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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・手指消毒・検温
にご協力ください。
　37.5度以上の熱がある場
合は参加を控えてください。
　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
ますので、事前に確認いただ
きますようお願いします。

地籍調査実施のお知らせ

　南丹市園部町栄町の一部の
地域において、地籍調査を行
います。
　地籍調査は一筆ごとの土地
の所有者、地番、地目を調査
し、境界の位置と面積を測量
する調査です。登記所（法務
局）に備え付けられている登
記簿と公図は明治初期の地租
改正事業の調査記録を基礎と
したものが多く、面積等が正
確でないことが知られていま
す。
　地籍調査を行うことによ
り、その成果は登記所（法務
局）に送付され、登記簿の記
載が修正され、新たな地図が
備え付けられることになりま
す。
　地権者などによる現地立会
いの時期については、地元説
明会後の9月中旬から11月末
までの間を予定していますの
で、ご協力いただきますよう
お願いします。
　地籍調査事業は、市が事業
主体となって行いますので、
土地所有者の測量や登記に関
する費用負担はありません。
　ただし、説明会、現地立会
いや成果の閲覧に伴う旅費や
交通費などの必要経費は個人
負担となります。
問農業推進課　
TEL（0771）68-0060

赤い羽根共同募金運動へ
のご協力について
　皆さんのご理解、ご協力に
支えられ、今年も10月1日か
ら全国一斉に「赤い羽根共同
募金運動」が行われます。こ
の運動は、市民の皆さまお一
人おひとりの善意にもとづく
社会福祉増進のための募金活
動です。
　毎年、市民の皆さまにご協
力いただいております10月
の「赤い羽根共同募金」と12
月の「歳末たすけあい募金」の
戸別募金を一括して募らせて
いただきます。
　お寄せいただいた募金の約
7割は、南丹市の地域福祉の
ために使われ、残りの3割は、
南丹市を超えた広域的な課題
を解決するための活動に使わ
れます。お寄せいただいた募
金の使いみちは、南丹市共同
募金委員会で検討し、地域福
祉の向上のために地域で活動
するグループやボランティア
団体に対して助成させていた
だきます。皆さまの温かいご
協力をお願いします。
南丹市共同募金委員会事務局
問南丹市社会福祉協議会　
TEL（0771）72-3220
問福祉相談課　　　
TEL（0771）68-0023

お知らせ

ため池劣化状況評価点検
について
　防災重点農業用ため池（南
丹市ホームページに掲載）に
ついて、ため池劣化状況評価
点検を10月以降に行います。
委託業者がため池の点検を行
いますので、ため池周辺部へ
の立ち入りなどについてご理
解いただきますようお願いし
ます。
問農業推進課　
TEL（0771）68-0060
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南丹市議会議員一般選挙
のお知らせ
　南丹市議会議員の任期が令
和4年2月18日で満了するた
め、南丹市議会議員一般選
挙を令和4年1月30日（日）告
示、2月6日（日）投・開票の
日程で執行します。また、立
候補予定者説明会を開催する
こととしていますのでお知ら
せします。
　なお、選挙すべき市議会議
員の定数は20人です。
＜立候補予定者説明会＞
●日時　12月14日（火）
　午後1時30分～
●�場所　国際交流会館地下　
コスモホール
●�その他　１陣営2人までの
出席でお願いします。
※�当日、立候補届出関係書類
をお渡しします。

問選挙管理委員会事務局
TEL（0771）68-0002

ピンクリボン啓発活動
国際交流会館ライトアップ
　10月はピンクリボン月間。
京都府では、ピンクリボン活
動を推進しています。
　より多くの方に乳がんの早
期発見・早期診断・早期治療
の大切さをお伝えするために
国際交流会館をピンク色にラ
イトアップします。
●�日時　10月1日（金）および
2日（土）　午後6時～8時　
●場所　国際交流会館
問京都府南丹保健所保健課　
TEL（0771）62-4753

地雷撤去のため書損じハ
ガキを集めています
　カンボジアの地雷被害をな
くすため、書損じハガキを集
めて換金し、地雷撤去団体へ
寄付しています。ハガキ2～
3枚で1㎡の地雷撤去費用に
なります。不要な書損じハガ
キがありましたら、お送りく
ださい。
●�対象品　書損じ・未使用ハ
ガキ、未使用切手、未使用
テレカ、ＱＵＯカードなど
●�期間　令和4年3月31日着
まで
●�送付先　〒814-0002　福
岡県福岡市早良区西新1-7-
10-702

問�（一財）カンボジア地雷撤去
キャンペーン宛

TEL（092）833-7575

家庭で不要になったパソ
コンを無料回収します
　船井郡衛生管理組合が、小
型家電リサイクル法の認定事
業者である「リネットジャパ
ンリサイクル」と協定を締結
し、家庭で不要になったパソ
コンの宅配便による無料回収
を始めましたので、ご利用く
ださい。
●回収手順
①�リネットジャパンリサイク
ルのホームページから申し
込む。
②�パソコンなどを段ボールに
詰める。
③�宅配業者が希望日時に自宅
から回収。
※�データはご自身で消去して
ください。（無料消去ソフト
の提供もしています。）
※�プリンタなどの周辺機器、
その他の小型家電も一緒に
回収可能です。

※�パソコンを含む段ボール1
箱分（3辺の合計が140㎝
以内、重さ20㎏以内）の回
収料金が無料になります。
※�インターネットが使用でき
ない方は問い合わせ先へお
電話ください。

問�リネットジャパンリサイク
ル

TEL（0570）085-800
　（午前10時～午後5時）

相談会

「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12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

行政相談委員による定例
相談所の開設について
　10月18日から24日は行政
相談週間です。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　10月12日（火）�
　午後1時30分～3時30分
●�場所　園部文化会館3階会
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　
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10月のなんでも相談日
のお知らせ
　南丹市が委嘱している身体
障害者・知的障害者・精神障
害者相談員が、障がいに関す
る相談に応じます。日ごろの
悩みや不安を相談員に相談し
てみませんか。
●日程・場所
・10月16日（土）
　午後1時～3時　
　そよかぜ美山
・10月22日（金）
　午後1時～3時　
　�園部まごころステーション
陽だまり
・10月25日（月）
　午後1時～3時　
　そよかぜ八木
・10月26日（火）
　午後1時～3時　
　そよかぜ日吉（おいで家）
※�日程が変更になる場合があ
りますので、事前にお問い
合わせください。

問社会福祉課　
TEL（0771）68-0007

膠原病、神経・筋疾患個
別医療相談のご案内
　専門医による個別医療相談
を開催します。
＜膠原病相談＞
●日時　10月28日（木）
　午後1時～4時30分
●場所　京都府南丹保健所
●�担当医　京都第二赤十字病
院　井上衛医師
●�対象　膠原病で療養中の
方、または次の気になる症
状がある方
・�寒冷刺激による手指の蒼白
化（レイノー現象）
・�手指等の関節炎、関節痛、
皮膚が硬くなる
・日光による皮膚過敏
・頬の赤い発疹（蝶形紅斑）

＜神経・筋疾患相談＞
●日時
①11月5日（金）
　午前1１時～3時30分
②11月10日（水）
　午後1時～4時30分
●場所
　日時①京丹波町病院
　日時②京都府南丹保健所
●�担当医　国立病院機構宇多
野病院　脳神経内科
　日時①須藤慎治医師
　日時②冨田聡医師
●�対象　神経・筋疾患で療養
中の方、または次の気にな
る症状がある方
・手足がふるえる
・力が入りにくい
・筋肉がやせる
・足がふらつく
・最初の一歩が出にくい
・話しにくい
＜共通事項＞
●定員　5人
●�申込方法　10月14日（木）
までに電話でお申し込みく
ださい。

問京都府南丹保健所保健課
TEL（0771）62-2979

子育て支援（催し）

「ほめて ハッピー☆smile
講座」を開催します
　子どもは、「ほめられる」こ
とで「愛されている、認めら
れている」という自信が育ち
ます。そこで、「ほめる育児」
をテーマに登録制のシリーズ
講座を開催します。
　少人数でお互いの悩みを共
感し、そして、ほめて子育て
ができるよう講座を受講して
みませんか。
※開催日を変更しました。
●�日時　10月7日（木）、20
日（ 水 ）、11月2日（ 火 ）、
18日（木）
※�各日午前10時～11時30分
※�全4回とも欠席のないよう
参加してください。
●�場所　市役所4号庁舎2階
会議室
●対象者　幼児の保護者
●募集人数　10人
●�内容　講話、意見交流、ほ
めかたロールプレイなど
●講師　子育て支援課
　支援員　今井美智代
●�託児　希望者には託児（無
料）を行います。
●�申込方法　9月30日（木）ま
でに、住所、氏名、電話番号、
託児希望の有無を、電話、
FAX、Eメールのいずれか
でお申し込みください。

問子育て支援課
TEL（0771）68-0017　　
FAX（0771）68－1166
�kosodate@city.nantan.
lg.jp
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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。11月の事業の
申し込み受付は、9月27日
（月）から行います。
●�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４日（木）
　�午前10時30分～11時30
分
●�内容　谷村伸子言語聴覚士
による「言葉をそだてるか
かわりかた」
＜子育て広場０歳～＞
●�日時　11月11日（木）　
　��午前10時30分～11時30
分
●�内容　栄養士による「ゆっ
くり、あんしん、離乳食」
＜お話会＞　
●日時　11月19日（金）　
　午前10時30分～11時
＜親子リトミック＞
●日時　11月29日（月）　
　�午前10時30分～11時30
分

問�南丹市子育てすこやかセン
ター　

TEL（0771）68-0082

すくすくやぎっこ「みん
なおいでよ！」
　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。
※雨天中止
●日時　10月7日（木）
　午前10～11時
●場所　八木農村環境公園　
　氷室の郷（八木町氷所）
●�対象　0～3歳までの未就
学児とその保護者
●�内容　紙しばい・段ボール
遊び・お散歩
●昼食　パン、むし芋
●�持ち物　水筒、手拭きタオ
ル、汗拭きタオル、マスク、
帽子、レジャーシート
●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」
TEL090-2389-9965

子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」（10月）
＜各ひろば共通事項＞
○�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、お子さ
んに必要な物をお持ちくだ
さい。
○�要申込の講座は、事前にお
電話ください。
○�予定を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Ｌ
ＩＮＥ・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
（ジュジュ）」（八木防災セン
ター向かい側）

※�毎週月・水・金曜日の午後
3時～6時、同場所で、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
地域の方も利用できます。
※�車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　10月12日（火）
○�美山ひろば　10月14日（木）
○�八木ひろば　10月20日（水）
○�園部ひろば（横田公民館）　
10月28日（木）
●�時間　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）
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○�園部ひろば（南部コミュニ
ティセンター）10月21日
（木）
○�美 山 ひ ろ ば　10月28日
（木）
●�時間　午前10時15分～正
午　
※先着5組
●参加費　300円
＜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　10月15日（金）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　おおむね産後6カ月
くらいまでの産婦の方
●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
しながら話して、気分転換し
ませんか。
●�日時　10月16日（土）　午
前10時30分～正午
●�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　10月25日（月）午前
10時～11時30分　　

※先着15名程度
●�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
＜ハロウィンパーティー＞
【要申込】
　ハロウィンの仮装をして、
八木の街を楽しく歩きましょ
う。
●�日時　10月23日（土）午前
10時～正午（受付開始：9
時30分）
●場所　八木防災センター
●�参加費　１家族500円、小
中高生のみ1人300円、大
人のみ1人500円
●�持ち物　お菓子を入れるカ
ゴまたはカバン

問ＮＰＯ法人グローアップ
TEL080-3857-8119

南丹市メール配信サービ
スにご登録ください
　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

●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
問秘書広報課
TEL（0771）68-0065

LINE Facebook

Instagram
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催し

元気アップ体操教室のお知らせ

　なつかしい曲や明るい音楽に合わせて気持ち良く体を動かすリズム体操、筋トレ、脳トレ、ストレッ
チを行います。南丹市介護予防サポーター「元気アップなんたん」の仲間と一緒に、週1回楽しく動い
て加齢や外出自粛による体力低下を防ぎましょう。
●日程など

会場 時間 日程

旧摩気小学校（園部） 午前10時15分～11時45分

10月18日、25日、
11月１日、8日、15日、22日、29日、
12月6日、13日、20日
（各月曜日）

こむぎ山健康学園（園部） 午後2時～3時30分

10月7日、14日、21日、28日、
11月4日、18日、25日、
12月2日、９日、16日
（各木曜日）

美山保健福祉センター
（美山） 午後2時～3時30分

10月5日、12日、19日、26日、
11月9日、16日、30日、
12月7日、14日、21日
（各火曜日）

八木老人福祉センター
（八木） 午前10時15分～11時45分

10月8日、15日、22日、29日、
11月5日、19日、26日、
12月3日、10日、17日
（各金曜日）

殿田とーくほーる（日吉） 午前10時～11時30分

10月8日、15日、22日、29日、
11月5日、19日、26日、
12月3日、10日、17日
（各金曜日）

胡麻基幹集落センター
（日吉） 午後2時～3時30分

10月8日、15日、22日、29日、
11月12日、19日、26日、
12月3日、10日、17日
（各金曜日）

●体操指導　元気アップなんたん（南丹市介護予防サポーター）
●参加費　　500円/回　10回前払いは3,500円（上記日程で10回有効）
●申込方法　NPO法人元気アップAGEプロジェクトへ電話でお申し込みください。
問NPO法人元気アップAGEプロジェクト（横山）　
TEL080-4242-4734
問保健医療課　
TEL（0771）68-0016
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「日吉町文化祭」開催中
止のお知らせ
　令和3年11月開催予定の
「日吉町文化祭」は、新型コロ
ナウイルス感染症のため、中
止することを決定しました。
　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�日吉町文化交流協会事務局
（日吉生涯学習センター内）
TEL（0771）72-3300

南丹市人権講演会の開催
について
　トランスジェンダー当事者
としての経験から、性の多様
性や自分らしく生きることの
素晴らしさ、についてご講演
いただきます。
●日時　10月10日（日）
　午後1時30分　開会
●�会場　日吉生涯学習セン
ター�ホール
●定員　100人（先着順）
●�演題　「はじめてのLGBTQ�
～性の多様性と人権～」
●講師　杉山文野さん
●�申込方法　観覧、またはイ
ンターネット配信による視
聴をご希望の方は、参加申
込書にご記入いただき、人
権政策課へ提出いただく
か、電話、ＦＡＸ、メール
でお申し込みください。後
日、参加引換券をお送りし
ます。
※�申込書は市ホームページか
らダウンロードできます。
※�託児ルーム（6カ月以上～
就学前のお子さん対象）の
ご利用は、9月30日（木）ま
でにご予約ください。

問人権政策課　
TEL（0771）68-0015　
FAX（0771）63-2850
jinken@city.nantan.lg.jp
　

「要約筆記教室」の受講
者を募集します
　要約筆記とは、きこえが不
自由な方のために、話の内容、
会議の進行、講演の内容など
を文字で表す筆記通訳のこと
です。この要約筆記を学び、
技能を習得して、活動してい
ただける方を募集します。
●�日 程　10月24日 ～12月
19日までの毎週日曜日
（10月31日を除く）
　全8回（予備日12月26日）
●時間　午後１時～５時
●�場所　八木市民センター3
階　第3会議室（会場は変
更する場合があります）
●�対象者　南丹市在住、在勤、
在学の15歳以上で、要約
筆記活動に熱意、関心のあ
る方
●�申込期限　10月5日（火）ま
でに電話もしくはFAXでお
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

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
あり方（とりわけ中途失聴者
や難聴者）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。会議や講演でコ
ミュニケーション支援の活動
を行うことを希望する受講者
を募集します。
●日程　
・�共通講座　10月31日（日）、
11月7日（日）、28日（日）
・�手書きコース　令和4年1
月22日（土）、30日（日）、
2月27日（日）
・�パソコンコース　令和4年
1月9日（日）、23日（日）、

2月19日（土）
●�時間　午前10時～午後4時
●会場　
・�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　
＜手書きコース・パソコン
コースとも＞
・�前期課程受講後、後期課程
も受講し、認定試験を受講
して京都府の要約筆記者と
して登録活動が可能な方
＜パソコンコース＞
・�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）を持参し、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　10月15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）841-8315
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「やさしい日本語」研修
会を開催します
　「やさしい日本語」とは、阪
神淡路大震災をきっかけに日
本語に不慣れな外国人にもわ
かりやすく情報を発信するこ
とを目的に考え出された、簡
単でわかりやすい日本語のこ
とです。
　今回、災害時や緊急時、日々
の情報発信に活用できる内容
を中心に「やさしい日本語」の
基礎的な内容を学ぶ研修会を
実施しますので、ぜひ、参加
ください。
●日時　11月11日（木）
　午後1時30分～4時
●�場所　南丹市役所2号庁舎
3階301会議室
●�講師　「やさしい日本語」有
志の会
●定員　15人
●�申込方法　10月21日（木）
午後5時までに住所、氏名、
電話番号、あれば所属団体
を電話、FAX、Eメールの
いずれかでお申し込みくだ
さい。

問地域振興課
TEL（0771）68-0019
FAX（0771）63-0653
chiiki@city.nantan.lg.jp

健康づくり教室を開催し
ます
●�日時　10月13日、27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、
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

健幸アンバサダー養成
講座受講者募集
　健幸アンバサダーとは、身
近にいる大切な人に健康情報
を口コミで伝える健康づくり
の伝道師です。養成講座では
健康に関する正しい知識や上
手な伝え方を学びます。家族
や友人、ご自身の健康づくり
のためにぜひご参加くださ
い。講座を受講した方には、
「健幸アンバサダー認定証」を
お渡しします。
●日時　11月17日（水）
　午後1時30分～4時30分
●�会場　国際交流会館１階
　イベントホール
●対象　南丹市民
●募集人数　50人（先着順）
●内容　
①�健幸アンバサダーの役割と
活動
②�健康情報講座（生活習慣病
予防、がん予防）
③�筋トレ体験講座（転ばない
体づくり実践法）
④�心に届く情報の伝え方
⑤�感染症予防・免疫力強化に
関する講座
●�申込方法　電話でお申し込
みください。
※�この講座は、なんたん健幸
ポイント2021の対象事業
です。

問保健医療課
TEL（0771）68-0016

胡麻野外音楽祭の出演者
を募集します
　胡麻野外音楽祭実行委員会
では、音楽を愛する者が素人
の手作り企画をして、楽しい
音楽の1日を送ろうと野外で
の音楽祭を実施します。出演
を広く募集します。
●日時　10月3日（日）　
　午前11時～午後4時　　
※出演者は午前10時集合
●会場　南丹市日吉町胡麻
　「みとき屋」野外ステージ
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●�募集内容　音楽を個人やグ
ループで発表したい方。
※�大音響のエレキギター、カ
ラオケはお断りさせていた
だきます。
●�申込方法　10月2日（土）正
午までに電話でお申し込み
ください。

問胡麻野外音楽祭実行委員会
　芦田俊孝　
TEL090-7870-6550

東胡麻城と大戸城への樹
木名探索ハイキング
　南丹市日吉町東胡麻の中世
古城、東胡麻城と上胡麻の大
戸城への樹木名探索ハイキン
グの参加者を募集します。樹
木の専門家に、両城の経路で
の樹木名を教えていただき、
樹木名札を取り付け探索しな
がらハイキングをします。
●日時　10月31日（日）
　�午前8時30分出発～正午帰
着
●�集合場所　東胡麻区会議
所前（日吉町胡麻野化10番
地）
※無料駐車場あります。
●�行程　歩行距離　約5km、
高低差130ｍ
●参加費　1人500円
※�小学生以下は保護者同伴と
します。
●�持ち物　マスク、長袖長ズ
ボンで登山できる靴と手
袋、帽子、飲み物、タオル
●�申込方法　10月26日（火）
までに電話でお申し込みく
ださい。
※�けがの対応は、保険に加入
し応急処置はしますが、ご
自身でお願いします。
※�雨天決行とします。ただし、
大雨警報などの場合は順延
とします。

問�東胡麻文化振興会　会長　��
芦田俊孝

TEL090-7870-6550

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　10月1日（ 月 例 大
会 ）、8日、15日、22日、
29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）
＜エンジョイテニス（夜の部）
＞
●�日時　10月4日、18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
＜テニス教室（夜の部）＞
●�日時　10月4日～11月22
日の全8回（毎週月曜日）午
後7時～9時
●場所　テニスコート
●�内容　初心者・初級者向け
のテニス教室。
●参加費　6,000円
●定員　20人
●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。
＜レディーススポーツデー＞
●�日時　10月6日、27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
＜エンジョイテニス（昼の部）
＞
●日時　10月6日（水）
　午後1時30分～5時
●場所　テニスコート
●参加費　300円（当日受付）
●対象　18歳以上

＜障がい者スポーツのつどい
＞
●日時　10月12日（火）
　午後1時30分～3時30分
●場所　体育館
●�内容　卓球バレー、ボッ
チャ、フライングディスク、
グラウンド・ゴルフなど
●参加費　無料（当日受付）
＜JAXA�in�KYOTO�TAMBA�
PARK＞
●日時　10月30日（土）
　午後1時～3時
●�場所　京都トレーニングセ
ンター内　研修室
●�内容　惑星探査や「はや
ぶさ2」についてなど、宇
宙航空の研究開発に係る
JAXAの事業やプロジェク
ト研究に関する話など、最
先端で活躍されている職員
を講師に招き講演会を開催
します。
●参加費　1,000円
●定員　70人
●対象　小学4年生以上
※小学生は保護者同伴（有料）
●�申込方法　9月30日（木）～
10月23日（土）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。ご参加され
る前に開催状況を必ずご確
認ください。

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
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TEL（0771）63-1777　FAX（0771）63-1682　 sictv@sic.cans.ne.jp　HP http://nantantv.or.jp/

なんたんテレビ（11ch）番組表（令和3年10月1日〜15日） 　　

◇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）


