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ツキノワグマの出没にご
注意下さい
　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
問題となっています。
　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
を徹底してください。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くだ
さい。
　クマは主に夜間や薄暮時に
行動すると言われています
が、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

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。

事業主様へ　労働保険の成立手続はお済みですか

　11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。
　労働保険とは、労災保険と雇用保険の2つを併せた保険のこと
をいいます。労働保険は政府が管理、運営している強制保険です。
原則として、労働者を一人でも雇っていれば労働保険の適用事
業所となり、事業主は成立手続（加入手続）を行わなければなり
ません。
問京都労働局労働保険徴収課　
TEL（075）279-3220

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くださ
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
攻撃を防いでください。
　南丹市ではクマの捕獲もし
ておりますが、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
でご注意ください。
　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

お知らせ

窓口延長業務のご案内

　市役所本庁の窓口業務の一
部を時間外に取り扱っていま
す。
　国民健康保険の手続きなど
も取扱っていますのでぜひご
利用ください。
●�延長日　毎月第2・第4水
曜日
●延長時間　
　午後5時15分～7時
●取扱業務　　
・�戸籍、住民票、印鑑証明の
証明書発行業務
・印鑑登録業務
・�マイナンバーカードの交付
業務
・�転入・転出などの住民異動
届
・�国民健康保険の加入・脱退
の手続きなど

問市民課　
TEL（0771）68-0005
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低所得ひとり親世帯給付
金申請期限のお知らせ
　南丹市低所得の子育て世帯
に対する子育て世帯生活支援
特別給付金（ひとり親世帯分）
について、申請は令和4年2
月28日までとなっています。
給付金の対象となる方で給付
を受けていない方や申請がま
だの方は、お早めに支給要件
をご確認ください。
※�低所得の子育て世帯に対す
る子育て世帯生活支援特別
給付金（ひとり親世帯以外
分）の給付を受けている方
は申請ができません。
●�給付対象者　公的年金（障
害年金や遺族年金など）を
受給しているため児童扶養
手当を受けていない低所得
のひとり親世帯および新型
コロナウイルス感染症の影
響で収入が大きく減少した
ひとり親世帯
●申請期限
　令和4年2月28日（月）
●�申請方法　申請書に必要事
項を記入の上、子育て支援
課または各支所総務課へ提
出してください。
※�申請書は市のホームページ
からダウンロードすること
ができます。

問子育て支援課
TEL（0771）68-0017

10月31日は衆議院議員
総選挙の投票日です
●期日前投票所開設期間・場
所
・10月30日(土)まで
　南丹市役所本庁
・10月25日(月)～30日(土)
　南丹市役所各支所
問南丹市選挙管理委員会
TEL（0771）68-0002

老後の年金を増やすため
の制度について
＜付加保険料制度＞
　国民年金の定額保険料に加
えて付加保険料（月々400円）
を納めることにより、老齢基
礎年金に付加年金が上乗せさ
れる制度です。付加年金の年
金額は、200円×付加保険料
納付月数で計算され、年金を
2年以上受け取ると、支払っ
た付加保険料以上の年金を受
け取ることができます。
＜任意加入制度＞
　老齢基礎年金（65歳から受
けられる年金）は、20歳から
60歳になるまでの40年間保
険料を納めなければ、満額の
年金を受け取ることができま
せん。国民年金保険料の納め
忘れなどにより、保険料の納
付済期間が40年に満たない
場合は、60歳から65歳にな
るまでの間に国民年金に任意
加入して、保険料を納めるこ
とにより、満額に近づけるこ
とができます。
※�これらの制度は国民年金に
加入されている方のみが対
象です。付加保険料制度も
国民年金の任意加入制度も
申し込みが必要ですので、
市役所または年金事務所で
お手続きください。

問ねんきん加入者ダイヤル
TEL（0570）003-004
※�050で始まる電話でおかけ
になる場合は�
　�（東京）（03）6630-2525（一
般電話）

問�日本年金機構京都西年金事
務所

TEL（075）323-1170
〒�615-0883　京都府京都市
右京区西京極南大入町81

競争入札・少額随意契約
の資格申請受付について
　南丹市が発注する測量・建
設コンサルタント等業務、物
品・役務等に係る競争入札参
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。
　また、本年度より少額随意
契約の受注資格審査申請受付
を新たに実施します。こちら
は、物品・役務における契約金
額20万円までの少額案件を
対象とした受注資格ですが、
従来の申請に比べ、申請書類
一枚の大変簡単な申請手続き
となっています。今まで、申請
を見合わせておられた事業者
の方も、ぜひご検討ください。
　なお、建設工事については、
昨年度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1日（月）～
30日（火）　
※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。
※�要領に記載する順に重ねた
書類を、2つ穴パンチにて
左辺に穴あけし、ホチキス
等でまとめてください。
●提出部数　1部
●�提出方法　郵送（または持
参）
※11月30日（火）消印有効
●�有効期間　令和4年4月1日
～令和6年3月31日（2年間）
※�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。

問監理課　　　　
TEL（0771）68-0086　　
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過疎地域における固定資産税の特例について

　南丹市では、市内の一部地域内において、製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅
館業の用に供する設備を取得等した事業者について、一定の要件を満たせば、「過疎地域の持続的発
展の支援に関する特別措置法」および「過疎地域における南丹市税条例の特例に関する条例」に基づ
き、固定資産税の課税免除の適用が受けられます。
●対象地域　合併前の八木町、日吉町および美山町の区域
●対象となる事業・主な要件
　青色申告をする法人または個人で、製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業（下
宿営業を除く）の用に供する設備の取得等をしたもの。
※�「農林水産物等販売業」とは、対象地域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を
原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理をしたものを店舗において、主に他の地域の者
に販売することを目的とする事業のこと。
※�「取得等」とは、取得または製作もしくは建設をいい、建物およびその附属設備にあっては改修（増
築、改築、修繕または模様替をいう）のための工事による取得または建設を含む。
＜課税免除の対象となる設備の取得価額の要件＞

事業者の資本金等の額
5,000万円以下
（個人を含む）

5,000万円超
１億円以下 1億円超

対象事業
および
取得価額
の合計額

製　造　業
旅　館　業 500万円以上 1,000万円以上

（新増設のみ）
2,000万円以上
（新増設のみ）

農林水産物等販売業
情報サービス業等 500万円以上 500万円以上

（新増設のみ）
※資本金等の額が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。
●課税免除の対象となる固定資産
・家屋　建物およびその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
・償却資産　機械および装置のうち、直接事業の用に供するもの
・土地　�上記家屋・償却資産の敷地で直接事業の用に供する部分（令和3年4月1日以降に取得された

土地で、かつ、その取得日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設に着工した場合に
限る）

●課税免除の期間　固定資産税を課すべき最初の年度以後3箇年
●�申請方法　「過疎地域における課税免除申請書」に、当該規定に該当することを証明する書類を添
付して提出してください。

問税務課　
TEL（0771）68-0004

林業退職金共済制度に加入しませんか

　林退共は昭和57年に発足した林業界で働く方のために国が作った退職金制度です。
　この制度は、事業主の方々が、従事者の働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、
その従事者が林業界をやめたときに林退共から退職金を支払うという、いわば林業界全体の退職金
制度です。
問勤労者退職金共済機構
TEL（03）6731-2889
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南丹市国民健康保険南丹みやま診療所診療予定

月 火 水 木 金

午前

総合内科
中村医師

総合内科
中村医師

総合内科
中村医師

総合内科
中村医師

内科
尾嵜医師

－ －

小児科(第1・3・5週)
整形外科(第2・4週)
京都中部総合医療セン
ター医師

内科
京都中部総合医療
センター医師

総合内科
西岡医師

午後 － － －
内分泌内科(最終
週のみ)
矢倉医師

精神科・心療内科
(隔週)
石澤医師

夜間 総合内科
中村医師 － － 内科

尾嵜医師 －

＜午前の診療＞
●受付　午前8時30分～11時30分
●診療　午前9時～正午
※京都中部総合医療センター医師は午前10時からの診療です。
※京都中部総合医療センターの担当医は次のとおりです。
　内科　第1週　辰巳医師、第2～5週　服部医師
　小児科　第1週　河瀬医師、第3週　青井医師　第5週　合田医師
　整形外科　琴浦医師、大友医師
＜午後の診療＞　予約制
※事前に電話で予約してください。
＜夜間の診療＞
●受付　午後４時30分～6時30分
●診療　午後5時～7時
※総合内科では、内科、外科、小児科を診療します。
問南丹市国民健康保険南丹みやま診療所
TEL（0771）75-1113

南丹市国民健康保険美山林健センター診療所診療予定

月 火 水 木 金

午後 － － － 総合内科
中村医師

総合内科
西岡医師

●受付　午後1時30分～3時30分
●診療　午後2時～4時
※総合内科では、内科、外科、小児科を診療します。
問南丹市国民健康保険美山林健センター診療所
TEL（0771）76-0201
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人材募集

自衛隊各種採用試験に関
するご案内
＜自衛官候補生＞
●�概要　任期制の自衛官。資
格や技術を身に付け、就職・
進学・継続を選択します。
●�受付期間　年間を通じて
行っております。
＜自衛隊装備品展示会の開催
について＞
●日時　11月23日（火）
　午前10時～午後3時
●会場　亀岡募集案内所
●�内容　軽装甲機動車・パ
ジェロ・バイク・写真パネ
ル等の展示、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
の方など、どなたでもご参
加いただけます。

問�防衛省自衛隊　京都地方協
力本部　亀岡募集案内所

TEL（0771）24-4170
〒�621-0815亀岡市古世町西
内坪34-26

HP「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9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　

京都ジョブパーク出張相
談会のお知らせ
　コロナ禍で離職せざるをえ
なくなった方、転職をお考え
になっている方などを対象に
相談会を実施します。予約な
しでもご利用いただけます。
●日時　11月10日（水）
　午前10時～正午
●�場所　市役所3号庁舎2階
第2会議室
※1人30分以内
問京都府雇用推進室　
TEL（075）682-8913
問商工課
TEL（0771）68-1008

「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10日（水）　
　午後1時30分～4時
●�場所　八木市民センター研
修室

問京都府行政書士会第3支部
TEL（075）692-2500

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16日（火）
　午後1時30分～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
ンターでは電話及び対面相
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時に実
施していますので、こちら
もご利用ください。

問�京都府がん総合相談支援セ
ンター（京都市南区東九条
下殿田町43メルクリオ京
都2階）

TEL（0120）078-394

「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16日（火）
　午後1時30分～4時　
●�場所　日吉生涯学習セン
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
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11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。
・11月20日（土）
　午後1時～3時　
　そよかぜ美山
・11月22日（月）
　午後1時～3時　
　そよかぜ八木
・11月26日（金）
　午後1時～3時　
　�園部まごころステーション
陽だまり
・11月30日（火）
　午後1時～3時　
　そよかぜ日吉（おいで家）
問社会福祉課　
TEL（0771）68-0007

子育て支援（催し）

令和４年度放課後児童クラブ入部説明会について

　南丹市放課後児童クラブの令和4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にご出席ください。
※�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、保護者が就労等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、
入部の申し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19日(金)
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16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25日(木)
午後7時30分～ 八木市民センターホール

日吉地区 11月17日(水)
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24日(水)
午後7時30分～ 美山文化ホール会議室

問社会教育課　
TEL（0771）68-0057　　
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　　　　子育てすこやかセンター
12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。12月の事業の
申し込み受付は、10月25
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。
＜子育て広場0歳～＞
●日時　12月8日（水）　
　�午前10時30分～11時30
分
●�内容　「お楽しみ会」エプロ
ンシアター他
＜子育て広場1歳～＞
●日時　12月9日（木）　
　�午前10時30分～11時30
分
●�内容　「お楽しみ会」エプロ
ンシアター他
＜ベビーマッサージ＞
●日時　12月21日（火）　
　�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　12月22日（水）　
　�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

子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」（11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（11
月3日・11月23日を除く）、
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（11月3日を除
く）、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「遊youひよし」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9日（火）
○�美 山 ひ ろ ば　11月11日
（木）
○�八 木 ひ ろ ば　11月17日
（水）
○園部ひろば（横田公民館）　
　11月25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）
○�八 木 ひ ろ ば　11月12日
（金）
○�日 吉 ひ ろ ば　11月16日
（火）
●�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　11月19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

≪裏面につづく≫
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●�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　11月20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　11月22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
＜おめでとうの日＞
　ひろばに来ているみんな
で、10・11・12月生まれの
お誕生日をお祝いします。
○園部ひろば（横田公民館）�
　11月11日（木）
○�美 山 ひ ろ ば　11月18日
（木）
○�八 木 ひ ろ ば　11月26日
（金）
○�日 吉 ひ ろ ば　11月30日
（火）
●�時間　午前10時30分～正
午

●�内容　うた、読み聞かせ、
写真入りお誕生日カードづ
くりなど

問NPO法人グローアップ
TEL080-3857-8119

催し

令和３年度市政懇談会中
止のお知らせ
　本年度開催予定をしており
ました市政懇談会について
は、新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、中止とさ
せていただきます。
　ご理解いただきますようお
願いします。
問秘書広報課
TEL（0771）68-0065

ひとり暮らし高齢者のつ
どい開催中止について
　毎年、園部町内にお住まい
で概ね70歳以上のひとり暮
らしの方を対象に「ひとり暮
らし高齢者のつどい」を10月
下旬に開催していましたが、
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

「音楽療法　体験講座」
参加者募集
　音楽でいきいき介護予防、
音楽療法を体験してみません
か。介護関係の仕事をされて
いる方も大歓迎です
●日時　11月7日（日）　
　午後2時～3時30分
●�場所　森の学び舎五ケ荘�
（旧五ケ荘小学校�体育館）
●参加費　500円
●定員　20人（先着順）
●�講師　加藤雅子さん（岐阜
県音楽療法士　NPOぎふ
音楽療法協会会員）
●�申込方法　当日までに電話
またはメールでお申し込み
ください。

問わっかっか！（水谷）
TEL（080）9753-9402　
minori.earth@gmail.com

健康づくり教室を開催し
ます
●�日時　11月10日、24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

LINE Facebook

Instagram
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「おとなの読書会」スペ
シャルのご案内
　フリー編集者として、多く
の本の出版に関わっておられ
る早川茉莉さんのトークライ
ブを実施します。
●日時　11月11日（木）
　午後1時30分～3時
●�場所　南丹市役所美山支所
1階小会議室
●定員　15人（先着順）
●�申込方法　最寄りの図書
館・図書室カウンターに直
接または電話でお申し込み
ください。

問美山図書室　
TEL（0771）68-0046

南丹市生涯学習講座「編
み物教室」受講者募集
　秋から冬のひととき編み物
をしてゆっくり過ごされませ
んか。今回は「縄編み模様の
ロングベスト」または「上下
切替模様のセーター」のどち
らか選んで編んでいただきま
す。
●�日時　11月11日、25日、
12月9日、23日（いずれも
木曜日）、
　午前10時～正午
●�場所　八木市民センター研
修室1・2
●講師　井上みよしさん
●費用　受講料2,000円
●材料費
・�縄編み模様のロングベスト
6,200円
・�上下切替模様のセーター
5,700円
※�初回参加時にお支払いくだ
さい
●�持ち物　棒針8号または7
号、2本針
※�編み針をお持ちでない場合
は用意しますので、お申し
出ください。別途料金が必
要です。
●�対象者　南丹市在住・在勤
の成人

●定員　先着10人
●�申込期間　10月26日（火）
～11月9日（火）の間に住
所、氏名、電話番号を八木
市民センターにお越しいた
だくか、電話またはＦＡＸ
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）

南丹市生涯学習講座
イラスト教室受講者募集
　イラストレーター上仲竜太
さんによるイラスト教室とし
て開講します。日々の暮らし
の中でイラストを楽しみ、誰
でも簡単にイラストを描いた
り作ったりするコツ教えてい
ただきます。今回はクリスマ
スを迎える前に、部屋に飾れ
るクリスマスのイラストをカ
ラーインクで描きます。
●�日時　11月20日（土）、11
月27日（土）、いずれも午
後2時～４時
●�場所　八木市民センター会
議室1
●�講師　上仲竜太さん（イラ
ストレーター）
●�費用　受講料1,500円（材
料費を含む）
※�初回参加時にお支払いくだ
さい。
●�内容　今回はクリスマスに
ちなんだイラストをカラー
インクで描きます。
●�持ち物　お手持ちの鉛筆や
絵筆、筆洗、手拭きタオル
など　
●�対象者　南丹市在住・在勤
の成人
●定員　先着10人
●�申込期間　10月26日（火）
～11月16日（火）の間に八
木市民センターにお越しい
ただくか、住所、氏名、電
話番号を、電話またはFAX
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）

トレーニング機器使用講
習会を開催します
　機器を使用したいと思われ
る方は、必ず受講してくださ
い。
●日時　11月19日（金）
　午後8時～　　
●�場所　南丹市八木フィジカ
ルセンター（府立口丹波勤
労者福祉会館内）（南丹市八
木町西田）　
●内容　
・�トレーニング機器の正しい
使い方
・�健康、安全なトレーニング
法
●�持ち物　体育館シューズを
ご持参ください。
●定員　10名（先着順）
●�申込方法　当日までに電
話、FAX、メールのいずれ
かでお申し込みください。

問�NPO法人八木町スポーツ
協会（口丹波勤労者福祉会
館）

TEL（0771）42-5484��
FAX（0771）42-5684
fualx504@cans.zaq.ne.jp
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「市民活動団体交流会」
参加者募集
　第10回市民活動団体交流
会の参加者を募集します。今
回は「会議はおもしろくなる
で」をテーマに開催します。
参加者には「いい会議の作り
方」を座学で学んでもらった
あと、学んだことを実践しな
がら参加者間で交流を深めて
もらいます。
●日時　11月20日（土）
　午後1時30分～4時
●�場所　日吉生涯学習セン
ターホール
●�対象　「会議でみんなが発
言してくれない」「一人で
ずっとしゃべっている」「面
白いアイディアがでない」
などの悩みを持った市民団
体のメンバーや地域の役
員、行政職員など
●�持ち物　マスク、団体や自
分を紹介できるもの（例：
名刺やパンフレット）
●定員　30名（先着順）
●�申込方法　当日までに氏
名、所属団体名、電話番号、
メールアドレスをFAXまた
はメールでお申し込みくだ
さい。

問南丹市まちづくりデザイン
　センター
TEL（0771）68-3555
FAX（0771）68-3565
�tedasu0827@design.zaq.
jp
　�（水～金：午前10時～午後
6時、土：午前10時～正午）

「はなのき嚥下食料理講
習会」参加者募集
●日時　11月24日（水）
　午前10時～正午
　（受付：午前9時30分～）
●�場所　花ノ木医療福祉セン
ター多目的室
●定員　15人（先着順）
●�対象者　在宅において介護
を必要とする方の食事にお
困りの方で忙しくて時間が
無い、簡単で食べやすい食
事を知りたい方にお応えし
ます。
●�内容　キザミ食作り、食物
繊維豊富なペースト食作
り、嚥下障害に対応した水
分補給について（ゼラチン・
寒天・増粘剤の違い）、試
食会
●�申込方法　11月20日（土）
までに、センター備え付け
の参加申込書に必要事項を
記入の上、FAX、郵送、持
参のいずれかでお申し込み
ください。
※郵送の場合は締切日必着
※�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栄
養課

〒�621-0018亀岡市大井町小
金岐北浦37-1

TEL（0771）23-0701
FAX（0771）22-8348
HP「花ノ木」で検索

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1日、15日（月）
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
＜ツリークライミング教室＞
（要予約）
●�日時　11月3日（水・祝）①
午前10時～　②午後12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（火）ま
でに、住所、氏名、年齢、
電話番号をご記入の上、は
がき、FAX、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（水・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。森のバザールも同日開
催！
＜京都プペルトラック大作戦
＞
●�日時　11月3日（水・祝）午
前9時～午後6時頃
●場所　こどもの広場　他
●�内容　にしのあきひろ氏の
絵本「えんとつ町のプペル」
の光る絵本展を荷台に積ん
だトラックがやってくる！
キッチンカー、VR体験（13
歳以上限定・有料）モルッ
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ク体験など
●入場料　検討中
＜グラウンド・ゴルフのつど
い＞
●�日 時　11月5日（ 月 例 大
会）、12日、19日、26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）
＜障がい者スポーツのつどい
＞
●日時　11月9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）
＜スポーツを楽しむ日＞
●日時　11月9日（火）
　午後6時～9時
●場所　体育館
●�内容　バスケットボール、
卓球、テニスなど
●参加費　400円（当日受付）
＜レディーススポーツデー＞
●�日時　11月10日、17日、
24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
＜太極拳教室＞
●�日時　11月12日、26日（各
金曜日）
　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
＜ガーデニング教室＞（要予
約）
●日時　11月21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17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。
＜京都サンガF.C親子サッ
カー教室＞（要申込）
●�日時　11月23日（火・祝）
午前10時～12時
●場所　補助競技場（予定）
●�内容　京都サンガF.Cサッ
カースクールの親子サッ
カー指導
●参加費　500円（1組）
●�定員　年中・年長10組20
名、小学1～小学2年10組
20名
●対象　年中～小学2年生
●�申込方法　11月16日（火）
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。
＜グラウンド・ゴルフ大会＞
（要予約）
●日時　11月30日（火）
　午前9時～競技開始
●場所　補助競技場（予定）
●�内容　48ホールストロー
クプレーによる個人戦
●�参加費　1,500円（お弁当・
お茶付き）
●定員　240名（予定）
●対象　どなたでも
●�申込方法　10月30日（土）
午前9時～団体受付開始。
住所、氏名（ふりがな）、性
別、生年月日、電話番号、
FAX番号を必ずご記入の
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12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12日～12
月5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。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

新しいつながりへのお祭
り「ツクル森」
　アート作品の展示、里山の
作家たちによる陶芸・木工・
織物などのクラフト作品の展
示、地元野菜・オーガニック
フード・ジビエ・多国籍料
理。「世界の音楽会」や「トーク
ショー」など。創造力を刺激
する催しです。
●�日程　11月6日（土）～7日
（日）
●�時間　6日：午前10時～午
後10時
　�7日：午前9時～午後5時
30分
●場所　あうるの原っぱ
●�入場料　1日券1,500円、
2日券2,000円
※�高校生以下、60歳以上無
料、駐車無料

問�あうる京北（京都府立ゼミ
ナールハウス）

TEL（075）854-0216
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