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クリーンマス（分離マス）
の清掃について
　台所から、家の外につな
がっている1つ目のマスが
「クリーンマス」です。
　クリーンマスは分離マスと
も呼ばれ、台所から出る細か
い調理くずや、水と一緒に流
れ出た油分を分別します。
　クリーンマスは、月に1〜
2回程度清掃を行う必要があ
ります。清掃を怠ると、排水
管が詰まり、排水工事が必要
となる場合があります。忘れ
ないよう定期的に清掃を行っ
てください。
●清掃方法
　�　蓋を開けると、上部に油
分が溜まっているので、お
たまやひしゃくで油分を新
聞紙などにすくい上げま
す。また、固形物を除去す
るカゴが付いていますの
で、カゴにたまったごみも
新聞紙などの上にあけ、水
気を切って燃えるごみとし
て処理してください。すく
い上げた後は、ホースを
使ってマスやカゴに付いて
いる油分を落とします。
　�　カゴの網目に詰まりがあ
る時は食器用洗剤などをか
け、ブラシでこすると細か
い汚れも落ち、きれいにな
ります。
　�　クリーンマス下流側にあ
るマスの蓋も開け、油分が
溜まっていないか確認して
おいてください。

問下水道課　
TEL（0771）68-0054

納期限のお知らせ

＜令和2年11月2日（月）納期
限＞
・�市府民税（普通徴収）第3期
分

問税務課　
TEL（0771）68-0004
・国民健康保険税第5期分　
・�後期高齢者医療保険料第4
期分

問市民課　
TEL（0771）68-0011
・介護保険料第5期分　　　
問高齢福祉課　
TEL（0771）68-0006
・保育所保育料等10月分　
・保育所延長保育料9月分　
・一時保育料9月分　
・幼稚園給食費10月分　　
・幼稚園預かり保育料9月分
・すこやか学園使用料10月分
問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017
・市営住宅使用料10月分
問営繕課　
TEL（0771）68-0062
・学校給食費10月分　　
問学校教育課　
TEL（0771）68-0056
・�放課後児童クラブ負担金
10月分　　

問社会教育課　
TEL（0771）68-0057
※�市税や各種料金の納付に
は、口座振替が大変便利で
す。また、市税等や一部料
金では、スマートフォンア
プ リ（PayPay・ LINE�Pay�
請求書支払い）やクレジッ
トカードで納付が可能で
す。

新型コロナウイルスの
感染拡大の防止について
　催しに参加されるときは、
マスク着用・検温・手指消毒
にご協力ください。
　新型コロナウイルス感染症
の影響に伴い、掲載している
内容は変更になる場合があり
ます。

お知らせ

特殊詐欺にご注意を

　府内では特殊詐欺被害が後
を絶ちません。「私は大丈夫」
は危険です。被害に遭わない
ために、次のことに注意して
ください。
・電話でお金の話は詐欺
・�キャッシュカードを渡さな
い　暗証番号は教えない
・�身に覚えのないメールやハ
ガキの請求には応じない
・�「コンビニで電子マネー
買って」は詐欺
　一人で悩まず、家族や警察
に相談してください。
問南丹警察署
TEL（0771）62-0110
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京丹波町営バス「丹波日吉線」が運行しています

　京丹波町の道の駅「味夢の里」と日吉駅を結ぶ京丹波町営バス「丹波日吉線」が、10月から運行を開
始しています。

丹波日吉線　時刻表
京丹波町役場→日吉駅方面

バス停 ※第1便 第2便 第3便 第4便 第5便
京丹波町役場 7:15 9:10 12:15 14:15 17:15
味夢の里 7:19 9:14 12:19 14:19 17:19
新須知 7:24 9:19 12:24 14:24 17:24
丹波マーケス 7:25 9:20 12:25 14:25 17:25
上野大円寺前 7:26 9:21 12:26 14:26 17:26
上野町営住宅前 7:28 9:23 12:28 14:28 17:28
蒲生 7:29 9:24 12:29 14:29 17:29
下蒲生 7:30 9:25 12:30 14:30 17:30
みのりが丘 7:32 9:27 12:32 14:32 17:32
実勢公民館前 7:34 9:29 12:34 14:34 17:34
胡麻駅（注1） 7:41 9:36 12:41 14:41 17:41
明治国際医療大学（注1） 7:48 9:43 12:48 14:48 17:48
日吉駅 7:53 9:48 12:53 14:53 17:53

日吉駅→京丹波町役場方面
日吉駅 8:03 10:11 13:10 15:10 18:03
明治国際医療大学（注2） 8:08 10:16 13:15 15:15 18:08
胡麻駅（注2） 8:15 10:23 13:22 15:22 18:15
実勢公民館前 8:22 10:30 13:29 15:29 18:22
みのりが丘 8:24 10:32 13:31 15:31 18:24
下蒲生 8:26 10:34 13:33 15:33 18:26
蒲生 8:27 10:35 13:34 15:34 18:27
上野町営住宅前 8:28 10:36 13:35 15:35 18:28
上野大円寺前 8:30 10:38 13:37 15:37 18:30
丹波マーケス 8:31 10:39 13:38 15:38 18:31
新須知 8:32 10:40 13:39 15:39 18:32
味夢の里 8:37 10:45 13:44 15:44 18:37
京丹波町役場 8:41 10:49 13:48 15:48 18:41
※第1便は、日曜・祝日は運休
（注1）の胡麻駅、明治国際医療大学は、降車のみ可能。
（注2）の明治国際医療大学、胡麻駅は、乗車のみ可能。
問地域振興課　
TEL（0771）68-0019
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ツキノワグマの出没につ
いて
　例年10月中旬ごろから12
月にかけて、ツキノワグマの
冬眠前の集落周辺への出没が
問題となっておりますが、出
没の指標とされる、クマのエ
サとなる京都府内のドングリ
の本年の豊凶指数が「凶」と
なっており、また夏ごろから
の出没も例年より多いことか
ら、本年の秋も例年より多く
のクマが出没することが予想
されます。
　山に近い集落にお住まいの
方は常にクマの出没を意識
し、クマの進入を防ぐため家
屋や倉庫などの夜間の戸締り
を徹底して下さい。また収穫
しない柿や栗はクマをおびき
寄せる誘因物となりますの
で、できる限り除去して下さ
い。
　もしクマに出会ってしまっ
たら、クマは逃げるものを追
いかけ攻撃する習性があるの
で、クマから目を離さずゆっ
くりと後退したり、持ち物を
地面に置いてクマの注意をそ
らしながら離れて下さい。そ
して万が一クマが襲ってきた
場合は、頭部を守るために自
分の首を両手でしっかり抱え
てうずくまり、クマの攻撃を
防いで下さい。
　南丹市ではクマの捕獲もし
ていますが、ここ数年でクマ
の生息数が増えており、それ
に伴い生息域も拡大している
と考えられますので、今まで
に出没の無かった集落でも出
没する可能性がありますので
ご注意下さい。
　なお、クマを目撃された際
には農山村振興課や各支所ま
でご連絡をお願いします。
問農山村振興課
TEL（0771）68-0012

老人医療費支給制度につ
いて
　老人医療費支給制度は、医
療保険に加入している方で一
定の条件に該当する高齢者を
対象に、入院・通院などにか
かる医療費の自己負担額の一
部を南丹市が助成する制度で
す。
●�対象者　南丹市にお住まい
の、社会保険や国民健康保
険に加入している65歳以
上70歳未満の方で、本人
およびその属する世帯の生
計を主として維持する者が
所得税を課せられていない
方。（原則、所得税非課税世
帯の方）
●�受給者証交付申請　高齢福
祉課または各支所で申請し
てください。審査のうえ、
後日結果を通知します。
●申請時に必要なもの
・健康保険被保険者証（写）
・印鑑
※�本制度の交付申請をされる
ときには、市府民税の所得
の申告が必要でない方で
も、該当の有無を判定する
ために所得税の確認が必要
になります。所得がない場
合にも所得税の申告をお願
いします。申告には運転免
許証などの本人確認書類を
ご持参ください。

問高齢福祉課
TEL（0771）68-0006

歯周病予防健診を実施し
ています
　南丹市では大切な歯を1本
でも多く守るために、節目年
齢の方に歯周病予防健診を無
料で実施しております。ぜひ、
この機会をご利用ください。
●期間　12月まで
※�12月最終開業日（診療日）
は直接、医療機関にご確認
ください
●�実施場所　南丹市内の医療
機関

●�対象年齢　30・35・40・
45・50・60・65・70歳（基
準日　令和3年3月31日）
●�健診内容　むし歯の有無・
歯周ポケットの測定・歯肉
の状態・歯石沈着の確認な
ど
●�費用　無料（治療が必要な
場合、治療分が保険診療と
なります）

問保健医療課
TEL（0771）68-0016

南丹市競争入札参加資格
審査申請の受付について
　南丹市が発注する建設工事
に係る競争入札参加資格申請
の定期受付を実施します。入
札（または見積りによる調達）
に参加を希望される方は、入
札参加資格審査申請書を提出
してください。
　なお、測量・建設コンサル
タント等業務、物品・役務等
については、令和元年11月
に定期受付が終了しており、
今回はその申請漏れ、または
業種の追加等の変更が生じた
場合を対象とし受付を実施し
ます。変更がない場合は、今
回の申請は不要です。
●�受付期間　11月2日（月）〜
30日（月）　
※土・日・祝日を除く
●�提出書類　南丹市ホーム
ページ「まちづくり」の「入
札・契約情報」から入手し
て下さい。（整理課および各
支所でも配布しています）
●提出部数　1部
●�提出方法　郵送（または持
参）
※�新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、できる限り
郵送による申請としてくだ
さい。（11月30日（月）消印
有効）
※�要領に記載する順に重ねた
書類を、2つ穴パンチにて
穴あけし、ホチキス等でま
とめてください。
●�有効期間　令和3年4月1日
〜令和5年3月31日（2年間）

問監理課　　　　
TEL（0771）68-0086　　
FAX（0771）62-3122
kanri@city.nantan.lg.jp
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人材募集

水道検針員を募集します

●職種　水道検針員
●勤務場所　園部町地内
●募集人数　1名
●�業務内容　毎月1日〜10日
の間に、各家庭や事業所な
どに設置している水道メー
ターの検針を実施。
●�検針件数　約530〜660件
●�業 務 報 酬　34,000円 〜
42,000円程度
●�応募資格　普通自動車運転
免許証を所持されている
方。
※男女は問いません。
●�任用　採用決定日の翌月か
ら
●�応募方法　履歴書を人事課
または経営総務課（八木支
所2階）へご提出ください。
履歴書は、市販の横書きの
ものを使用し、写真を必ず
添付してください。なお、
履歴書はお返しできませ
ん。
　�ホームページでも募集して
おり、すでに決定している
場合があるため、応募の際
は事前にお問い合わせくだ
さい。
●�採用方法　面接試験などで
随時合格者を決定します。
面接日は応募者に別途連絡
します。

問経営総務課　
TEL（0771）68-0064

自衛隊各種採用試験に関
するご案内
＜自衛官候補生＞
●�概要　所要の教育を経て3
カ月後に2等陸・海・空士
に任官します。（2年から3年
毎の任期付自衛官コース）
●�受付期間　年間を通じて
行っております。
※�採用年齢が33歳未満に引
き上げられました。
＜採用説明会について＞
●�日程　11月1日（日）、8日
（日）、15日（日）、22日（日）、
29（日）
●�時間　午前10時から午後3
時まで
●会場　亀岡募集案内所
●�内容　自衛官の仕事と生活
および採用種目についての
説明
●�対象　学生・一般・保護者
の方等どなたでもご参加い
ただけます。
●�その他　予約不要、履歴書
不要、入退場自由、服装自
由、ご要望に応じ、他の日
程・時間帯でも対応いたし
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
TEL（0771）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

相談会

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　11月10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）802-1100
問総務課　　
TEL（0771）68-0002　

「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　11月11日（水）
　午後1時30分〜4時
●�場所　八木市民センター研
修室（市役所八木支所3階）

問京都府行政書士会第3支部
TEL（075）692-2500

　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。
　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2次元バー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アカウント開設しています
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南丹市権利擁護・成年後
見センター専門相談
　南丹市権利擁護・成年後見
センターでは、本人・家族・
福祉関係者を対象に、成年後
見制度やそれに伴う遺言、相
続に関する相談を受ける「専
門相談」を実施します。
●日時
・司法書士による相談
　�11月18日（水）午後2時〜3
時（予約制）
・弁護士による相談　
　�12月16日（水）午後2時〜3
時（予約制）
●�場所　市役所4号庁舎会議
室
●定員　2人
※相談は1人30分以内
●�申込方法　相談日の1週間
前までに電話でお申し込み
ください。
※�社会福祉士による相談は、
月曜日〜木曜日（土日祝日
を除く午前9時〜午後4時）
まで随時実施していますの
で、ご利用ください。

問福祉相談課　
TEL（0771）68-0023

出張がん個別相談のお知
らせ
　「がんと診断されて頭が
真っ白」「誰かに話を聞いても
らいたい」など、がんに関わ
る様々な相談をお受けする窓
口として、京都府南丹保健所
にて出張相談を行いますので
ご利用ください。
●�日時　11月17日（火）、12
月15日（火）
　�いずれも午後1時〜3時30
分
●場所　京都府南丹保健所
●�相談員　京都府がん総合相
談支援センターの保健師ま
たは看護師
●�申込方法　実施日前日の午
後4時までに電話でお申し
込みください。

※�京都府がん総合相談支援セ
ンターでは電話および対面
相談を、月〜金（祝日・年
末年始を除く）の午前9時
〜正午、午後1時〜4時ま
で実施していますので、ご
利用ください。

問�京都府がん総合相談支援セ
ンター

TEL（0120）078-394

子育て支援（催し）

南丹市放課後児童クラブ令和3年度の募集について

　南丹市放課後児童クラブの令和3年度入部申し込みにあたり、
下記のとおり入部希望者説明会を開催します。新規で入部を希
望される方は、住所のある管内の説明会場へご出席ください。
※�夏休み期間のみ希望される方や年度途中での入部の可能性が
ある方もご出席ください。
※�今回は新規申し込みの方のみを対象とします。継続で入部を
希望される方は、各児童クラブの説明会以降に、児童クラブ
や社会教育課で「しおり」および申込書をお受け取りください。
●放課後児童クラブに入部できる基準
　�　放課後児童クラブとは、保護者が就労などの理由により昼
間家庭にいない小学生児童を対象として、放課後や長期休暇
中に家庭に代わって生活する場です。
　�　放課後児童クラブへ入部できる児童は、南丹市内の小学校
に在学している児童を原則とし、家庭において保育を受けら
れない場合に限ります。
●入部希望者説明会
（1）�新規入部の方は必ずご出席ください。説明会で放課後児童ク

ラブについて十分ご理解いただき、入部の申込み手続きが始
まります。出席されないと入部をお断りする場合があります。

（2）�説明会場において「入部のしおり」および申込書類をお渡しし
ます。

＜入部希望者説明会日程・会場＞
地区名 日時 場所

園部
地区

園部小学校
区域

11月25日（水）
午後7時30分〜

市役所2号庁舎3階301会
議室

園部第二小
学校区域

11月17日（火）
午後7時30分〜

市役所2号庁舎3階301会
議室

八木地区 11月26日（木）
午後7時30分〜

八木支所3階八木市民セン
ター文化ホール

日吉地区 11月19日（木）
午後7時30分〜

日吉生涯学習センター2階
会議室

美山地区 11月27日（金）
午後7時30分〜 美山文化ホール1階会議室

問社会教育課　
TEL（0771）68-0057　　
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里親相談会を実施します

　「子育てが一段落したけど、
もう一度子どもを育ててみた
い」「子どもに恵まれないけれ
ど、子どもを育ててみたい」
「何か社会貢献ができれば…」
様々な事情で家庭で生活でき
ないお子さんを、ご家庭で育
ててくださる里親さんを募集
しています。お気軽にお立ち
寄りください。
●日程　11月10日（火）
　午後1時〜4時
●�場所　スーパーマツモト新
園部店

問�京都府家庭支援総合セン
ター

TEL（075）531-9650

子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」（11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。
※�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
電話でお申し込みくださ
い。
※�予定が変更する場合があり
ます。南丹市ホームペー
ジ、NPO法人グローアッ
プLINE・フェイスブック・
インスタグラム、電話にて
確認をお願いします。
＜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
＜「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。
○日吉ひろば11月10日（火）
○美山ひろば11月12日（木）
○八木ひろば11月18日（水）
○�園部ひろば（横田公民館）
11月26日（木）
※午前11時〜11時30分まで
＜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　11月16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5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（託児付きの方
は午前の部での参加となり
ます。）
＜産後からだケア＞【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　11月20日（金）
　午前10時〜正午　
　※先着5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
いまでの産婦の方
●参加費　700円

　�LINE　�　　フェイスブック

インスタグラム

問NPO法人グローアップ　
TEL080-3857-8119
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催し

第5回なんたん音楽フェス
ティバルの中止について
　毎年、12月に開催してい
ます「なんたん音楽フェス
ティバル」について、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大防
止のため、今年度の開催を中
止します。
　楽しみにしていただいてお
りました皆さんには、残念で
はありますが、ご理解いただ
きますようお願いします。
問社会教育課　
TEL（0771）68-0057

ひとり暮らし高齢者のつ
どいの中止について
　毎年、10月下旬に開催し
ています「ひとり暮らし高齢
者のつどい」（園部町）につい
て、新型コロナウイルス感染
症の拡大防止のため、今年度
の開催を中止します。
　楽しみにしていただいてお
りました皆さんには、残念で
はありますが、ご理解いただ
きますようお願いします。
問�南丹市社会福祉協議会（園
部）

TEL（0771）62-4125
問�園部町民生児童委員協議会
事務局　　

TEL（0771）68-0023

第32回大野ダムもみじ
祭りの中止について
　11月14日・15日で開催を
予定しておりました「大野ダ
ムもみじ祭り」について、新
型コロナウイルス感染症の拡
大防止のため、今年度の開催
を中止します。
　楽しみにしていただいてお
りました皆さんには、残念で
はありますが、ご理解いただ
きますようお願いします。
問美山町大野振興会
TEL（0771）75-9110

文化博物館「八木城と内
藤氏」を開催します
●�開催日時　10月24日（土）
〜12月6日（日）
　午前9時〜午後5時　
※入館は閉館30分前まで
●場所　文化博物館
●�内容　南丹市八木町にある
八木城跡とその城主であっ
た内藤氏について、古文書
や絵図などの展示品から戦
国時代における南丹地域の
様相に迫ります。
●�入館料　大人310円　高
校・大学生200円　小・中
学生100円
※�市内在住・在校の小・中学
生は無料
※20名以上の団体は2割引
※�身体障がい者手帳・療育手
帳・精神障がい者保健福祉
手帳・戦傷病者手帳を持つ
方とその介護者は半額
※�休館日　毎週月曜日、11
月24日（火）ただし、11月
23日（月・祝）は開館

問文化博物館　
TEL（0771）68-0081

南丹市生涯学習講座「編
み物教室」受講者募集
　冬のひととき編み物をしま
せんか。今回は「スヌードま
たはベスト」を編みます。
●�日時　11月12日、26日、
12月10日、24日（いずれ
も木曜日）、
　午前10時〜正午
●�場所　八木市民センター
（八木支所3階）研修室1・2
●�費用　受講料2,000円、材
料費3,000円（初回参加時
にお支払いください）
●�持ち物　棒針2本（4号〜7
号）、10号輪針（60㎝）
※�編み針をお持ちでない場合
は用意しますので、申し込
み時に連絡ください。（別途
料金が必要です）
●講師　井上みよしさん

●�対象者　南丹市在住・在勤
の成人
●定員　10人（先着順）
●�申込方法　10月26日（月）
〜11月9日（月）の間に、住
所、氏名、電話番号を、電
話、FAX、窓口のいずれか
でお申し込みください。

問八木市民センター
TEL（0771）42-3132
FAX（0771）42-3133
（月曜・祝日休館）

「わっかっか！音楽療法」
を開催します
　民謡を取り入れた音楽に合
わせて身体を動かしたり、楽
器を鳴らしたりして、介護予
防・健康維持につながる新し
い音楽療法を体験しましょ
う。
●日時　11月1日（日）　
　午後2時〜3時30分
●�場所　「みんなの居場所　
わっかっか!」（日吉町殿田
東小牧2-1）
●�講師　加藤雅子さん（岐阜
県音楽療法士）西原和恵さ
ん（民謡歌手）
●定員　12名（先着順）
●�申込方法　電話でお申し込
みください。
●�運営協力金　500円（中学
生以下は無料）
※�水分補給用の飲み物をご持
参ください。

問わっかっか!
TEL080-9753-9402�　
�wakkakka2014@gmail .
com
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ヨガでつながる～ヨガの
基礎講座～参加者募集
　南丹市スポーツ協会では、
市民の皆様に参加いただける
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。「ヨガ」とは、サンス
クリット語で「つながり」を意
味し、呼吸、姿勢、瞑想を組
み合わせて、心身の緊張をほ
ぐし、心と身体、魂がつなが
ることで心の安定とやすらぎ
を得ることができます。
●日時　11月29日（日）
　午後1時30分〜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
●�講師　NPO法人　VYSYO
　GI
●�対象　南丹市在住（18歳以
上）先着50名
●�参加費　1人500円（お釣
りがでないようにご協力願
います）
●�持ち物　運動着、飲料水、
タオル、靴袋など（素足で
ヨガをします）、ヨガマッ
ト（バスタオルでも可能で
す）
●�申込方法　11月6日（金）午
後5時（必着）までに、住所、
氏名、年齢、電話番号を郵
送、FAX、メールのいずれ
かでお申し込みください。
●�申込先　〒622-8651　南
丹市園部町小桜町47　南
丹市社会教育課　社会体育
係　宛

FAX（0771）63-2850
�be-syakai@city.nantan.
lg.jp（タイトルに「2020ヨ
ガイベント参加申込」とご
記入ください）

問南丹市スポーツ協会事務局
TEL（0771）68-0057

南丹市女性会「防災講座」
のご案内
　近年、全国各地で災害が発
生しています。備えあれば憂
いなし。ぜひお誘いあわせの
上、ご参加ください。男性の
方も大歓迎でお待ちしていま
す。【要予約】
●日時・場所　
＜八木会場＞　
・�11月21日（土）午後1時30
分〜、八木市民センター「ⅰ
スタやぎ」防災ルーム定員
30人（先着順）
＜美山会場＞　
・�11月28日（土）午後1時30
分〜、美山保健福祉セン
ター　定員20人（先着順）
●�講師　藤林裕子さん・藤林
チエさん（ともに看護師・
防災士）
●�演題　「一人ひとりが取り
組む防災〜わたしと大切な
人を守るためにできること
〜」
※�講演後、グループワークを
行います。
●�申込方法　11月13日（金）
までに事務局窓口または電
話でお申し込みください。
●�備考　来場者には備蓄用非
常食をお渡しします。
※�中止する場合は市ホーム
ページでお知らせします。

問�南丹市女性会事務局（社会
教育課内）　

TEL（0771）68-0057

要約筆記者養成講座の受
講者を募集します
　要約筆記とは、聴覚障害の
ある方（とりわけ難聴者・中
途失聴者）のために、話の内
容をその場で文字にして伝え
ることです。手書きで伝え
る「手書きコース」とパソコン
に入力して伝える「パソコン
コース」の2コースを実施し
ます。
【要申込】

●日程　
・�共通講座　11月27日（金）、
12月4日（金）、11日（金）
・�手書きコース　12月25日
（金）、令和3年1月15日
（金）、2月1日（金）
・�パソコンコース　12月27
日（日）、令和3年1月24日
（日）、2月14日（日）
●�時間　午前10時〜午後4時
●場所
・共通講座・手書きコース
　�京都府聴覚言語障害セン
ター（城陽市）
・パソコンコース
　�京都市聴覚言語障害セン
ター（京都市中京区）
●受講資格
・�講座受講後、京都府の要約
筆記者として登録し、活動
が可能な方
・�講座（前期課程・後期課程）
修了後、認定試験を受験し、
京都府への登録を希望する
方
※�パソコンコースは、上記資
格に加え、講座へのパソコ
ン（一定の性能と環境が必
要）の持参、おおむね70字
/分以上の文字入力速度、
パソコンの基本的な操作技
術等が必要です。
●�受講料　無料（ただしテキ
スト代、教材等の実費負担
が必要）
●�申込方法　11月13日（金）
午後5時までに電話もしく
はFAXでお申し込みくださ
い。

問�京都府聴覚言語障害者福祉
協会　京都府要約筆記者養
成講座事務局

TEL（075）841-8337
FAX（075）841-8312
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八木城(城山)ハイキング
参加者を募集します
【要申込】
●日時　11月14日（土）
　�午前10時30分〜午後3時
30分
●集合場所　JR八木駅　
※�駐車場はありませんので公
共交通機関でお越し下さ
い。
●�内容　城山（標高330m）に
登り八木城跡を見学しま
す。山頂で昼食をとり、眺
望を楽しみましょう。
※雨天中止
●�持ち物　昼食、飲み物、マ
スク、歩きやすい靴・服装
●�対象　小学生以上（小学生
のみの参加は不可）
●定員　15人（先着順）
●参加費　100円（保険料）
●�申込方法　前日までに電話
でお申し込みください。

問文化博物館　
TEL（0771）68-0081

健康ウオーキング参加者
募集
　曹源寺は丹波猿楽の梅若家
の菩提寺として知られている
曹洞宗の寺院です。また、梅
若家は織田信長や徳川家康に
仕えた日吉の領主でした。ふ
るさと日吉の歴史と晩秋の風
情を感じながら歩きましょ
う。
●日時　11月23日（月・祝）
　午前9時〜正午
　受付8時45分〜
　小雨決行
●�集合　道の駅スプリングス
ひよし駐車場
●�コース　スプリングスひよ
し⇒殿田梅若家墓所⇒世木
城跡地⇒JR日吉駅⇒曹源
寺梅若家菩提寺⇒天稚神社
⇒日吉ダム⇒スプリングス
ひよし
●�持ち物　汗拭きタオル、帽
子、雨具、飲料

●�申込方法　11月15日（日）
午後5時までに、氏名、住
所、年齢、連絡先を電話ま
たはFAXでお申し込みくだ
さい。

問�日吉総合型地域スポーツク
ラブ事務局（日吉生涯学習
センター）

TEL（0771）72-3300　
FAX（0771）72-3311

健康づくり教室を開催し
ます
●�日時　11月11日、25日（各
水曜日）
　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
※�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

丹波自然運動公園からお
知らせ
＜エンジョイテニス（夜の部）
＞
●�日時　11月2日、16日（各
月曜日）午後6時〜9時
●場所　テニスコート
●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　11月4日、11日、
18日、25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
＜グラウンド・ゴルフのつど
い＞
●�日 時　11月6日（ 月 例 大
会）、13日、20日（各金曜
日）午前9時〜11時45分
●場所　球技場
●参加費　300円（当日受付）

＜スポーツを楽しむ日＞
●日時　11月10日（火）
　午後6時〜9時
●場所　体育館
●�内容　バトミントン、卓球、
テニスなど
●参加費　400円（当日受付）
＜ガーデニング教室＞
【要予約】
●日時　11月22日（日）
　午後2時〜4時
●�場所　旧宿泊所会議室（予
定）
●�内容　クリスマスの寄せ植
え
●参加費　2,500円
●定員　30人
●対象　どなたでも
●�申込方法　11月18日（水）
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。
＜ソフトバレーボール大会＞
【要予約】
●日時　12月13日（日）
　午前9時〜
●場所　体育館
●�内容　予選リーグ〜決勝
トーナメント
●参加費　1チーム2,000円
●定員　32チーム
●�対象　18歳以上の男女各2
名で編成
●�申込方法　11月13日〜12
月6日までに、チーム名、
チーム全員の住所、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。
※�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11月1日〜15日） 
★の色違いは初回放送枠

ＣＡＴＶのお得な
加入キャンペーン実施中

☝

　


