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農地取得の下限面積を引
き下げます
　令和4年5月1日から、農地
の所有者などからの申請によ
り農業委員会が指定した農地
を取得する場合に限り、農地
法第3条の許可要件のうち、
下限面積要件を1,000㎡から
1㎡まで引き下げます。
　下限面積要件を引き下げる
ことにより、農業へ参入しよ
うとする方の農地取得を容易
にし、新規就農者やＵターン、
Ｉターンの方の移住定住を促
進するとともに、遊休農地の
発生防止や解消を図ります。
　なお、農用地区域内農地な
どいわゆる優良農地は指定の
対象となりませんので、詳し
くはお問い合わせください。
問農業委員会事務局　
TEL（0771）68-0067

資源ごみ集団回収事業の
団体登録について
　ごみの減量と資源の有効利
用を図るため、市内で資源ご
み（古紙および古布）の集団回
収を実施する団体に対し、報
奨金を交付しています。
　報奨金の交付を受けるため
には、毎年度、団体登録をし
ていただく必要がありますの
で、事業を実施される団体は
令和4年度資源ごみ集団回収
事業実施団体登録申請書を提
出してください。
●�登録方法　5月31日（火）ま
でに環境課または各支所総
務課へ申請書を提出してく
ださい。
※�団体の要件および団体登録
の様式は、市ホームページ
でご確認ください。
●�注意事項　報奨金の交付申
請書は、団体登録後に提出
してください。

問環境課
TEL（0771）68-0085

お知らせ

南丹市定住ガイドブック
の発行について
　移住希望者や空き家所有
者、地域団体・企業などが活
用できる定住促進制度を集約
した冊子の令和4年度更新版
を発行しました。ご活用くだ
さい。
●�冊子名　南丹市定住ガイ
ドブック　nancla（なんく
ら）
●�配布場所　地域振興課およ
び各支所総務課
※�ホームページにも掲載して
います
南丹市ホームページ
https://www.city.nantan.
kyoto.jp
南丹市定住促進サイト
「nancla（なんくら）」
http://www.nancla.jp/
問地域振興課　
TEL（0771）68-0019

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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市税などは納期限内に納付してください

　市税などは、定められた納期限までに市役所本庁・各支所、金融機関またはコンビニエンススト
アなどで納めてください。スマートフォンアプリを使用してPayPay・ LINE�Pay請求書支払いで納
付することもできます。
●令和4年度納期限一覧表　

期別 軽自動車税（種別割）
全期 5月2日（月）

期別 固定資産税・都市計画税 市府民税（普通徴収）
第1期 5月31日（火） 6月30日（木）
第2期 8月1日（月） 8月31日（水）
第3期 9月30日（金） 10月31日（月）
第4期 11月30日（水） 12月28日（水）

期別 国民健康保険税（普通徴収）
介護保険料（普通徴収）

後期高齢者医療保険料
（普通徴収）

第1期 6月30日（木） 8月1日（月）
第2期 8月1日（月） 8月31日（水）
第3期 8月31日（水） 9月30日（金）
第4期 9月30日（金） 10月31日（月）
第5期 10月31日（月） 11月30日（水）
第6期 11月30日（水） 令和5年1月4日（水）

第7期

国民健康保険税
12月28日（水）

令和5年1月31日（火）
介護保険料

令和5年1月4日（水）
第8期 令和5年1月31日（火） 令和5年2月28日（火）
第9期 令和5年2月28日（火） 令和5年3月31日（金）
第10期 令和5年3月31日（金）

※�口座振替納付を利用される方は、上記納期限日に指定の口座から引き落とします。なお、残高不
足などにより納期限日に引き落とせなかった市府民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税およ
び国民健康保険税は、直近の13日（金融機関が休業日のときは翌営業日）に再振替として引き落と
します。振替日前には預貯金残高の確認をお願いします。
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●督促手数料および延滞金について　
　�　納期限までに完納されない場合は督促状を発送することになり、督促状1通につき手数料100円
がかかります。また、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納の税（料）額に一定の割
合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算し、未納の税（料）額とあわせて納付いただきま
す。
●滞納処分について　
　�　督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは、財産の差し押
さえ（滞納処分）を受けることになります。なお、市税や国民健康保険税で納期限から一定経過し
た滞納案件は「京都地方税機構」へ移管し、徴収などの滞納整理事務を行います。
●市税などの納付には便利な口座振替を　
　�　口座振替の申し込み手続きは、市役所本庁・各支所および市内各取扱金融機関に備え付けの市
税等口座振替依頼書に記入いただき、①預貯金通帳、②通帳の届出印、③市税などの納付書を持
参の上、取扱金融機関で手続きしてください。登録完了までに時間を要するため、振替の開始を
希望される期別（月）の前月末までに申し込んでください。申し込みの時期によっては、希望の期
別（月）からの振替ができない場合がありますのでご了承ください。
※�「ペイジー口座振替受付サービス」の開始により、市役所本庁、各支所窓口でも口座振替の申し込
み手続きができるようになりました（りそな銀行を除く）。「ペイジー口座振替受付サービス」の詳し
いお手続きについては、お問い合わせください。
●取扱金融機関　
　�京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、京都農業協同組合、りそな銀行、ゆうちょ銀行・
郵便局
※�軽自動車税（種別割）を除く市税などの納付の確認については、口座振替済通知書は発行しません
ので、預貯金通帳などでご確認ください。　
　�また、スマートフォンアプリ（PayPay・ LINE�Pay�請求書支払い）納付についても領収証書等は発
行しませんので、納付の履歴は利用明細等にてご確認ください。
軽自動車税、市府民税、固定資産税
・都市計画税　　　　　　　　　　　　　　問税務課　　　　　　　　　　　　TEL（0771）68-0004
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料　　問市民課　　　　　　　　　　　　TEL（0771）68-0011
介護保険料　　　　　　　　　　　　　　　問高齢福祉課　　　　　　　　　　TEL（0771）68-0006
市税、国民健康保険税の徴収業務移管分　　問京都地方税機構中部地方事務所　TEL（0771）22-3884

全期前納用の納付書の同封について（市税）

　今年度から、納付書により納税いただいている方の当初納税通知書に、1枚で年税額をご納付いた
だける全期前納用の納付書を同封します。併せて、これまでと同様の期別納付用の納付書（４枚）も
同封しています。一括納付を希望される方は、全期前納用の納付書をご利用ください。
※全期前納用納付書と期別用納付書との重複納付にご注意ください。
※全期前納用納付書は各税目の第1期納期限まで使用できます。
●対象の税金
　固定資産税・都市計画税　5月2日通知予定
　市府民税（普通徴収）　6月6日通知予定
問税務課　
TEL（0771）68-0004
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令和4年度の国民健康保険税率のお知らせ

　平成30年4月より、国民健康保険（国保）が広域化され、都道府県が財政運営の責任主体として、
市町村と共に運営しています。都道府県は、保険給付に必要な費用の全額を市町村に支払い、市町
村は、都道府県へ国民健康保険事業費納付金を納めます。
　京都府では、府全体の保険給付費を推計し、市町村毎に納付金の額を決定します。南丹市の保険
税率は、府が示す標準保険料率を参考に算定した結果、令和4年度の保険税率を令和3年度と同率に
据え置くこととしました。課税限度額は、地方税法改正に伴い医療分65万円（令和3年度は63万円）、
後期高齢者支援金分が20万円（令和3年度は19万円）に変更になりました。
　また、令和4年度から子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児に係る均等割の軽減措置
が導入されました。
●国民健康保険税率（令和4年度）

医療保険分 後期高齢者
支援金分

介護保険分
（40歳〜64歳）

・所得割
（世帯の被保険者の
所得に応じて計算）

課税対象所得の
7.12%

課税対象所得の
2.83%

課税対象所得の
2.2%

　　　　＋　　（課税対象所得=前年の総所得金額等-基礎控除43万円）
・均等割
（世帯の被保険者数
に応じて計算）

被保険者
1人あたり
24,300円

被保険者
1人あたり
10,100円

被保険者
1人あたり
11,500円

　　　　＋
・平等割
（一世帯につき
いくらと計算）

23,000円 6,100円 6,300円

　　　　＝
合�計 世帯の保険税

　また､ 以下のとおり､ それぞれ区分毎に課税限度額が設けられています｡
課税限度額 65万円 20万円 17万円

●軽減制度
①世帯主（擬制世帯主を含む）、世帯内の被保険者及び特定同一世帯所属者
　（※1）の昨年の1月から12月までの総所得が下記の基準に該当する場合
　に保険税の平等割と均等割の軽減が受けられます。

２割軽減 43万円＋【（給与所得者等の数－1）×10万円（※2）】＋
（52万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数）以下

５割軽減 43万円＋【（給与所得者等の数－1）×10万円（※2）】＋
（28万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数）以下

７割軽減 43万円＋【（給与所得者等の数－1）×10万円（※2）】以下
（※1）�特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、継続して同一の世

帯に属する方をいいます。
（※2）世帯内の一定の給与所得者と公的年金所得者の数が2以上の場合のみ適用となります。
（※３）�昭和32年1月1日以前に生まれた方で、年金所得がある場合は、年金所得からさらに15万円

引いた額で軽減の所得判定を行います。
②未就学児に係る均等割に対して一律5割の軽減が受けられます。①の軽減が適用されている場合は、
適用後の均等割から５割の軽減となります。

●保険税は世帯
ごとに決まり、世
帯主が納めます。

●6月中旬に税額
を決定し、世帯主
へ通知します。

●納税は、便利で
安心な口座振替
をご利用くださ
い。

●保険税の計算
には正しい所得
申告が必要です。
申告されていな
い場合には、軽減
制度などが適用
されない場合が
あります。
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●保険税の納め方

○40歳未満の方
　医療保険分と後期高齢者支援金
分をあわせて、国保の保険税とし
て納めます。
・医療保険分
・後期高齢者支援金分

○40歳以上65歳未満
（介護保険の第2号被保険者）
医療保険分と後期高齢者支援金分
に、介護保険分をあわせて、国保
の保険税として納めます。
・医療保険分
・後期高齢者支援金分
・介護保険分

○65歳以上75歳未満
（介護保険の第1号被保険者）
医療保険分と後期高齢者支援金分
を国保の保険税として納めます。
（介護保険料は別に納めます。【担
当課：高齢福祉課】）
・医療保険分
・後期高齢者支援金分

●年度の途中で40歳になるとき
　�40歳の誕生月（1日生まれの方
はその前月）の分から介護保険
分を納めることになり、あらた
めて納税通知書を発送します。
●年度の途中で65歳になるとき
65歳の前月（1日生まれの方はそ
の前々月）までの介護保険分は、
国保の保険税として年度末までの
納期に分けて納めます。

・モデルケース１－年金所得者
1人世帯（66歳）
年金所得130万円（年金収入240万円）
基準総所得金額�1,300,000円-430,000円（基礎控除）
=870,000円
<医療分>
（1）�所得割　870,000円×7.12%=61,944円
（2）�均等割　24,300円×1人=24,300円
（3）�平等割　1世帯につき��23,000円
医療分合計（100円未満切捨て）�109,200円
<後期高齢者支援金分>
（1）�所得割　870,000円×2.83%=24,621円
（2）�均等割　10,100円×1人=10,100円
（3）�平等割　1世帯につき��6,100円
後期高齢者支援金分合計（100円未満切捨て）　40,800円
<総合計>
保険税額�医療分+後期高齢者支援金分=150,000円
※65歳以上の方については､ 介護保険料として個別に請求され
ます。

・モデルケース２－事業所得者など
4人世帯（夫45歳､ 妻45歳､ 未就学児2人）
世帯所得260万円（所得　夫：260万円　妻：0円）
基準総所得金額�2,600,000円-430,000円（基礎控除）
=2,170,000円
<医療分>
（1）�所得割　2,170,000円×7.12%=154,504円
（2）�均等割　24,300円×２人=48,600円
　　　　��������24,300円×50％×2人=24,300円
（3）�平等割��1世帯につき��23,000円
医療分合計（100円未満切捨て）�250,400円
<後期高齢者支援金分>
（1）�所得割　2,170,000円×2.83%=61,411円
（2）�均等割　10,100円×2人=20,200円
　　　　��������10,100円×50％×2人=10,100円
（3）�平等割��1世帯につき��6,100円
後期高齢者支援金分合計（100円未満切捨て）�97,800円
<介護分>
（1）�所得割　2,170,000円×2.2%=47,740円
（2）�均等割　11,500円×2人=23,000円
（3）�平等割　1世帯につき��6,300円
介護分合計（100円未満切捨て）　77,000円
<総合計>
保険税額�医療分+後期高齢者支援金分+介護分=425,200円

問市民課
TEL（0771）68-0011（保険年金係直通）
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国民健康保険の喪失手続きについて

　新しく職場の健康保険、または職場の健康保険の扶養に入った時は、国民健康保険の喪失（やめる）
手続きは自動的には行われませんので、届出が必要です。職場の健康保険に加入していながら、国
民健康保険の保険証で医療機関等を受診すると、国民健康保険から支払われた医療費（7〜8割分）を
お返しいただきますのでご注意ください。
●手続きに必要なもの
・新しく加入した職場の健康保険の保険証（全員分）
・南丹市の国民健康保険の保険証（全員分）
・本人確認書類
・マイナンバーのわかるもの
●手続きができる方
　世帯主、または同一世帯の方
　代理人（委任状が必要となります。）
●手続きをする場所
　南丹市役所　市民課保険年金係または各支所総務課
＜郵送による手続きの場合＞
　窓口で届出ができず、郵送による喪失手続きをする場合は、書類を送付してください。
●郵送の手続きに必要なもの
・喪失届（様式は市のホームページからダウンロードできます）
・新しく加入した職場の健康保険の保険証（全員分）の写し
・南丹市の国民健康保険の保険証（全員分）
・本人確認書類の写し
・マイナンバーのわかるものの写し
●送付先
　〒622-8651　京都府南丹市園部町小桜町47番地
　南丹市役所　市民課保険年金係
問市民課　
TEL（0771）68-0011

南丹市職員の人事配置について

　4月1日付けの南丹市職員の人事異動に伴い、職員の配置に変更がありましたので、次のとおりお
知らせします。
◆参与（再任用）：阪口一雄
◆参与（再任用）：國府栄彦
◆政策監：進藤眞理
【市長公室】◆市長公室長：國府孝之
〔企画財政課〕TEL（0771）68-0018
 �◆課長：井尻哲也◆課長補佐：片山利充（兼企画係長）◆財政係長：小林剛◆主任：冨部孝佳◆主事：
野々村万由香、川勝真哉、人羅純基
〔秘書広報課〕TEL（0771）68-0065
 �◆課長：髙屋正史◆課長補佐：山内章吾（兼秘書係長）◆広報係長：吉田晃幸◆主任：竹内大視◆主
事：松澤卓生
【総務部】◆部長：西田文英（兼支所担当部長）
〔総務課〕TEL（0771）68-0002
 �◆課長：塩邊健一◆課長補佐：長野悦史◆行政係長：吉田将司◆資産活用係長：下尾恵太◆主事：
森悠太、山口里穂、谷利智哉◆再任用：八田裕明、堀江長、中川明子
〔人事課〕TEL（0771）68-0008
 �◆課長：井上操◆課長補佐：西亜希子（兼行政改革係長）◆人事給与係長：川勝隆弘◆係長：井尻直



令和4年（2022年）4月22日発行10 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

人材募集

自衛隊各種採用試験に関
するご案内
＜幹部候補生＞
●�概要　幹部自衛官を養成し
ます。大卒程度または大学
院卒の方が対象です。
●�受付締切　第2回6月16日
（木）　※飛行要員除く。
●�試験期日　第2回6月25日
（土）
＜一般曹候補生＞
●�概要　基幹要員である陸・
海・空曹を養成します。
●受付締切　5月10日（火）
●�試験期日　5月20日（金）か
ら5月22日（日）の間でいず
れか一日。
＜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。
●�受付期間　年間を通じて受
付
●�試験期日　受付時にお知ら
せします。
＜採用説明会について＞
●�日時　月曜〜金曜　午前
10時〜午後５時
　�土・日・祝日　平日営業時
間内にご予約された上で実
施します。
●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。

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

南丹市無料法律相談会の
お知らせ
　南丹市では、京都弁護士会
にご協力いただき、無料法律
相談会を開催いたします。５
月の開催予定は下記のとおり
ですので、お気軽にご利用く
ださい。
●日時　5月10日（火）
●時間　午後1時〜4時
●�場所　八木市民センター　
会議室3
●定員　6人（先着順）
※1人30分以内
●申込方法　前日正午までに
　電話でお申し込みください。
問総務課�
TEL（0771）68-0002

行政相談委員による定例
相談所の開設について
　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　5月10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　

「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　5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（南丹市役所八木支所
3階）

問京都府行政書士会第3支部
TEL（075）692-2500

【学校用務・給食】
〔美山学校給食共同調理場〕TEL（0771）75-0929
 ◆再任用：武田節子、堀秀子
【3月末退職者】
 �◆船越雅英（市長公室長）◆堀江長（総務部長）◆國府博美（総務部危機管理監兼支所担当部長）◆山内
晴貴（総務部付部長）◆清水茂（地域振興部長）◆森雅克（農林商工部長）◆山口浩之（議会事務局長）◆
平井祐子（教育委員会教育参事）◆湯浅睦子（総務部総務課長）◆中川佳則（総務部付課長）◆吉田さゆ
り（福祉保健部日吉中央保育所長）◆木戸時貴子（福祉保健部みやま保育所長）◆塩貝千絵（福祉保健
部保健医療課長）◆中藤るつ子（福祉保健部地域医療室国保南丹みやま診療所看護師長）◆矢田明美
（農林商工部観光交流室長）◆村上義彦（土木建築部営繕課長）◆前田美弥（福祉保健部城南保育所保
育士）◆堀由紀子（地域振興部情報課長補佐）◆村上貴子（福祉保健部社会福祉課障害者福祉係長）◆
中川明子（教育委員会学校教育課技能労務士）◆堀秀子（教育委員会学校教育課美山学校給食共同調
理場調理師）◆三宅真之介（総務部人事課主事）◆伴田世梨奈（福祉保健部園部保育所保育士）◆麥田
成美（福祉保健部城南保育所保育士）◆石浦沙由美（福祉保健部八木中央保育所保育士）◆安木麻彩
（福祉保健部日吉中央保育所保育士）◆木村幸裕（土木建築部都市計画課主事）◆田畑光樹（土木建築
部都市計画課技師）
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「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　5月17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

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。
＜司法書士による相談＞
●日時　5月18日（水）　
　午後2時〜3時
●�場所　市役所4号庁舎　相
談室
●定員　2人（先着順）
※1人30分以内
●�申込方法　5月11日（水）ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。
※�予約がない場合は中止しま
す。
＜社会福祉士による相談＞
●�日時　月曜日〜木曜日（祝
祭日を除く）　午前9時〜
午後4時
●�場所　市役所またはご自宅
に訪問します。
●�申込方法　電話でお申し込
みください。

問福祉相談課　
TEL（0771）68-0023

5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
・5月21日（土）
　午後1時〜3時　
　そよかぜ美山
・5月23日（月）
　午後1時〜3時　
　そよかぜ八木
・5月24日（火）
　午後1時〜3時　
　そよかぜ日吉（おいで家）
・5月27日（金）
　午後1時〜3時　
　�園部まごころステーション
陽だまり
※�日程等変更になる場合があ
りますので、事前に下記ま
でお問い合わせください。

問社会福祉課　
TEL（0771）68-0007

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　5月17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
　公益社団法人園部納税協会
では、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　5月12日（木）、19
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

子育て支援

MY TREEペアレンツ・
プログラム
　「気が付けば子どもを叩い
ている」「無視してしまう」「こ
のままでは不安」など、子育
てに苦しさを感じている保護
者のための少人数での支援プ
ログラムです。
●�日時　6月3日〜9月2日ま
での毎週金曜日　
　�午前10時〜正午（一部日程
変更あり）
●�場所　京都府亀岡総合庁舎
（亀岡市荒塚町1-4-1）
●�内容　専門スタッフが、全
13回のプログラムを実施
します。
●対象　女性10名

≪裏面につづく≫



令和4年（2022年）4月22日発行12 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

●�保育　無料（事前に電話で
申し込みが必要）
●�申込方法　5月16日（月）ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。

問�京都府家庭支援総合センタ
ー

TEL（075）531-9650　

オンライン里親相談会

　京都府では、さまざまな事
情により家庭で生活できない
お子さんを、家庭的な環境で
育ててくださる里親さんの募
集をしています。関心のある
方はご相談ください。
●日時　毎月第3金曜日　
　午後1時〜4時
※1人30分以内
●�内容　ZOOMによるオン
ラインでの相談
※�お持ちのスマートフォンな
どにZOOMアプリをダウ
ンロードしてください。
●�申込方法　各回1週間前ま
でに、ご希望の時間帯、住
所、氏名、電話番号を電話
でお申し込みください。相
談日前日までにZOOMの
ID・パスワードを送りま
す。

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」（5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（5
月3日〜5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（5月
4日を除く）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。
＜園部ひろば＞
●�日時　毎週火曜日（5月3日
を除く）の午前10時〜午後
3時
●�場所　第1・第3火曜日は
園部南部コミュニティセン
ター
　�第2・第4火曜日は横田公
民館
＜日吉ひろば＞
●�日時　毎週水曜日（5月4日
を除く）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（5月5日
を除く）の午前10時〜午後
3時
●�場所　美山保健福祉センタ
ー
＜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。
○美山ひろば　5月12日（木）

○日吉ひろば　5月18日（水）
○�園部ひろば（横田公民館）　
5月24日（火）
○八木ひろば　5月27日（金）
●�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）
○日吉ひろば　5月11日（水）
○八木ひろば　5月13日（金）
●�時間　午前10時15分〜正
午　※先着5組
●参加費　300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　5月19日（木）　
　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　妊娠中の方とそのご
家族
●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　5月20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
＜スローエイジング＞【要申
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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　5月23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、お誕生日をお祝いします。
○日吉ひろば　5月25日（水）
4・5・6月生まれ対象
○八木ひろば　5月31日（火）
5月生まれ対象
●�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

京都・南丹　園部城祭り
開催のお知らせ
●�開催日　5月3日（火）（荒天
などにより中止となる場合
があります）
●�時間　午後3時〜午後8時
予定
●場所　園部公園一帯
●�内容　出店、打ち上げ花火
など

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

南丹市園部女性の館講座
のご案内
　物作りをとおした出会いと
触れ合いの場づくりを目的に
講座を開催します。季節のお
花を使ってお母さんへ、また、
頑張っている自分へのプレゼ
ントを作ってみませんか。
＜「母の日」フラワーアレンジ
メント＞
●日程　5月7日（土）　
●場所・時間　
・�美山文化ホール1階会議室：
午前10時〜正午
・�園部女性の館：午後1時30
分〜３時30分
●講師　森谷万知子さん
●定員　各15人
●�運営協力金　2,500円（材
料費含む）
●�持ち物　生け花用ハサミ、
持ち帰り用の袋
●�申込方法　4月30日（土）ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。

問�園部女性の館運営委員会
（園部女性の館内）
TEL（0771）63-2986

「わっかっか！歌声喫茶」
を開催します
　懐かしい童謡・唱歌や昭和
の歌を生伴奏で一緒に歌い、
楽しいひと時を過ごしません
か。
●日時　5月8日（日）　
　午後2時〜3時30分
●�場所　南丹市五ケ荘地域活
性化センター（日吉町四ツ
谷柏木14）
●定員　先着20人
●�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

ぶらり八木でふれあいハ
イキングを開催します
　NHK�大河ドラマ「鎌倉殿
の13人」で鎌倉期が注目を集
めています。八木町に点在す
る文覚上人、巴御前の伝承の
地を散策するツアーを開催し
ます。
●�日程　5月8日（日）（雨天中
止。前日の天気予報で当日
の降水確率が30％以上の
場合中止。前日午後ホーム
ページに掲載。）
●�集合時間　午前10時15分
（解散午後2時30分）
●�集合場所　JR�八木駅前広
場（解散場所JR�吉富駅）（弁
当・飲物持参）
●�参加費　2,000円（当日徴
収）
●�参加定員　30人（電話また
はEメールで5月6日正午ま
でにお申し込みください）
●�コース　JR�八木駅前→大
堰橋→巴塚→如城寺（住職
のお話）→文覚堂→文覚池
（昼食）→西光寺（住職のお
話）→�JR� 吉富駅（歩程約
10㎞）

≪裏面につづく≫

LINE Facebook

Instagram
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問八木町観光協会事務局
TEL�（0771）42-5850（ 月・ 水・
金曜の午前９時～正午）
yagikannkou@kyoto.zaq.jp

HP�http://nantanyaginavi.
com

バトントワリング教室生
徒募集について
　みんなでバトンをくるくる
回して、リズミカルにダンス
をしながら踊ってみません
か？バトンをやったことがな
い方も大歓迎です。
●�日時　5月9日（月）〜毎週
月曜日
　午後6時〜7時
※バトンは用意します。
※�体育館シューズをご持参く
ださい。
●�場所　京都府立口丹波勤労
者福祉会館（クアスポくち
たん）（南丹市八木町西田金
井畠9）
●�受講料　月額4,000円　
（月4回開催）
●�内容　バトントワリング金
賞受賞経験を持つ指導者を
迎え、バトン教室を行いま
す。
●受講条件　小学生以上
●�申込方法　来館いただく
か、氏名、住所、電話番号
を電話、ＦＡＸ、Ｅメール
のいずれかでお申し込みく
ださい。

問�京都府立口丹波勤労者福祉
会館

TEL（0771）42-5484　
FAX（0771）42-5684
fualx504@cans.zaq.ne.jp

わらべうたベビー・キッ
ズマッサージ教室（5月）
　わらべうたベビーマッサー
ジとは歌って見つめて語りか
けながらおこなう親子教室で
す。ご家庭でも簡単に親子の
ふれあいができる内容です。
●�日時　5月11日（水）、25
日（水）
①�ベビー・プレママクラス：
午前10時〜10時50分　
②�キッズクラス：午前11時
〜11時50分　
●�定員　いずれも7組（先着
順）
●場所　八木市民センター　
　子育て支援ルーム
●対象者
①�生後2か月〜1歳までの赤
ちゃんと保護者、妊娠中で
安定期以降の妊婦さんまた
はご家族
②�ハイハイ時期〜3歳のお子
様と保護者
●参加費　1組1,000円/1回
※�お子様が二人以上の場合　
追加500円/1人
●持ち物　バスタオル
●�申込方法　開催日の2日前
までに電話または申込フォ
ームからお申し込みくださ
い。

申込フォーム
問おだ　まみ
TEL050-3559-3751

健康づくり教室を開催し
ます
●�日時　5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、
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

第２５回トレーニング機
器使用講習会開催
　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　5月20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
※�体育館シューズをご持参く
ださい。
●定員　10名（先着順）
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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第２９回南丹市チャリテ
ィゴルフ大会参加者募集
　福祉事業の振興などを目的
に開催します。本大会は第
45回京都府民総合体育大会
ゴルフ競技の南丹市代表選手
選考を兼ねています。
●日程　5月26日（木）
※�開始時間などは申込者にお
知らせします。
●�場所　クラウンヒルズ京都
ゴルフ倶楽部
●�参加資格　大会趣旨に賛同
いただける方
●�競技方法　18ホールスト
ロークプレイ（ダブルペリ
ア方式）
●�参加費　12,000円（チャ
リティ金、参加費、昼食、
プレイフィを含む）
●�申込方法　5月16日（月）ま
でに、住所、氏名、電話番
号を明記の上（グループで
申し込む場合は、住所お
よび電話番号は代表者の
み明記）、郵便ハガキまた
はFAXでお申し込みくださ
い。（電話での申し込みは不
可）
※�できるだけ4人1組でお申
し込みください。

問�クラウンヒルズ京都ゴルフ
倶楽部

TEL（0771）72-1234　
FAX（0771）72-1238
〒�629-0301　南丹市日吉町
保野田池ヶ谷１番地

美山かやぶき美術館から
お知らせ
　福井さとこさんがスロバキ
アの暮らしの中で感じた経験
から創作した絵本「カティと
つくりかけの家」の原画や版
画を中心に展示しています。
●日時　6月5日（日）まで
　�午前10時〜午後4時30分
（入館料：500円　郷土資
料館共）
※月曜日休館

●�開催場所　美山かやぶき美
術館（美山町島朴ノ木21）
＜開催期間中のイベント＞
　福井さとこさんと一緒に石
に絵を描いてスマホでストッ
プモーションアニメを作ろ
う。
●�開催日時　5月3日（火・祝）
①午前10時〜、②午後1時
30分〜いずれも2時間程度
●参加費　1,700円
問美山かやぶき美術館
TEL（0771）75-1777
HP�h t t p : / /www .m i yama -
kayabuki.org

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　5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
＜丹波ちびっこまつり＞
●�日時　5月5日（木・祝）午
前10時〜午後3時
●�場所　子どもの広場・体育
館周辺
●�内容　乗り物コーナー、フ
ライングディスクコーナ
ー、ステージコーナー、お
楽しみコーナー、キッチン
カー販売など。この日だけ
は子どもたちが主役！
＜グラウンド・ゴルフのつど
い＞
●�日時　5月6日（月例大会）、
13日、20日、27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）
＜レディーススポーツデー＞
●�日 時　5月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　
＜障がい者スポーツのつどい
＞
●�日時　5月10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）
＜太極拳教室＞
●�日時　5月13日、27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）
＜夜間テニス教室＞（要予約）
●�日時　6月6日〜7月25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。初めての方
歓迎！
●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、Ｆ
ＡＸ、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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