発

行

第２６４号
平成29年
1月13日発行
http://www.city.nantan.kyoto.jp/

目

次

(ページ)

・お知らせ(1〜2)
・人材募集(2)
・相談会(3)
・子育て支援(催し)(3〜4)
・新刊図書のご案内(4)
・催し(5〜7)
・美山地域情報(8)
・特別広報(9〜11)
・なんたんテレビ番組表(12)

お知らせ
南丹市市民参加と協働の
推進委員を募集します
平成22年に「南丹市市民
参加と協働の推進に関する条
例」を制定し、市民協働の取
り組みを進めています。併せ
て、協働推進についてのご意
見をいただくため「南丹市市
民参加と協働の推進委員会」
を設置していますが、委員の
任期満了に伴い市民委員を募
集します。
●応募資格 南丹市に住民票
を有する、応募時点で20
歳以上の方で、会議に出席
して積極的に意見を述べて
いただける方
●任期 平成29年4月1日〜
平成31年3月31日
※会議は年4回程度開催
●募集人数 2人
●募集期間 2月1日(水)〜
28日(火)
●応募方法 応募用紙に必要
事項を記入の上、地域振興
【総合問合せ窓口】

課または各支所地域推進
課に持参、郵送、FAX、E
メールのいずれかでお申し
込みください。
※応募用紙は地域振興課、各
支所地域推進課に備え付け
ています。また、市ホーム
ページからもダウンロード
できます。
●審査など 選考委員会で選
考の上、応募者全員に通知
します。
地域振興課
(0771)68-0019
(0771)63-0653
chiiki@city.nantan.kyot
o.jp

Ｕ・Ｉターン就職支度商
品券交付制度について
市内事業所の幅広い人材確
保への支援と、市内事業所へ
の就職を契機に市内に転入す
る方の経済的な負担を支援す
るため、南丹市商工会が発行
する商品券を交付します。
●交付額 商品券50,000円
分
●交付対象者 次の要件を全
て満たす方。ただし、平成
29年3月末までは、⑥の要
件を満たす必要はありませ
ん。
①平成28年4月1日以降に市
内事業所の正規雇用労働者
となり、その雇用を契機に
平成28年1月1日以降に南
丹市外から移住し、雇用さ
れたときの年齢が40歳未
満であること。

(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

②転入から5年以上、本市か
ら転出しない意思を有する
こと。
③市税などの滞納がないこ
と。
④生活実態が伴う転入である
こと。
⑤暴力団員による不当な行為
の防止等に関する法律(平
成3年法律第77号)第2条
第6号に規定する暴力団員
でないこと。
⑥市が主催、共催および後援
する就職支援事業ならびに
補助金などを交付する就職
支援事業などを活用し、雇
用された方。
●交付申請の期限 市内事業
所に就職した日から6カ月
以内に申請してください。
ただし、平成28年4月1日
から9月30日までの間に就
職された方は、平成29年
2月28日(火)まで申請でき
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
kikaku@city.nantan.kyo
to.jp
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薪ストーブ使用における
注意点について
これから暖房を使う機会が
多くなりますが、薪ストーブ
を使用する際、ご近所とトラ
ブルになるケースがありま
す。ご近所の方とよく話し
合って、お互い気持ちよい暮
らしを心掛けましょう。
＜薪ストーブの使用によるご
近所の困りごとの事例＞
・煙が窓などから家の中に入
る
・煙で洗濯物が汚れる
・臭いがする
＜ご近所の迷惑になる可能性
がある事例＞
・煙突が隣の家のひさしに近
い位置にある
・煙突と隣の家の窓が近い
・煙突と隣の家の洗濯干し場
が近い
・煙突と隣の家の吸気口が近
い
・集合住宅で薪ストーブを
使っており、自分の部屋の
上にも部屋がある
※場合によっては、ストーブ
と煙突の設置位置、煙突の
高さを再検討してみてくだ
さい。
市民環境課
(0771)68-0005

事業主の方は給与支払報
告書を１月中に提出を
平成28年中に南丹市在住
の従業員(パート、アルバイ
ト、役員などを含む)に給与
の支払いをした事業主の方
は、支払額の多少にかかわら
ず、1月31日(火)までに税務
課または各支所地域推進課へ
給与支払報告書(総括表およ
び個人別明細書)を提出して
ください。
なお、平成28年分の報告
から、様式がA5サイズに変
更され、個人番号の記載欄が
追加されました。従業員およ
2
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び扶養親族の個人番号につい
て、記載漏れのないようにご
注意ください。
給与支払報告書(総括表)の
「給与支払者の個人番号また
は法人番号」記載欄には、法
人は法人番号を、個人事業主
は事業主の個人番号を記載し
てください。
個人事業主の場合は、提出
時に番号および本人確認がで
きる書類(事業主の個人番号
カードまたは通知カードと運
転免許証・健康保険証など)を
提示してください。郵送の場
合は写しの添付が必要です。
税理士本人が提出される場
合は、個人事業主の番号確認
と、税理士証票の提示による
本人確認、税務代理権限証書
による代理権の確認が必要で
す。
税務課
(0771)68-0004

税務署からのお知らせ
＜申告会場の開設時期につい
て＞
園部税務署内の申告会場
は、2月16日(木)から3月15
日(水)までです。
※会場開設前は、通常窓口で
の対応となるため、長時間
お待ちいただくことになり
ます。
※申告会場は午後４時までの
受け付けとしていますが、
混雑状況により早めに終了
する場合があります。
※平成28年分の確定申告書
には、「マイナンバーの記
載」と「本人確認書類の提
示または写しの添付」が必
要です。
＜農業収支説明会の開催につ
いて＞
●日時 1月27日(金)
午前10時〜正午
●場所 市役所本庁3号庁舎
2階第4会議室
※この説明会では、確定申告

書の受け付けおよび個別相
談は行いません。
＜確定申告書等作成コーナー
の利用について＞
国税庁ホームページの「確
定申告書等作成コーナー」
で、自宅のパソコンなどから
申告書が作成できます。さら
に、タブレット端末などで作
成し、コンビニエンスストア
などのプリントサービス(有
料)でも印刷可能です。
園部税務署
(0771)62-0340

人材募集
平成２９年度南丹市立図
書館の嘱託職員を募集
●業務内容 図書館司書
●勤務場所 市内図書館(室)
●月額賃金 152,300円
●任用期間 平成29年4月1
日から1年間
●勤務時間 原則週５日。午
前8時45分〜午後5時15分
●募集条件 図書館司書資格
を有する65歳未満の方
●募集人数 1人
●募集期間 1月23日(月)ま
で
※土、日、祝日を除く。午前
8時30分〜午後5時15分
●申込方法 社会教育課およ
び各支所地域推進課に備え
付けの嘱託職員申込書に必
要事項を記入の上、社会教
育課または各支所地域推進
課へご提出ください。
●採用 書類審査および面接
試験により合否を決定しま
す。
※面接日は2月上旬を予定
(日程は申込者に別途連絡
します。)
●その他 詳細はお問い合わ
せください。
社会教育課
(0771)68-0057

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

相談会
「きこえと補聴器の相談
会」
を開催します
きこえの相談や補聴器相談
を、毎月第4水曜日に行って
います。【申込不要】
●日程 ①1月25日(水)、②
2月22日(水)、③3月22日
(水)
●時間 午後1時〜3時
●場所 ふない聴覚言語障害
センター(園部公民館2階)
●対象者 聞こえにくい方や
補聴器を必要とされている
方(難聴者、中途失聴者、
そのご家族など)
●内容 補聴器相談(補聴器
の調整、修理、電池交換、
購入、試聴など)
●相談料 無料(補聴器修理
費用、電池代などは別途必
要)
●その他 身体障害者手帳や
補聴器をお持ちの方は、当
日ご持参ください。
ふない聴覚言 語 障 害 セ ン
ター
(0771)63-6448

子育て支援（催し）
１月「託児付きカフェよっ
といで」
のお知らせ
子育て中のママさんや家族
の方、子どもさんがホッとで
きる居場所作りをしていま
す。体や心をほぐすヨーガで
す。ぜひお越しください。
【要申込】
●日時 1月25日(水)
午前10時〜正午(受付：午
前9時50分)
●場所 美山保健福祉セン
ター(美山町安掛)
●内容 ママさんヨーガとカ
フェ
※運動のしやすい服装でお越
=メールアドレス

しください。
●参加協力金 500円
※無農薬コーヒーと手作りお
菓子付き
●申込方法 1月22日(日)
までに、電話、ＳＭＳ
(ショートメッセージサー
ビス)、LINE(ライン)のい
ずれかでお申し込みくださ
い。
※当日参加も可能ですが、準
備の都合上、期限までにお
申し込みください。
みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
090-6962-6455

子育てすこやかセンター
２月事業のお知らせ
＜共通事項＞
●対象 市内在住の親子
●申込方法 事前に来所また
は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、事業を中
止する場合があります。
＜歌＆折り紙＞
●日時 2月1日(水) 午前10
時30分〜11時30分
●内容 「歌と折り紙を楽し
もう」※南丹ママさんブラ
ス協力参加
＜子育て講座＞
●日時 2月3日(金) 午前10
時30分〜11時30分
●内容 都智華子氏による
「産後のからだを整える〜
骨盤のゆがみやバストケア
〜」
●持ち物 ヨガマットまたは
バスタオル
＜子育て広場１歳〜＞
●日時 2月10日(金) 午前
10時30分〜11時30分
●内容 「親子で3B体操」

=ホームページアドレス

=郵便番号

＜ベビーマッサージ＆ミニ講
座＞
●日時 2月15日(水) 午前
10時30分〜11時30分
●持ち物 バスタオル
＜親子リトミック＞
●日時 2月16日(木) 午前
10時30分〜11時30分
＜お話会＞
●日時 2月17日(金) 午前
10時30分〜11時
＜子育て広場０歳〜＞
●日時 2月23日(木) 午前
10時30分〜11時30分
●内容 「おはなしポケット
＆ミニ栄養相談」
●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

「みんなおいでよ−！」
を開催します
103回目となる「みんなお
いでよー！」を開催します。
子どもたちもお母さんも、友
達になって楽しく遊びます。
●日時 2月6日(月)
午前9時30分〜正午
●場所 市役所八木支所3階
子育て支援ルーム
●内容 小谷里美先生による
リトミック
※地産地消のおいしい食べも
のも用意しています。
●対象 0歳〜6歳までの家
庭で過ごされている子ども
たち、お父さん、お母さ
ん、おじいちゃん、おばあ
ちゃん、子どもたちを支援
していただく地域の皆さん
●持ち物 マイ皿、マイ箸、
タオル、お茶など
●参加費 300円
≪裏面につづく≫

第264号
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＜ミニ情報＞
子どもたちとお母さんが、
のんびり楽しく過ごせるよう
に、支援ルームを借りていま
す。いっしょに遊びません
か。【無料】
●曜日 毎週火、木曜日
●時間 午前10時〜午後3時
●場所 八木支所３階子育て
支援ルーム
子育て支援ボ ラ ン テ ィ ア
「すくすくやぎっこ」
090-3993-1236

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 2月23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 1月30日(月)〜
2月10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
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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＞
◆まだまだ知らない夢の本屋ガイド◆パブロフの犬(アダム・
ハート＝デイヴィス)◆「ひとり」の哲学(山折哲雄)◆天皇陛下
「生前退位」への想い(保阪正康)◆女直虎が救った井伊家(楠戸
義昭)◆飾らず、偽らず、欺かず(田中伸尚)◆会社員自転車で南
極点に行く(大島義史)◆ふるさと革命(片山修)◆ユーロ恐慌(副島
隆彦)◆教育費破産(安田賢治)◆考える力を育てる子どもの「な
ぜ」の答え方(向谷匡史)◆孫育ては子どもとともに子育ては祖父
母とともに(石橋剛編)◆病気は人生の夏休み(樋野興夫)◆お母さ
んのための冷えとり術(進藤義晴・進藤幸恵)◆漬けるおかず(ワ
タナベマキ)◆あんこのことがすべてわかる本(芝崎本実あんこ
事典監修)◆剪定「コツ」の科学(上条祐一郎)◆接客の一流、二
流、三流(七條千恵美)◆正倉院宝物(杉本一樹)◆51歳の初マラソ
ンを3時間9分で走ったボクの練習法(鶴見辰吾)◆サイのものが
たり(白川静)◆恋糸ほぐし(田牧大和)◆リーチ先生(原田マハ)◆
四月になれば彼女は(川村元気)◆私の幽霊(朱川湊人)◆溝猫長屋
祠之怪(輪渡颯介)◆恋のゴンドラ(東野圭吾)◆幼年の色、人生の
色(長田弘)
＜児童書＞
◆未来のために学ぶ四大公害病(除本理史監修)◆人がいじわるを
する理由はなに？(ドゥニ・カンブシュネ)◆ハーブをたのしむ絵
本(大野八生)◆じてんしゃのほねやすみ(村上しいこ)◆ひかり生
まれるところ(まはら三桃)◆ハムスターのすてきなお仕事(あん
びるやすこ)◆ぐるぐるの図書室(工藤純子他)◆ハリーポッター
と呪いの子(J.K.ローリング他)
＜絵本＞
◆さむがりペンギン(コンスタンツェ・フォン・キッツィング)◆
すやんこすやんこおやすみなさい(オームラトモコ)◆雪ふる夜の
奇妙な話(大野隆介)◆わたし、お月さま(青山七恵)◆はじめての
オーケストラ(佐渡裕)◆おとうさんは、いま(湯本香樹実)◆じい
ちゃんの火うちばこ(徐魯)◆まめまめくん(デヴィッド・カリ)◆
新幹線のたび(コマヤスカン)◆ノラネコぐんだんそらをとぶ(工
藤ノリコ)
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

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

催し
京都丹波地域ミニ企業説
明会を開催します
人材確保を希望される企業
が、直接地元の求職者に企業
の魅力や求人内容を説明しま
す。
＜亀岡会場＞
●日時 1月24日(火)
午後1時30分〜3時45分
●場所 ガレリアかめおか
研修室
＜南丹会場＞
●日時 1月26日(木)
午後1時30分〜3時45分
●場所 南丹市国際交流会館
第1・2研修室
＜共通事項＞
●対象求職者 概ね34歳以
下の方(来春学校卒業予定
の方を含む)
南丹広域振興局農林商工部
商工労働観光室
(0771)23-4438

丹波自然運動公園からお
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 1月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）
●定員 30人
＜レディーススポーツデー＞
●日時 2月1日、8日(各水
曜日) 午前9時30分〜11時
30分
●場所 公園体育館
●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

=メールアドレス

＜エンジョイテニス(夜の部)＞
●日時 2月1日、8日(各水
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
＜天文教室＞【要申込】
●日時 2月4日(土)
午後7時〜9時
●場所 丹波天文館
●内容 月、金星、火星、冬
の星座などの観望
●費用 300円
●定員 50人
●対象 小学生以上
※小・中学生は保護者同伴
●申込方法 2月3日(金)
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。
＜臨時休園日＞
1月24日(火)〜1月25日(水)
※施設の総合点検のため
丹波自然運動公園
(0771)82-0560
(0771)82-0480
kouen@kyoto-tanbapa
rk.or.jp
622-0232 京丹波町曽根
崩下代110-7

家計管理の講演会を開催
します
若年期から老年期までの人
生のステージを無理なく過ご
せるよう、お金との付き合い方
を学びます。
【無料・要申込】
●日時 1月31日(火)
午後1時30分〜3時
●場所 南丹市社会福祉協議
会本所農事研修室
●内容 講演「家計設計の大
切さ〜収支バランスが崩れ
る３つのタイミングを知る
〜」
●講師 京都生活協同組合の
ライフプランアドバイザー
●定員 30人(先着順)
●申込方法 1月27日(金)ま

=ホームページアドレス

=郵便番号

でに、電話でお申し込みく
ださい。
南丹市社会福祉協議会地域
福祉課生活支援センター
(0771)72-3220

第８回トレーニング機器
使用講習会を開催します
開催日にちなんでご夫婦で
の参加はいかがでしょうか。
一人での参加も歓迎します。
●日時 2月2日(木)
午後7時〜
●場所 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【無料】
●講師 京都府スポーツ振興
課 谷村侑子 氏
●持ち物 体育館シューズ
●主催 NPO法人八木町ス
ポーツ協会
●後援 南丹市教育委員会
口丹波勤労者福祉会館
(0771)42-5484

「読書ボランティア養成講
座Ｐａｒ
ｔ２」
を開催します
絵本を読んであげたい、絵
本やおはなしに興味のある方
の参加をお待ちしています。
【無料・要申込】
●日時 2月3日(金)
午前10時〜正午
●場所 南丹市立文化博物館
研修室
●講師 福知山市みかんの木
文庫 仲野恵子 氏
●内容 絵本、おはなしの魅
力について
●定員 25人(先着順)
●申込方法 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。
≪裏面につづく≫
第264号
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※1月14日(土)から受付開始
●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
※南丹市まちづくり活動支援
交付金を活用しています。
南丹市読書ボランティア連
絡会事務局
090-3942-2646

氷室の郷「赤味噌仕込み
講習会」を開催します
家族のために、安心安全な
熟成味噌を作ってみません
か。【要申込】
●日時 2月4日(土)
午後1時30分〜3時
●場所 八木農村環境公園
「氷室の郷」調理体験室
●内容 煮豆、糀、塩を混ぜ
て仕込みます。
●対象 作った仕込み味噌を
5kg以上、家庭で熟成され
る方。
●講習料 500円
※別途、1kg当たり500円が
必要です。
●定員 15人(先着順)
●持ち物 エプロン、三角
巾、味噌を仕込む容器
●申込方法 1月28日(土)ま
でに、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。
八木農村環境公園「氷室の
郷」(月曜休館)
(0771)43-1128
(0771)43-2109

第26回かるた大会の参
加者を募集します
競技かるたは「畳の上の格
闘技」とも言われています。
昨年好評であった「京都小倉
かるた会」のデモンストレー
ションも行います。「ちはや
ふる」の世界を皆さんも体験
しませんか。応援だけでも大
歓迎です。【無料・要申込】
6
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●日程 2月4日(土)
●時間 午後1時30分〜
(受付：午後1時〜)
●場所 園部公民館2階和室
●対象 どなたでも可
●競技方法 3人1組で対戦す
る「源平戦」と、数人でかる
たを取り合う「チラシ」の２
つの部門を行います。
(各部門の1位に賞品あり)
●申込方法 事前に、園部公
民館窓口、郵送、電話、
FAX、Eメールのいずれか
で、住所、氏名、電話番
号、参加部門を連絡の上、
お申し込みください。
※当日参加も可能ですが、事
前にお申し込みください。
※源平戦に2人以内で申し込
みをされた方は、当日に他
の申込者とチーム編成をし
ます。
●主催 園部町文化協会
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

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 日本将棋連盟公認棋
道指導員、アマ6段 大山
勝義 氏
●申込方法 園部公民館に備
え付けの申込書に必要事項
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、
参加者多数の場合は、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。
※1月後半の開催日を14日
(土)、22日(日)、28日(土)
に変更しました。
園部公民館(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

「南丹将棋教室」
２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ご
参加ください。【要申込】
●日程
2月4日(土)、
12(日)、18日(土)、26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

歌声喫茶を開催します
昔懐かしい童謡や昭和の歌
を生伴奏で一緒に歌い、楽し
いひとときを過ごしません
か。
●日時 2月5日(日)
午後2時〜4時
●場所 みんなの居場所
「わっかっか！」
(日吉町殿田)
●運営協力金 500円
(小学生以下無料)
※この事業は「南丹市市民提
案型まちづくり事業」とし
て実施しています。
みんなの居場所「わっかっ
か！」
080-9753-9402

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

発達障害支援講座を開催
します
発達障害のある子どもたち
や家族、きょうだいへの支援
について考えてみませんか。
自身も障がいのある弟の兄と
して、これまで感じてきたこ
とについて、お話しいただき
ます。【要申込】
●日時 2月11日(土・祝)
午後1時30分〜3時30分
●場所 京都府口丹波勤労者
福祉会館２階大会議室
●内容
・講演会「障害のある子の
きょうだいとして 〜だか
らこそできること、したい
こと〜」
・パネルディスカッション
●講師 京都市児童福祉セン
ター 児童精神科医師
田中一史 氏
●参加費 500円(資料代)
●申込方法 住所、氏名、電
話番号、託児ルームの利用
の有無につい て 、 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。
●主催 NPO法人発達障害
を考える会ぶどうの木
NPO法人発達障害を考え
る会ぶどうの木
(0771)86-8029
npobudo0902@poppy.
ocn.ne.jp

第２回バレンタインミック
ステニス大会参加者募集
●日時 2月12日(日) 午前9
時15分〜(受付締切：午前
9時)
※予備日は2月26日(日)
●場所 佛教大学園部キャン
パステニスコート
※砂入り人工芝
●種目 ミックスダブルスA
級(上級者)、B級(初・中級
者)

=メールアドレス

●参加資格 どなたでも
●試合方法 6ゲーム先取
ノーアドバンテージ方式、
セルフジャッジ
●定員 A級、B級とも24組
●参加費 1組3,000円(高校
生以下1組2,000円)
※当日徴収します。
●申込方法 2月1日(水)午
後5時までに、参加種目、
ペア2人の氏名(ふりが
な併記)、所属(学校名な
ど)、代表者の電話番号、
代表者メールアドレスを記
入の上、Eメールでお申し
込みください。
※受信後、返信があります。
佛教大学教職員互助会テニ
ス部
gojoteni@gmail.com

なんたにあんキッズカー
ニバルを開催します
「世界のあそびをたのしも
う」をテーマに、ブータン、
ベトナム、中国、ドイツ、
ニュージーランド、フィリピ
ン、フランスなどの遊びを在
住外国人の方と一緒に楽しみ
ましょう。世界の衣装コー
ナー、世界の絵本コーナー
もあります。(参加国は予定)
【要申込】
●日時 2月12日(日)
午後1時〜4時
●場所 南丹市国際交流会館
1階イベントホール
●参加費 100円(小学生以
上)
●申込方法 2月7日(火)ま
でに、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
で連絡の上、お申し込みく
ださい。
●主催 南丹市国際交流協会
●共催 (公財)南丹市情報セ
ンター
●後援 南丹市教育委員会、
(公財)京都府国際センター

=ホームページアドレス

=郵便番号

南丹市国際交流協会
(0771)63-1840
※火〜金曜日の午後0時30分
〜4時30分
(0771)63-1841
nantania@office.zaq.jp

第４１回ちびっこ探検学校
ヨロン島の参加者募集
日本全国から参加するたく
さんの友達と一緒に、思い出
に残る楽しい体験をしてみま
せんか。【要申込】
●内容 共同生活(民宿)、
野外活動(海水浴、洞窟探
検、野宿体験など)
●日程 3月26日(日)〜4月
1日(土) 6泊7日
●場所 鹿児島県大島郡与論
町
●定員 200人
●対象 小学2年生〜6年生
※平成29年2月末現在
●申込締切 3月6日(月)
●説明会 2月11日(土・祝)
午後3時30分〜、京都テル
サ第4会議室
●その他 詳細はお問い合わ
せいただくか、資料請求ま
たはホームページでご確認
ください。
公益財団法人国際青少年研
修協会
(03)6417-9721
http://www.kskk.or.jp
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美山地域情報

南丹市メール配信サー
ビスにご登録ください

除雪作業に伴うお願い
今年度も冬期間中(3月15日(水)までの予定)、積雪が10cm以
上になれば、午前5時から除雪作業を行います。より早くスムー
ズに作業を行うため、下記の点についてご協力をお願いします。
●路上に自動車などの駐車や放置は絶対にしないでください
除雪が進まないばかりか、大切な車などに損傷を与え支障をき
たすほか、トラブルの原因になります。
●農作物、獣害防除施設、石垣、塀などを点検しておいてくださ
い
除雪は雪を道路外へ押し出しますので、農作物や庭先の石垣、
塀などが路面にはみ出していないか点検をお願いします。かき出
した雪のため埋没することもありますので、運転手が察知しにく
い部分には赤い布など簡単な目印をつけておいてください。ま
た、除雪によって破損の恐れがある獣害防除施設については、一
時的に撤去をお願いします。
●屋根の雪降ろし後は直ちに撤去してください
道路上に、屋根などの雪を降ろしたまま放置したり、撒き散ら
したりすると、凍結して歩行者などが転倒したり、車両のスリッ
プ事故の原因となりますので、直ちに撤去してください。
●路上に覆いかぶさる物件はあらかじめ撤去しておいてください
道路近くの立ち木や竹を所有されている方は、事前に点検し、
危険な場合は取り除いていただきますようお願いします。積雪に
よる倒木などがあった場合は、処分しますのでご了承ください。
●依頼事項や連絡事項については区長さんを通じてお願いします
除雪車の運転手の方には、早朝からお世話になり、大変ご苦労
をお掛けしています。依頼事項や連絡事項については個々に対応
できません。除雪に伴う依頼事項については、区長さんを通じて
申し出ていただきますようお願いします。
美山支所地域推進課
(0771)68-0043
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=申込・問合せ先

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。
＜子ども安心メール＞
市内の幼児や小中学校な
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.
ktaiwork.jp
＜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。
※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
情報政策課
(0771)68-0066

=電話番号

=FAX番号

「お知らせなんたん」への記事掲載の申し込みについて
南丹市では、市民の皆さんが参加できるサークルやイベント、催しの情報を「お知らせなんた
ん」に掲載しています。
この度、掲載手続の簡素化を図るため、団体などが記事掲載を希望される場合は、掲載申し込
みをしていただければ、市への後援名義申請は「不要」としました。
【掲載の申込方法・注意事項】
掲載の申し込みは、「掲載依頼書」に必要事項を記載の上、原稿を添えて市役所関係課に直接
または郵送で提出してください。
※「掲載依頼書」は、市役所各課に備え付けるほか、市ホームページからもダウンロードできま
す。
【掲載時の注意事項】
「お知らせなんたん」は、毎月2回(原則第2・4金曜日)、各行政区を通じて市民の皆さんにお
届けしています。
掲載を希望される場合は、掲載を希望する号の発行日の40日前までに「掲載依頼書」と原稿
の提出をお願いします。
紙面が限られているため、掲載できる情報は「お知らせなんたん掲載基準」に基づく優先順位
により制限する場合があります。また、記事の内容は、必要最小限にしてください。
※掲載基準については、市ホームページでご確認ください。

（例）「お知らせなんたん」第267号(2月24日発行)に「サークルの会員募集記事」を掲載
したい場合の申し込みの流れ
1. あらかじめ情報政策課広聴広報担当に掲載を希望する内容について電話などでご相談
ください。
2. 記事の内容から担当する市の課などをお知らせしますので40日前(1月15日)までに、
「掲載依頼書」と原稿を提出してください。(期限厳守)
3. 情報政策課の広報担当者から、原稿内容の校正について連絡する場合があります。
4. 2月24日に「お知らせなんたん」(第267号)が発行されます。

■次の内容のものは掲載できません。
1. 市の品位、公共性または公益性を損なうおそれがあるもの
2. 営利目的の宣伝または広告活動になるもの
3. 政治活動、宗教活動または選挙活動になるもの
4. 意見や個人の宣伝になるもの
5. 掲載依頼用紙に必要事項の記載がないもの
6. そのほか、「お知らせなんたん」の目的と合致しないと判断できるもの

南丹市企画政策部情報政策課 お知らせなんたん担当
南丹市園部町小桜町47番地(〒622-8651)
市役所本庁1号庁舎2階 電話：0771-68-0065(直通) FAX：0771-63-0653
Eメール：kouhou@city.nantan.kyoto.jp

=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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=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

=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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なんたんテレビ番組表（平成29年1月16日〜31日）
特集「生酛の誇り 美山蔵杜氏 倉垣時弘」大石酒造 美山蔵の、杜氏の誇りと
生酛づくりへのこだわりを紹介します。
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ＪＡトピックス
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★もぎたてサタデー

★特集
「生酛の誇り 美山蔵杜氏 倉垣時弘」

協働みーつけた！

協働みーつけた！
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受付時間：午前8時30分～午後5時（月・祝日休業）
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