南 丹 市 公 式Instagram
をご覧ください
南丹市役所の公式Ｉｎｓｔ
ａｇｒａｍ（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。

問 秘書広報課

TEL（0771）
68-0065

＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号・住所

第352号
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なんたんテレビ（11ch）番組表（令和2年9月16日〜30日）
★は初回放送枠

身近な人が出ているＴＶって面白い！

◇南丹市情報センター 受付時間：午前8時30分〜午後5時 （月・祝日休業）
TEL（0771）
63-1777 FAX（0771）63-1682
sictv@sic.cans.ne.jp HP http://nantantv.or.jp/
【発行】南丹市秘書広報課 〒 622-8651 南丹市園部町小桜町47 TEL（0771）68-0065 FAX（0771）63-0653
10

