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マイナンバーカードをお
持ちでない方へ
　マイナンバーカードをまだ
お持ちでない方に、7月下旬
から9月上旬にかけて、オン
ライン申請用ＱＲコード付き
マイナンバーカード交付申請
書が順次送付されます。
　スマートフォンなどで申請
書のQRコードを読み取るこ
とで、簡単に申請ができます。
この申請書は、国と地方公共
団体が共同で運営する「地方
公共団体情報システム機構」
（J-LIS）から送付されます。
　なお、75歳以上の方で、
後期高齢者医療広域連合から
交付申請書が送付されている
方などは今回の送付対象では
ありません。申請書の送付を
希望される方は、ご連絡くだ
さい。
　最大2万円分のマイナポイ
ントの対象となるマイナンバ
ーカードの申請期限は９月末
までですので、早めの申請が
おすすめです。この機会にぜ
ひマイナンバーカードを取得
してください。
※�QRコードは（株）デンソー
ウェーブの登録商標です。

問市民課　
TEL（0771）68-0005

shimin@city.nantan.lg.jp

令和5年南丹市二十歳の
つどい開催のお知らせ
　令和4年4月1日から成人年
齢が18歳に引き下げられま
したが、南丹市では二十歳を
迎えられる方を対象に「南丹
市二十歳のつどい」を開催し
ます。
●日時　令和5年1月8日（日）
※�新型コロナウイルス感染症
予防のため、2回に分けて
開催を予定しています。

・�一部　午後1時～（受付：
正午～）　八木・日吉・美山・
その他地域の方

・�二部　午後3時30分～（受
付：午後2時30分～）　園
部の方
●�会場　園部文化会館大ホー
ル　
●�内容　式典（記念品贈呈、
誓いの言葉など）
●�対象者　南丹市在住および
出身（平成14年4月2日～
平成15年4月1日生まれ）

※�対象者で市内に住民登録
されている方については、
12月初旬に受付票などの
案内状を送付します。

※�市外へ転出されている出席
希望の方は、社会教育課ま
で案内状送付先をお知らせ
ください。

※�出欠の回答は必要ありませ
ん。

問社会教育課
TEL（0771）68-0057

お知らせ

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　8月24日（水）�　
　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

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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納期限のお知らせ

＜令和4年8月31日（水）納期
限＞
・�市府民税（普通徴収）第2期
分

問税務課　
TEL（0771）68-0004
・国民健康保険税第3期分
・�後期高齢者医療保険料第2
期分

問市民課　
TEL（0771）68-0011
・介護保険料第3期分
問高齢福祉課
TEL（0771）68-0006
・保育所保育料等8月分
・保育所延長保育料7月分
・一時保育料7月分　
・幼稚園預かり保育料7月分
問子育て支援課
TEL（0771）68-0017
・市営住宅使用料8月分
問営繕課　
TEL（0771）68-0062
・学校給食費8月分
問学校教育課
TEL（0771）68-0056
・�放課後児童クラブ負担金　
8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。

令和４年度母子家庭人間ドックの実施について

●期間　令和5年1月～令和5年3月（平日の午前中）
●場所　京都第一赤十字病院健診センター
●費用　無料
●�対象　母子家庭の母親（令和4年4月1日現在満30歳以上65歳
未満の人で、現に児童扶養手当を受給している人（令和4年4月
1日時点での受給者））
●�申込方法　8月31日（水）までに申込書（南丹保健所、子育て支
援課、各支所に備え付け）に必要事項を記入の上、84円切手を
貼った返信用封筒を添えて、持参または郵送でお申し込みく
ださい。

問南丹保健所福祉課　
TEL（0771）62-0361
〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21
�

骨粗しょう症健診のお知らせ

　「骨粗しょう症」とは、骨量が少なくなって骨がもろくなった
状態です。健診をとおして現在の骨量を認識していただくこと
で、要介護状態を未然防止することにもつながります。
●日程　

実施日 会場 定員
（先着順） 受付時間

9月14日（水） 日吉生涯学習
センター 60人 午後1時30分～3時

9月20日（火） 氷室の郷 60人 午後1時30分～3時

9月26日（月）
南丹市役所
2号庁舎
301会議室

120人
午前9時30分～11時

午後1時～2時30分

9月30日（金） 美山保健福祉
センター 60人 午前9時30分～11時

●内容　
・骨密度測定（踵の骨に超音波をあてて測定）　
・結果指導
・南丹市食生活改善推進員による啓発
●対象者　南丹市に住民票がある20歳～70歳の女性
　（令和5年3月末時点）
●申込方法　8月26日（金）までに電話でお申し込みください。
問保健医療課　
TEL（0771）68-0016
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令和４年度南丹市戦没者
追悼式のお知らせ
　先の大戦で尊い命を失われ
た戦没者の方々の追悼と、遺
族の慰謝、激励とともに、世
界の恒久平和を願い、南丹市
戦没者追悼式を挙行します。
●日時　10月24日（月）　
　午前10時～
●�場所　日吉生涯学習セン
ター
●�申込方法　各町遺族会員の
方は、所属されている遺族
会にお問い合わせくださ
い。

　�　遺族会員でない方は、8
月26日（金）までに福祉相
談課および各支所に備え付
けの申込書に必要事項をご
記入のうえ、ご提出くださ
い。

　�　なお、会場の都合上、申
込み多数の場合は過去の参
列状況などにより選考しま
す。あらかじめご了承くだ
さい。

問福祉相談課
TEL（0771）68-0023

特別弔慰金の請求期限が
近づいています
　第11回特別弔慰金の請求
期限は、令和5年3月31日で
す。請求期間を過ぎると今回
の弔慰金を請求できなくなり
ますので、ご注意ください。
●支給対象者

　�　戦没者などの死亡当時の
ご遺族で、令和2年4月1日
時点で、恩給法による公務
扶助料や戦傷病者戦没者遺
族等援護法による遺族年金
などの受給者がいない場合
に、次の順番による先順位
のご遺族1人に支給されま
す。

①�令和2年4月1日までに、戦
傷病者戦没者遺族等援護法
による弔慰金の受給権を取
得した方

②戦没者などの子
③�戦没者などの父母、孫、祖
父母、兄弟姉妹

※�戦没者などの死亡当時に、
生計関係を有していたなど
の要件を満たしているかど
うかにより、順番が入れ替
わります。

④�上記①～③以外の戦没者な
どの三親等内の親族

※�戦没者などの死亡時まで引
き続き1年以上の生計関係
を有していた方に限りま
す。
●�支給内容　額面25万円、5
年償還の記名国債
●�その他　請求される方の本
人確認書類（運転免許証、
健康保険の被保険者証な
ど）が必要ですので、ご持
参ください。代理人が手続
きされる場合は、請求者本
人と代理人、両方の本人確
認書類が必要です。

問福祉相談課
TEL（0771）68-0023

雨水タンクの購入経費の
一部を補助します
　雨水タンク購入経費の4分
の3を乗じた額（上限45,000
円・千円未満切り捨て）を補
助します。
●雨水タンク利用のメリット
　�　植物への水やりや短時間
豪雨に対する出水の軽減・
抑制。
●補助対象となる雨水タンク
　�　雨水を雨どいから分岐器
具を介して、貯留する施設
で100L以上の貯留量があ
るもの。ただし、雨水タン
クとして市販されていない
ものは補助金対象外となり
ます。
●補助交付条件
・�南丹市内で雨水タンクを設
置する建物を所有する個人
または法人であること。

・�市税、下水道受益者負担金
および分担金、上下水道料
金の滞納がないこと。

・�所有（使用）する建物1戸に
つき、雨水タンク1基。

・�設置に係る工事費用・配達
費。　

・�雨どいにかかる費用・塗装
費などは補助対象外。

・�雨水タンク本体を購入する
前に申請書を提出するこ
と。

※�予算の範囲内での補助とな
ります。

問下水道課　
TEL（0771）68-0054
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人材募集

令和5年度京都中部総合医療センター事務職員募集

　京都中部総合医療センター事務職員について、募集を行います。
　採用後は、国民健康保険南丹病院組合職員（地方公務員）となります。
●募集職種など

職種 採用予
定者数 応募資格 応募期限

事務職員 若干名
昭和62年4月2日以降、平成17年4月1日
までに生まれた方で、学校教育法に規定
する高等学校以上を卒業した方

8月29日（月）
午後5時必着

事務職員
（社会福祉士） 若干名

次のいずれかを満たす方
・�昭和62年4月2日以降に生まれた方で、
社会福祉士資格取得者（有資格者）

・�平成4年4月2日以降に生まれた方で、
令和5年4月1日までに社会福祉士資格
取得予定者

8月30日（火）
午後5時必着

事務職員
（診療情報管理士） 若干名

次のいずれかを満たす方
・�昭和62年4月2日以降に生まれた方で、
診療情報管理士資格取得者（有資格者）

・�平成4年4月2日以降に生まれた方で、
令和5年4月1日までに診療情報管理士
資格取得予定者

8月30日（火）
午後5時必着

※�地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条各号のいずれかに該当する方は受験いただけま　　
せん。　
●採用試験日時
・一般事務職員　9月18日（日）午前9時～
・社会福祉士　9月6日（火）午前9時～
・診療情報管理士　9月6日（火）午後1時～
●採用日　令和5年4月1日
※詳しくは、ホームページでご確認ください。
問京都中部総合医療センター総務課人事係　
TEL（0771）42-2510
〒629-0197 京都府南丹市八木町八木上野25番地
HP「京都中部総合医療センター採用情報」で検索
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　　　　　　　　　　南丹教育局管内小・中学
校講師募集について
　南丹市・亀岡市・京丹波町
の小・中・義務教育学校で勤
務いただける講師（常勤・非
常勤）を募集しています。必
要資格を満たしており、学校
の講師として子どもと関わり
たい方、教師を目指されてい
る方などの応募をお待ちして
おります。

講師募集ホームページ
問京都府南丹教育局学務課
TEL（0771）62-0372

相談会

禁煙相談会を開催します

　禁煙しようとしてもなかな
かうまくいかないのが現状で
す。吸いたくなった時の対応
から禁煙補助剤の使い方まで
個別に相談させていただきま
す。ぜひご参加ください。
●日時　8月31日（水）　
　�午後2時30分～午後4時
※1人30分以内
●�場所　いきいきオアシス日
吉コミュニティルーム

　�（ＪＲ鍼灸大学前駅1分コ
ンビニ等複合施設内）
●内容　
・薬剤師
・保健師による個別相談
・�禁煙補助剤・禁煙方法につ
いての紹介
●定員　2名（先着順）
●�申込方法　電話でお申し込
みください。

問保健医療課　
TEL（0771）68-0016

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＞
◆ゆっくり学ぶ（岸見一郎）◆メタバース見るだけノート（岡嶋裕
史監修）◆現代訳論語（孔子）◆もっと早く言ってよ。（一田憲子）
◆中央分水嶺を旅する（栗田貞多男）◆60分でわかる！暗号資産
超入門（開米瑞浩）◆ど素人の私でも死ぬまで困らないためのお
金の増やし方を教えてください（あきばさやか）◆ほんとうの多
様性についての話をしよう（サンドラ・ヘフェリン）◆実家じま
い終わらせました！（松本明子）◆最期まで在宅おひとりさまで
機嫌よく（上野千鶴子）◆誰も断らない（篠原匡）◆闘病した医師
からの提言iPadがあなたの生活をより良くする（安保雅博総指
揮）◆日本の絶滅危惧知識（吉川さやか）◆いのちの科学の最前線
（チーム・パスカル）◆生きもの毛事典（保谷彰彦）◆沖縄美ら海
水族館はなぜ役に立たない研究をするのか?（佐藤圭一、冨田武
照他著）◆大丈夫だよ（高尾美穂）◆10,000tを動かす技術（岡田
晴彦）◆いちばんよくわかるパターンレーベルの子供服ソーイン
グLESSON�BOOK（片貝夕起）◆おあげさん（平松洋子）◆日本ご
当地パン大全◆キッチンミノルの写真教室（キッチンミノル）◆
世界のふしぎな色の名前（城一夫、カラーデザイン研究会）◆四
季のない京都1978（時岡洋一）◆朽ちゆく庭（伊岡瞬）◆化物園
（恒川光太郎）◆風を彩る怪物（逸木裕）◆両手にトカレフ（ブレイ
ディみかこ）◆広重ぶるう（梶よう子）◆噓の木（フランシス・ハー
ディング）
＜児童書＞
◆最恐‼都市伝説ビジュアル大事典（朝里樹監修）◆のぞく図鑑
穴（宮田珠己編著）◆貝のふしぎ発見記（武田晋一写真・文）◆押
す図鑑ボタン（西村まさゆき編・著）◆豚・鶏の教え◆小学生の
ためのはじめての「クラシック音楽」（「子どもとクラシック音楽」
研究会）◆はじめましてのダンネバード（工藤純子）◆生まれかわ
りのポオ（森絵都）◆ふるふるひめ（大窪いく子）◆ちいさな宇宙
の扉のまえで（いとうみく）
＜絵本＞
◆なみのむこうに（ブリッタ・テッケントラップ）◆ぱちぱちお
めでとう（ひろゆた）◆ドーナツペンタくん（柴田ケイコ）◆よう
かいびより（堀切リエ）◆がっこうにまにあわない（ザ・キャビ
ンカンパニー）◆ひでよーし（丸山誠司）◆ホホジロザメ（沼口麻
子）◆ぜったいにおしちゃダメ？（ビル・コッター）◆およいでい
えにかえりたい（おかもとかなこ）◆戦争が町にやってくる（ロマ
ナ・ロマニーシン、アンドリー・レシヴ）
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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相談会

「無料税務相談」につい
て
　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　8月25日（木）、9月
1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

催し

文化博物館夏季展のお知
らせ
　文化博物館では、今夏2つ
の展示会を開催します。
　特別展は、発掘から50年
を迎えた園部垣内古墳の出土
品（重要文化財）や当時の発掘
の様子などを紹介します。
　企画展は、南丹市八木町出
身の画家麻田辨自の二男、麻
田浩が没後25年という節目
にあたることから、初期から
晩年までの油彩画、版画など
を一堂に公開します。
●�期間　10月10日（月）まで
　�午前9時～午後5時（入館受
付は午後4時30分まで）
●場所　文化博物館　
●�入館料　大人310円、高校・
大学生200円、小・中学生
100円

※�20名以上の団体および各
種手帳の所持の方は割引、
南丹市内在住の小中学生は

無料
＜展示会関連事業＞
①�記念講演「王墓・垣内古墳
の発掘50年と文化財保護」
●日時　9月24日（土）
　午後2時～3時30分
●�会場　園部文化会館大研修
室　
●�講師　杉原和雄さん（向日
市埋蔵文化財センター理事
長）
●定員　50名
②ギャラリートーク
●日時　9月18日（日）
　午後2時～3時30分
●�会場　文化博物館（1階展
示会場）
●�講師　麻田弦さん（麻田浩
長男）
●定員　20名
※�①②とも参加費無料。但し、
入館料必要。要予約

問文化博物館
TEL（0771）68-0081
休 館 日　 月 曜 日（9月19日、
10月10日は開館）、9月6日～
8日、9月20日

フィールドトリップinな
んたんを開催します
　市内在住の外国人や府内の
外国人留学生の方々と日本の
伝統文化を通して交流し、楽
しいひと時を過ごしません
か。
●日時　8月21日（日）　�
　正午～午後4時30分
　（受付：午前11時30分）　
●�場所　国際交流会館コスモ
ホール
●�対象　市内在住、在勤の中
学生以上の方および会員
●�申込方法　住所、氏名、年
齢、電話番号、当日連絡
先（携帯電話番号など）を
電話、FAX、Ｅメールのい
ずれかでお申し込みくださ
い。

問南丹市国際交流協会　
TEL（0771）63-1840
　（火～金12：30～16：30）

FAX（0771）63-1841
nantania@office.zaq.jp

農×移住フィールド連続
講座＠園部町、美山町
　農産物栽培を主な目的とし
た小規模の農地活用に必要な
基礎知識とワザを計2日間で
習得する連続講座です。
　農地に関する様々なルール
や手続き、南丹市の“農”の現
況などに関する座学と、草刈
のための刈払機講習や農作業
体験などの実技を、地域のプ
ロから学びます。田んぼや畑
で何かつくりたいけど、どこ
からはじめたらよいかわから
ないという方、大歓迎です。
●�開催地①　南丹市園部町摩
気地域

　1日目　8月27日（土）
　2日目　9月10日（土）
●�開催地②　南丹市美山町知
井地域

　1日目　9月17日（土）
　2日目　9月18日（日）
※�いずれも午前９時～午後5
時。原則、2日間ともご参
加ください。

※�開催地②は別料金にて宿泊
オプションあり。要問合せ。
●参加費　7,000円（2日間）
●申込期限　①8月21日（日）
　②8月31日（水）

問合せフォーム
問つむぎ　
TEL（0771）74-1327

info@tsumugi-kyoto.net
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南丹市人権講演会の開催
について
　数多くのホームレスの方々
に30年以上寄り添い、社会
復帰を支援してこられた奥田
知志さんに、支援が必要な
方々の状況や背景をお話しい
ただきます。
●日時　9月3日（土）
　午後1時30分開会
●�会場　園部文化会館大ホー
ル　
●�演題　「助けてと言えるま
ち～ひとりにしないという
支援～」
●�講師　奥田�知志さん（ＮＰ
О法人抱樸�理事長）
●�対象　市内在住・在勤・在
学の方
●�申込方法　参加申込書に住
所、氏名、電話番号をご記
入いただき提出いただく
か、電話、ＦＡＸ、メール
でお申し込みください。
●�その他　要約筆記・手話通
訳・託児ルームを準備しま
す。

　�　託児ルーム（6カ月以上
～就学前のお子さん対象）
をご希望の場合は、8月26
日（金）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
＜同時開催：マイナンバー
カード出張申請のご案内＞
　マイナンバーカードをまだ
お持ちでない南丹市民の方を
対象に、会場内で顔写真を撮
影の上、申請受付を行いま
す。カードは後日、郵送でご
自宅にてお受け取りいただけ
ます。来場時間や必要書類の
確認のため、事前に電話でご
予約をお願いします。
●申込期限　8月26日（金）　
●定員　10人（先着順）
問市民課 
TEL（0771）68-0005

京都サンガF.C.ホームタウンデーを開催します

　南丹市は京都サンガF.C.のホームタウンです。
　サンガスタジアム�by�KYOCERAで「南丹市ホームタウンデー」
を開催します。市民の皆さんを特別価格でご優待いたします。
●日時　9月3日（土）キックオフ時間未定　
　京都サンガF.C.　ＶＳ　ヴィッセル神戸
●場所　サンガスタジアム�by�KYOCERA（亀岡市追分町）
●対象　南丹市に在住の方
●席種

席種 券種 価格
バック上層指定席 大人 2,790円（通常3,100円）

小中高生 990円（通常1,100円）
ホーム指定席 大人 2,340円（通常2,600円）

小中高生 810円（通常��900円）
※チケット完売時はお申込み受付を終了させていただきます。
※�試合日程や応募開始日は変更となる場合がありますので、詳
細は京都サンガF.C.ホームページをご覧ください。
●�応募方法　8月19日（金）午前11時から試合当日ハーフタイム
終了までに申込フォームからお申し込みください。

申込フォーム
問京都サンガF.C.ホームタウン推進課
TEL（0774）55-7603

ソフトバレーボール府民総体予選会の開催

　府民総合体育大会のソフトバレーボール競技の南丹市の代表
チームを決める予選大会を開催します。チームを編成していた
だき、お気軽に参加してください。
●日時　9月4日（日）午前10時～受付開始
●会場　スプリングス日吉体育館（南丹市日吉町中宮ノ内向8　
　TEL（0771）72-1526）
●�参加資格　南丹市に在住または在勤の方で、10月30日（日）に
山城運動公園体育館で開催予定の本大会に出場可能なチーム
並びに選手　
●種別
①成年の部：30歳代男女各2人、40歳以上男女各2人で構成
②壮年の部：40歳代男女各2人、50歳以上男女各2人で構成
※令和4年4月1日現在の満年齢
●�参加申込　8月22日（月）までに郵送または持参でお申し込み
ください。

※�申込用紙は、南丹市スポーツ協会事務局にあります。
問南丹市スポーツ協会事務局（社会教育課内）
TEL（0771）68-0057 
FAX（0771）63-2850
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自力アップ体操初級指導
者養成講習第6期生募集
　この講習では、人の身体が
壊れる（症状）仕組みを知り、
これを防ぐためのバランス調
整と手入れの手法を基礎から
学べます。
●�日時　全11回①9月8日②
9月29日③10月6日④10
月20日⑤11月10日⑥11
月17日⑦12月1日⑧12月
15日⑨1月12日⑩1月19
日⑪2月2日（いずれも木曜
日）

　午後7時30分～9時
●�場所　ガレリアかめおか研
修室　
●�対象　成人の男女（専門知
識はなくても可）
●�内容　実技（体操実践、歪
みの見方、指導法）・座学（体
操理論、体の基本知識）
●�受講料　10,000円（保険
料込）＋年会費3,000円
●定員　10名
●認定　試験（実技・筆記）
※�体操考案者・健康運動指導
士認定
●�申込方法　9月2日（金）ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。

問 南丹けんこう美人　中島光
章

TEL090-3171-0413

学びの南丹「和菓子づく
り体験教室」受講者募集
　京都の伝統的な和菓子の種
類や特徴を学び、和菓子づく
りのプロ職人さんの技を観な
がら、和菓子づくりを体験し
ませんか。
●日時　9月10日（土）
　午前10時～11時30分
●�場所　八木市民センター料
理実習室
●�講師　將野�義雄さん（京都
府菓子技能士会会長　令和
2年黄綬褒章受賞）
●�対象者　南丹市在住の小学

生と保護者
●参加費　一人200円
●�持ち物　エプロン・ふきん・
筆記用具・水分補給用飲み
物
●定員　20人
●�申込期間　8月16日（火）～
9月6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）

第１６回南丹市ボウリン
グ交流大会を開催します
　この大会は第4回京都府民
総合体育大会およびマスター
ズ南丹市代表選考会を兼ねて
います。
●日時　9月10日（土）
　午後7時30分開始
　（受付：午後7時）
●�会場　アルプラザボウル
（亀岡市篠町野条　ＴＥＬ
（0771）24－3386）
●競技方法　
・�1人4ゲームトータルピン
にて順位決定。

・�性別、年齢によってハン
ディ有。
●�参加資格　18歳以上の南
丹市内在住または在勤者
（高校生は不可）
　�　府民総体の出場資格は、
18歳以上の社会人に限る。

　�　マスターズは、50歳以
上に限る。
●��参 加 料　1人2,000円（ 当
日受付にて徴収。貸し靴代
は別途必要）
●�申込方法　9月6日（火）午
後5時までに住所、氏名、
年齢、性別、連絡先（電話
番号）を電話またはＦＡＸ
でお申し込みください。
●�その他　表彰は、優勝者に
トロフィ（持ち回り）を授

与。（参加賞有）
　�　会場への道中ならびに競
技中の負傷について、主催
者は一切の責任を負いませ
ん。

問 南丹市ボウリングクラブ事
務局　

TEL090-4303-1450
問園部海洋センター　　
TEL（0771）68-0084
問社会教育課　　　　　
TEL（0771）68-0057　
FAX（0771）63-4434

日吉町東胡麻城と大戸城
のハイキング
　両城の経路での稜線の山歩
きをしながら古城等の歴史や
形状を歴史家の研究成果に基
づいて説明しますので、ぜひ
ご参加ください。
●日時　9月11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（〒629-0311 南丹市日
吉町胡麻野化10番地）トイ
レ、無料駐車場あり

　�　下山後休憩昼食場所は
20ｍ近くに日吉神社の東
屋等あり　
●�歩行距離　約5キロ、高低
差130ｍ
●�参加費　市内500円、市外
千円（当日会所前でお支払
いください）
●�申込方法　9月1日（木）ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。
●�服装　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
●�その他　保険をかけ応急処
置はしますがそれ以上は自
己負担、子供と幼児は保護
者同伴とします。
●�雨天時　決行しますが大雨
警報などの場合は順延しま
す。

問東胡麻文化振興会芦田俊孝
TEL090-7870-6550
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学びの南丹「楽しい韓国
文化教室」受講者募集
　参加された皆さんと気軽に
楽しく和やかに会話しながら
韓国文化を学びます。
●日時　
　1回目：9月15日（木）
　2回目：9月29日（木）
　�いずれも午後6時～７時30
分
●�場所　八木市民センター研
修室1・2および料理実習
室
●講師　徐希寧さん
●�対象者　南丹市在住・在勤
の成人
●定員　8人
●参加費　1,000円
●準備物　筆記用具
※�この他に必要な準備物は、
受講者に後日連絡します。
●�申込方法　8月16日（火）～
9月6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）

サクッとフィットネス講
座参加者募集
　市民の皆様に参加いただけ
るスポーツイベント企画とし
て、“「学びの南丹」サクッと
フィットネス講座”を開催し
ます。
●�日時　9月23日（金・祝）
・�第１部：午前10時～午前
11時30分（受付：午前9時
30分～）

・�第２部：午後1時30分～午
後3時（受付：午後1時～）
●場所　園部海洋センター
●�講師　南丹市スポーツ推進
委員
●内容・対象
・�第１部：ヨガ、フォーム

ローラー、南丹市在住（18
歳以上）先着40人

・�第２部：スポーツリズムト
レーニング、南丹市在住（小
学生以上）先着50人

※�小学生参加の場合、保護者
の方も付き添い参加が必要
です。
●�その他　当イベントは、「な
んたん健幸ポイント」付与
の対象事業です。参加いた
だくことで、ポイントを貯
めることができます。

ホームページ
●�申込方法　9月14日（水）午
後5時（必着）までに住所、
氏名、年齢（小学生は学年）、
電話番号、希望コース）を
郵送、FAXまたはメールで
お申し込みください。

※�タイトルに「「学びの南丹」
サクッとフィットネス講座
申込」とご記入ください。

問社会教育課
TEL（0771）68-0057
〒 622-8651　南丹市園部町

小桜町47　南丹市教育委
員会　社会教育課　社会体
育係　宛

FAX（0771）63-2850
 be-syakai@city.nantan.
lg.jp

「廃校ＤＥ夏祭り」
かめたんレザミ
　縁日やおめかしコーナー
（キッズメイク・ヘア・浴衣
着付け・フォト）、キッズダ
ンス・マジックショーといっ
た舞台ゲストも登場。
　大人用の夏の癒しコーナー
も目白押し。
　キッチンカーで美味しいも
のを食べながら、三世代で一
日中楽しめます。
　赤ちゃん連れに優しい室内
開催。おむつ替え台有。
●日時　8月28日（日）
　午前10時～午後４時
●�場所　吉富ノ庄（旧吉富小
学校）

 　LINE�　 　　Instagram
問かめたんレザミtetote
TEL090-2708-8045

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
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南丹市健幸・食育レシピ
コンテスト作品募集
　めざせ！なんたん「健幸」
シェフ！おすすめのレシピを
紹介してみませんか？たくさ
んの応募をお待ちしていま
す。
＜応募内容＞　
　2つのテーマから選んでく
ださい。
●�テーマＡ（野菜や米を使っ
たレシピ）

・�南丹市内で生産されている
野菜や米を積極的に使った
もの

・�夏野菜に偏らず、四季を通
して使用できる野菜も組み
合わせること

・�肉、卵、大豆・大豆製品を
組合せてもよい
●テーマＢ（和食健幸レシピ）
・�「かつおだし」を活かした和
食レシピ

・�野菜、米、肉、卵、大豆・
大豆製品などを使い「塩分
控えめ」「脂肪分控えめ」「カ
ルシウムアップ」などを意
識した健幸レシピ
●�対象　南丹市在住の小中学
生　
●�応募方法　9月30日（金）必
着で南丹市役所保健医療課
に提出してください。応募
用紙は保健医療課でお渡し
します。また南丹市ホーム
ページからもダウンロード
できます。

南丹市健幸・食育レシピコンテス
ト作品募集
●�賞および表彰　参加者全員
に参加賞、受賞者に賞状と
賞品を贈呈します。令和4
年12月頃に結果をお知ら
せし、表彰式をおこなう予
定です。
●�各賞について　南丹市商工
会長賞・南丹市食生活改善

推進員協議会長賞・南丹市
健幸まちづくり推進協議会
長賞、学校給食賞など
●�その他　1人で複数のレシ
ピの応募、家族で一緒に考
えたレシピも可能です。書
類の返却はしません。応募
された項目の著作権などの
権利は主催者に帰属し、チ
ラシや印刷物、レシピによ
り調理した商品の販売・販
売促進等に使用する場合が
あります。

問保健医療課　
TEL（0771）68-0016

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。
　品のご提案をいただいた場
合、返礼品の条件を満たして
いるか審査のうえ、各種ふる
さと納税ポータルサイトに掲
載します。
　返礼品の登録は随時受付け
ておりますので、ご相談から
具体的な品の提案まで興味の
ある方はお問い合わせくださ
い。
●返礼品の登録条件
下記いずれかに該当するもの
①�市内で生産、製造されてい
るもの

②�市内で提供されるサービ
ス・役務

問地域振興課　
TEL（0771）68-0019

 f u r u s a t o - o u e n @ c i t y .
nantan.lg.jp

わらべうたベビー・キッ
ズマッサージ教室
●日時　8月24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2人以上の場合　
追加500円/1人
●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

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
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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

丹波自然運動公園からお
知らせ

＜テニス教室（夜の部）＞
●�日時　9月5日～10月24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　住所、氏名、年
齢、電話番号をはがき、Ｆ
ＡＸ、Ｅメールのいずれか
でお申し込みください。

＜マスターズテニス大会＞
●日時　9月21日（水）
　午前9時～
●場所　テニスコート
●�内容　予選リーグ戦～決勝
トーナメント
●参加費　2,000円（1ペア）
●�定員　男女別ダブルス／各
32組　※先着順
●�対象　男子60歳以上、女
子50歳以上
●�申込方法　8月21日（日）か
ら9月14日（水）の間に、参
加者の住所、氏名、年齢、
電話番号を、はがき、ＦＡ
Ｘ、Ｅメールのいずれかで

お申し込みください。
＜ツリークライミング教室＞
●�日時　9月23日（金・祝）①
午前10時～②午後0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　8月23日（火）～
9月22日（木）の間に、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　9月27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　288人（予定）
●�申込方法　8月27日（土）以
降に住所、氏名（ふりがな）、
性別、生年月日、電話番号、
ＦＡＸ番号を、はがき、Ｆ
ＡＸ、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

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
（0771）68-0065
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