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この宝くじの収益金は、市
町村の明るいまちづくりや環
境対策、高齢化対策など地域
住民の福祉向上のために使わ
れます。
●発売期間　7月6日(水)〜
　29日(金)
●抽選日　8月9日(火)
●発売場所　全国の宝くじ売
　場(通信販売でも購入でき
　ます。)
●当選金額　1等5億円、前
　後賞各1億円
●証票単価　300円

(公財)京都府市町村振興協 
　会

(075)411-0200

市内の農地を対象に荒廃農
地の発生、解消状況調査およ
び農地パトロールを実施しま
す。

主に、前年度において農地
法に係る許認可を受けた農地
や、平成27年度の耕作放棄
地を対象とします。また、無
断転用や遊休荒廃農地の早期
発見、農地をめぐる現状把握
も行い、早期改善に向けて農
家のご理解とご協力を求める
こととしています。

調査にともない、農業委員
および職員が農地に立ち入る
ことがありますので、予めご
了承ください。
●期間　7月11日(月)〜15
　日(金)　※5日間

農業委員会事務局
(0771)68-0067

「社会を明るくする運動」
〜犯罪や非行を防止し、立ち
直りを支える地域のチカラ〜
は、全ての国民が、犯罪や非
行の防止と、あやまちを犯し
た人の立ち直りについて理解
を深め、それぞれの立場にお
いて力を合わせ、犯罪や非行
の無い安全で安心な地域社会
を築こうとする全国的な運動
です。南丹市全域でも街頭啓
発活動などを行います。ご理
解、ご協力をお願いします。

人権政策課
(0771)68-0015

くらしの資金貸付制度は、
病気や失業、不慮の事故、災
害などで、生活のためにどう
しても緊急一時的な資金を必
要としている家庭に活用して
いただくための貸し付けで
す。次のとおり平成28年度
夏期貸付の申し込みを受け付
けます。
●受付期間　7月1日(金)〜 
　7月15日(金)
●貸付限度額　10万円以内
●返済方法　毎月割賦償還　
　(最長20回)

南丹市社会福祉協議会本所
(0771)72-3220
各支所
園部(0771)62-4125

　八木(0771)42-5480
　日吉(0771)72-0947
　美山(0771)75-0020

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です。多
くの方のご協力をお願いしま
す。
●日程　7月6日(水)
●時間　午前10時〜11時30
　分、午後0時30分〜3時30
　分
●場所　八木公民館

保健医療課
(0771)68-0016

荒廃農地状況調査および
農地パトロールを実施

７月は「社会を明るくす
る運動」強調月間です

くらしの資金貸付(夏期
分)を受け付けます

献血・骨髄ドナー登録に
ご協力ください

サマージャンボ宝くじの
発売について
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南丹市では、大規模な災害などの発生時にも市民の方々の安心・安全をより確実に確保できる取り
組みとして、避難所や観光地へ公衆無線LAN(Wi-Fi)環境を整備しました。

災害時には、スマートフォンなどの端末により、避難所や災害現場から安否確認や必要な生活情報
などの情報収集や情報発信が可能となります。また平常時は、施設利用者や観光客が簡単にインター
ネットを利用することができます。
●利用場所　利用できる施設は、市役所や学校施設、観光施設など全44拠点で、アクセスポイント
　は92箇所です。「Nantan_Free_Wi-Fi」のステッカーが貼ってある場所でご利用いただけます。
●利用方法
①Wi-Fi機能を持ったスマートフォン、タブレット、パソコンなどで利用できます。
②南丹市公衆無線LANサービス利用規約に、必ず同意した上でご利用ください。
③利用には「メールアドレスの登録」または「OPEN-ID(Google、Facebook、Twitter、Yahoo
　サービスのアカウント)でログイン」が必要となります。
④1回あたりの接続時間は30分間で、1日に3回利用できます。
⑤30分以上経過または拠点を移動された場合には、再度利用規約に同意が必要となります。
⑥サービス提供時間(利用可能時間)は、午前7時から午後12時までです。
⑦一度登録いただくと、1カ月間は再登録なしで利用いただけます。
●セキュリティなどの留意点
①本サービスは、誰もが簡単にお使いいただけるよう、無線区間(端末からアクセスポイントまでの
　区間)の暗号化は行っていません。そのため、悪意を持った利用者がいる場合は、無線区間の通信
　内容が傍受され、入力したIDやパスワード、クレジットカード番号などの個人情報を盗み見され
　る可能性があります。その旨をご理解いただき、利用者自身の責任において本サービスをご利用く
　ださい。
②本サービスは、青少年の健全な育成などの観点から、インターネット上の有害な情報へのアクセス
　を規制する「フィルタリング」を行なっています。
③災害時など本市が必要と認める際には、サービス提供時間は24時間とし「00000NANTAN」　
　というSSIDに接続することで無認証(メールアドレスの登録などが不要)、接続回数制限なしで本
　サービスが利用できます。
●南丹市公衆無線LAN(Wi-Fi)アクセスポイント設置場所(44拠点)
【園部地域公共施設】園部スポーツセンター、園部海洋センター、園部公民館、国際交流会館、中央
　図書館、文化博物館
【八木地域公共施設】八木公民館
【日吉地域公共施設】日吉町生涯学習センター(隣接の鍼灸大学前駅でも利用可)、日吉町郷土資料館
【美山地域公共施設】美山文化ホール(ロビー)
【ＪＲ駅、バス停留所】園部駅西口広場、日吉駅、胡麻駅、日吉町佐々江バス停
【観光施設】美山町北地区かやぶきの里集落内(民族資料館、かやぶき交流館ほか)
【都市公園など】園部公園(陸上競技場)、八木運動公園(スポーツフォアオール付近)、美山自然文化
　村(キャンプ場付近)
【庁舎】市役所本庁、八木支所、日吉支所、美山支所
【小学校施設】園部小学校(体育館、ランチルーム)、園部第二小学校(体育館、ランチルーム)、八木
　西小学校(体育館、地域交流室)、八木東小学校(体育館、地域交流室)、殿田小学校(体育館、ランチ
　ルーム)、胡麻郷小学校(体育館、地域交流室)、美山小学校(体育館、ランチルーム)
【中学校施設】園部中学校(体育館、多目的ホール)、八木中学校(体育館、格技場)、殿田中学校(体育
　館、格技場)、美山中学校(体育館、ランチルーム)
【学校跡施設】旧川辺小学校(体育館、ランチルーム)、旧摩気小学校(体育館、ミーティングルーム)、
　旧西本梅小学校(体育館、ランチルーム)、旧吉富小学校(体育館、旧職員室)、旧新庄小学校(体育館、
　図書室)、旧神吉小学校(体育館、２階和室)、旧五ヶ荘小学校(体育館、校舎1階)、旧知井小学校(体育館、
　ランチルーム)、旧平屋小学校(体育館、ランチルーム)、旧鶴ヶ岡小学校(体育館、ランチルーム)、旧大野
　小学校(体育館、ランチルーム)

情報政策課　 (0771)68-0066

南丹市公衆無線ＬＡＮサービス「Ｎａｎｔａｎ Ｆｒｅｅ Ｗｉ-Ｆｉ」のご案内
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市ホームページ内に「南丹
市地域あんしん情報」サイト
を新設しました。このサイト
は、市ホームページに掲載さ
れている災害情報などの重要
な情報を集約し、災害時など
に簡単に閲覧できるサイトで
す。スマートフォンに対応し
ており、市民の皆さんから、
危険箇所などの情報を提供し
ていただける機能も備えてい
ます。ぜひご活用ください。
●掲載情報
・お知らせ(行事などの各種
　おしらせ)
・防災、災害情報(重要なお知
　らせ、防災情報、消防情報)
・メール配信サービス(なんた
　んメールと南丹市子ども安
　心メールで配信した情報)
・ライブカメラ(市内4カ所
　の河川の状況)
・動画チャンネル(南丹市の
　観光、市政など)
・南丹市への情報提供(危険
　箇所などの情報提供機能)

情報政策課
(0771)68-0066

6月24日、土地区画整理
法第103条第4項の規定によ
り、南丹都市計画事業内林町
土地区画整理事業の換地処分
があった旨の公告を行いまし
たのでお知らせします。

都市計画課
(0771)68-0052

●内容　自衛官の仕事と生活、採用種目について説明
●対象　どなたでもご参加いただけます。
●その他　予約不要、履歴書不要、入退場自由、服装自由

防衛省自衛隊亀岡募集案内所　 (0771)24-4170

京都府では、府民の皆さんに統計に親しんでいただくととも
に、統計グラフの表現技術の向上を図るため、京都府統計グラフ
コンクールを実施します。
●対象　京都府内の学校に在学する方および府内に居住または勤
　務する方
●応募資格・課題

●用紙規格　仕上げ寸法72.8cm×51.5cm(B2判)
※市販のB2判で、規格より大きい場合は切ってお使いください。
　なお、規格は厳守してください。
●応募方法　9月8日(木)(必着)までに、作品に応募作品票を添付
　して京都府政策企画部企画統計課に提出してください。なお、
　市役所へ提出される場合は、8月26日(金)までに総務課または
　各支所地域推進課へご提出ください。
※募集要領、応募作品票は、京都府ホームページ http://www.
　pref.kyoto.jp/tokei/news/graconbosyu.html からダウン
　ロードできます。
●その他　応募の注意、作品作成上の注意など詳細については、
　募集要領をご確認ください。

京都府政策企画部企画統計課　 (075)414-4487
602-8570 京都市上京区下立売通新町西入
総務課　 (0771)68-0002
各支所地域推進課　 八木(0771)68-0020

　日吉(0771)68-0030　美山(0771)68-0040

南丹市地域あんしん情報
サイトの設置について

内林町土地区画整理事業
の換地処分のお知らせ

京都府統計グラフコンクールの作品を募集します

自衛隊説明会を開催します

応募資格 課題

手書き
統計

グラフ
の部

第1部 小学校１・２年生 自分で観察、調査した結
果をグラフにしたもの第2部 小学校３・４年生

第3部 小学校５・６年生
自由第4部 中学生

第5部 高校生以上・一般

パソコン統計
グラフの部 小学生以上・一般

自由(小学校4年生以
下の場合：自で観察、
調査したもの)

開催日 時間 場所

7月2日(土)

午前9時30分〜
11時30分

ガレリアかめおか2階
第1研修室

午後2時〜4時 国際交流会館2階第3
研修室

7月3日(日)

午前9時30分〜
11時30分

道の駅「京丹波 味夢の
里」ミーティングルーム

午後2時〜4時 ガレリアかめおか1階
工作室
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市税などは、定められた納期限までに市役所本庁、各支所または金融機関窓口などで納めてください。
●平成28年度納期限一覧表

※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、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。
●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ます。督促状1通につき手数料100
円が掛かります。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、府税および市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
口座振替申込書に記入いただき、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。
●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
※軽自動車税を除く市税などの納付の確認は、預貯金通帳でご確認ください。口座振替納付済通知書
　は発行しません。
市府民税、固定資産税・都市計画税　 税務課　 (0771)68-0004
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料　 保健医療課　 (0771)68-0011
介護保険料　 高齢福祉課　 (0771)68-0006
市税・国民健康保険税の滞納処分　 京都地方税機構中部地方事務所　 (0771)22-3884

6月10日に配布した参議院議員通常選挙に係るチラシについて、投票所の一部に誤りがありました
ので、お詫びして訂正します。
(誤)第19区投票所　南丹市立八木小学校
(正)第19区投票所　南丹市立八木西小学校　 南丹市選挙管理委員会　 (0771)68-0002

市税などは納期限内に納付してください

参議院議員通常選挙に係る投票所の訂正について

期別 市府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、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) 平成29年1月4日(水)

第7期 上記のうち介護保険料以外　12月28日(水) 平成29年1月31日(火)介護保険料　平成29年1月4日(水)
第8期 平成29年1月31日(火) 平成29年2月28日(火)
第9期 平成29年2月28日(火) 平成29年3月31日(金)
第10期 平成29年3月31日(金)
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平成28年度の狩猟免許の試験日および講習会の日程は次のと
おりです。
●日程など
＜狩猟免許試験日＞

※申込期間は、いずれも土・日・祝日は除く
＜狩猟免許講習会＞

※申込期間は、いずれも土・日・祝日を除く
●定員　各120人(先着順)
●補助制度　南丹市では、有害鳥獣のより効率的な捕獲を実施す
　るため、有害鳥獣捕獲を目的に新たに狩猟免許を取得された方
　に、取得経費の一部を補助する制度を設けています。京都府
　からの免許取得者通知を確認後、南丹市から取得者に補助金に
　関する書類を送付します。なお、補助金の交付申請には、南丹
　市猟友会への加入などが必須条件となります。詳細については
　お問い合わせください。
狩猟免許試験　 京都府南丹広域振興局森づくり推進室
　　　　　　　 (0771)22-0426
講習会　 京都府猟友会　 (075)821-5225
補助金制度　 農林整備課　 (0771)68-0012
　　　　　　 各支所地域推進課　 八木(0771)68-0020
　　　　　　　日吉(0771)68-0030　美山(0771)68-0040

小・中学生および高校生を
対象に、社会福祉施設で生活
されている高齢者やそこで働
いている方々と交流を深める
「福祉体験教室」を開催しま
す。

【無料・要申込】
●目的　介護体験を通して、
　命の尊さや思いやり、優し
　さ、人間の尊厳など、人と
　して大切なことを学ぶ。
●日時　①8月1日(月)午後
　のみ(オリエンテーション)
　②8月5日(金)一日
　　(体験教室)

●場所　社会福祉法人長生園
●対象　市内在住、または在
　学の小学5年生以上および
　中学生、高校生で、両日と
　も参加できる方
●定員　50人
●主催　南丹市民生児童委員
　協議会
●申込方法　7月7日(木)ま
　でに、在学している学校に
　お申し込みください。市外
　の学校に在学の方は次の問
　合せ先にお申し込みくださ
　い。

社会福祉課
(0771)68-0007

「第2回京都丹波トライア
スロン大会in南丹」を一緒に
盛り上げていただけるボラン
ティアを募集しています。
●大会会場　八木町大堰川緑
　地公園周辺
●大会開催日
　8月28日(日)
●応募資格　高校生以上の元
　気な方
●事前説明会日時
　8月20日(土) 午後1時〜
●事前説明会会場　クアスポ
　くちたん(口丹波勤労者福
　祉会館)
●業務内容　受付のサポート、
　セレモニーの設営・運営、
　選手誘導、警備、給水、
　コース設営・撤去など
●集合場所　クアスポくちたん
●業務時間　早朝(業務内容
　により異なる)〜午後4時頃
●応募方法　8月5日(金)まで
　に、氏名、性別、生年月日、
　住所、メールアドレス、携帯
　電話番号をＥメールまたはＦ
　ＡＸで連絡の上、お申し込み
　ください。
●その他　当日は昼食を準備
　します。雨具などは各自で
　ご用意ください。

社会教育課
(0771)68-0057
(0771)63-2850
be-syakai@city.nantan.

　kyoto.jp

平成22年4月1日から平成
28年3月31日の６年間、南
丹八木分室相談所において、
結婚を望まれる方々への相
談、登録、見合いなどの業務
を行ってきましたが、この
度、相談所が他の地域に移転
することとなりました。

《裏面に続く》

狩猟免許試験・講習会について

「福祉体験教室」の参加
者を募集します

「京都丹波トライアスロン
大会」のボランティア募集

京都身体障害者結婚相談
所分室閉鎖のお知らせ

日程 場所 申込期限
8月28日(日) 京都社会福祉会館 8月18日(木)まで
9月3日(土) 綾部市市民センター 8月25日(木)まで
12月8日(木) 京都社会福祉会館 12月1日(木)まで

日程 場所 申込期間
8月20日(土) ガレリアかめおか 8月2日(火)まで

12月3日(土) ガレリアかめおか 11月7日(月)〜25日(金)
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南丹八木分室相談所には多
くの方々からご支援いただき
誠にありがとうございまし
た。

なお、移転先は次のとおり
です。
●名称　京都身体障害者結婚
　相談所　所長　川端正彦
●分室名　八幡分室相談所
●開所日　毎月第1月曜日、
　第3木曜日
※ただし祝日の場合は休み
●時間　午前10時30分〜午
　後3時30分(休憩1時間)

614-8022 京都府八幡市
　東浦5番地 八幡市福祉会
　館内

080-2451-8491
(075)983-5798

東日本の放射線高線量地域
に暮らしている、子どもと保
護者を対象にした保養キャン
プを、7月24日から8月31日
の間、園部町埴生で開催しま
す。

そのキャンプにおいて、料
理や洗濯、掃除、子どもの見
守りなどを手伝ってくださる
方を募集します。

説明会を開催しますので、
興味のある方はご参加くださ
い。
●日時　7月3日(日) 
　午後1時30分〜4時30分
●場所　NANTAN交流の家
　(園部町埴生垣内14)
●主催　ゴー！ゴー！ワクワ
　クキャンプ
●後援　南丹市
●その他　詳細は電話または
　Ｅメールでお問い合わせく
　ださい。

ゴー！ゴー！ワクワク　　
　キャンプ

080-1403-0979
55wakuwakucamp@　

　gmail.com

南丹市の良好な景観を保
全・形成するための審議機関
として、「南丹市景観審議
会」を設置しています。市民
の皆さんに委員として参画い
ただき、より良い景観行政を
推進していきます。
●応募資格　市内に住所を有

し、平成28年4月1日現在で
満20歳以上の方で、市内の
景観に関心を持ち、審議会に
おいて積極的に意見を述べ
ていただける方

●募集人員　若干名
●任期　委嘱の日から2年間
●選考方法　選考会において
　作文の内容を基に選考しま
　す。
●応募方法　応募申込書ま

たは、任意の様 式に① 住
所、②氏名、③生年月日、④
性別、⑤電話番号、⑥作文
(テーマ：南丹市の景観を活
用したまちづくりについて
(800字以内))を記入の上、
7月11日(月)午後5時必着
で、郵送、Ｅメール、ＦＡＸ、
持参のいずれかでお申し込
みください。なお、持参の
場合は各支所地域推進課
でも受け付けます。

※応募申込書は市ホームペー
　ジからもダウンロードでき
　ます。
●その他　提出いただいた書
　類は返還しません。また個
　人情報については、南丹市
　個人情報保護条例に基づき
　取り扱います。

地域振興課
622-8651 南丹市園部町

　小桜町47番地
(0771)68-0019
(0771)63-0653
chiiki@city.nantan.kyoto.

　jp

ゴーワク(保養キャンプ)
のスタッフを募集します

なんたん元気づくり体操
普及リーダー養成講座

地域で、転倒予防体操の
「なんたん元気づくり体操」
を普及していただけるリー
ダーを養成するための講座を
開催します。【無料・要申込】
●日時　①8月10日(水) 　
　午後1時30分〜4時30分
　②9月5日(月) 午後1時　
　30分〜4時30分
●場所　南丹広域振興局園部
　総合庁舎新館ABC会議室
●対象　健康に関心があり、
　「なんたん元気づくり体操」
　をご近所に広げていただけ
　る方
●内容
第1回
①講義「健やかで心豊かな高
　齢期を生きる」講師：大阪
　滋慶学園顧問・京都医健専
　門学校教育顧問　大島行博
　氏
②実技「あなたにでもできる
　なんたん元気づくり体操」
　講師：大阪医療福祉専門学
　校診療情報管理士学科副学
　科長　山口典孝　氏
③交流会
第２回
①講話(お口の健康)講師：　
　南丹保健所歯科医師
②体操実践　助言者：大阪医
　療福祉専門学校診療情報管
　理士学科副学科長
　山口典孝　氏
③交流会(登録証をお渡しし
　ます)
●定員　30人
●持ち物　運動ができる服
　装、お茶、タオル
●申込方法　7月15日(金)ま
　でに、住所、氏名、生年月
　日、電話番号、活動団体
　(所属の場合)の名称を電話
　またはFAXで連絡の上、
　お申し込みください。

南丹保健所保健室
(0771)62-4753
(0771)63-0609

南丹市景観審議会委員の
公募について

人材募集
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　平成28年度(平成29年度採用)の職員採用試験を実施します。
●募集職種
①一般試験

②社会人試験

※地方公務員法第16条の規定による欠格条項に該当する方は受
　験できません。

●募集人員　一般事務職：5
　人程度、保育士・幼稚園教
　諭、栄養士、保健師、土木
　技師、作業療法士：各若干
　名
●試験日　第1次試験　9月
　18日(日)午前9時〜(予定)
●要項配布場所　市役所1号
　庁舎2階総務課人事給与係
●要項配布・受付期間　
　7月1日(金)〜8月12日(金)
　午前8時30分〜午後5時15
　分(土、日、祝日を除く)
※市ホームページからもダウ
　ンロードできます。
●受験手続　申込書に必要事
　項を記入の上、必要書類を
　添えて持参または郵送して
　ください。
※必要書類その他詳細は要項
　をご確認ください。

総務課
(0771)68-0008

職種 受験資格

一般事務職 平成3年4月2日から平成11年4月1日までに生ま
れた方

一般事務職
(身体障がい者)

次のすべての要件を満たす方
・平成3年4月2日から平成11年4月1日までに生
　まれた方
・身体障害者手帳の交付を受けている方
・自力での通勤が可能で、介護者なしに職務の遂
　行が可能な方
・活字印刷文による筆記試験に対応できる方
・口述による面接試験に対応できる方

保育士 平成29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方

平成3年4月2日
以降に生まれた
方

幼稚園教諭

栄養士 平成29年3月末までに栄養士資
格を取得または取得見込みの方

保健師 平成29年3月末までに保健師資
格を取得または取得見込みの方

昭和63年4月2
日以降に生まれ
た方

土木技師

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方もし
くは平成29年3月末までに卒業
見込みの方

昭和63年4月2
日から平成11
年4月1日まで
に生まれた方

職種 受験資格

保育士
幼稚園教諭

「保育士」または「幼稚園教諭」の
実務経験が3年以上ある方

昭和56年4月2
日以降に生まれ
た方

保健師 「保健師」の実務経験が3年以
上ある方

栄養士 「栄養士」の実務経験が3年以
上ある方

土木技師
民間企業などで土木関係の設計
業務、施工管理等の実務経験が
3年以上ある方

作業療法士 「作業療法士」の実務経験が3
年以上ある方

昭和46年4月2
日以降に生まれ
た方

南丹市職員採用試験の実施について

森の京都博が展開され
ています

第40回全国育樹祭を中
核イベントとして、「森の
京都」エリアである京都府
中部の6市町(南丹市、亀岡
市、京丹波町、福知山市、
綾部市、京都市右京区京北)
において、さまざまな交流
型イベントが、通年にわた
り開催されます。

今年は「森の京都」エリ
アが大きく動き出します。
森林が総面積の約8割を占
め、森の恵みがとても豊か
な地域です。豊かな森林の
さまざまな魅力にさらに磨
きを掛けて、多くの方に体
験・交流していただく「森
の京都博」に、ぜひご参加
ください。

さまざまなイベントは、
ホームページで公開されて
います。
http://morinokyotoha

　ku.jp/
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●試験区分、応募資格

●応募方法　7月1日(金)〜８月24日(水)の午前9時〜午後5時
　(土、日、祝日を除く)の間に、公立南丹病院総務課に備え付け
　の職員採用試験申込書に必要事項を記入の上、持参または郵送
　してください。
※申込書は公立南丹病院ホームページからもダウンロードできま
　す。
※郵送の場合は受付期間内に必着のこと
●第1次試験
　・日時　9月18日(日) 午前9時〜
　・場所　公立南丹病院第2病棟5階講堂
　・試験　事務職員：教養試験、事務職員(社会人経験者)：社会
　　人基礎試験
　・合格発表　10月上旬に文書で通知します。
●第2次試験
　・日時　第1次試験合格者に文書で通知します。
　・場所　公立南丹病院第2病棟5階講堂
　・試験　作文、面接試験
●最終合格発表　第1次試験、第2次試験の結果に基づき最終合
　格者を決定の上、11月上旬に文書で通知します。
●採用　最終合格者は、原則として平成29年4月1日以降1カ年
　以内に必要に応じ採用します。
●採用予定者数　事務職員、事務職員(社会人経験者)とも若干名
●給与　初任給：大学卒183,300円(経験者は当病院の規定に　
より加算します)、賞与：年間2回、4.2カ月分(平成27年度　実
績)
●身分　地方公務員
●休暇　完全週休2日制、有給休暇・特別休暇有り
●福利厚生　京都府市町村職員共済組合、京都府市町村厚生会、
　京都府市町村職員退職手当組合
※各種福利厚生事業を行っています。

公立南丹病院総務課
629-0197 南丹市八木町八木上野25番地
(0771)42-2510

試験区分 応募資格

事務職員
昭和61年4月2日以降に生まれた方で、最終学歴
が学校教育法による大学を卒業した方または平成
29年3月末までに卒業見込みの方

事務職員
(社会人経験者)

昭和51年4月2日以降に生まれた方で、病院事務
経験が5年以上ある方または民間企業などの勤務
経験が10年以上ある方
※平成29年3月31日現在

　

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。お気軽にご利用くだ
さい。【無料・要申込】
●日程　①7月12日(火)、　
　②7月26日(火)
●時間　いずれも午後1時〜
　4時
●場所　日程①八木公民館1
　階和室、日程②市役所美山
　支所1階小会議室
●定員　6人(先着順)
※1人30分以内
●申込方法　前日の正午まで
　に、電話でお申し込みくだ
　さい。

総務課
(0771)68-0002

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。【無料】
●日時　7月12日(火)午後　
1時30分〜3時30分
●場所　市役所美山支所1階
　小会議室

総務省京都行政評価事務所
　行政相談課

(075)802-1188
総務課
(0771)68-0002

社会支援の一環として、地
元の司法書士による無料法律
登記相談会を開催します。登
記、訴訟、成年後見などでお
悩みの方はご相談ください。
今年度、市内で10回の開催
を予定しています。【無料・

南丹市無料法律相談会の
お知らせ

行政相談委員による定例
相談所を開設します

司法書士「無料法律登記
相談会」を開催します

相談会国民健康保険南丹病院組合職員を募集します
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女性が直面するさまざまな
悩みを、専門の女性カウンセ
ラーがともに受けとめ、整理
するお手伝いをします。どん
なことでもご相談ください。
【無料・要申込】
●日時　7月13日(水)、　　
　27日(水) ①午後1時〜、
　②午後2時〜
※相談は1人1時間までで　
　す。
●申込方法　事前に、電話で
　お申し込みください。

人権政策課
(0771)68-0015

がんに関わるさまざまな相
談をお受けする窓口として、
南丹保健所で出張個別相談会
を行います。【無料・要申込】
●日程　7 月19日、8月16
　日(各火曜日)
●時間　いずれも午後１時〜
　３時30分
●場所　南丹保健所
●相談員　保健師または看護師
●申込方法　前日の午後4時
　までに、電話でお申し込み
　ください。
※出張相談以外に、がん総合
　相談支援センターでは通常
　相談(電話および対面)も実
　施しています。月〜金(祝
　日、年末年始を除く)の午前
　9時〜正午、午後1時〜4時

京都府がん総合相談支援センター
(0120)078-394

出張がん個別相談会のお
知らせ

女性相談日のお知らせ

子育て支援

申込不要】
●日時　7月3日(日)
　午後1時〜4時
●場所　日吉町生涯学習セン
　ター第2会議室

京都司法書士会園部支部
(0771)63-2336

●日時　8月2日(火)
　午前10時〜11時30分
●場所　亀岡市役所市民ホー
　ル
●巡回医師　整形外科医
●内容　補装具交付および修
　理に係る判定と医療相談　

　【無料・要申込】
●持ち物　身体障害者手帳、
　使用中の補装具、印鑑(支給
　申請が必要な場合に使用)
●申込方法　7月22日(金)ま
　でに電話でお申し込みくだ
　さい。

社会福祉課
(0771)68-0007

＜平成28年度第1回まかせて会員講習会＞
南丹市ファミリー・サポート・センターは、子育ての援助をし

たい人(まかせて会員)と、子育ての援助を受けたい人(おねがい
会員)が相互援助を行う会員組織です。

現在、保育所の送迎など、空いている時間に少しでも援助でき
る「まかせて会員」を募集しています。なお「まかせて会員」に
は、安全に活動していただくため、9講座15時間の「まかせて会
員講習会」を受講していただく必要があります。
●日程など

●場所　日吉はーとぴあ
※8月1日(月)の保育実習は、日吉中央保育所で行います。
※集合場所などは、後日お知らせします。
●申込方法　7月15日(金)までに、問い合わせ先に来所いただく
　か、電話でお申し込みください。
※講習は、数回に分けて受講していただいても構いません。

《裏面に続く》

南丹市ファミリー・サポート・センター講習会のご案内

身体障害者巡回更正相談
のお知らせ

日程 時間 講座内容

7月29日
(金)

午前10時30〜正午 まかせて会員として活動す
るために

午後1時〜4時 緊急時対策と応急処置につ
いて(救急救命講習)

8月1日
(月)

午前9時〜正午

保育実習
(子どもの発達と生活習慣
について、子どもの遊びに
ついて)

午後1時〜2時 子どもの権利(人権)に関す
ること

午後2時〜3時 児童虐待について

午後3時〜4時 南丹市の子育て支援について

8月5日
(金)

午前9時〜10時30分 子どもの病気について

午前10時30分〜正午 子どもの事故と予防について

午後1時〜2時30分 発達障がいについて
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●その他　託児を行います
　(無料)。ご希望の方は、申し
　込み時に必ずお伝えくださ
　い。詳細は別途連絡します。
＜おねがい会員を募集してい
ます＞

もしものときのために、登
録だけでもしていただけま
す。
●利用時間　午前7時〜午後
　8時(12月29日〜1月3日を
　除く)
●利用料金　平日：1時間あ
　たり700円、土・日・祝
　日：1時間あたり800円
※詳細はお問い合わせくださ
　い。

子育て支援課
(0771)68-0017
南丹市ファミリー・サポート・   

　センター(南丹市社会福祉
　協議会本所内)

(0771)72-3220

●提出期限　6月30日(木)
※提出がない場合は、6月分
　以降の手当の支払いが保留
　となりますのでご注意くだ
　さい。

子育て支援課
(0771)68-0017
各支所市民生活課
八木(0771)68-0022

　日吉(0771)68-0032
　美山(0771)68-0041

「みんなあつまれ!!にこに
こひろば」および「保護者会
バザー」を開催します。お誘
い合わせの上、お越しくださ
い。
●日時　7月2日(土)
　午前10時〜午後2時
●場所　八木中央幼児学園

　釣り、輪投げ、焼きそば、
　おにぎりなど
●参加費　1家族500円
※有料ブースで使えるチケッ
　ト付き
＜日吉ひろば＞
●日時　毎週火曜日の午前　
　10時〜午後3時
●場所　日吉町生涯学習セン
　ター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　美山文化ホール2階
　和室
＜園部ひろば＞
●日時　毎週木曜日の午前　
　10時〜午後3時
●場所　「ぽこぽこつうし
　ん」でご確認いただくか、
　お問い合わせください。

NPO法人グローアップ
080-3857-8119

市内在住の方なら、どなた
でもご利用になれます。お子
さんは、南丹市ファミリー・
サポート・センターの「まか
せて会員」がお預かりしま
す。【要申込】
●日時　7月19日(火)
　午前10時〜午後4時
※利用時間自由
●場所　園部公民館2階和室
●利用料　1時間350円
●対象年齢　生後6カ月から
　保育所、幼稚園に入園前の
　お子さん
●定員　10人程度
※申し込み多数の場合は、調
　整することがあります。
●申込方法　6月24日(金)　
　〜7月8日(金)の間に、電
　話でお申し込みください。
●その他
・お昼をはさんで託児を希望
　される方は、お弁当、お茶
　の準備をお願いします。
・体調不良(風邪気味、発熱

八木中央幼児学園からの
お知らせ

子育て支援(催し)

児童手当の現況届は忘れ
ずに提出してください

●目的　八木中央幼児学園の
　園舎と園庭を開放して、学
　園、家庭、地域の方たちが
　楽しく交流し、つながりを
　広める。
●内容　保護者会バザー、学
　園の紹介、遊びコーナー、
　子育て相談、地域ボラン
　ティアによる模擬店、催し
　物(読書ボランティアによ
　る読み聞かせ)など

八木中央幼児学園
(0771)42-5189

＜各ひろば共通事項＞
※各ひろばとも、南丹市全域
　から参加いただけます。
※昼食はご持参ください。
　(ランチタイムは正午〜午
　後1時)
※お茶、オムツなどお子さん
　に必要な物をお持ちくださ
　い。
＜八木ひろば＞
●日時　毎週月・火・水・
　金曜日の午前10時〜午後3
　時(祝日除く)
※毎月第1水曜日の午前は休
　みます。
※水・金曜日の午後3時〜

6時まで、八木防災セン
ター１階で放課後フリー
スペースみんなの居場所
「seedbase」(シード
ベース)を開催します。

●場所　コミュニティスペー
　ス「気になる木JUJU」　
　(八木防災センター向かい側)
※自家用車でお越しの場合
　は、市役所八木支所に駐車
　してください。
＜縁日＞

夏の楽しいお祭り遊びをお
楽しみください。軽食の販売
もあります。
●日時　7月27日(水) 
　午前10時30分〜午後1時
●場所　八木防災センター
●内容　まとあて、ヨーヨー

子育てつどいの広場
「ぽこぽこくらぶ」 (７月)

フリー託児ルームを開設
します
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　など)のお子さんはお預か
　りできません。
・送迎は保護者で行ってくだ
　さい。

南丹市ファミリー・サポー
　ト・センター(南丹市社会
　福祉協議会本所内)

(0771)72-3220

子どもは親の姿を見て学び
ます。楽しいイベントを通し
て頑張っているお父さん、楽
しそうなお父さん、スゴイお
父さん。そんな「お父さんの
背中」を子どもに見せません
か。
＜父プロ「サンセットＢＢＱ
＆ネイチャーチャレンジ」＞
●日時　7月31日(日) 午後
　5時〜9時(受付：午後4時
　30分)
●場所　スプリングスひよし
　ＢＢＱガーデン
●内容　・サンセットＢＢ

Ｑ：ランタンの灯りで夕暮
れＢＢＱ(簡単木炭熾し体
験、ワンポンドハンバー
ガー作り、美山牛乳アウト
ドアアイス作りなど)、・
ネイチャーチャレンジ：ア
ウトドアの達人との自然体
験(ネイチャークラフト体
験、火起こし体験、カブト
ムシ取り体験など)

●参加費　8,000円(1家族当
　たり、食事代含む)
●定員　10組(先着順)
●持ち物　食器、雨天時用の
　雨具、手拭きタオル、ふき
　ん、虫よけなど
●その他　申し込みが4組以
　下や荒天の場合は中止しま
　す。詳細は申し込み後別途
　ご案内します。
●申込方法　事前に電話でお
　申し込みください。

NPO法人グローアップ
080-3857-8119

共通の趣味を通じて世代を
超えた仲間づくりをしません
か。初心者の方もお気軽にお
申し込みください。【要申
込】
●日程　7月2日(土)、9日　
　(土)、16日(土)
※24日(日)は、第2回南丹将
　棋大会を開催します。
●時間　※途中退館可
・初心者コース：午前10時 
　〜正午
・経験者コース：午後1時〜
　5時
●場所　園部公民館
●対象　小学生以上ならどな
　たでも可 ※初心者可
●費用　一般：500円、高校
　生以下：300円(兄弟姉妹
　の場合は2人で500円)
※いずれも1回当たりの費用
※別途資料代必要
●講師　日本将棋連盟公認普
　及指導員、アマ6段　大山
　勝義　氏
●申込方法　申込書(園部公
　民館に備え付け)に必要事
　項を記入の上、窓口提出、
　郵送、Eメール、FAXのい
　ずれかでお申し込みくださ
　い。
※申込書は、市ホームページ
　からもダウンロードできま
　す。
※申込期限はありませんが、
　参加者が多数になる場合
　は、募集を終了することが
　あります。
●その他　申し込み後の連絡
　は、講師から直接入ります。

園部公民館(月・祝日休館)
(0771)63-5820
(0771)63-2850
be-syakai@city.nantan.

　kyoto.jp

日ごろの成果を発揮すると
ともに、世代を超えた新たな
仲間を見つける交流の場とし
て将棋大会を開催します。プ
ロ棋士の指導も受けられま
す。【要申込】
●日時　7月24日(日)
　午前10時〜(受付：午前9
　時30分)
●場所　園部公民館
●参加費　一般1,000円(南

丹 将 棋 教 室 受 講 者 5 0 0
円)、高校生以下500円(南
丹将棋教室受講者300円)

※当日徴収します。
●対象　小学生以上
●対局方法
・A〜Cまでクラス分けし、
　各クラス4人1組で予選を
　行います。
※A：初段以上相当、B：1
　級〜5級相当、Ｃ：5級以
　下相当
・予選通過者同士で決勝トー
　ナメントを行います(対局
　時計を使用)。3位以上に
　はメダルと賞状を贈呈しま
　す。
・予選を通過できなかった方
　には、プロ棋士、アマチュ
　ア高段者による指導対局を
　行います。
●定員　各クラス20人(先着
　順)
※昼食は各自ご持参ください。
●申込方法　7月21日(木)ま

でに、申込書(園部公民館に
備え付け)に必要事項を記
入の上、窓口提出、郵送、E
メール、FAXのいずれかで
お申し込みください。

※申込書は、市ホームページ
　からもダウンロードできま
　す。

園部公民館(月・祝日休館)
(0771)63-5820
(0771)63-2850
be-syakai@city.nantan.

　kyoto.jp

催し

「お父さんの背中プロジェ
クト」参加者募集

「南丹将棋教室」７月開催
日のお知らせ

第２回南丹将棋大会の参
加者を募集します
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「あかりがつなぐ記憶」
は、日吉ダム建設時に水没し
た天若集落の家屋、約120戸
の家々のあかりを、ダム湖面
に再現する幻想的なアートで
す。【無料・申込不要】
●日時　7月2日(土)、3日(日)
　日没から深夜まで
●場所　南丹市日吉町日吉ダ
　ム周辺
●ガイド付き観覧バス　午後
　7時30分スプリングスひよ
　し出発
●主催　天若湖アートプロ
　ジェクト実行委員会
●後援　京都府(予定)、南　
丹市、南丹市教育委員会、　
関西広域連合(予定)

天若湖アートプロジェクト
　実行委員会

amawakaAP@excite.　
　co.jp

「天若湖アートプロジェク
ト2016」開催に伴い、資料
館かやぶき民家のライトアッ
プを実施します。湖面に映し
出される灯りの一つ一つに当
時の民家がしのばれます。夜
の帳（とばり）に包まれてラ
イトアップされた民家をお楽
しみください。
●日時　7月2日(土)
　午後7時〜8時30分
●場所　日吉町郷土資料館か
　やぶき民家
●入館料　大人200円、高校
　・大学生150円、小・中学
　生100円

日吉町郷土資料館
(0771)68-0069

社会生活を営む中でコミュ
ニケーションが取れない、自
分をうまく表現できないな
ど、日ごろの悩みや精神的な
不安を解消し、グループ活動
を通じて人とのつながりを強
め、自信を回復していく活動
です。【無料】
●日時・場所　①7月7日(木)

午後1時30分〜3時・日吉
はーとぴあ、②7月15日(金)
午前10時〜11時30分・こ
むぎ山健康学園

●内容　茶話会
※内容を変更することがあり
　ます。参加希望の方はお問
　い合わせください。

社会福祉課
(0771)68-0007

毎月第2土曜日に地域内外
の皆さんとの親睦、交流を目
的に手づくり市を開催してい
ます。八木町神吉地域のゆっ
たりと流れる時間の中で、楽
しい時を過ごしませんか。
●日時　7月9日(土)
　午前10時〜午後2時
●場所　神吉自治振興会館前
　広場(旧神吉小学校横)
※雨天時は神吉自治振興会館
　内
●内容　野菜、巻き(鯖)寿
　司、うどん、パン、たこ焼
　き、美山特産品、手作り品
　など
※当日変更になる場合があり
　ます。
●募集　出店者も募集してい
　ます。
●その他　8月および1月〜3
　月は開催していません。
●主催　風の市を盛り上げる会
●後援　南丹市

風の市を盛り上げる会
090-6961-1021

初夏の半田から清泉寺を散
策します。
●日時　7月10日(日)
　※小雨決行
●コース　園部公園駐車場→

Ｂ＆Ｇ体育館→スポーツ広
場→城南保育所下→尾長峠
→清泉寺→尾長橋→法積寺
→大森神社→旧街道→元興
寺→あいだ峠→加茂神社→
城南公園→青松寺→松島木
材→公園駐車場

※当日は状況によりコースを
　変更する場合があります。
●集合出発場所・時刻
　園部公園駐車場・集合：午
　前8時、出発：午前8時15分
●解散場所・時刻　園部公園
　駐車場　正午頃
●対象　元気で7km以上歩
　ける方
●定員　70人(先着順)
●持ち物　水筒、健康保険証
　の写し、汗拭きタオル、帽
　子、手袋、雨具(雨天時)
※歩きやすい服装、履きなれ
　た靴で参加してください。
●申込方法　7月1日(金)ま
　でに、電話でお申し込みく
　ださい。
※目的は健康ウオーキングで
　す。観光旅行ではありませ
　んので、集団行動をお守り
　ください。
※参加者のけがや事故、他に
　与えた損害などについて
　は、本会は一切、責任を負
　いません。

Nantan健歩会　　  　  
090-1911-4229
保健医療課
(0771)68-0016

「 あ かりが つ なぐ 記 憶
２０１６」を開催します

資料館かやぶき民家ライ
トアップのお知らせ

神吉「風の市」のお知らせ

南丹市グループワーク事
業のお知らせ

歴史・健康ウオーキング
の参加者を募集します
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「ヘタでいい、ヘタがい
い」がモットーの日本絵手紙
協会の公認講師から、世界に
１つだけの絵手紙づくりを学
びませんか。南丹市公民館講
座として開催します。
●日時　7月14日、8月4

日、9月1日、10月6日、
11月10日、12月1日(各木
曜日) 午前10時〜正午(全
６回)

●場所　八木公民館
●講師　日本絵手紙協会公認
　講師　井上みよし　氏
●対象　市内在住、在勤の成
　人
●定員　20人(先着順)
●受講料　3,000円(6回分で
　す。初回参加時にお支払い
　ください。)
●持ち物　材料と道具は主催
　者側で用意しますが、持参
　いただいても結構です。
●申込方法　6月24日(金)〜

7月12日(火)の間に来館い
ただくか、住所、氏名、電
話番号を電話またはＦＡＸ
で連絡の上、お申し込みく
ださい。
八木公民館(月・祝日休館)
(0771)42-3132
(0771)42-3133

＜共通事項＞
当日受け付けの事業は申し込
み不要です。
＜グラウンド・ゴルフのつどい＞
●日時　7月1日(月例大会)、
　8日、15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)
＜エンジョイテニス(夜の部)＞
●日時　7月4日、18日(各
　月曜日) 午後6時〜9時
●場所　テニスコート

●対象　18歳以上
●参加費　400円(当日受付)
＜レディーススポーツデー＞
●日時　7月6日、13日(各
　水曜日) 午前9時30分〜　
　11時30分
●場所　公園体育館
●対象　18歳以上の女性の方
●内容　健康体操、軽スポーツ
●参加費　300円(当日受付)
＜太極拳教室＞
●日時　7月8日(金)
　午後2時〜4時
●場所　体育館
●内容　太極拳の基礎を学ぶ
●費用　500円(当日受付)
●定員　30人
＜障がい者スポーツのつどい＞
●日時　7月12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
●費用　無料(当日受付)
＜スポーツを楽しむ日＞
●日時　7月12日(火)
　午後6時〜9時
●場所　体育館
●内容　バドミントン、卓球
　テニスなど
●費用　400円(当日受付) 
＜手作り教室＞【要申込】
●日時　7月30日(土)
　午後1時30分〜4時
●場所　公園センター(予定)
●対象　どなたでも(小学生
　低学年以下は保護者同伴)
●内容　DIYに挑戦。木製の
　ミニ椅子を作ってみよう。
●費用　1,000円
●定員　20人
●申込方法　7月23日(土)

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
で連絡の上、お申し込みく
ださい。
丹波自然運動公園
(0771)82-0560
(0771)82-0480
kouen@kyoto-tanba

　park.or.jp
622-0232 京都府船井郡

　京丹波町曽根崩下代110-7

夏にも食べやすく男性でも
できる簡単なメニューを予定
しています。介護をされてい
る方だけでなく、興味のある
方なども大歓迎です。
●日時　7月7日(木)
　午前10時〜午後2時頃
●場所　八木公民館2階調理
　室
●参加費　300円
●持ち物　エプロン、三角巾
●主催　八木町介護者(家族)
　の会「たんぽぽ」
●申込方法　6月30日(木)ま
　でに、電話でお申し込みく
　ださい。

南丹地域包括支援センター
　八木事務所

(0771)43-0551

「はじめての絵手紙教室」
の受講者を募集します

丹波自然運動公園からの
お知らせ

男のお料理教室を開催し
ます

八木地域情報
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地域活動支援センターそよ
かぜ八木は、障がいのある方
が気軽に立ち寄れる交流の場
所として開いています。
＜7月の活動予定＞
「共通事項」
●場所　そよかぜ八木
●申込方法　申し込みが必要
　な行事については、開催
　日の2〜3日前に、氏名、
　住所、電話番号を電話また
　はFAXで連絡の上、お申し
　込みください。
「ビーズ教室」
　(毎月第1金曜日)
　ビーズアクセサリーを作り
ます。【要申込】
●日時　7月1日(金)
　午後1時〜3時
●費用　300円(材料代)

「絵手紙教室」
　(毎月第1水曜日)
　七夕飾りを笹に飾り付けま
　す。【要申込】
●日時　7月6日(水) 
　午後1時〜3時
●費用　100円(材料代)
「オープン・カフェ」
　手作りお菓子と飲み物を用
意してお待ちしています。
●日時　7月13日(水)
　午後1時〜4時
●費用　100円
「なんでも相談日」
　障がいに関することを、気
軽にご相談ください。【無
料・要申込】
●日時　7月25日(月)
　午後1時〜3時
「うたをうたおう」
　懐かしい唱歌などを歌いま
す。【無料・要申込】
●日時　7月28日(木)

　午後2時〜3時
＜その他の活動＞

上記以外にも、さまざまな
活動をしています。お気軽に
お問い合せください。
●日時　平日の午前9時〜午
　後4時
＜ボランティアの募集＞

そよかぜ八木が実施する活
動への参加者を理解し、生き
がい活動のお手伝いをしなが
ら、共に楽しく過ごしていた
だける方は、ご連絡くださ
い。

地域活動支援センターそよ
　かぜ八木

(0771)42-5605

シカやイノシシなどによる
被害から農作物を守るため、
日吉町内の山林において、南
丹市の委託により猟友会の捕
獲班が有害鳥獣捕獲を実施し
ます。

事故を防ぐため、山林に入
られる場合は目立つ服装をす
るなどご協力をお願いしま
す。また、実施に伴う発砲音
や捕獲班の車両の駐車につい
ても、ご理解とご協力をお願
いします。
●実施期間　6月25日(土) 
　〜7月31日(日)

日吉支所地域推進課
(0771)68-0030

平成28年度南丹市体育協
会日吉地域大会として、バド
ミントン大会を開催します。
用具のない方は主催者で準備
します。
●日時　7月26日(火) 午後8
　時〜(受付：午後7時30分)

市民健診の結果をお返しします。ご自身の健康状態を知ること
が、これからの健康づくりにつながります。ぜひお越しくださ
い。
●日程など

※都合の悪い方は、どの会場にお越しいただいても結構です。
※お返しするのは、八木会場で受診された本人または家族の方に
　限ります。
※八木会場以外で受診された方には、報告会終了後に郵送しま
　す。
※肺がん・結核検診の結果は、デジタル化に伴い結果判定に時間
　を要するため、結果報告会でお返しできません。そのため、後
　日郵送します。

保健医療課　 (0771)68-0016

月日 会場 時間

7月5日
(火)

神吉自治振興会館
(神吉公民館) 午前9時30分〜10時30分

氷室の郷 午後1時〜2時

7月6日
(水)

南広瀬公民館 午前9時30分〜10時30分
東部文化センター 午後1時〜1時30分
室河原公民館 午後2時30分〜3時

7月7日
(木)

八木保健福祉セン
ター

午前9時30分〜10時30分
午後1時〜2時

7月8日
(金) 八木公民館 午前9時30分〜10時30分

午後1時〜2時

そよかぜ八木からのお知
らせ

南丹市市民健診八木地区結果報告会のお知らせ

日吉地域情報

有害鳥獣捕獲の実施につ
いて

日吉町バドミントン大会
を開催します
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●場所　ユースホール
●対象　日 吉 町 内 在 住 、在
　勤、在学またはクラブ員で、
　中学生以上の方
●チーム構成　2人1チーム
※個人参加も可
●競技規則　公式ルールに準
　じますが、一部変更もあり
　ます。
●競技方法　一般の部、学生
　の部
●持ち物　体育館シューズ
●申込方法　7月23日(土)ま
　でに、住所、氏名、電話番
　号、競技方法を電話または
　ＦＡＸで連絡の上、お申し
　込みください。
※当日会場での申し込みも可
　能です。
●運営主管　ひよし総合型地
　域スポーツクラブ

南丹市体育協会日吉地域事
　務局(日吉町生涯学習セン
　ター内)

(0771)72-3300
(0771)72-3311

美山地域全戸に配布した
「市営バス時刻表(平成28年
4月1日改正)」に誤りがあり
ましたので、お詫びして訂正
します。
●訂正箇所　土 曜 日 運 行 の
　「和泉発、和知駅行き」大
　野線
●訂正内容　(土曜日運行)　
　和泉午後4時56分(16：56)
　出発便を、川谷経由として
　いましたが、川谷は経由しま
　せん。

地域振興課
(0771)68-0019

みやまスポーツクラブで
は、誰でも気軽に参加できる
いろんな種目のスポーツを用
意しています。

平成28年度は、バスケッ
トボール教室も実施しますの
で、ご参加ください。
●費用　会員：無料、会員以
　外：1回100円
＜よさこい①＞
●日時　7月2日(土)
　午後8時〜
●場所　旧平屋小学校
＜インディアカ①＞
●日時　7月6日(水)
　午後8時〜
●場所　旧平屋小学校
＜エアロビクスとヨガ①＞
●日時　7月7日(木)
　午後8時〜
●場所　美山保健福祉セン
　ター
＜ソフトバレーボール＞
●日時　7月8日(金)
　午後8時〜
●場所　旧大野小学校
＜剣道＞
●日時　7月12日(火) 午後6

時30分〜(少年の部)、午後
7時30分〜(青年の部) 

●場所　美山中学校
＜バスケットボール＞
●日時　7月15日(金)
　午後8時〜
●場所　美山中学校
＜よさこい②＞
●日時　7月16日(土)
　午後8時〜
●場所　旧平屋小学校
＜ゲートボール＞
●日時　7月19日(火)
　午前8時〜
●場所　美山町自然文化村い
　きいきドーム
＜エアロビクスとヨガ②＞
●日時　7月21日(木)
　午後8時〜
●場所　美山保健福祉セン
　ター

＜ウオーク＞
●日時　7月23日(土)
　午前8時50分〜
●場所　ふらっと美山前集合
＜バドミントン＞
●日時　7月25日(月)
　午後8時〜
●場所　美山中学校
＜インディアカ②＞
●日時　7月29日(金)
　午後8時〜
●場所　美山小学校
＜その他＞
　詳細については「スポーツ
のつどい行事カレンダー」を
ご確認ください。

みやまスポーツクラブ事務局
090-8571-7125

　(クラブマネージャ)
社会教育課美山担当
(0771)68-0044

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ホ
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
レスに空メールを送信し、
返信されたメールに従い手
続きをお願います。
※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。
＜なんたんメール＞

南丹市関係の気象警報や
地震情報などをメールで配
信します。
●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.

　ktaiwork.jp
情報政策課
(0771)68-0066

美山地域情報

市営バス(大野線)の時刻
表訂正について

みやまスポーツクラブの
つどいのお知らせ
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■まちかどぶらっトーク！　今回は「日吉町佐々江」方面におじゃまします！！

なんたんテレビ番組表（平成28年７月１日～15日）

★図書館だより７月新刊のご案内 ★協働みーつけた！

★もぎたてニュース
サタデー

★もぎたてニュース
ウェンズデー

★もぎたてニュース
ウェンズデー

★もぎたてニュース
サタデー

★美山小学校
１年生歓迎ウォークラリー

★八木西小学校
６年生 修学旅行

★日吉連合小学校（殿田・
胡麻郷小）５年生自然教室

★園部小学校
５年生 若狭合宿


