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お知らせ
平成28年度京都府総合
防災訓練実施について
平成28年度京都府総合防
災訓練を園部公園周辺で実施
します。この訓練は、京都府
との共催により市民の皆さん
の防災意識の高揚と、防災関
係機関との連携強化を目的に
実施します。
訓練当日は、警察・消防な
どの緊急車両がサイレンを鳴
らして走行します。また、ヘ
リコプターが園部公園ヘリ
ポートに離発着し、周辺を飛
行しますので大きな音が発生
しますが、防災訓練へのご理
解とご協力をよろしくお願い
します。
●日時 9月4日(日)
午前8時〜午後1時頃
●訓練内容
＜災害対応訓練(園部)＞
●時間 午前9時〜午後1時
頃
【総合問合せ窓口】

●場所 園部公園スポーツ広
場ほか
●内容
①地震・水害対応訓練
地震・土砂災害、倒壊家
屋・孤立集落などからの救
出・救護訓練など、園部公
園周辺地域住民・市消防団
の避難誘導訓練、一斉放水
訓練など、医療・救護機関
による災害対応訓練、避難
所運営訓練など
②防災機関の活動内容展示、
防災用品展示、起震車体
験、炊き出しなど
●その他 起震車の体験コー
ナーや防災機関などによる
啓発展示、自衛隊による炊
き出しなどがありますので
見学にお越しください。
＜原子力災害対応訓練(美山)
＞
●時間 午前8時〜午後1時
頃
●場所 美山町各地域、府立
丹波自然運動公園ほか
●内容
①原子力災害対応訓練
ＵＰＺ圏域の美山町住民避
難訓練、避難退域時検査・
除染など
総務課
(0771)68-0002

総合防災訓練に外国人の
方も参加してください
異常災害時に、自分で安全
な対応ができるようになりま
しょう。【無料・要申込】

(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

●日時 9月4日(日) 午前9
時〜正午
●場所 園部公園一帯
●内容 防災知識を身に付
け、訓練の見学や起震車、
非常食などの体験をする。
●対象 南丹市内に住んでい
るか、通勤、通学している
外国人の方
※外国人の家族や、雇用企
業、学校関係者の方の参加
も歓迎です。
●申込方法 事前に、住所、
氏名、電話番号(自宅・携
帯)を、電話、FAX、Eメー
ルのいずれかで連絡の上、
お申し込みください。
南丹市国際交流協会
(0771)63-1840(火〜金の
午後0時30分〜4時30分)
(0771)63-1841
nantania@office.zaq.jp

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です。多
くの方のご協力をお願いしま
す。
●日程 ８月26日(金)
●時間 午前9時30分〜11
時30分
●場所 日吉はーとぴあ
保健医療課
(0771)68-0016

info@city.nantan.kyoto.jp

1

市営住宅（公営住宅）の
入居者を募集します

京都丹波トライアスロン大会の交通規制について
第2回京都丹波トライアスロン大会の開催に伴い、八木町内で
交通規制が行われます。大会当日は一般車両の通行ができません
ので迂回路の利用をお願いします。
●日時など
日時

交通規制箇所
室橋交差点〜野条交差点
野条交差点〜日置交差点
8月28日(日)
主要地方道路亀 日置交差点〜氷所交差点
午前7時50分〜
氷所交差点〜池上交差点
岡園部線
午後0時15分
池上交差点〜北広瀬交差点
北広瀬交差点〜西田交差点
8月28日(日)
西田交差点〜市道サンシャ
午前8時45分〜 市道八木馬路線
イン道路との分岐点
午後1時

一般車両の迂回
路

園部方面から通行さ
れる方
亀岡方面から通行さ
れる方

亀岡園部線船枝交差点
を右折または左折して
ください。
市道八木馬路線から市
道サンシャイン道路を
通行してください。

※交通規制および一般車両迂回路の案内図については、第2回京
都丹波トライアスロン大会 in 南丹のホームページ http://
kyoto-triathlon.jp/に掲載されています。また、地域振興課
や八木支所地域推進課でもお渡しできます。
地域振興課
(0771)68-0019

外国人観光客へのムスリ
ム対応研修のお知らせ
近年、東南アジアをはじめ
とするイスラム圏からの観光
客が急増しています。イスラ
ム圏からのムスリム(イスラ
ム教を信仰する方々)旅行者
の受け入れを行うためには、
ムスリムの食や生活習慣に対
する理解が不可欠です。宿
泊、飲食で外国人観光客に接
する機会のある方や興味のあ
る方は是非ご参加ください。
【無料・要申込】
●日時・場所 8月31日(水)
・午前の部：午前10時〜11
時40分・市役所本庁2号庁
舎301会議室
・午後の部：午後2時〜3時
40分・美山町農業振興セ
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ンター
※同じ内容で開催しますの
で、都合の良い時間帯にお
越しください。
●内容 ムスリム旅行者への
対応の基本について学ぶ
●講師 日本ハラール協会
理事
●申込方法 8月22日(月)ま
でに、氏名、希望会場を、
電話またはEメールで連絡
の上、お申し込みくださ
い。
●主催 南丹市観光まちづく
り実行委員会
商工観光課
(0771)68-0050
kankou@city.nantan.kyo
to.jp

●申込資格
①現に住宅に困窮しているこ
とが明らかであること。
②現に市内に住所または勤務
場所があること。
※他に、収入額などの要件が
あります。詳細はお問い合
わせください。
●申込方法 住宅入居申込書
に必要書類を添えて提出し
てください。
※募集案内書および住宅入居
申込書は、8月17日(水)か
ら住宅課および各支所地域
推進課に備え付けます。ま
た、市ホームページからも
ダウンロードできます。
●受付場所 住宅課および各
支所地域推進課
●受付期間 8月22日(月)〜
9月2日(金) 午前8時30分
〜午後5時15分(土・日曜
日を除く)
●入居選考 入居資格を有す
る方の中から、「南丹市営
住宅の設置及び管理に関す
る条例」に基づき選考しま
す。
●入居予定 平成28年10月
下旬頃
●その他 募集する住宅など
の詳細は、8月17日(水)か
ら市ホームページなどに掲
載します。
住宅課
(0771)68-0062

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

Ｕターン者住宅購入・新改築支援制度が始まりました
子育て世帯のUターンによる定住の促進と地域経済の活性化を
目的として、市内において住宅を購入、新築または改築を伴いＵ
ターンする子育て世帯に対して、南丹市商工会が発行する商品券
を複数年にわたり交付します。
●補助額など
住宅補助の別

補助の年数と額

上限額

新築
※新築購入含む
※工事費または購入額が500
万円を超えていること

1 年目：40 万円
2 年目：30 万円
3 年目：20 万円
4 年目：10 万円

該当世帯に
つき
100万円

改築
※中古住宅の購入を含む
※工事費または購入額が300
万円を超えていること

1年目：30万円
2年目：20万円
3年目：10万円

該当世帯に
つき
60万円

●対象 次の要件すべてを満たす世帯
①平成28年4月1日以降、新たに住宅購入、新築または改築のい
ずれかの契約を締結した世帯であること
②移住する世帯員に3年以上市外に居住したUターン者が含まれ
ていること
③18歳未満の世帯員がいる子育て世帯であること
④商品券の交付を受けた日から引き続き南丹市に5年以上定住す
ることを誓約する世帯であること
⑤住宅購入などの契約に基づく引き渡し後3カ月以内に住民登録
をした世帯であること
●その他 上記のUターン世帯が、親族の所有する住宅へ入居す
る場合、その所有者が当該Uターン者のために行う改築工事に
ついても対象とすることができます。
※詳細はお問い合わせください。
定住・企画戦略課
(0771)68-0003

平成28年度母子家庭人
間ドックの実施について
●実施時期 11月〜平成29
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(京都市東山
区本町)
●費用 無料
●対象 母子家庭の母親(平
成28年4月1日現在、30歳
以上65歳未満の方で、現
に児童扶養手当を受給して
いる方)

=メールアドレス

●申込方法 9月2日(金)ま
でに、南丹保健所、子育て
支援課、各支所市民生活課
に備え付けの申込書に必要
事項を記入の上、82円切
手を貼った返信用封筒を添
えて南丹保健所福祉室へ持
参または郵送でお申し込み
ください。
南丹保健所福祉室
(0771)62-0361
622-0041 南丹市園部町
小山東町藤ノ木21

=ホームページアドレス

=郵便番号

命を救う応急手当講習の
受講者を募集します
救急車が到着するまでに、
その場に居合わせた方が適切
に応急手当を行うことが「救
命リレー」のスタートです。
大切な命を救うための応急手
当を学ぶ講習会に参加してみ
ませんか。【無料・要申込】
●日時 9月10日(土)
午後9時〜正午
●場所 園部消防署
●内容 人工呼吸、胸骨圧
迫、除細動(AED)、止血法
●定員 20人(先着順)
●申込方法 9月9日(金)ま
でに、電話でお申し込みく
ださい。
園部消防署救急係
(0771)62-0119
八木出張所
(0771)42-3119
日吉出張所
(0771)74-0119
美山出張所
(0771)75-0119
丹波出張所
(0771)82-0119

第６回トレーニング機器
使用講習会を開催します
●日時 9月1日(木)
午後7時〜
●場所 南丹市八木フィジカ
ルセンター(京都府立口丹
波勤労者福祉会館内)
●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
●講師 京都府スポーツ振興
課 谷村侑子 氏
●費用 無料
●主催 ＮＰＯ法人八木町ス
ポーツ協会
●後援 南丹市教育委員会
ＮＰＯ法人八木町スポーツ
協会
(0771)42-5484
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人材募集
南丹市臨時職員を募集します
●職種など
職種

保育士

勤務場所
市内保育所

募集人数 賃金(日額)
若干名

備考
保育士資格
7,600円
を有する方

園部保育所ま
調理師資格
たは日吉中央 若干名
6,880円
を有する方
保育所
●応募資格 備考欄に記載の資格を有する65歳未満の方
●勤務時間 原則月〜金曜日の午前8時30分〜午後5時
●募集期間 随時受け付けます。(午前8時30分〜午後5時15
分、土・日・祝日を除く)
●申込方法 臨時職員登録申込書(総務課および各支所地域推進
課に備え付け)に必要事項を記入の上、資格を証明する書類の
写しを添えて総務課または各支所地域推進課へ提出してくださ
い。
●採用 面接などにより決定します。(面接日は後日連絡)
●その他 詳細はお問い合わせください。
子育て支援課
(0771)68-0017
給食調理員

上水道嘱託職員を募集し
ます
●業務内容 電話窓口対応、
徴収および水道閉開栓業務
など
●勤務場所 上水道課(市役
所八木支所2階)
●月給 148,500円
●任用期間 平成28年10月
1日から平成29年3月31日
まで
●勤務時間 月〜金曜日 午
前8時30分〜午後5時(超
過勤務有)
●応募資格 普通運転免許を
所持する65歳未満の方
●募集期間 8月15日(月)〜
26日(金)
※土・日曜日を除く午前8時
30分〜午後5時15分
●申込方法 嘱託職員申込書
(上水道課、総務課および
各支所地域推 進 課 に 備 え
付け)に必要事項を記入の
上、上水道課、総務課また
4
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募用紙に住所、氏名、生年
月日、年齢、性別、電話番
号、職業、応募動機、南丹
市の公有財産に対する意
見・提言、市の審議会など
の委員経験の有無を記入の
上、郵送、FAX 、Eメール
のいずれかでご応募くださ
い。
※応募用紙は市ホームページ
からダウンロードできま
す。
財務課
(0771)68-0018
(0771)63-0653
zaimu@city.nantan.kyo
to.jp
622-8651 南丹市園部町
小桜町47

は各支所地域推進課へ提出
してください。
●採用 面接などにより決定
します。(面接日は後日連絡)
上水道課
(0771)68-0053

公有財産の利活用等検討
委員会委員を公募します
公有財産(市が所有する施
設、市有地など)の利活用お
よび処分に向けて検討するた
め、市民の方々から委員を公
募します。
●応募資格 平成28年8月1
日現在において、南丹市内
に住所を有する満18歳以
上の方(高校生を除く)。た
だし本市職員などを除く。
●募集人員 4人
●任期 委嘱の日から1年間
●選考方法 選考会において
書類選考します。
●応募方法 ８月29日(月)
午後5時必着で、専用の応
=申込・問合せ先

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.kta
iwork.jp
情報政策課
(0771)68-0066

=電話番号

=FAX番号

国民健康保険南丹病院組合職員を募集します
●職種 看護助手、介護福祉士
●応募資格 高等学校卒業あるいは同程度の学力を有する方で、
昭和36年4月2日以降に生まれた方
●採用予定者数 いずれも若干名
●受付期間 随時 ※募集人員充足次第締め切ります。
●受付時間 平日の午前9時〜午後5時
●応募方法 ①公立南丹病院総務課に備え付けの職員採用試験申
込書(ホームページからダウンロード可)、②履歴書(自筆、写
真添付)、③成績証明書、④卒業証明書もしくは卒業見込証明
書、⑤健康診断書(本年度受診したもの)を持参または郵送でご
応募ください。
●選考 作文、面接で選考します。日時は応相談
●採用 随時(応相談)
●給与 初任給：看護助手：149,000円、介護福祉士183,300
円(大卒)、160,200円(短大卒)、149,000円(高卒)(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)、夜勤手当：深夜勤務4,000円/回、準夜勤務
3,600円/回、その他諸手当：支給要件該当者に当病院の規定
により支給
●身分 地方公務員
●勤務時間
三交代 日 勤 午前8時30分〜午後5時15分
準夜勤 午後4時30分〜午前1時15分
深夜勤 午前０時30分〜9時15分
二交代 日 勤 午前8時30分〜午後5時15分
準夜・深夜 午後4時30分〜午前9時15分
※希望により三交代制、二交代制の選択が可能
●休暇 完全週休2日制、年次有給休暇20日間(初年度15日
間)、特別休暇：結婚休暇5日間、産前産後休暇、参観休暇、
夏期休暇、育児休暇など
●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
(0771)42-2510
629-0197 南丹市八木町八木上野25番地

相談会
京都府無料法律相談のお
知らせ
京都府では、法律問題でお
困りの方のために、弁護士に
よる無料法律相談を実施し、
問題解決のお手伝いをしてい
ます。お気軽にご利用くださ
=メールアドレス

い。【無料・要申込】
●日時 8月22日(月) 午後1
時30分〜4時30分(1人20
分以内)
●場所 京都府南丹広域振興
局園部総合庁舎
●定員 8人(先着順)
●申込方法 8月19日(金)午
前9時から電話でお申し込
みください。

=ホームページアドレス

=郵便番号

南丹広域振興局園部地域総
務室
(0771)62-0360

司法書士「無料法律登記
相談会」を開催します
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。
【無料・申込不要】
●日時 8月24日(水)
午後1時〜4時
●場所 京都府口丹波勤労
者福祉会館１階第1会議室
(八木町西田)
京都司法書士会園部支部
(0771)63-2336

膠原病（こうげんびょう）
個別相談のご案内
専門医による膠原病の個別
医療相談を開催します。【無
料・要申込】
●日時 9月8日(木)
午後1時〜4時30分
●場所 京都府亀岡総合庁舎
●対象 膠原病で療養中の
方。または、次の症状があ
る方
・寒冷刺激による手指の蒼白
化(レイノー現象)
・手指などの関節炎、関節痛
・日光による皮膚過敏
・頬の赤い発疹(蝶型紅斑)
・手指などの皮膚が硬くなる
●担当医 京都第二赤十字病
院 代謝・腎臓・リウマチ
内科 井上衛 医師
●定員 6人
※予約制：状況によりお断り
することがあります。
●申込方法 8月29日(月)ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。
南丹保健所保健室
(0771)62-2979

第254号
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子育てすこやかセンター
９月事業のお知らせ

８月のなんでも相談日のお知らせ
身体・知的・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してみませんか。【無料】
●日程など
日程
8月20日(土)
8月22日(月)
8月23日(火)
8月26日(金)

時間

午後1時
〜3時

場所
そよかぜ美山
そよかぜ八木
そよかぜ日吉(おいで家)
園部まごころステーション
陽だまり

社会福祉課
(0771)68-0007
各支所市民生活課
八木(0771)68-0022
日吉(0771)68-0032 美山(0771)68-0041

子育て支援（催し）
子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」 (８月)
＜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
※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。
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＜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 毎月第3・4木曜日
の午前10時〜午後3時
●場所 横田公民館
＜おめでとうの日＞
ひろばに来ているみんな
で、7月、8月、9月生まれの
お友達のお誕生日をお祝いし
ます。
●日程 日吉ひろば：8月23
日(火)、園部ひろば8月25
日(木)、八木ひろば：8月
26日(金)、美山ひろば：9
月1日(木)
●時間 いずれも午前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作
りなど
NPO法人グローアップ
080-3857-8119

＜共通事項＞
●対象 市内在住の親子限定
とします。
●申込方法 参加希望の方
は、事前に来所いただく
か、電話でお申し込みくだ
さい。
●集合時間 開始時間の15
分前までにお集まりくださ
い。
※気象警報発令時、事業が中
止になる場合があります。
＜子育て講座＞
●日時 9月9日(金) 午前10
時30分〜11時30分
●内容 南丹警察署警察官に
よる「子どもの交通安全に
ついて」
＜子育て広場０歳〜＞
●日時 9月12日(月) 午前
10時30分〜11時30分
●内容 「ふれあい＆ミニ栄
養相談」
●持ち物 バスタオル
＜子育て広場１歳〜＞
●日時 9月16日(金) 午前
10時30分〜11時30分
●内容 「おはなしポケット」
＜お話会＞
●日時 9月21日(水)
午前10時30分〜11時
＜歌＆折り紙＞
●日時 9月23日(金) 午前
10時30分〜11時30分
●内容 「童謡・唱歌と折り
紙を楽しもう」
＜親子リトミック＞
●日時 9月28日(水) 午前
10時30分〜11時30分
＜ベビーマッサージ＆ミニ講
座＞
●日時 9月29日(木) 午前
10時30分〜11時30分
●持ち物 バスタオル
南丹市子育てすこやかセン
ター
(0771)68-0082

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

フリー託児ルームを開設
します
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 9月29日(木)
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 8月29日(月)〜
9月16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
など)のお子さんはお預か
りできません。
・送迎は保護者が行ってくだ
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

=メールアドレス

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＞
◆母の恋文(下重暁子)◆くらべる東西(おかべたかし)◆本当に体
が硬い人のためのくずしヨガ(伊集院霞)◆フェルトのともだち
(アランジ アロンゾ)◆薬味の魔法(平尾由希)◆不調のときに助け
てくれる野菜ごはん(牧野直子)◆ハチスカ野生食材料理店(蜂須
賀公之)◆たどりつく力(フジコ・ヘミング)◆挫折しないギター
入門 2016 (自由現代社編集部編著)◆江戸落語図鑑(飯田泰子)◆
日本語大好き(金田一秀穂)◆子どもの自分に会う魔法(石井ゆか
り)◆フェルメールの憂鬱(望月諒子)◆晩秋の陰画[ネガフィルム]
(山本一力)◆ひどらんげあ おたくさ(高田宏治)◆報われない人間
は永遠に報われない(李龍徳)◆縁は異なもの(松井今朝子)◆ちち
んぷいぷい(松山巖)◆神奈備(馳星周)◆遊園地に行こう！(真保裕
一)◆横浜1963(伊東潤)◆疾れ、新蔵(志水辰夫)◆たまちゃんの
おつかい便(森沢明夫)◆老いも病も受け入れよう(瀬戸内寂聴)◆
佐藤愛子の役に立たない人生相談(佐藤愛子)◆グーグルマップの
社会学(松岡慧祐)
＜児童書＞
◆よむプラネタリウム夏の星空案内(野崎洋子) ◆小学生の自由
工作パーフェクト 低学年編 1・2・3年(成美堂出版編集部
編)◆きかせたがりやの魔女(岡田淳)◆あらしをよぶ名探偵(杉
山亮)◆ぼくたちのリアル(戸森しるこ)◆カリブの巨大ザメ(メア
リー・ポープ・オズボーン)◆UFOがくれた夏(川口雅幸))◆さっ
太の黒い子馬(小俣麦穂)
＜絵本＞
◆いちにちこんちゅう(ふくべあきひろ)◆ソーニャのめんどり
(フィービー・ウォール)◆小さなサンと天の竜(チェン ジャンホ
ン)◆どもるどだっく(高山なおみ)◆よるのおさんぽ(リリー・ロ
スコウ)◆三方一両損(宝井琴調)◆こころのおと(ピーター・レイ
ノルズ)◆ぼくのいちにちどんなおと？(山下洋輔)◆ひみつのち
かしつ(永井秀幸)◆とうきび(クォン ジョンセン)
中央図書館
(0771) 68-0080
八木図書室
(0771) 68-0027
日吉図書室
(0771) 68-0036
美山図書室
(0771) 68-0046

=ホームページアドレス

=郵便番号
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「なんたん恋活 森の縁
むすび」参加者募集

催し
南丹市食生活改善推進員養成講座の受講生募集
食生活改善推進員養成講座を開催します。受講後は、食生活改
善推進員として地域の食育活動にご協力ください。食に興味のあ
る方、ボランティア活動に興味のある方、どなたでも受講できま
す。【要申込】
●日時・場所・内容
日時

場所

内容
開講式、講義「食生活改
善推進員〜食改さんとは
〜」、講義「南丹市の健康
課題について」

10月13日(木)
午前10時〜午後
3時30分

南丹市役所

10月28日(金)
午前10時〜午後
3時30分

美山保健福祉
センター

講義「栄養の基礎知識」、
講義「食品衛生と食中毒」

11月25日(金)
午前10時〜午後
3時30分

八木保健福祉
センター

講義・調理実習「調理の基
本と塩分について」、講話
「食べ物の働きとバランス
ガイド」

12月15日(木)
午前10時〜午後
3時30分

園部保健福祉
センター

講義・調理実習「メタボ予
防メニュー」、演習「食品
成分表の使用と栄養価計
算」

平成29年1月12
日(木)
午前10時〜午後
3時30分

園部保健福祉
センター

講義・調理実習「乳幼児期
の食事」〜離乳食から幼児
食〜、講義・演習「献立作
りに挑戦①」

1月27日(金)
午前10時〜午後
3時30分

日吉生涯学習
センター

講義・演習「献立作りに挑
戦②」、運動実技・講話
「エクササイズガイド」

園部保健福祉
センター

講義・調理実習「伝えたい
味！南丹市の伝統食」、講
義・演習「レシピの完成！
調理実習へ」

2月9日(木)
午前10時〜午後
3時30分
2月22日(水)
午前10時〜午後
3時30分
3月9日(木)
午後1時30分〜
3時30分

園部保健福祉
センター

調理実習「考えたレシピを
調理」、グループワーク
「実習を終えて！」

南丹市役所

閉講式(修了証書授与)
〜これからの活動について〜

●受講資格 市内在住の全ての講座に出席できる方。受講後、南
丹市食生活改善推進員協議会の活動に積極的に参加できる方。
●受講費 無料 ※テキスト・食品成分表代(2,100円程度)と、
調理実習に係る経費が別途必要です。
●定員 25人 ※申し込み多数の場合は調整する場合あり。
●申込方法 9月23日(金)までに、電話でお申し込みください。
保健医療課
(0771)68-0016
8
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日吉町世木地域で恋活イベ
ントを開催します。森に囲ま
れた「ひよし山の家」を舞台
に、地元食材のＢＢＱや共同
作業を通した地元の方とのふ
れあい、出会いと感動がきっ
と待っています。
●日時 8月28日(日)
午前9時〜午後4時
●場所 ひよしフォレストリ
ゾート山の家、生畑生活改
善センター(日吉町生畑)
●集合場所・時間 男性：生
畑生活改善センター 午前
9時、女性：JR園部駅西口
午前10時
●参加費 男性4,500円、
女性2,500円(昼食、お土
産付き)
●参加資格 男性：25〜50
歳の独身で南丹市および周
辺市町に在住または在勤の
方、女性：25〜45歳の独
身の方
●定員 男女各20人
●申込方法 8月22日(月)
午後5時までに、住所、氏
名、性別、連絡先を電話ま
たはEメールで連絡の上、
お申し込みください。
●主催 世木地域振興会、世
木の里づくり委員会
●その他 参加男性には、直
前講習として当日の午前9
時から約1時間、「男磨き
教室」を受講していただき
ます。女性の気持ちを理解
し、コミュニケーション力
を磨き、本番に挑んでくだ
さい。
※雨天時は内容を変更する可
能性があります。
世木地域里づくり委員会
090-3356-2928
sekinosatozukuri@gma
il.com

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

聞いて納得！試して実感！「睡眠講座」の受講生募集
質の良い睡眠は、生活習慣病の予防や心の健康と深い関係があ
ります。この機会に、ご自身やご家族の健康づくりのために「睡
眠」について正しく理解し、良質の睡眠を手に入れましょう。
【無料・要申込】
●日程など
日程

第1回
基礎講座

第2回
実践講座

第3回
実践講座

内容
場所
睡眠基礎講座
10月14日 「快適な睡眠のために」
園部公
(金)
講師：明治国際医療大学統合 民館
医療学教授 今西二郎先生
Aグループ
10月25日
(火)
Ｂグループ
11月14日
(月)
Aグループ
11月8日
(火)
Bグループ
11月29日
(火)

快眠のためのリラクゼーショ
ン実践法 Lesson1
こむぎ
講師：明治国際医療大学看護 山健康
学部教授 佐藤裕見子先生
学園
ほか
快眠のためのリラクゼーショ
ン実践法 Lesson2
こむぎ
講師：明治国際医療大学看護 山健康
学部教授 佐藤裕見子先生
学園
ほか

●時間 いずれも午後1時30分〜3時30分
●対象 南丹市民
●定員 70人程度(先着順)
●受講コース ①基礎講座のみ受講 ②全講座受講
※実践講座のみの受講コースはありません。
※Ａ・Ｂのグループ分けは受け付け後に行い、案内します。
※当教室は、「なんたん健康ポイント50」の対象事業です。
●申込方法 9月23日(金)までに、電話でお申し込みください。
保健医療課
(0771)68-0016

胡麻の夏2016を開催し
ます
毎年恒例の「 胡 麻 の 夏 」
が、13回目を迎えます。
●日時 8月27日(土)
午後4時〜9時
●場所 JR胡麻駅前ロータ
リー
●内容 丹波音頭・丹波踊
り、胡麻郷小学校金管マー
チングバンド演奏、園部吹
奏楽団、よさこい園部・爽
龍隊、ちんどん屋 など

=メールアドレス

※会場へはなるべく乗り合わ
せてお越しください。
胡麻の夏実行委員会
(0771)74-1321

=ホームページアドレス

=郵便番号

「南丹将棋教室」９月開
催日のお知らせ
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
9月3日(土)、
11(日)、17日(土)、25日
(日)
●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
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夏のお楽しみ会「マツカ
サのふくろう工作」

「いきいき脳トレーニング教室」の参加者を募集します
認知症予防のために、脳活性化ゲームを中心とした教室を10
回シリーズで行います。教室に参加して、「笑って」「考えて」
心と頭と体を生き生きさせませんか。【要申込】
●場所、日程、時間
場所

日程

時間

日吉保健福祉セン
ター(各月曜日)
①10月3日
②10月17日
③11月7日
④11月21日
⑤12月5日
⑥12月19日
⑦1月16日
⑧1月30日
⑨2月6日
⑩2月20日

美山保健福祉セン
ター(各水曜日)
10月5日
10月19日
11月2日
11月16日
11月30日
12月14日
1月11日
1月25日
2月8日
2月22日

午後1時30分〜3時

こむぎ山健康学
園(各月曜日)
10月17日
10月31日
11月14日
11月28日
12月12日
12月26日
1月16日
1月30日
2月13日
2月27日
午前10時〜
11時30分

●対象 市内在住の概ね65歳以上で、なるべく全ての回に出席
できる方
●定員 各会場25人程度(申し込み多数の場合は抽選します)
●参加費 500円(全10回、参加初日にご持参ください)
●内容 脳活性化ゲームなど
●講師 脳トレネット(認知症予防教室インストラクター)
●申込方法 9月9日(金)までに、電話でお申し込みください。
※当教室は「なんたん健康ポイント50」の対象事業です。
保健医療課
(0771)68-0016

「読書ボランティア養成
講座」を開催します
子どもたちに絵本を読んで
あげたい、昔話を伝えたい方
の参加をお待ちしています。
【無料・要申込】
●日時 ①9月2日、②9月9
日、③9月23日(各金曜日)
いずれも午前10時〜正午
●場所 ①②南丹市立文化博
物館研修室、③園部公民館
大研修室
●対象 市内在住のおおむね
3回全てに参加可能な方
●講師 福知山市みかんの木
文庫 仲野恵子 氏
●テーマ ①「絵本、昔話、
この魅力あるもの」②「い
ろんな本の紹介の仕方」③
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「みんなでおはなし会をし
てみましょう」
●定員 25人(先着順)
●申込方法 事前に、南丹市
立中央図書館および各図書
室に備え付けの申込書に必
要事項を記入の上、図書館
または各図書室に提出して
ください。
●主催 南丹市読書ボラン
ティア連絡会
●共催 南丹市立図書館
南丹市読書ボランティア連
絡会事務局
(0771)42-3391

マツカサでフクロウをつく
りませんか。【無料・要申
込】
●日時 8月24日(水)
午前10時〜正午
●場所 南丹市立中央図書館
●申込方法 事前に電話でお
申し込みください。
中央図書館
(0771)68-0080

豆スイーツレシピを募集
します
京都丹波豆ONEグランプ
リ2016として、良質で特長
ある京都丹波(亀岡市、南丹
市、京丹波町)産豆を使った
オリジナルスイーツレシピを
募集しています。たくさんの
ご応募をお待ちしています。
●募集期間 8月31日(水)ま
で
●募集対象 京都府内の中学
生〜大学生など
●募集条件 黒大豆、白大
豆、小豆、京白丹波、紫
ずきん、京 夏ずきんのう
ち、1種類以上の豆を使用
していることなど
●応募方法 南丹広域振興局
のホームページから申込用
紙をダウンロードし、必要
事項を記入の上、提出して
ください。
http://www.pref.kyoto.
jp/nantan/nourin/
mame-one.html
※詳細はお問い合わせくださ
い。
南丹広域振興局農林商工部
企画調整室
(0771)22-0371

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

第42回南丹市園部町文
化祭の参加者募集
＜出展の部＞
●日程
①11月5日(土)、6日(日)：
能面、短歌、 俳 句 、 て ん
刻、書道など
②11月12日(土)、13日
(日)：生花、盆栽、絵画、
写真、手芸など
●場所 園部公民館
●その他 作品の搬入は各会
期の前日、午後1時30分か
ら。搬出は各会期終了日の
午後5時から。出品は各種
目1人1点とし、搬入・搬
出は出展者の 責 任 と し ま
す。
＜出演の部＞
●日程 11月3日(木・祝)、
5日(土)、6日(日)
●場所 旧川辺小学校体育館
●出演時間 30分以内(準
備・後片付け含む)とし、
出演のための設営準備など
は各出演者が行うこと。
＜共通事項＞
●対象 市内在住、在勤、在
学の方
●参加費 1人500円
※高校生以下は無料
※出展場所、出演日時、舞台
装置使用などの最終決定は
主催者に一任することとし
ます。
●申込方法 8月25日(木)ま
でに、園部公民館および社
会教育課に備え付けの申込
用紙(市ホームページから
もダウンロード可)に必要
事項を記入の 上 、 郵 送 、
FAX、Eメールのいずれか
でお申し込みください。な
お、申込書の郵送を希望さ
れる方は、事務局にご連絡
ください。
※申し込み後の詳細について
は後日主催者から連絡しま
す。

=メールアドレス

●主催 園部町文化協会
●共催 園部公民館
園部町文化協会事務局(園
部公民館内)(月・祝日休館)
(0771)63-5820
(0771)63-2850
be-syakai@city.nantan.
kyoto.jp
622-0014 南丹市園部町
上本町南2-22

スポーツ健康交流大会を
開催します
健康や体力の測定会のほ
か、玉入れやリレーなどの運
動種目も行います。【無料】
●日時 9月11日(日)
午前10時〜
●場所 丹波自然運動公園陸
上競技場
●内容
＜測定会＞
体組成測定、血管年齢測
定、骨量測定、肌年齢測
定、体力測定(握力、上体
起こし、長座体前屈、立ち
幅跳び、50ｍ走)【申込不
要】
＜チャレンジコーナー＞
フリーキックなど簡単ス
ポーツ３種目【申込不要】
＜運動種目＞
ミニ駅伝、丹波Ｇ１レー
ス、玉入れ、チーム交流リ
レー【要申込】
●申込方法 8月26日(金)ま
でに、厚生会ホームページ
から参加申込書をダウン
ロードし、必要事項を記入
の上、ＦＡＸでお申し込み
ください。
●その他 種目の詳細などは
厚生会ホームページをご覧
ください。
(一財)京都府市町村職員厚
生会
(075)411-0084
(075)411-0085
http://www.kyoto-kos
eikai.or.jp

=ホームページアドレス

=郵便番号

第３回「氷室手づくり市」
を開催します
手づくり作家たちが愛情を
込めて制作された作品を展示
販売します。親子で行う手づ
くり体験コーナーや、子供造
形教室作品の展示発表も行い
ます。
●日時 9月4日(日) 午前10
時〜午後3時
●場所 氷室の郷公園、田園
ホール
※雨天時は田園ホール
●内容
・展示販売：アクセサリー、
陶芸小物、似顔絵切り絵、
布小物、ビーズ製品、ヘ
アーピン、レザー雑貨、麻
ひもバッグ、アロマキャン
ドル、手作りバッグ、フェ
イスペイント、親子で手づ
くり体験など
・模擬店：炊込みご飯、いな
りずし、巻き寿司、綿菓
子、かき氷など
・レストラン(カレー、パ
フェ、コーヒー)もオープ
ン
※先着100人に、手づくり陶
製「ストラップ」をプレゼ
ントします。
※子供造形教室「キッズパ
レット」の生徒作品も展示
します。
※キッズプレイルームを設け
ます。
八木農村環境公園「氷室の
郷」(月曜休館)
(0771)43-1128

「そのべ軽トラ市」お休
みのお知らせ
8月の「そのべ軽トラ市」
は、8月27日(土)に「なんた
ん商工祭」を開催するため、
お休みします。次回は、9月
25日(日)開催となりますの
でご注意ください。
市座プロジェクトチーム
(0771)63-2451
第254号
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第11回南丹市卓球交流
大会の参加者募集
卓球を通じて市民の親睦と
交流を図り、生涯スポーツと
して卓球を楽しむ交流大会を
開催します。第39回府民総
体の南丹市代表選考会を兼ね
ています。【無料・要申込】
●日時 9月11日(日) 午前9
時15分〜(受付：午前8時
30分)
●場所 園部海洋センター体
育館
●参加資格 市内在住、在勤
の方
※ただし、府民総体代表選考
の部(一般の部)に出場する
方は、次の条件をすべて満
たす方
①18歳以上の方(高校生不可)
②11月13日(日)の府民総体
卓球の部(亀岡市)に出場で
きる方
③南丹市内において、クラブ
活動その他、何らかの形で
卓球活動を行 っ て い る 方
(今後、活動される予定の
方も可)
●種目
①一般の部(男女別)(府民総
体代表選考の部)
②中学生・高校生の部(男女
別なし)
③シニアの部(男女別なし、
60歳以上)
※一般の部については、男女
とも成績上位者の中から、
年齢を加味した上で、各4
人を府民総体の代表者とし
て選出します(男子50歳以
上1人、女子40歳以上1人
含む)。なお、年齢につい
ては、本交流大会開催日ま
でに、その年齢に達してい
る方。
●競技方法 種目ごとに、3
〜4人程度による予選リー
グ(5ゲームスマッチ)を行
い、その後上位2人ずつに
よる決勝トーナメント(5
ゲームスマッチ)を行いま
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す。ただし、参加人数によ
り変更する場合がありま
す。
●ルールなど 平成28年度
日本卓球ルールおよび競
技規則による。ボールは
TSP40mmプラスチック
ボールを使用。
●表彰 各種目上位1位〜3
位まで賞状および賞品を授
与。
●申込方法 9月1日(木)午
後5時までに、氏名、年
齢、住所、勤務先(学生の
場合は学校名)、連絡先を
電話で連絡の上、お申し込
みください。
●主催 南丹市体育協会
●主管 南丹市卓球協会
園部海洋センター
(0771)68-0084

申し込みください。
●申込先 社会教育課
(0771)68-0054
(0771)63-2850
園部海洋センター
(0771)68-0084
●その他 表彰は、優勝者に
トロフィ(持ち回り)を授与
します。また、成績により
賞品などを主催者で準備し
ます。(参加賞あり)
※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。
●主催 南丹市体育協会
●主管 南丹市ボウリングク
ラブ
●後援 南丹市教育委員会
南丹市ボウリングクラブ事
務局
090-4303-1450

第11回南丹市ボウリン
グ交流大会の参加者募集
市民の皆さんの交流を目的
としたボウリング大会を開催
します。この大会は第39回
府民総体南丹市代表選考会を
兼ねています。
●日時 9月3日(土) 午後8
時〜(受付：午後7時30分)
●場所 アルプラザボウル
(亀岡市篠町野条)
●参加資格 18歳以上の市
内在住または在勤者(高校
生は不可)。ただし府民総
体の出場資格は、18歳以
上の社会人に限る。
●参加費 2,000円(受け付
けで徴収します)
※貸し靴代は別途必要です。
●競技方法
①1人4ゲームトータルピン
で順位を決定する。
②性別、年齢によってハン
ディを与える。
●申込方法 8月30日(火)
午後5時までに、住所、氏
名、年齢、性別、連絡先
(電話番号)などを、電話ま
たはＦＡＸで連絡の上、お

丹波自然運動公園からの
お知らせ
＜共通事項＞
当日受け付けの事業は申し
込み不要です。
＜太極拳教室＞
●日時 8月26日(金)
午後2時〜4時
●場所 公園センター3階会
議室
●内容 太極拳の基礎を学ぶ
●費用 500円(当日受付)
●定員 30人
＜摘み菜教室＞
●日時 9月3日(土)
午前10時〜午後3時
●場所 レストハウス
●内容 「伝えよう 七草摘
みの知恵−秋」身近な草花
を摘んで、おいしく料理す
る方法を学びます。
●費用 2,000円(昼食代含
む)
●定員 30人
●対象 どなたでも
●申込方法 8月31日(水)
までに、住所、氏名、年
齢、電話番号を、はがき、

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

FAX、Eメールのいずれか
で連絡の上、お申し込みく
ださい。
＜親と子の山村体験＞
●日時 9月17日(土)〜18
日(日) 午後1時30分開講
〜翌日正午閉校
●場所 宿泊所、レストハウ
スおよび公園周辺の農地
●内容 稲刈り、さつまい
も掘り、キャ ン プ フ ァ イ
ヤー、園内散策など
●参加費 大人5,000円、子
ども4,000円(1泊3食付き)
●定員 20人
●対象 小学生と保護者
※幼児も可能ですが、ご相談
ください。
●申込方法 9月11日(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-tanbapar
k.or.jp
622-0232 京都府船井郡
京丹波町曽根崩下代110-7

「わっかっか！まつり」
を開催します
子どもも楽しいストーンペ
イントや歌声喫茶にライブな
ど盛りだくさん。夏の終わり
のひとときをみんなで楽しみ
ましょう。【申込不要】
●日時 9月3日(土)
午後2時〜5時30分
●場所 みんなの居場所
「わっかっか！」
(日吉町殿田)
●内容
＜お楽しみコーナー＞
午後2時〜 ボックスアー
ト、ジェルネイル、手作り
アクセサリー店など(有料)
＜ライブ・歌声喫茶＞
午後3時30分〜「MAKO
TO」・「Satoshi」「な
=メールアドレス

ごみん」ほか(無料)
※この事業は「南丹市市民提
案型まちづくり事業」とし
て行っています。
みんなの居場所「わっかっ
か！」
080-9753-9402
wakkakka.2014@gmail.
com

短期ピアノレッスンの参
加者を募集します
音のある楽しい毎日を始め
ませんか。楽譜が読めなくて
も大丈夫。この機会に1曲だ
けでもマスターしてみません
か。
●日程 9月6日、20日、10
月4日、18日、11月1日、
15日(各火曜日、全6回)
●時間 午後2時〜3時
●場所 みんなの居場所
「わっかっか！」
(日吉町殿田)
●参加費 500円(1回当た
り、お茶代含む)
●対象 65歳以上のピアノ
初心者で、全ての回に参加
できる方
●定員 6人(先着順)
●持ち物 筆記用具
●申込方法 事前に住所、氏
名、年齢、電話番号を電
話またはEメールで連絡の
上、お申し込みください。
※この事業は「南丹市市民提
案型まちづくり事業」とし
て行っています。
みんなの居場所「わっかっ
か！」
080-9753-9402
wakkakka.2014@gmail.
com

=ホームページアドレス

=郵便番号

モラロジー生涯学習セミ
ナーのご案内
心の生涯学習として、モラ
ロジー生涯学習セミナー「心
新たに生きる」を開催しま
す。
●日時
①8月26日(金) 午後7時〜9
時(受付：午後6時30分)
②8月27日(土) 午前10時〜
正午(受付：午前9時30分)
●場所 国際交流会館コスモ
ホール
●参加費 一般(18歳以上)
1,000円(消費税込)
●定員 150人(先着順)
●申込方法 8月25日(木)ま
でに、電話でお申し込みく
ださい。なお、定員に達し
ていない場合は当日受付も
可能です。
●後援 文部科学省、京都
府、京都府教育委員会、南
丹市、南丹市教育委員会、
亀岡市、亀岡市教育委員会
京都南丹モラロジー事務所
(0771)29-0885(平日の
午後1時〜5時、8月10日
〜16日を除く)

「病知らず」
をめざすワー
クショップを開催します
病気にならない健康な体づ
くりをサポートします。さま
ざまな視点から学び、自然治
癒力を実感し、健康な体を手
に入れましょう。【要申込】
＜「学ぶ」プログラム＞
●日時 ①8月27日(土) 午
前10時〜午後3時30分、
②9月24日(土) 午前10時
〜午後4時
●内容 日程①午前：美山の
旬の食材で里山クッキン
グ、午後：からだづくり講
座その1「からだを知る」
日 程 ② 午 前：夏の 森 林 ヨ
ガ、午後：森林セラピー(気
候療法、苔玉づくりなど)
※午前のみ、午後のみの参加も可
第254号
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●参加費 日程①午前：
2,500円、午後：1,000円
日程②午前、 午 後 と も 各
1,500円
●持ち物 ②午前：ヨガマット
※お持ちでない方は、申し込
み時にご相談ください。
●定員 両日とも各10人
●講師 明治国際医療大学
伊藤和憲 氏、ヨガインス
トラクター 齋 藤 純 子
氏、美山町島女子会
＜「癒す」プログラム＞
●日時 ①8月27日(土)、②
9月24日(土) いずれも午
前9時〜午後5時
●内容 おきがる鍼灸、セル
フ灸体験、五右衛門ぶろ・
薪サウナ体験【要予約】
※各体験は30分〜1時間
●参加費 おきがる鍼灸
1,000円/回、セルフ鍼灸
体験 500円/回、五右衛門
ぶろ・薪サウナ体験1,000
円/回
＜共通事項＞
●場所 美山里山舎
●申込方法 事前に、住所、
氏名、年齢、電話番号を電
話、FAX、Ｅメールのいず
れかで連絡の上、お申し込
みください。
MIYAMA森の湯治場
(0771)75-0015
(075)320-2450
morinotojiba@satoyam
a-sha.com

八木地域情報
棚田の里「宕陰竹灯籠」
の開催について
竹に火を灯して幻想的なひ
とときを過ごしませんか。
●日時 8月27日(土)
午後５時〜(点火：午後7時)
●場所 宕陰出張所前(京都
市右京区)
●内容 竹灯籠鑑賞、棚田散
策、飲食コーナーなど
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●アクセス JR八木駅から京阪京都交通バスで「宕陰出張所
前」下車。(臨時便あり)
地域振興課
(0771)68-0019

八木町農業公社秋の農作業受委託申し込みの案内
秋の農作業受委託を次の通り取り扱いします。
●農作業受委託料金表
農作業名

単位

料金(税込)

備考

稲刈り

10a

24,000円

耕起(刈り取
り後)

倒伏、湿田などは20％
割増

10a

11,500円

機械を使用せず、角刈り
や籾の運搬などの作業
●秋農作業受託要件 次の①および②の要件を満たすこと
①農地面積 10a以上
②隣接の農道の幅員 3.5m以上
●申込方法 8月26日(金)までに電話でお申し込みください。
(公財)八木町農業公社
(0771)43-1128(月曜休み)
作業員のみ

1時間

2,100円

日吉地域情報
日吉町卓球大会の開催に
ついて
平成28年度南丹市体育協
会日吉地域大会として、卓球
大会を開催します。用具のな
い方は主催者で準備しますの
で、多数ご参加ください。
●日時 9月9日(金)
午後8時〜(受付：午後7時
30分)
●場所 ユースホール
●対象 市内在住、在勤、在
学の中学生以上の方
●競技種目 個人戦(シング
ルス)
●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 8月27日(土)ま
でに、住所、氏名、年齢、
電話番号、競技方法の区分

を電話またはFAXで連絡の
上、お申し込みください。
●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

美山地域情報
美山宮島診療所の休診に
ついて
市が施設を設置し、医療法
人財団美山健康会が運営して
いる美山宮島診療所につい
て、諸般の事情により、平成
28年9月1日から休診するこ
ととなりましたのでお知らせ
します。
皆様には大変ご迷惑をお掛
けしますが、ご了承いただき
ますようお願いします。
保健医療課
(0771)68-0011

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

南丹市公衆無線LANサービス「Nantan Free Wi-Fi」をご利用ください
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)環境を整備しています。
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日に何度でもご利用いただけます。
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、日吉町郷土資料館
【美山地域公共施設】美山文化ホール
【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
【都市公園など】園部公園、八木運動公園、美山自然文化村
【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、園部第二小学校、八木西小
学校、八木東小学校、殿田小学校、胡麻郷小学校、美
山小学校
【中学校施設】園部中学校、八木中学校、殿田中学校、
美山中学校
【学校跡施設】旧川辺小学校、旧摩気小学校、旧西本梅
小学校、旧吉富小学校、旧新庄小学校、旧神吉小学校、
旧五ヶ荘小学校、旧知井小学校)、
旧平屋小学校、
旧鶴ヶ
岡小学校、旧大野小学校
※上記施設の特定の場所で利用できます。
情報政策課
(0771)68-0066
Nantan_Free_Wi-Fiステッカー

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号
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第2回京都丹波トライアスロン大会、今年は生中継でお送りします！！
地域情報満載のケーブルテレビに、ぜひご加入ください！
◇南丹市情報センター
(0771)63-1777
【発行】南丹市情報政策課
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受付時間：午前8時30分～午後5時（月・祝日休業）
(0771)63-1682
sictv@sic.cans.ne.jp
http://nantantv.or.jp/
622-8651 南丹市園部町小桜町47

（0771）68-0065

（0771）63-0653
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