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お知らせ

ハロウィンジャンボ宝く
じの発売について
　この宝くじの収益金は、市
町村の明るく住みよいまちづ
くりに使われます。
●発売期間　
　10月20日（火）まで
●抽せん日　10月27日（火）
●�発売場所　全国の宝くじ売
り場（インターネットでも
購入できます）
●�当せん金額　1等3億円、
前後賞各1億円
●�当せん金支払期間　11月2
日（月）～令和3年11月1日
（月）
●�証票単価　300円
問（公財）京都府市町村振興協
　会
TEL（075）411-0200

雨水タンクの購入経費の
一部を補助します
　雨水を貯めることにより、
雨水の利活用や防災対策など
に役立てていただくため、雨
水タンク購入経費の4分の3
を乗じた額（上限45,000円・
千円未満切り捨て）を補助し
ます。
●雨水タンク利用のメリット
・�植物への水やりや夏季の水
まきなどに利用できる
・�短時間豪雨に対する出水の
軽減・抑制できる
●補助対象となる雨水タンク
　�　雨水を雨どいから分岐器
具を介して、貯留する施設
で100L以上の貯留量があ
るもの。ただし、雨水タン
クとして市販されていない
ものは補助金対象外となり
ます。
●補助交付条件など
・�南丹市内で雨水タンクを設
置する建物を所有する個人
または法人であること
・�市税、下水道受益者負担金
および分担金、上下水道料
金の滞納がないこと
・�所有（使用）する建物１戸に
つき、雨水タンク1基
・�設置に係る工事費用、配達
費、雨どいにかかる費用、
塗装費などは補助対象外
・�雨水タンク本体を購入する
前に申請書を提出すること
※�予算の範囲内での補助とな
ります。
※�詳しくは、市ホームページ
をご覧ください。

問下水道課
TEL（0771）68-0054

下水道へ接続し衛生・水
質環境を向上させよう
　南丹市では、生活に関わる
衛生環境や水質環境の向上の
ために、全市水洗化に取り組
んでいます。
　家庭の水回りやトイレを水
洗化すると、し尿および生活
雑排水（台所、風呂および洗
濯などの排水）は、下水処理
施設または合併処理浄化槽で
適切に処理され、河川などに
放流されます。
　このように水洗化すること
によって次のような効果が期
待できます。
（1�）トイレの水洗化によっ
て、臭いもなくなり快適
な生活がおくれます。

（2�）家庭からの雑排水が下水
道に流れ、家の周りの衛
生環境が向上します。

（3�）下水処理されたきれいな
水が川に流れ、水環境が
向上します。

問下水道課　
TEL（0771）68-0054
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20歳になったら国民年
金
　国民年金は、年をとったと
き、病気や事故で障がいが
残ったとき、家族の働き手が
亡くなったときに、働いてい
る世代みんなで支えようとい
う考えで作られた仕組みで
す。20歳以上60歳未満の方
は加入することが義務付けら
れています。20歳になった
ら日本年金機構から国民年金
加入のお知らせが届きます。
●保険料について
　�　令和2年度の国民年金保
険料額は、月額16,540円
です。口座振替や、現金・
クレジットカード納付で保
険料を前納した場合、割引
が受けられ大変お得となり
ます。
●納付が困難なとき
　�　学生の方は一般的に所得
が少ないため、ご本人の所
得が一定額以下の場合、保
険料の納付が猶予される
「学生納付特例制度」があり
ます。
　�　学生でない方で経済的な
理由などで保険料を納付す
ることが困難な場合には、
保険料の納付が免除・猶予
となる「保険料免除制度」や
「納付猶予制度」がありま
す。
　�　申請書は、日本年金機構
ホームページからダウン
ロードができます。申請書
の提出先は、市役所または
年金事務所です。

問�日本年金機構京都西年金事
務所

TEL（075）323-1170
HP�https://www.nenkin.go.jp/
〒�615-8511　京都府京都市
右京区西京極南大入町81

問ねんきんダイヤル
TEL（0570）05-1165
※�050で始まる電話でおかけ
になる場合は�（03）6700-
1165（一般電話）

かかりつけ薬局、お薬手
帳を活用しましょう！
　複数の薬を服用するとき
は、薬の重複や飲み合わせに
気をつけることが重要です。
　「お薬手帳」に薬局でもらっ
た薬を記録しておき、薬剤師
や医師に見てもらうことで、
薬の重複や相互作用が起こる
ことを防ぐことができます。
特に「電子版お薬手帳」は、家
族全員の薬を一つのスマート
フォンで管理できるととも
に、いつも身につけているも
のなので、災害時でもお薬の
情報をもれなく医師に伝える
ことができるなど便利です。
　また、いつも利用する薬局
を「かかりつけ薬局」として一
つに決めることで、医師から
処方された薬だけでなく、市
販薬やサプリメントなどの情
報も一元的・継続的に管理し
てもらうことができ「かかり
つけ薬剤師」が相談に応じて
くれるなど、薬による治療が
より効果的なものになるよう
お手伝いをしてもらえます。
　「かかりつけ薬剤師・薬局」、
「お薬手帳」を上手に活用しま
しょう。
問�京都府南丹保健所環境衛生
課衛生・検査係　

TEL（0771）62-4754

人材募集

給食調理員を募集します

●職種　給食調理員
●�勤務場所　日吉学校給食共
同調理場
●�給与　週5日勤務の場合月
額151,900円（時間額940
円）
●�任用期間　11月1日～令和
3年3月31日（任用継続の
場合あり）
●�勤務時間　午前8時～午後
4時30分（休憩1時間　勤
務日数相談に応じます）
●募集人数　1人
●応募資格　不問
●�応募方法　10月23日（金）
までに会計年度任用職員申
込書（人事課に備え付け）に
必要事項を記入の上、人事
課へ提出してください。
●�採用　面接試験により任用
者を決定します。

問学校教育課　
TEL（0771）68-0056

相談会

「調停相談」開催のお知
らせ
　調停は、裁判のように判決
で決着する方法ではなく、当
事者の話し合いで、解決を図
る手続きです。
●日時　10月27日（火）
　午前10時～午後3時
※�受付は午後2時30分まで
●場所　ガレリア亀岡
●�相談内容　ご近所トラブ
ル、交通事故の賠償、建物
の明け渡し、金銭、公害な
どの調停手続利用の相談
●相談員　調停委員
問亀岡簡易裁判所
TEL（0771）22-0409
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子育て支援（催し）

令和3年度保育所等の利用申し込みについて

　令和3年度において保育所（幼保連携型認定こども園含む）の利
用を希望される方は、次のとおりお申し込みください。
●�入所対象　市内在住で、父母などの保護者のいずれもが、家
庭で保育することが困難な場合にある子ども（転入予定の方も
含む）
●募集する保育所

公立保育所名 所在地 入所対象児
園部保育所 園部町木崎町 1歳児～5歳児

城南保育所 園部町城南町 0歳児（満6カ月児）～
5歳児

八木中央保育所
（八木中央幼児学園�
長時部）

八木町西田 1歳児～5歳児

八木東保育所
（八木東幼児学園） 八木町北屋賀 0歳児（満6カ月児）～

5歳児

日吉中央保育所 日吉町保野田 0歳児（満6カ月児）～
5歳児

胡麻保育所 日吉町胡麻 1歳児～5歳児

みやま保育所 美山町島 0歳児（満1歳児）～
5歳児

知井保育所 美山町中 1歳児～5歳児

民間幼保連携型
認定こども園 所在地 入所対象児

南丹のぞみ園
（令和3年4月開園予
定）

園部町小山東町 0歳児（満6カ月児）～
5歳児

※�入所対象児の年齢は、令和3年4月1日時点の年齢です。0歳児
については（　）内の月年齢に達してからが対象になります。
※�見学は各園に直接お申し込みください。新型コロナウイルス
感染症対策として、検温などを実施しています。
●�申請書類など　「給付認定申請書」、「保育施設及び保育事業利
用希望申込書」のほか世帯の状況に応じて添付書類として就労
等証明書、医師の診断書などが必要となります。
※�募集要項・提出書類様式は10月21日（水）から配布します。各
受付場所に備え付けるほか、市ホームページからもダウンロー
ドできます。　
●受付期間　11月2日（月）～11月24日（火）
※開所および開庁時間内にお願いします。
●受付場所　公立各保育所、子育て支援課および各支所
●�保育料　市町村民税額を用いて算定します。3歳児～5歳児は
保育料は無償化により0円、給食費副食代が必要です。

問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017

身体障害者巡回更生相談
のお知らせ
●日時　11月10日（火）
　午前10時～11時15分
●�場所　日吉はーとぴあ保健
センター
●巡回医師　整形外科医
●�内容　補装具交付・修理に
係る判定、医療相談　
●�持ち物　身体障害者手帳、
使用中の補装具、印鑑（支
給申請が必要な場合に使
用）
●�申込方法　11月2日（月）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

「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　11月17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
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令和3年度市立幼稚園の
利用申し込みについて
　令和3年度において南丹市
立幼稚園の利用を希望される
方は、次のとおりお申し込み
ください。
●�入園対象　市内在住（転入
予定の方も含む）の3歳児
から5歳児（令和3年4月1
日時点年齢）
・�3歳児（平成29年4月2日～
平成30年4月1日生まれ）
・�4歳児（平成28年4月2日～
平成29年4月1日生まれ）
・�5歳児（平成27年4月2日～
平成28年4月1日生まれ）
●�市立幼稚園の概要　3～5
歳児を募集しています。
・�園部幼稚園（園部町小桜町
44）

TEL（0771）68-0083
・�八木中央幼稚園（八木中央
幼児学園�短時部）八木町西
田河原條42

TEL（0771）42-5189
※�見学は各園に直接申込みく
ださい。新型コロナウイル
ス感染症対策として、検温
などを実施しています。
●�申請書類など　給付認定申
請書兼市立幼稚園申込書
※�利用案内・提出書類は10
月21日（水）から配布しま
す。各受付場所に備え付け
ているほか、市ホームペー
ジからもダウンロードでき
ます。　
●�受付期間　11月2日（月）～
11月24日（火）�
※土・日・祝日は除く
●�受付場所　各幼稚園、子育
て支援課および各支所
※�開園、開庁時間内にお願い
します。
●保育料　無償
※�八木中央幼稚園は、給食
費副食代3,500円が必要で
す。

問子育て支援課
TEL（0771）68-0017

令和3年度「すこやか学
園」の入園申し込み
　令和3年度において幼児の
館「すこやか学園」の入園を希
望される方は、次のとおりお
申し込みください。
●�施設名　幼児の館「すこや
か学園」
※�すこやか学園とは、集団の
中での遊びの場を通じ、子
どもの心身の健全な発達を
助長し、また親同士が子育
てについて学び合い、親子
がふれあい、育ち合うこと
を目的に、2歳児を対象に、
保護者同伴で利用いただく
施設です。
●�所在地　園部町小桜町（園
部幼稚園内）
●定員　20人×2学級
●�入園対象　市内在住の2歳
児とその保護者（転入予定
の方も含む）で、原則1年
間の通園が可能な方。
※�入園対象児の年齢は、令
和3年4月1日時点の年齢で
す。
●�開設日　週2日（月、木曜日
クラスと火、金曜日クラス）
※�クラスは指定できません。
クラス編成は園で行いま
す。
●開設時間　午前の2時間
●使用料　月額2,000円
●提出書類　入園申込書
※�利用案内・入園申込書は
10月21日（水）から配布し
ます。各受付場所に備え付
けているほか、市ホーム
ページからもダウンロード
できます。　
●�受付期間　11月2日（月）～
11月24日（火）　
※�土・日・祝日は除く
●�受付場所　園部幼稚園、子
育て支援課および各支所
（開園および開庁時間内に
お願いします）
※�定員を超えて申し込みが
あった場合は、抽選で入園
者を決定します。

＜申し込みなど事務手続きに
関する事＞
問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017
＜すこやか学園の運営に関す
る事＞
問園部幼稚園　
TEL（0771）68-0083

子育てすこやかセンター
11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　11月24日（火）
　�午前10時30分～11時30
分
●�内容　谷村伸子言語聴覚士
による講座「言葉を育てる
関わり方」
＜お話会＞�　　　　　　
●日時　11月11日（水）
　午前10時30分～11時
＜ベビーマッサージ＞　　
●日時　11月18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　11月27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

ファミリークリエイティ
ング講座開催のお知らせ
●日時　11月15日（日）
　午後2時～4時
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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）、田中
美賀子（キャリアコンサル
タント）
●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
りお申し込みください。

問�（一社）日本ファミリーナビ
ゲーター協会　

TEL090-4299-0625　
info@faminavi.com

●�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

�

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＞
◆絵本で世界を学ぼう!�（吉井潤、柏原寛一）◆物語の海を泳いで（角田光代）◆すべての女子はメン
ヘラである（スイスイ）◆読んで旅する秘密の地図帳（おもしろ地理学会編）◆剱岳-線の記（高橋大輔）
◆マンガ版ちょっとだけ・こっそり・素早く「言い返す」技術 （ゆうきゆう）◆マンガでわかる!年金
のすべて　'20～'21年版（内山晃監修）◆「大人の引きこもり」見えない息子と暮らした母親たち�（臼
井美伸）◆目でみる数字（岡部敬史）◆もがいて、もがいて、古生物学者!!�（木村由莉）◆世界を変えた
微生物と感染症（左巻健男編）◆認知症でも心は豊かに生きている（長谷川和夫）◆ひとさじで免疫力
が上がる発酵しょうが健康レシピ（マスジマトモコ）◆世界一やさしい!アロマ図鑑（林真一郎監修）◆
薬膳的家ごはんレシピ（deco）◆うおづら（森岡篤）◆1、2、3色の色えんぴつでイラスト（ふじわら
てるえ）◆ヒロシのソロキャンプ （ヒロシ）◆文豪たちのずるい謝罪文（山口謠司）◆ハリネズミは月
を見上げる�（あさのあつこ）◆ぴりりと可楽! （吉森大祐）◆トツ! （麻生幾）◆かきあげ家族（中島たい
子）◆白蟻女（赤松利市）◆純喫茶パオーン（椰月美智子）◆私捨悟入（安野光雅）◆未来の自分に出会え
る古書店（齋藤孝）◆ぐっとくる!仏像ご当地仏真正面!（みうらじゅん責任編集）◆2020年6月30日に
またここで会おう（瀧本哲史）◆哀しみがあるから人生は面白い（下重暁子、弘兼憲史）
＜児童書＞
◆小学校では学べない渋沢栄一のやりぬく力（齋藤孝）◆大人は知らない今ない仕事図鑑100（澤井　
智毅監修）◆おやこで話すはじめてのLGBＴs（鶴岡そらやす）◆カサうしろに振るやつ絶滅しろ！（氏
田雄介原案）◆いきものやばいすみか図鑑（加藤英明監修）◆はやしでひろったよ◆はじめて出会う短
歌100（千葉聡編）◆魔法の絵筆としあわせの呪文（あんびるやすこ）◆団地のコトリ（八束澄子）◆科
学探偵VS.暴走するAI前編（佐東みどり、石川北二他）
＜絵本＞
◆カールはなにをしているの？（デボラ・フリードマン）◆おつきみパーティーまんまるまんまる�（す
とうあさえ）◆ようかいむらのどっきりハロウィン（たかいよしかず）◆ちいさなメイベルのおおきな
ゆめ（キム・ヒルヤード）◆ベッドのなかはきょうりゅうのくに（まつおかたつひで）◆ほしのこども
（メム・フォックス）◆ひろいひろいひろいせかいに （ルイス・スロボドキン）◆りんごちゃん（さと
うめぐみ）◆おおぐいタローいっちょくせん（マスダ・カルシ）◆かぼちゃのだいおう�（おおいじゅん
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



令和2年（2020年）10月9日発行6 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

催し

南丹市チャリティゴルフ
大会開催中止のお知らせ
　10月28日（水）に開催を予
定しておりました「第29回南
丹市チャリティゴルフ大会」
は新型コロナウイルス感染症
の拡大防止のため、中止とさ
せていただきます。
　楽しみにしていただいてお
りました皆さんには、大変ご
迷惑をおかけしますが、ご理
解いただきますようお願いし
ます。今後とも南丹市チャリ
ティゴルフ大会にご賛同・ご
支援をたまわりますようお願
いします。
問南丹市ゴルフ協会事務局
　（るり溪ゴルフクラブ）
TEL（0771）65-0221

南丹市国際交流協会から
のお知らせ
　7月に市内全戸配布しまし
た「ハローHelloニュース26」
で「なんたにあんキッズカー
ニバル」を10月に実施予定と
お知らせしましたが、今年度
は新型コロナウイルス感染防
止のため、例年のようなイベ
ント型での実施を見送らせて
いただきます。なお、子ども
絵画コンクールの作品展示は
行いますので、ぜひお越し下
さい。
●�日程　10月25日（日）～11
月6日（金）����

●�場所　国際交流会館1階ロ
ビー
●�内容　「第7回国際交流・
多文化共生　子ども絵画コ
ンクール」作品展示

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

京都・南丹　園部城祭り
秋開催のお知らせ
●�日時　10月18日（日）（荒
天の場合は中止）午後4時
～8時
●�場所　そのべお城通り、市
役所駐車場
●�内容　秋の収穫グルメ祭と
して美味しいものを食べ花
火も楽しもう。

問�南丹市商工会本所（京都・
南丹園部城祭り事務局）

TEL（0771）42-5380

氷所太平記講演会

　八木の旧家に残された古文
書を紐とき、天正年間から約
300年間（1570年頃～1870
年頃）、農村の生活をわかり
易く講演頂きます。
●日時　10月24日（土）
　�午後1時30分～午後3時30
分
●�場所　八木市民センター文
化ホール
●講師　中川興史さん
●資料代　500円
問丹波史談会
TEL080-4253-6489

「いきいきふれあいキャ
ンプ」の参加者募集
　京都府民生児童委員協議会
では、父子家庭の親子を対象
に「いきいきふれあいキャン
プ」を実施しますので、ご参
加ください。
●日程　11月15日（日）
※日帰り
●�場所　「野田川フォレスト
パーク」（京都府与謝郡与謝
野町字三河内28番地）ほか
●�内容　バーベキュー、レク
リエーション、「ちりめん街
道」見学・体験など
●�対象　京都府内（京都市を
除く）に在住する父子家庭
の父と18歳未満の子

●�参 加 費　 大 人1人1,000
円、子ども1人500円　　
●�申込方法　10月30日（金）
までにお住まいの地域の民
生児童委員までご連絡くだ
さい。

問�京都府民生児童委員協議会
事務局

TEL（075）256-7083

運動教室参加者募集

　生活習慣病やロコモティブ
シンドロームの予防を目的
に、運動教室を開催します。
　コロナ感染拡大による外出
自粛で運動不足が気になる
方、家庭で取り組める運動教
室です。運動は免疫力アップ
にも効果があります。ぜひご
参加ください。
●日程　
①11月10日（火）
　午前10時～11時30分
　（受付9時30分～）
②11月27日（金）
　午前10時～11時30分
　（受付9時30分～）
●内容　
・�日程①鍼灸師おすすめの筋
力アップ運動～簡単な運動
で効果あり！からだの変化
を感じてみましょう～
・�日程②代謝アップでアンチ
エイジング！～簡単なエク
ササイズで若々しく～
●講師　
・�日程①明治国際医療大学鍼
灸学博士　吉田行宏さん
・�日程②健康運動指導士　中
原今日子さん
＜共通事項＞
●�場所　国際交流会館イベン
トホール
●�対 象　20歳 ～74歳 の方
で、1時間程度の運動が可
能な方
●�募集人数　各25人（先着
順）
●�持ち物　マスク・運動しや
すい服装・靴・水筒・筆記
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用具
※�11月27日のみ要ヨガマッ
ト・貸出あり
●�申込方法　電話でお申し込
みください。
※�「なんたん健幸ポイント
50」の対象事業です。

問保健医療課　
TEL（0771）68-0016

「きらり・本のことばコン
クール」作品を募集します
　読書で得た感動を伝えるた
めの作品づくりや、その鑑賞
を通して読書活動への意欲を
高め、本に手を伸ばす契機と
するため実施します。
●�応募対象　南丹市民（小学
生の部、中学生の部、一般
の部）
●�応募作品　読んだ本の中の
気に入った表現、心に残っ
た表現、ものの見方を広げ
てくれた表現、繰り返し口
ずさみたくなる表現などを
書き写し、その部分につい
ての感想やコメントを100
字程度で書き、挿絵や彩色
を施しA4用紙に仕上げて
ください。本の言葉の書き
写し部分には、本の題名、
作者名、出版社名、その言
葉の掲載ページも記載して
ください。
※紙質は問いません。
●�応募方法　11月13日（金）
までに応募票に必要事項を
記入して作品の下部中央に
貼り付け、市内図書館・室
または市内小中学校図書室
に提出してください。
●�その他　募集要項、応募票
は、南丹市ホームページか
らダウンロードできます。
また、市内図書館・室、市
内小中学校図書室にも備え
つけています。

問学校教育課　
TEL（0771）68-0056
問中央図書館
TEL（0771）68-0080

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　10月23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
＜テニス教室（昼の部）＞
【要予約】
●�日 時　10月28日 ～12月
16日の全8回（毎週水曜日）
午後1時30分～3時30分
●場所　テニスコート
●�内容　初心者・初級者向け
のテニス教室。初めての方
も安心して始められます！
●参加費　5,000円
●定員　50人（予定）
●対象　18歳以上
●�申込方法　当日までに、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。
＜ツリークライミング教室＞
【要予約】
●�日時　11月3日（火・祝）①
午前10時～、②午後0時
15分～、③午後2時～（体
験時間約90分）
●場所　こどもの広場

●�内容　専用のロープを使用
して木に登る
●参加費　2,000円
●定員　各回10人（先着順）
●対象　小学生以上
●�申込方法　11月2日（月）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。
●�その他　空きがあれば当日
参加も可能。
＜丹波公園まつり＞
●�日時　11月3日（火・祝）午
前9時～午後3時
●場所　こどもの広場　他
●�内容　ロードトレイン、ク
ラフト、ウォークラリー、フ
ライングディスク、菊花展
など、ご家族でひろ～い秋
の公園を満喫しませんか。
＜京都サンガF.Cサッカー教
室＞
【要申込】
●日時　11月28日（土）
　午前10時～正午
●場所　陸上競技場
●内容　京都サンガF.Cサッ
カースクールの小学生サッ
カー指導
●参加費　300円
●定員　200人
●対象　小学生
●�申込方法　11月21日（土）
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
�kouen@kyoto-tanbapark.
or.jp

〒�622-0232京都府船井郡京
丹波町曽根崩下代110-7
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なんたんテレビ（11ch）番組表（令和2年10月16日〜31日） 
★は初回放送枠

ＣＡＴＶのお得な
加入キャンペーン実施中

☝

　

◇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）


