
第392号 1

発 行

第３９２号
令和4年
5月13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（1～3）
・人材募集（3）
・相談会（4）
・新刊図書のご案内（5）
・子育て支援(催し）（5～6）
・催し（6～9）
・日吉地域情報（9）
・美山地域情報（9）
・なんたんテレビ番組表（10)

住宅用火災警報器は寝
室、台所、階段に必ず設置

　住宅用火災警報器は、大切
な命を火災から守ります。
　園部消防署では6月1日を

「住宅用火災警報器の日」と定
め、設置推進と維持管理につ
いて、次のことをお願いして
います。
 ・ 住宅用火災警報器をまだ

設置されていないご家庭
は、大切な命を火災から
守るため、必ず設置して
ください。

・ 住宅用火災警報器は、寝室、
台所、階段（寝室が2階以
上にある場合）に必ず設置
してください。

・ 既に設置されているご家庭
は、点検ボタンまたは点検
ヒモで作動テストを行い、
維持管理に努めましょう。

・ 住宅用火災警報器は、古く
なると電池や内蔵電子部品
の劣化のため、火災を感知
しない恐れがあります。設
置後約10年を目安に、電
池または本体を交換してく
ださい。

問園部消防署予防課予防係　
TEL（0771）62-0119

納期限のお知らせ

＜令和4年5月31日（火）納期
限＞
・ 固定資産税・都市計画税第

1期分　　
問税務課　
TEL（0771）68-0004
・保育所保育料等5月分　
・保育所延長保育料4月分　
・一時保育料4月分　　
・幼稚園給食費5月分　　
・幼稚園預かり保育料4月分
・すこやか学園使用料5月分
問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017
・市営住宅使用料5月分
問営繕課　
TEL（0771）68-0062
・学校給食費5月分
問学校教育課　
TEL（0771）68-0056
・ 放課後児童クラブ負担金5

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。

お知らせ

美山図書室　
臨時休室のお知らせ

　美山サイクルロードレース
開催に伴い、美山図書室を休
室します。
　ご不便をお掛けしますが、
ご理解をお願いします。
●休室日　5月29日（日）　
問美山図書室　
TEL（0771）68-0046

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。

自動車税納期限のお知らせ

　自動車税（種別割）の納期限は、5月31日（火）です。
　お近くの金融機関やコンビニエンスストアで納期限までに納
付してください。また、クレジットカードなどのキャッシュレ
スでの納付も可能です。なお、納税通知書が届いていない場合
はご連絡ください。
問京都府南丹広域振興局税務課　　
TEL（0771）22-0330　FAX（0771）22-0415
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令和4年度風しん予防接種費用助成事業について

　風しんは妊娠初期に感染すると、胎児に先天性風しん症候群をおこす可能性があります。感染を
予防するためには、予防接種が効果的です。
　南丹市では、先天性風しん症候群の発生を予防するための対策として、次のとおり風しんの予防
接種費用を一部助成します。
●�助成対象者　接種当日、南丹市に住民票を有する者で、風しんの抗体検査等で抗体価が低い者で

かつ下記のいずれかに該当する者
①妊娠を希望する女性。
②抗体価が低い妊婦の同居者。
※ HI法またはEIA法による検査で、HI価が1:16以下、あるいはEIA-IgG価8.0 未満を「抗体価が低い」

と判定する
●助成対象予防接種　麻しん風しん（ＭＲ）予防接種または、風しん（Ｒ）予防接種
●助成予防接種実施期間　令和5年3月31日（金）まで
●助成申請受付期間　令和5年3月31日（金）まで（必着）
●助成金額　
・麻しん風しん（ＭＲ）予防接種は、6,000円
・風しん（Ｒ）予防接種は、4,000円
　 　ただし、助成回数は平成25年度～令和3年度事業を含め1人1回のみで、予防接種費用が助成金

額を下回る場合は、低い方の金額です。生活保護世帯者は、全額助成となります。
●�申請方法　医療機関で予防接種を受け、費用を全額支払い後、保健医療課および各支所窓口で申

請の手続きを行う。
●必要書類�
①予防接種費用助成金交付申請書
②印鑑　
③助成金振込先の金融機関口座番号が確認できるもの　
④医療機関発行の予防接種領収書の原本
　（氏名、予防接種名、接種日、金額記載のもの。レシート不可）
⑤風しん抗体検査結果
⑥ 抗体価の低い妊婦の同居者は　母子手帳・同居の妊婦の風しん抗体検査結果（母子手帳に記載され

ていれば不要）・同居の有無が分かる書類（保険証、免許証等）
⑦南丹市風しん予防接種費用助成金請求書
●助成方法　助成決定者には、助成決定金額を指定口座に振り込みます。
※ 女性は、予防接種前1カ月から予防接種後2カ月は避妊しなければなりません。妊娠中の人は、予

防接種は受けられません。
※ 京都府が風しん抗体検査の助成事業を実施しております。詳しくは南丹保健所（TEL0771-62-4751）

にお問い合わせください。
問保健医療課　　
TEL（0771）68-0016
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高校生給付型奨学金の2次申請を受け付けます

●対象　市内在住で、次の全てに該当する子
　 ①令和4年度市民税（令和3年中の所得に係るもの）または令和3年度市民税が非課税の世帯、②母

子（父子）世帯（20歳以上65歳未満の同居者がいない家庭）、児童世帯、障がい者世帯、長期療養者
世帯のいずれか、③高等学校（高等専門学校等を含む）に在籍
●金額　（入学支度金）国公立全日制63,000円、私立全日制178,000円
※その他は申請窓口でご確認ください。
●入学支度金支給日　7月29日（金）
●�提出書類　①申請書（申請窓口に配架）②世帯員全員分（被扶養者を除く）の令和4年度または、令和

3年度、市・府民税課税証明書（税務課または、支所窓口での申出により課税証明書の取得手数料
は免除されます）③母子（父子）世帯等の事実が確認できる書類（写）④在学証明書

※申請時には、印鑑および振込口座のわかるもの（通帳等）をご持参ください。
●�注意事項　同居者の状況によって対象とならない場合があります。他の奨学金制度と支給調整を

するため、新2、3年生は支給額が0円になる可能性があります。
●�申請方法　6月1日（水）から7月1日（金）までに南丹保健所福祉課、福祉相談課または各支所に備え

付けの申請書類に記入の上、ご提出ください。
問南丹保健所福祉課　TEL（0771）62-0361
問福祉相談課　 　     TEL（0771）68-0023

人材募集

船井郡衛生管理組合職員を募集します

●職種　技能労務職（火葬業務）
●勤務場所　船井郡衛生管理組合
●募集人員　若干名
●応募資格　
・一般試験　平成8年4月2日から平成16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8年4月1日までに生まれた人で、民間企業などで3年以上

の勤務経験を有する人
※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。
●受付期間　5月17日（火）から27日（金）まで（土曜日、日曜日は除く）　
　　　　　　午前８時30分～午後5時
●提出書類　受験申込書（船井郡衛生管理組合、南丹市役所環境課で配付）
●試験内容　作文および面接試験
●試験日　6月4日（土）
問船井郡衛生管理組合総務課　
TEL（0771）42-3425
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相談会

多重債務無料法律相談の
ご案内

　借金の返済でお悩みの方を
対象に、弁護士が相談に応じ
ます。借金問題は必ず解決で
きます。まずはお問合せくだ
さい。
●日時　5月24日（火）
　午後5時～6時30分
※1人30分以内
●場所　園部文化会館会議室
●�申込方法　5月23日（月）午

後4時までに電話でお申し
込みください。

※ 上記以外の無料相談会場も
ご案内しています。まずは
ご相談ください。

問 南丹市消費生活相談窓口
（商工課内）　
TEL（0771）68-0100
問 南丹広域振興局商工労働観

光係　
TEL（0771）23-4438

「無料税務相談」について

　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　6月2日（木）
　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

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
相談会を開催します。6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　①6月1日（水）、
　②6月21日（火）
●時間�
　いずれも午後1時～4時
●場所　日程①園部文化会館
　�3階会議室、日程②日吉生

涯学習センター第2会議室
●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

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。

＜弁護士による相談＞
●日時　6月15日（水）　
　午後2時～3時
●�場所　市役所4号庁舎相談

室　
●定員　2人（各30分）
●�その他　6月8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。

＜司法書士による相談＞
●日時　7月20日（水）　
　午後2時～3時
●�場所　市役所4号庁舎相談

室　
●定員　2人（各30分）
●�その他　7月13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。
●�その他　事前に予約をいた

だいた方が優先となりま
す。

問福祉相談課
TEL（0771）68-0023
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子育て支援（催し）

子育てすこやかセンター
6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。6月の事業の
申し込み受付は、5月20日

（金）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

※ 気象警報発表等により、事
業を中止する場合がありま
す。

＜子育て広場0歳～＞
●日時　6月2日（木）
　 午 前10時30分 ～11時30

分
●�内容　栄養士による栄養指

導「ゆっくり、あんしん、
離乳食」

＜親子でヨガを楽しもう（１
歳児～）＞
●�日時　6月8日（水）
　 午 前10時30分 ～11時30

分　
※ ヨガマット又はバスタオル

をご持参ください。
＜ベビーマッサージ＞
●日時　6月14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　6月22日（水）
　 午 前10時30分 ～11時30

分
問子育てすこやかセンター　
TEL（0771）68-0082

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＞
◆文字が大きくて見やすいパソコン講座1 Windows11入門（村松茂）◆何のために伝えるのか？（池
上彰）◆なんでも見つかる夜に、こころだけが見つからない（東畑開人）◆ガールズ・ビー・アンビシャ
ス（集英社インターナショナル編）◆太平洋戦争運命の瞬間（神立尚紀）◆薬草ハンター、世界をゆく

（カサンドラ・リア・クウェイヴ）◆図解資本論（齋藤孝）◆子どもが心配（養老孟司）◆低学年からの「あ
いうえお運動あそび」（前田幹夫）◆科学で解き明かす禁断の世界（エリカ・エンゲルハウプト）◆大人
の食物アレルギー（福冨友馬）◆50代からの骨粗鬆症対策の献立◆デッドスペースDIY（石井麻紀子）
◆「着物、帯」のリメイクでバッグとこもの（吉澤瑞恵）◆世界一簡単なメンズメイクの教科書（西日本
ヘアメイクカレッジ、ZENON編著）◆子どもと楽しむ雑草ブーケ＆室内飾り（へんみゆかり）◆保護
猫の育て方（ハンナ・ショー）◆もっと知りたいアイヌの美術（山崎幸治）◆小澤征爾、兄弟と語る（小
澤俊夫、小澤征爾他）◆焚き火と道具（猪野正哉）◆ゼロから始める渓流釣り入門◆漢字の語源図鑑（平
山三男）◆あの胸が岬のように遠かった（永田和宏）◆午前０時の身代金（京橋史織）◆花屋さんが言う
ことには（山本幸久）◆刑事弁護人（薬丸岳）◆エレジー（赤松利市）◆漆花ひとつ（澤田瞳子）◆朱色の
化身（塩田武士）◆掃除婦のための手引き書（ルシア・ベルリン）
＜児童書＞
◆みんなで図書館活動この本、おすすめします!2自分だけの表紙・帯を作ろう（『この本、おすすめ
します!』編集委員会編著）◆今から身につける「投資の心得」（八木陽子監修）◆これだけは知っておき
たい岩石・鉱物図鑑（デヴィン・デニー）◆小さな里山をつくる（今森光彦）◆生き抜くためのごはん
の作り方（河出書房新社編）◆回転ずし・レジをつくろう（いしかわまりこ）◆歌あそび（伝承遊びを伝
える会）◆モンスター・ホテルでろてんぶろ（柏葉幸子）◆四つ子ぐらし1ひみつの姉妹生活、スタート!

（ひのひまり）◆かあさんうさぎと金のくつ（デュボース・ヘイワード）
＜絵本＞
◆ありんこトロッコ（おおいじゅんこ）◆なまけていません。（大塚健太）◆いるいる！みずべのいきも
の（鎌田歩）◆昆虫電車（いとうみちろう）◆ぞうになったうそ（ティエリー・ロブレヒト）◆おてがみ
であいましょう（木村いこ）◆いち・にの・さんかんび（くすのきしげのり）◆おうちりくじょうグラ
ンプリ（二宮由紀子）◆あかちゃんといっしょ（えがしらみちこ）◆くだもののずかん（大森裕子）
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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すくすくやぎっこ創立
20周年記念コンサート

　すくすくやぎっこは、令和
4年1月に創立20周年を迎え
ました。6月の「みんなおい
でよ！」ではスキップ楽団を
招いて演奏会を開催します。
●日時　6月4日（土）
　午前10時開場
　午前10時30分開演
●�場所　八木市民センター3

階文化ホール
●�内容　スキップ楽団による

演奏会
●�入場料　大人500円（子ど

もは無料）
●持ち物　お茶
問 子育て支援ボランティア
「すくすくやぎっこ」
TEL090-3993-1236

催し

学びの南丹「初歩の初歩
英会話教室」

　参加されたみなさんと気軽
に楽しく和やかに会話しなが
ら学べる敷居の高くない英会
話教室です。
●日程　
　1回目6月10日（金）
　2回目6月24日（金）
　3回目7月8日（金）
　4回目7月22日（金）
●�時間　いずれも午後7時30

分～9時
●�場所　八木市民センター会

議室２
●講師　大志万智香子さん
●�対象者　南丹市在住・在勤

の成人
●定員　5人
●�参加費　2,000円（テキス

ト資料代含む）
●準備物　筆記用具
●�申込方法　5月17日（火）～

6月7日（火）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）

英会話講座の受講生を募
集します（社会人対象）

　社会人対象の英会話講座の
受講生を募集します。どのコ
ースも全て英語での授業です
ので、自然と英会話が身に付
きます。ご自分に合わせたレ
ベルで、英会話に磨きをかけ
てみませんか。
＜社会人英会話講座（リフレ
ッシュ・入門）＞
　中学生時代に学んだ英語を
初歩の初歩から思い出し、過
去の記憶を「リフレッシュ」し
ながら簡単な英会話に挑戦し
ましょう。
●�日時　5月18日～7月13日

の毎週水曜日
　午後7時～8時30分
●�内容　ネイティブ講師（デ

ボラ先生）による英会話グ
ループレッスン
●�場所　国際交流会館
●参加費　8,000円　
※初回徴収
＜社会人英会話講座（初級）＞
　やさしい英語を使って、実
用的な会話を習得します。
●�日時　5月20日～7月22日

の毎週金曜日
　午後2時～3時30分
●�内容　ネイティブ講師（ク

リス先生）による英会話グ
ループレッスン
●場所　八木市民センター
●参加費　8,000円　
※初回徴収

＜社会人英会話講座（中級）＞
　日常的な英会話に加え、英
語で自分の意見を伝えられる
ように練習します。
●�日時　5月17日～7月12日

の毎週火曜日
　午後7時～8時30分
●�内容　ネイティブ講師（デ

ボラ先生）による英会話グ
ループレッスン
●場所　国際交流会館
●参加費　9,000円　
※初回徴収
＜共通事項＞
●�対象　市内在住、在勤のお

おむね18歳以上の方
●�定員　いずれも10名（先着

順）
●�申込方法　希望教室、住所、

氏名、年齢、電話番号、携
帯電話番号を電話、FAX、
Ｅメールのいずれかでお申
し込みください。途中参加
も受け付けますが、定員に
なり次第締め切ります。

問南丹市国際交流協会　
TEL（0771）63-1840（火～金　
　午後0時30分～4時30分）
FAX（0771）63-1841

nantania@office.zaq.jp

「明るい家庭づくり（家
庭の日）絵画展」作品展

　令和3年度の入賞作品およ
び南丹市内の佳作作品を展示
します。
●�期間　5月25日（水）～31

日（火）の午前９時～午後５
時（最終日は正午まで）
●�会場　園部文化会館１階ロ

ビー
問京都府青少年育成協会
TEL（075）417-0602
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「はつらつ筋トレ教室」の参加者を募集します

　健康運動指導士等による運動教室を実施します。
●�対象　令和5年3月31日時点で75歳以上（昭和23年4月1日以

前に生まれた方）の南丹市民で、椅子に座って1時間程度体操
ができる方で、継続して参加できる方。
●日程　7月中旬～2月上旬　各地区次の通り実施（週1回程度）

地区 会場 実施曜日 時間
園部 こむぎ山健康学園 火曜日

午後2時～3時
八木 南丹市八木市民センター 木曜日
日吉 日吉保健福祉センター 水曜日
美山 美山保健福祉センター 金曜日
●�内容　健康運動指導士・3B体操講師等による椅子に座って行

う体操（1時間程度）　
●定員　各地区25名（先着順）
●�送迎　あり（定員がありますので、免許返納者の方を優先させ

ていただきます。）
●参加費　無料
●�申込方法　5月31日（火）までに次の内容を保健医療課までお

申し込みください。
①氏名②生年月日・年齢、③住所④電話番号⑤治療・管理中の
疾患⑥医師の指示の有無⑦送迎の有無⑧最寄りのバス停⑨通所
型介護サービス利用の有無（デイサービス等利用の方は対象外と
なります。）⑩自動車免許の有無　
※すべての項目についてお知らせください。
問保健医療課　
TEL（0771）68-0016

今森光彦さん講演会のお
知らせ

　「身近な自然を見つめる」と
題して、身近な自然や「里山」
の魅力についてお話しいただ
きます。ぜひ、ご参加くださ
い！
●日時　6月4日（土）
　午後2時～3時
●�場所　日吉生涯学習セン

ター　　
●�定員　80名（未就学児は保

護者同伴）
●�申込方法　最寄りの図書

館・図書室カウンターで直
接お申し込みいただくか、
電話もしくはEメールでお
申し込みください。　

※ 詳細は南丹市立図書館ホー
ムページをご覧ください。

問中央図書館　
TEL（0771）68-0080

library@city.nantan.lg.jp 

 

園部吹奏楽団第46回定期演奏会のお知らせ

　3月13日に開催を中止した演奏会の延期公演を開催することとなりました。久しぶりに皆さまと
お会いできるのを楽しみにしています。午後のひととき、園部吹奏楽団の演奏をお楽しみください。
●日時　6月5日（日）午後2時～（開場：午後1時30分）
●場所　園部文化会館大ホール
●内容
・アンサンブルステージ
　　管打楽器アンサンブル「フルーミン」：Ｌｅｔ Ｉｔ Ｇｏ、
　　金管五重奏「ゴールドファイブ」：グリーン・アベンチュリン
　　木管アンサンブル「フォレストーン」：炎（ほむら）　他
・ポップスステージ
　　紅蓮華、風笛～あすかのテーマ～、J-BEST～日本を勇気づける名曲たち～　他
※変更・中止がある場合は公式ホームページでお知らせします。 
問園部吹奏楽団　
TEL090-3352-7713
HPhttp://en-sui.com/
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学びの南丹「優しい
日本画教室」受講者募集

　これから日本画を趣味とし
て始めてみたい方や日本画を
学び直してみたい方、初心者
向けの優しい日本画教室を開
講します。最初は「野菜」のス
ケッチから始めます。
●�日時　6月11日（土）、6月

25日（ 土 ）、7月9日（ 土 ）、
7月23日（土）全4回　

　 いずれも午前9時30分～正
午
●�場所　八木市民センター
（八木支所3階）研修室1・2
●�講師　村林典博 さん（日本

画家日展準会員）
●�費用　受講料2,000円（材

料費を含む）
※ 初回参加時にお支払いくだ

さい。
●�内容　日本画を描く基本と

なる写生からかんたんな絵
づくりを学び、日本画の画
材をつかって日本画作品を
作ります。
●�持ち物　鉛筆H～3B、お

手持ちの色鉛筆や絵筆、筆
洗（水入れ）　
●�対象者　南丹市在住・在勤

の成人
●�定員　10人
●�申込方法　5月17日（火）～

6月7日（火）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）

月亭方正さん講演会「僕
が落語家になった理由」

　第一線で活躍される方に学
ぶ講演会を開催します。
●日時　7月2日（土）
　午後1時30分～3時
●�場所　京都市呉竹文化セン

ター

●�定員　250人（定員を超え
た場合は抽選）
●�申込方法　6月10日（金）午

後5時までに、京都府市町
村職員厚生会のホームペー
ジからお申し込みくださ
い。

問 一般財団法人京都府市町村
職員厚生会

TEL（075）411-0084
HP h t t p s : / / w w w . k y o t o -

koseikai.or.jp

南丹市園部女性の館作品
展のご案内

　女性の館のサークル活動や
教室を通して身に付けた技術
を活かして作成した作品を、
随時展示しています。ぜひお
越しください。
●開館日　火曜日～土曜日　
●時間　午前9時～午後4時
●場所　園部女性の館
●�展示作品　5月：書道・花

筐、6月：水彩画・冠句・
生け花、7月：和布（衣・水・
金・土）

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

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）
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

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
開催中です。
●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日から「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

丹波自然公園からお知ら
せ

＜ゲートボール大会＞
●日時　5月31日（火）
　午前9時～
●場所　陸上競技場
●�内容　予選リーグ～決勝

トーナメント
●�参 加 費　2,000円（1チ ー

ム）
●定員　32チーム
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●対象　どなたでも
●�申込方法　5月24日（火）ま

でに、チーム名および代表
者の住所、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。

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

日吉地域情報

日吉地域グラウンド・ゴ
ルフ大会のお知らせ

　日吉地域グラウンド・ゴル
フ大会を下記のとおり開催し
ます。ご近所、お友達、ご家
族お誘い合わせのうえ、多数
ご参加ください。
●日時　6月26日（日）
　午前9時30分～
　（受付：午前９時）
※雨天予備日6月28日（火）
●�場所　日吉総合運動広場運

動場
●�対象　日吉町内在住、在勤、

在学の中学生以上の方
●チーム構成　個人戦
●�プレー規則　（公社）日本グ

ラウンド・ゴルフ協会ルー
ル及び本大会の申し合わせ
事項を適用

●�プレー方法　24ホール（8
×3ラウンド）ストローク
プレーによる個人戦（打順
は3ラウンド通じてロー
テーション方式とする）
●�申込方法　6月23日（木）午

後5時までに、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。

※ 日吉町グラウンド・ゴルフ
協会会員の方は、各クラブ
の代表理事までお申し込み
ください。
●�その他　上位20名の方は、

府民総体南丹市予選会に日
吉町代表として出場してい
ただきます。

問 日吉総合型地域スポーツク
ラブ事務局（日吉生涯学習
センター内）

TEL（0771）72-3300　
FAX（0771）72-3311

美山地域情報

元気にすごせるまち　
お出かけツアー

　世代を超えて安心して暮ら
せる地域づくりの一環とし
て、「移動手段のない高齢者の
支援」として定期的なお出か
けツアーを行います。女性ス
タッフが付き添い安心して買
い物などが楽しめます。
●�日時　5月20日（金）午前9

時頃、ご自宅に伺います。

●�対象　・宮島地区在住の高
齢者の方で、移動手段のな
い方、もしくは遠方までの
運転に自信のない方

・移動手段のない高齢者の方
・ 遠方までの運転に自信のな

い高齢者の方
●�行き先　宮島地区および園

部方面
●参加費　500円/人
●�申込方法　電話でお申し込

みください。
問宮島振興会　倉内
TEL（0771）75-5100
TEL080-9756-8051

元気アップ体操を開催し
ます
●�日時　6月3日（金）、17日
（金）

　午後2時～1時間半
●�場所　美山文化ホール　1

階会議室
●参加費　300円/回
●�その他　動きやすい服装と

靴でご参加ください。飲み
物は持参してください。

問 元気にすごせるまち宮島協
議会　倉内

TEL080-9756-8051
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