
第390号 1

発 行

第３９０号
令和4年
4月6日発行

https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/

【総合問合せ窓口】　TEL（0771）68-0001㈹ FAX（0771）63-0653  info@city.nantan.lg.jp

目　　次（ページ）
・お知らせ（1～7）
・人材募集（8）
・相談会（9）
・新刊図書のご案内（9）
・催し（10）
・園部地域情報（11）
・日吉地域情報（11）
・なんたんテレビ番組表（12）

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。
●日時　4月22日（金）
　午前10時～11時15分、
　午後0時30分～3時30分
●場所　国際交流会館　　　
問保健医療課
TEL（0771）68-0016

野生鳥獣の被害防止捕獲
を実施しています

　シカやイノシシをはじめと
する野生鳥獣による農林作物
などの被害を最小限に食い止
めるため、南丹市猟友会捕獲
班による有害鳥獣駆除を年間
を通して実施しています。
　山に入られる際は目立つ服
装をしていただくなど、事故
防止と併せて捕獲に対するご
理解ご協力をお願いします。
　また、農作物などの被害が
発生し駆除を要望をされる場
合は、区長や農家（農事）組合
長を通じて農山村振興課へご
要望をお願いします。
問農山村振興課　
TEL（0771）68-0012

クラブミーティングルー
ム登録団体の募集

　日吉生涯学習センターで
は、令和4年度クラブミー
ティングルーム利用に係る登
録申請を受け付けています。
登録された団体はクラブミー
ティングルームを年間に何度
でも利用できます。
●使用期間　
　5月1日（日）～
　令和5年3月31日（金）
●使用時間　
　午前9時～午後10時
●�休室日　日吉生涯学習セン

ターの休館日に準じます
●登録団体　

（１）団体の構成員が5人以上
であって、その半数以上が
市内に住所を有する者また
は市内に通勤（通学）する者
であること。

（２）生涯学習または文化芸術
活動の推進に寄与する団体
であること。

（３）センターの運営に積極的
に協力できる団体であるこ
と。
●�登 録 料　 年 間15,620円
（10月 以 降 の 半 期 分 は、
7,810円）
●申込方法　4月22日（金）ま
でに団体構成員名簿、活動実
績・活動計画関係書類を添付
し、お申し込みください。
問日吉生涯学習センター
TEL（0771）72-3300　

お知らせ

ＣＡＴＶの指定管理者が
変わりました

　南丹市ケーブルテレビにつ
いて、令和4年4月1日から指
定管理者が変わりました。
　4月1日以降の利用料など
の請求や問い合わせ対応は、
次の事業者が行います。
●4月1日以降の指定管理者
　株式会社 ＫＣＮなんたん
　TEL（0771）63-6300
問情報課　
TEL（0771）68-0066

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。掲載してい
る内容は変更になる場合があ
りますので、事前に問い合わ
せ先に確認いただきますよう
お願いします。
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軽自動車税（種別割）の減免申請について　

　4月1日現在において、次の①～④のいずれかに該当される方は、申請により本人または生計を同
一にする方の軽自動車税（種別割）の減免を受けることができます。（1台のみ）
※ 自動車税（種別割）の減免と重複して受けることはできません。
　軽自動車税（種別割）の減免を申請される方は、納税通知書がお手元に届いた後、申請期限までに
必要書類を揃えて税務課または各支所総務課へ申請してください。
　また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和４年度から郵送による申請受付を
開始しますのでご利用ください。
　減免の決定者には、後日「軽自動車税（種別割）減免決定通知書」と「継続検査用納税証明書」を送付
します。なお、軽自動車の使用状況によっては減免できないことがありますのでご了承ください。
●申請期限　5月2日（月）まで
●�必要書類　納税通知書（納付書）、減免申請書、車検証、障害者手帳など障がいの区分および級を

証するもの、運転者の免許証、個人番号カードまたは通知カード
※減免申請書の様式は、市ホームページからもダウンロードできます。
●対象
①身体障害者手帳の交付を受けておられる方
※障がいの級別は総合の等級ではなく、個別の等級で判断します。

障がいの区分 障がいの級別
視覚障がい 1～4級までの各級
聴覚障がい 2～4級までの各級
平衡機能障がい 3級および5級

音声機能障がい 3級
（喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る）

上肢不自由 1～3級までの各級
下肢不自由 1～6級までの各級
体幹不自由 1～3級までの各級および5級
乳幼児期以前の非進行性脳 
病変による運動機能障がい

上肢機能 1～3級までの各級
移動機能 1～6級までの各級

心臓機能障がい

1級、3級および4級
じん臓機能障がい
呼吸器機能障がい
ぼうこうまたは直腸の機能障がい
小腸の機能障がい
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障
がい 1～4級までの各級
肝臓機能障がい
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②戦傷病者手帳の交付を受けておられる方
障がいの区分 重度障がいの程度または障がいの程度

視覚障がい 特別項症～第6項症までの各項症
聴覚障がい 特別項症～第4項症までの各項症平衡機能障がい

音声機能障がい 特別項症～第2項症までの各項症（喉頭摘出による音声
機能障がいがある場合に限る）

上肢不自由 特別項症～第6項症までの各項症
下肢不自由 特別項症～第6項症までの各項症および第1款症～第3

款症までの各款症体幹不自由
心臓機能障がい

特別項症～第3項症までの各項症

じん臓機能障がい
呼吸器機能障がい
ぼうこうまたは直腸の機能障がい
小腸の機能障がい
肝臓機能障がい
③ 療育手帳の交付を受けておられる方のうち、重度の障がい（京都府発行の場合は療育手帳Ａ）を有

する方
④精神障害者保健福祉手帳の交付を受けておられる方のうち、1級の障がいを有する方
●�その他　その構造がもっぱら身体障がい者などの利用に供するための軽自動車（賃貸借により他に

貸し付けるものは除く）も減免の対象となります。減免の詳しい条件については、税務課にお問い
合わせください。

＜郵送による申請方法（障害者減免）＞
　次の必要書類をそろえて、郵送で申請してください。
●申請期限　5月2日（月）（必着）
●必要書類
・必要事項を記入した減免申請書
・納税通知書（納付書）
・車検証（コピー）
・運転者の免許証（コピー）
・障がい者手帳など（コピー）
※氏名、個々の等級、交付日、有効期限がわかるようにコピーしてください。
・申請者の個人番号カードまたは通知カード（両面のコピー）
問税務課　
TEL（0771）68-0004
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納期限のお知らせ

＜令和4年5月2日（月）納期限
＞
・軽自動車税（種別割）全期分
問税務課　
TEL（0771）68-0004
・保育所保育料等4月分　
・保育所延長保育料3月分
・一時保育料3月分
・幼稚園給食費4月分　　
・幼稚園預かり保育料3月分
・すこやか学園使用料4月分
問子育て支援課
TEL（0771）68-0017
・市営住宅使用料4月分
問営繕課
TEL（0771）68-0062
・学校給食費4月分
問学校教育課
TEL（0771）68-0056
・ 放課後児童クラブ負担金4

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、市税や一部料金
では、スマートフォンアプ
リで納付が可能です。

軽自動車税（種別割）の
納期限は5月2日です

　軽自動車税（種別割）は、原
動機付自転車、軽自動車、小
型特殊自動車（農耕作業用を
含む）、二輪の小型自動車を
4月1日現在で所有している
方に課税されます。
　今年度の納期限は5月2日

（月）ですので、納期内に納付
してください。（軽自動車税

（種別割）納税通知書は4月中
旬に発送予定です。）
　軽自動車税（種別割）は、コ
ンビニエンスストアでも納付
できます。車検に必要な納税
証明書は領収証書と一体と
なっていますので、納付後は
大切に保管してください（車
検対象外の車種または前年度
以前に未納がある場合は証明
書有効期限を「＊」で消してい
ます）。　
　5月2日以降に車検を受け
る場合は、令和4年度の納税
証明書が必要となります。ま
た、スマートフォンのアプリ

（PayPay・ LINE Pay 請求書
支払い）を使用して納付する
こともできます。
　ただし、車検などで納税証
明書の発行をお急ぎの方は、
金融機関、市役所窓口やコン
ビニエンスストアで現金で納
付してください。
　口座振替の方には、納付確
認後（5月中旬）に口座振替済
通知書兼納税証明書を送付し
ます。送付までに納税証明書
が必要な場合は、税務課また
は各支所総務課窓口で発行し

ますので、納付が確認できる
振替口座通帳、車検証または
本人確認書類（免許証など）を
ご持参ください。
問税務課　
TEL（0771）68-0004

介護職員初任者研修受講
者支援について

　南丹市内で就労される介護
職員の資格取得支援を目的
に、研修費用の一部を助成し
ています。
●�対象者　南丹市に居住され

ており、介護職員初任者
研修または実務者研修（初
任者研修を含むもの）を受
講修了し、市内の介護保険
事業所に勤務されている方
で、申請日から2年以上継
続して勤務される方。
●�助成額　研修にかかる受講

料（本人負担金）の10分の7
（5万円を限度）
●�申請方法　研修を修了し、

市内の介護保険事業所で勤
務をされてから高齢福祉課
または各支所で申請手続き
をしてください。申請には、
研修の修了証明書（写）、受
講費用の領収書（写）、勤務
先の就業証明書（別途様式
あり）が必要です。

問高齢福祉課　
TEL（0771）68-0006
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＜ひとり親家庭福祉推進員の
証明日＞
　ひとり親家庭福祉推進員の
証明日を設けます。
●日時　
①5月13日（金） 
　午後6時～8時　
②5月22日（日） 
　午後1時～3時
●�場所　園部文化会館3階大

研修室１、八木支所3階八
木市民センター第１研修
室、日吉生涯学習センター
第1会議室、美山文化ホー
ル会議室１

※ 美山文化ホールは5月13日
（金）のみ
問子育て支援課
TEL（0771）68-0017

ふるさと納税の返礼品を
募集します

　南丹市にふるさと納税をさ
れた方にお送りする返礼品を
募集します。市内で生産・製
造されているものや、市内で
提供されるサービス・役務が
登録の対象です。興味のある
方はお問い合わせください。
問地域振興課　
TEL（0771）68-0019

南丹市メール配信サー
ビス受信設定について

　南丹市ではスマートフォ
ンや携帯電話、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
いますが、このたび、ソフ
トバンクが迷惑メール対策
を強化されたことから、ソ
フトバンクのキャリアメー
ルを利用され、次の送信元
メールアドレスを受信許可
設定されていない方には、
南丹市子ども安心メールや
なんたんメールが届かない
可能性があります。
　メール配信サービスを受
信するためには、送信元
メールアドレスを受信許可
設定する必要がありますの
で、ご対応をお願いします。
　なお、受信許可の設定方
法が不明な方は、携帯事業
者のソフトバンクにお問い
合わせください。
●�受信許可が必要なアドレ
ス

・南丹市子ども安心メール
nantan-edc@raiden.

　ktaiwork.jp
・なんたんメール

nantan-city@raiden.
　ktaiwork.jp
問秘書広報課
TEL（0771）68-0065

母子家庭奨学金支給申請
のご案内

　京都府の施策として、母子
家庭（父子を含まない）で高校
生以下の児童を養育している
方を対象に母子家庭奨学金を
支給しており、令和４年度の
支給申請を受け付けます。
※ 母子家庭奨学金支給申請の

手続きは毎年必要です。
●申請期限　5月31日（火）
●�申請先　子育て支援課また

は各支所総務課
●�申請に必要なもの　申請

書、印鑑、振込先の預金通
帳（振込口座記入のため）、
在学証明書（高校生および
専修学校生のみ）

※ 申請書の証明欄にはひとり
親家庭福祉推進員または民
生委員・児童委員の押印が
必要です。

※ 申請書は子育て支援課、各
支所総務課、ひとり親家庭
福祉推進員の証明時の会場
に備え付けています。
●支給金額（年額、1人当たり）
・乳幼児11,000円
・小学生21,500円
・中学生43,000円
・高校生64,000円
※ 高校入学時には、入学支度

金（１人当たり35,000円）
が別途支給されます。

※ 提出期限以降に申請された
場合や、4月1日以降に新
規支給対象となられた方
は、申請の翌月からの月割
支給となります。

※ 京都府奨学のための給付金
とは併給調整されます。
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令和４年度人間ドックの利用助成について

　南丹市国民健康保険被保険者および後期高齢者医療被保険者の方を対象とした令和4年度短期人間
ドック利用助成の申請を4月15日（金）から受け付けします。（年度内に1人1回限り）
　受診日は5月1日（日）から令和5年3月31日（金）の期間で予約してください。
●自己負担金
①国民健康保険被保険者：各医療機関の短期人間ドック受診費用のおおむね3割
②後期高齢者医療被保険者：各医療機関の短期人間ドック受診費用から11,000円を控除した額
※ 基本健診部分以外のオプションは、全額個人負担となります。オプションの内容は、各医療機関

によって異なります。
●取扱医療機関

医療機関名 電話番号（ご予約・お問い合せ先）
京都中部総合医療センター（健診センター直通） （0771）42-2566
明治国際医療大学附属病院 （0771）72-1221
京都工場保健会 （0120）823-053
御池クリニック ※男性専用 （0120）777-465
御池クリニックレディースプラザ ※女性専用 （0120）888-075
四条烏丸クリニック （0120）012-770
京都予防医学センター （075）811-9137
京都桂病院 （075）392-3501
※全ての医療機関で、頭部ＭＲＩ（脳ドック）の受診ができます。
※頭部ＭＲＩ（脳ドック）は、オプション（全額自己負担）です。
●利用方法　
①受診を希望される医療機関に受診日、受診内容の予約をしてください。
② 被保険者証を持参の上、受診日の2週間前までに市民課または各支所総務課で人間ドック利用助成

の申請書を提出してください。（申し込み時に予約いただいた受診日、受診内容等を確認します）
③ 後日、市から送付する短期人間ドック「利用券」を必ず持参の上、取扱医療機関で受診してください。

なお、予算の範囲内での助成となりますので、ご希望に添えない場合があります。
※ 人間ドック利用券の申請をせずに受診された場合は、全額自己負担となりますのでご注意くださ

い。
＜国民健康保険短期人間ドック利用助成の対象となる方＞
　南丹市国民健康保険被保険者で次の①～③全てに該当する方
①南丹市国民健康保険に6カ月以上加入している方
②納期到来の国保税を完納している世帯に属する方
③当該年度に南丹市市民健診を受けていない方
※ 令和4年度内に次の年齢に到達される方、または、令和3年度内に一度も医療機関などで受診され

なかった世帯の方は、令和4年度の人間ドック基本健診部分の自己負担金が無料となります。（オプ
ションは全額自己負担）

・満30歳…平成4年4月2日～平成5年4月1日生まれ
・満40歳…昭和57年4月2日～昭和58年4月1日生まれ
・満50歳…昭和47年4月2日～昭和48年4月1日生まれ
・満60歳…昭和37年4月2日～昭和38年4月1日生まれ
＜後期高齢者短期人間ドック利用助成の対象となる方＞
　南丹市民の方で、次の①～③全てに該当する方
①京都府後期高齢者医療広域連合の被保険者である方
②納期到来の後期高齢者医療保険料を完納している方
③当該年度に南丹市市民健診を受けていない方
問市民課 
TEL（0771）68-0011
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令和４年度浄化槽設置整備事業補助金のご案内

　公共下水道事業計画区域外および農業集落排水事業認可区域外の地域で、し尿のみを処理する単
独処理浄化槽や汲み取り便槽からし尿と生活排水を併せて処理する合併処理浄化槽へ転換される方
および新たに住宅を建築し浄化槽を設置される方に、その費用の一部を補助しています。
●補助対象となる浄化槽
　し尿と生活雑排水を併せて処理する機能を有するもので、法律で規定された構造基準に適合し、
次の全ての要件を満たす浄化槽
① 南丹市に住所を有する方が、自らがお住まいになる専用住宅および併用住宅（延べ床面積の2分の

1以上を居住の用に供する建物）に設置するもので、処理対象人員（人槽）が10人槽以下の浄化槽を
設置した場合

② BOD（生物化学的酸素要求量）除去率が90％以上、放流水のBODが20ｍｇ/ｌ以下のもので、浄
化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合する浄化槽を設置した場合
●補助の対象とならない場合
①浄化槽法に基づく設置の届出の審査または建築基準法に基づく確認を受けずに設置した場合
②住宅などを借りている方で、賃貸人の承諾が得られない場合
③工場、事業所などの事業活動を行うところに浄化槽を設置した場合
④販売目的で浄化槽付き住宅などを建築した場合
⑤予定した年度の3月10日までに工事が完了しない場合
⑥補助対象事業の予算枠を超えて申込があった場合
⑦設置者が南丹市に住所を有しない場合（実績報告までに南丹市に居住する方を除く）
⑧既に設置された浄化槽を入替える場合
●補助金の額

処理区分 地域 5人槽 6～7人槽 8～10人槽
通常処理 園部町、日吉町 332,000円 414,000円 548,000円

高度処理
園部町、日吉町 384,000円 462,000円 585,000円
美山町 408,000円 492,000円 627,000円

※ 高度処理型浄化槽とは、次のいずれかの要件を満たすもので、浄化槽設置整備事業における国庫
補助指針に適合するもの。

・ BODのみを除去するものにあっては、BOD除去率97％以上、放流水のBOD5ｍg/ｌ（日間平均値）
以下の機能を有するもの。

・ 窒素またはリンを除去する能力を有するものにあっては、BOD除去率90％以上、放流水の
BOD20ｍg/ｌ（日間平均値）以下で、放流水の全窒素20ｍｇ/ｌ（日間平均値）以下または全リン1
ｍg/ｌ（日間平均値）以下のもの。
●補助対象地域

地域 地区名 備考
園部 法京 全域
日吉 木住、生畑、中世木 全域

畑郷、四ツ谷、志和賀 一部

美山

南、河内谷、下、知見、江和、田歌、芦生、白石、佐々
里、又林、下平屋、野添、長尾、深見、荒倉、内
久保、原、板橋、宮脇、下吉田、上司、高野、豊郷、
盛郷、福居、肱谷、向山、樫原、音海、小渕

全域

鶴ヶ岡、三埜 一部
※ 公共下水道事業計画区域および農業集落排水事業認可区域であっても、地形的または技術的に下

水道施設への接続が不可能な場合は、例外的に補助金を交付する場合があります。
●申請期間　4月1日（金）から12月28日（水）まで
※詳細は市ホームページに掲載しています。
問下水道課　
TEL（0771）68-0054
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人材募集

南丹市職員採用試験の実施について

　令和4年度（令和4年10月以降採用および令和5年度採用）の職員採用試験を次のとおり実施しま
す。
●募集職種

職種 募集人数 試験区分 受験資格

一般事務 10名程度

一般試験
（大卒のみ） 平成9年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた人

社会人試験
昭和57年4月2日から平成9年4月1日に生まれた人で、
高等学校以上の学校を卒業し、民間企業などでの職務経
験が3年以上ある人

保育士
幼稚園教諭 若干名

一般試験
平成7年4月2日以降に生まれ、令和5年3月末までに保
育士資格と幼稚園教諭免許の両方を取得または取得見込
みの人

社会人試験
昭和57年4月2日以降に生まれた人で「保育士」または

「幼稚園教諭」の実務経験が3年以上あり、保育士資格と
幼稚園教諭免許の両方を有する人

技師職
（土木・水道） 若干名

一般試験
平成7年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人
で、高等学校以上の学校において、土木の専門課程を卒
業した人または令和5年3月末までに卒業見込みの人

社会人試験
昭和52年4月2日以降に生まれた人で、土木関係または
水道関係の設計業務、施工管理等の実務経験が3年以上
ある人

保健師 若干名

一般試験 平成7年4月2日以降に生まれ、令和5年3月末までに保
健師資格を取得または取得見込みの人

社会人試験
昭和52年4月2日以降に生まれた人で「保健師」または

「看護師」の実務経験が3年以上あり、保健師資格を有す
る人

看護師
准看護師 若干名 社会人試験 昭和52年4月2日以降に生まれた人で、「看護師」または

「准看護師」の実務経験が3年以上ある人
※地方公務員法第16条の規定による欠格条項に該当する人は受験できません。
●試験日　第1次試験　5月29日（日）午前9時30分（予定）
●要項配布場所　市役所1号庁舎2階人事課　
●受付締切　5月9日（月）まで
※郵便物の配送に数日かかる場合がありますので、早めにご提出ください。
●受付時間　午前8時30分～午後5時15分
※市ホームページからもダウンロード可能
※要項配布、受付ともに土・日・祝日を除く。
●受験手続　申込書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて人事課へ提出してください。
※必要書類その他詳細については要項を確認ください。
問人事課　　
TEL（0771）68-0008
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相談会

出張がん個別相談のお知
らせ

　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　4月19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時に
実施しています。

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

園部納税協会「無料税務
相談」を開催しています

　近畿税理士会園部支部の税
理士によるさまざまな税金に
関する相談をウェブ会議シス
テムを活用して非対面型で
行っています。
●�日時　４月21日（木）、28

日（木）
※ 時間はいずれも午後1時30

分～4時30分
●�場所　園部納税協会1階会

議室
●申込方法　前週木曜日の午
前中までに電話でお申し込み
ください。
問園部納税協会
TEL（0771）62-0039

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＞
◆iPhone芸人かじがや卓哉のすごいiPhone13（かじがや卓哉）
◆レインボーブックガイド（草谷桂子）◆<叱る依存>がとまらな
い（村中直人）◆半径3メートルの倫理（オギリマサホ）◆知識ゼロ
からの学び直し世界史（福田智弘）◆証言昭和史の謎（別冊宝島編
集部）◆複数人での会話がラクになる話し方（みやたさとし）◆子
どもが不登校になっちゃった！（ラン）◆まんがでわかる自宅学
習の強化書（葉一）◆もしも鳥と話せたら（ペズル）◆身近な人が
脳梗塞・脳出血になったときの介護と対策（鈩裕和）◆ゆ～っく
り座って健康に！60歳からはじめるエキセントリック体操（稲見
崇孝、桂良寛）◆70歳からは超シンプル調理で「栄養がとれる」食
事に変える!（塩野崎淳子）◆里山のシイナのほぼ片づけ日記（里山
のシイナ）◆おいしい子育て（平野レミ）◆日本一バズる農家の健
康ブロッコリーレシピ（安井ファーム）◆驚くほどよく育つ野菜
づくりの裏ワザ決定版（木嶋利男）◆庭木図鑑◆ユウリさんの電
車とバスででかけよう（読書工房編著）◆100均グッズ改造ヒー
ロー大集合（安居智博）◆50歳で100ｋｍ走る！（鏑木毅）◆なな
みの海（朝比奈あすか）◆楽園ジューシー（坂木司）◆信長、鉄砲
で君臨する（門井慶喜）◆タラント（角田光代）◆きれいになりた
い気がしてきた（ジェーン・スー）◆東大教授、若年性アルツハ
イマーになる（若井克子）◆日本の奇談・珍談101（福井栄一）◆
対テロ工作員になった私（トレイシー・ワルダー、ジェシカ・ア
ニャ・ブラウ）◆イクサガミ 天（今村翔吾）
＜児童書＞
◆5秒で見破れ！全員ウソつき（田中智章）◆もっと生きかたルー
ルブック（齋藤孝監修）◆お札になった21人の偉人なるほどヒス
トリー（河合敦監修・著）◆すみっコぐらしの勉強が好きになる
方法（藤枝真奈監修）◆どっちが強い!?オランウータンvsセンザ
ンコウ（ジノストーリー、ブラックインクチームまんが）◆ドラ
えもん探究ワールドイヌの不思議（藤子・ F・不二雄まんが）◆ガ
チャガチャ・クレーンゲームをつくろう（いしかわまりこ）◆科
学探偵VS.ミステリートレイン（佐東みどり、石川北二他）◆まよ
なかのサイクリング（たるいしまこ）◆ほじょりん工場のすまこ
ちゃん（安井寿磨子）
＜絵本＞
◆はるがきた（ジーン・ジオン）◆大ピンチずかん（鈴木のりたけ）
◆ショートケーキになにのせる?（おおのこうへい）◆こぐまのと
もだちはどこ?（ペトル・ホラチェック）◆ジロッ（おおなり修司）
◆ちからもちのおかね（中脇初枝再話）◆かくれんぼべんとう（井
上よう子）◆ぱなしくん（柴田ケイコ）◆なかよしの犬はどこ？

（エミリー・サットン）◆ようかいむらのふしぎとしょかん（たか
いよしかず）
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
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催し

なんたん健幸ポイント
2022新規参加者募集

　「なんたん健幸ポイント
2022」に参加される方を募
集します。
　 活 動 量 計 を 身 に 着 け て
ウォーキングや健康づくりに
関するイベントに参加するこ
とでポイントを貯め、貯めた
ポイントを商品券に交換でき
ます。
●参加費　1,000円
●�対象　市内在住・在勤の

20歳以上の方
●�募集人数　1,000名（先着

順）
●�申込方法　5月20日（金）ま

でに電話、FAX、申込サイ
トのいずれかでお申し込み
ください。

申込サイト
※ 申込書は南丹市ホームペー

ジ、保健医療課、各支所に
あります。

※ 申込者は、6月に実施の「健
幸ポイント事業説明会」に
参加ください。

※ 令和3年度からの継続の方
は申込の必要はありませ
ん。

問保健医療課
TEL（0771）68-0016　
FAX（0771）63-0653 

南丹やぎの青空市

　めぇめぇマーケットを開催
しています。
　みんなのTERAKOYAおお
いがわ・わざどころPON・
コミュニティスペース気にな
る木JUJU・南丹やぎの青空
市などの拠点にてイベントを
開催中。
●日時　毎月第4土曜日
　午前10時～午後3時
●�場所　八木町本町通り商店

の駐車場や本町横町通り、
商店街通り周辺など

問めぇめぇマーケット　廣瀨
TEL090-4290-2084

地域密着型の直売所「～
自然の恵み～畑郷家」

　日吉町畑郷で育った農薬・
化学肥料不使用の野菜や山の
一番水で育てた減農薬米のほ
か、地域の方が制作された自
然素材の工芸品を販売してい
ます。
　3月1日より「もみほぐし
コーナー」を新設しました。
●�日時　毎週土曜日、日曜日
　午前9時～午後5時
※ 平日も販売していますが、

電話をいただいてから野菜
の収穫をします。
●�場所　日 吉 町 畑 郷 八 坂

45-1
問畑郷家
TEL（0771）74-0330

丹波自然運動公園からお
知らせ

＜ガーデニング教室＞
●日時　4月17日（日）
　午後2時～4時
●場所　旧宿泊所会議室
●内容　春を彩る寄せ植え
●参加費　2,500円
●定員　30人
●対象　どなたでも
●�申込方法　4月13日（ 水 ）

までに、住所、氏名、年
齢、電話番号を、はがき、
FAX、Ｅメールのいずれか
でお申し込みください。

＜テニス教室　昼の部＞
●�日時　4月20日～6月15日

の全8回（5月4日を除く毎
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
歓迎です。
●参加費　5,000円
●定員　50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、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＞
●日時　5月24日（火）
　午前9時～
●�場所　陸上競技場・補助競

技場
●�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人（予定）
●対象　どなたでも
●�申込方法　4月24日（ 日 ）

午前9時より団体受付開
始。住所、氏名（ふりがな）、
性別、生年月日、電話番
号、FAX番号を、はがき、
FAX、Eメールのいずれか
でお申し込みください。

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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園部地域情報

いきいき脳トレ教室の参
加者を募集します

　みなさんで、頭、からだ、
こころを動かし、共に楽しい
時間を過ごすことで、「来たと
きよりも元気で笑顔に！」な
れる教室を目指しています。
●�日時　5月13日（金）～令和

5年３月10日（金）
　午後1時30分～午後3時
　 毎月第2・第4金曜日（9月

は第2第5金曜日）
●場所　横田区公民館
●�対象　市内在住の概ね65

歳以上の方
●定員　15人
●�参加費　１回500円（保険

料、講座運営費）
●�内容　介護予防講座と脳活

性化ゲームなど
●�申込方法　開催日の1週間

前までに電話またはFAXで
お申し込みください。

※ 認知症予防教室リーダ―養
成講座も随時開催していま
すのでお問い合わせくださ
い。

問脳トレ園部　芦田 
TEL090-3896-3156
FAX（0771）42-4538 

日吉地域情報

いきいき脳トレ講座の参
加者を募集します

　楽しく頭、からだ、こころ
を働かせる脳活性化ゲーム
で介護予防をします。脳や
手、指などを働かせ「考えて」

「歌って」「笑って」健康寿命を
延ばしましょう。
●�日時　4月～令和5年3月
　午後1時30分～午後3時
　 （計24回）原則毎月第2・第

4月曜日（変更月もあり）
●�会場　日吉保健福祉セン

ター　
●�対象　市内在住の概ね65

歳以上の方
●定員　25人
●�参加費　1回500円（ 保 険

料、運営費など）
●内容　認知症予防ゲーム
●�申込方法　電話またはFAX

でお申し込みください。
問脳トレ　西村
TEL090-2198-9830 
FAX（0771）73-0273
問脳トレ　芦田
TEL090-1581-1121 
FAX（0771）74-0315

南丹市ホームページバ
ナー広告募集中（有料）

　新たな財源確保と地域経済
の活性化を図るため、南丹市
ホームページにバナー広告
を募集しています。月平均
18,000件のアクセスがある
市のホームページにあなたの
企業を紹介しませんか。【有
料・要申込】
●期間　3カ月以上
●場所　市ホームページの
　トップページ最下部
●定数　20企業
　市ホームページ下部にある

「バナー広告募集中」をご確認
いただくか、秘書広報課まで
お問い合わせください。
問秘書広報課
TEL（0771）68-0065

南丹市ＬＩＮＥアカウン
ト開設しています

　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。
　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。

登録はこちら
問秘書広報課
TEL（0771）68-0065
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