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お知らせ
「南丹市環境基本計画
（改
定）
」
の意見募集結果
1月10日から31日までの
間、「南丹市環境基本計画
(改定)」に関する意見募集を
行い、貴重なご意見をいただ
きましたので、次の方法でご
意見の要旨と市の考え方を公
表します。
●公表の方法
・市ホームページ( http://
www.city.nantan.kyoto.
jp/)
・市民環境課および各支所市
民生活課で閲覧
市民環境課
(0771)68-0005

【総合問合せ窓口】

庁舎整備の基本方針に関するパブリックコメントを募集
市役所庁舎整備に関して「南丹市庁舎整備の基本方針−新庁舎
建設に関する基本的な考え方−(案)」を作成しました。市民の皆
さんに基本方針(案)をお示しし、ご意見や提言を募集します。
●計画案の公開 総務課および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( http://www.city.nantan.
kyoto.jp/)でも公開しています。
●意見募集期間 2月28日(火) 午後5時まで
●意見を提出いただける方
・市内に住所を有する方
・市内に事務所または事業所を有する個人および法人、その他の
団体
・市内に所在する事務所または事業所に勤務する方
・市内に所在する学校に在学する方
・市税の納税義務を有する方
●提出方法 指定様式に記入の上、次のいずれかの方法でご提出
ください。
・持参：総務課(本庁1号庁舎2階)、各支所地域推進課
・郵送： 622-8651 南丹市園部町小桜町47 総務課宛て
・FAX：(0771)63-0653 総務課宛て
・Eメール：soumuka@city.nantan.lg.jp
●提出様式 総務課および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。
●注意事項 提出されるご意見は日本語で、用紙は指定様式に限
ります。住所、氏名、連絡先(法人およびその他の団体などは
名称、所在地、連絡先)を必ずご記入ください。
※記入が無い場合、ご意見は無効となり受け付けできません。ま
た、電話によるご意見は受け付けません。
●意見の公表 提出いただいた意見の概要とそれに対する市の考
え方は、市ホームページで一定期間公表します。(氏名、住所
などは公表しません)なお、個別の回答はできません。
総務課
(0771)68-0002

(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

info@city.nantan.lg.jp
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税務署からのお知らせ

市民健診を実施します

＜平成28年度確定申告に関
するお知らせ＞
平成28年度の確定申告書
には、「マイナンバーの記
載」と「本人確認書類の提出
または写しの添付」が必要で
す。
＜園部税務署申告会場＞
税務署での申告書作成や相
談を希望される方はお越しく
ださい。
●開設時期 2月16日(木)〜
3月15日(水)
●受付時間 午前9時〜午後
4時
※混雑状況により受け付けを
早めに締め切ることがあり
ます。
＜確定申告書等作成コーナー
＞
国税庁ホームページ「確定
申告書等作成コーナー」で
は、画面の案内に従って金額
などを入力すれば、税額など
が自動計算され、税務署へ行
かなくてもご自宅などで申告
書を作成することができま
す。タブレット端末などから
も利用でき、コンビニなどの
プリントサービスにも対応し
ています。操作に関しては、
e-Tax・作成コーナーヘルプ
デスクに電話 (0570)015901(全国一律市内通話料
金)でお問い合わせくださ
い。
園部税務署
(0771)62-0340

平成29年度市民健診の申し込みを受け付けます。
●健康診査
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（2017年）2月10日発行

健診名

健診対象者

自己負担額
要件
メタボ
南丹市に住所を有
20〜39歳
500円
予防健診
する方
南丹市国民健康保 集団：無料
40〜75歳の
特定健診
険に加入されてい 個別：
誕生日前日まで
る方
1,000円
すこやか
南丹市に住所を有
満75歳以上
無料
健診
する方
※対象年齢は、平成30年3月31日における年齢です。
※受診日当日までに75歳に達した方は、特定健診ではなくすこ
やか健診となります。
●がん検診・結核検診
年齢

検診名
肺がん検診・結核検診
胃がん検診
大腸がん検診
前立腺がん検診
肝炎検診
乳がん検診(視触診と
マンモグラフィ併用)

対象年齢
40歳以上
40歳以上
40歳以上
50歳以上(男性)
40歳の方
40歳以上(女性)
隔年実施

子宮頸がん検診

20歳以上(女性)

自己負担額
300円
300円
100円
100円
無料
400円

集団：400円
個別：500円

※対象年齢は、平成30年3月31日における年齢です。
※ご加入の医療保険に関係なく受診していただけます。
※70歳以上の方は全て無料です。
●申込方法 各家庭に送付する「市民健診申込票」に必要事項を
記入の上、3月6日(月)までに、保健医療課または各支所市民
生活課までご提出ください。
＜乳がん検診(30歳代)の廃止について＞
市民健診として実施する視触診のみの乳がん検診は、死亡率減
少効果が不明であり、検診精度も低く、「要精密検査」の判定に
より不安だけを与えることになりかねませんので、平成29年度
から視触診のみの乳がん検診は廃止します。なお、乳がんから自
分自身を守るため、月に1回の自己検診を行い、異常を見つけた
ら早めに専門医を受診してください。
保健医療課
(0771)68-0016

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

無料クーポン券によるがん検診を実施します
節目検診対象者に対して、4月に「検診無料クーポン券」を送
付します。この機会にぜひがん検診を受診してください。
●対象者
検診名

乳がん検診

子宮頸がん
検診

誕生日 ※受診料が無料の方
・昭和51年4月2日〜昭和52年4月1日
・昭和46年4月2日〜昭和47年4月1日
・昭和41年4月2日〜昭和42年4月1日
・昭和36年4月2日〜昭和37年4月1日
・昭和31年4月2日〜昭和32年4月1日
・平成8年4月2日〜平成9年4月1日
・平成3年4月2日〜平成4年4月1日
・昭和61年4月2日〜昭和62年4月1日
・昭和56年4月2日〜昭和57年4月1日
・昭和51年4月2日〜昭和52年4月1日

※検診内容や日程については、各家庭に送付の「南丹市特定健康
診査・がん検診等のご案内」をご覧ください。
保健医療課
(0771)68-0016

園部公民館、八木公民館からのお知らせ
園部公民館、八木公民館の今後のあり方について、次のとおり
決定しましたのでお知らせします。
＜園部公民館＞
研修棟部分については、現施設を耐震補強することで引き続き
活用することを基本とします。ただし、ホール棟部分については
耐震強化とホール機能の両立が図れるのか、引き続き検討を深め
ることとします。なお、「改修工事に着手するまでの間」、研修
棟は引き続き利用を継続します。
＜八木公民館＞
隣接する市役所八木支所3階に公民館機能を移転することとし
ます。なお、「移転先の支所3階の改修工事が完了するまでの
間」、引き続き現公民館を継続利用します。
＜平成29年4月以降の公民館利用について＞
平成29年4月以降の両公民館利用申込の受け付けを、2月14日
(火)午前9時から開始します。
●申込先(いずれも月・祝日休館)
(0771)63-5820
・園部公民館
(0771)42-3132
・八木公民館
※この日時以前の利用申込は受け付けませんのでご了承くださ
い。
※園部公民館および八木支所の改修工事は、平成30年度以降を
予定していますが、詳細が決まり次第お知らせします。
社会教育課
(0771)68-0057

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

第10回特別弔慰金が支
給されます
●支給対象者 戦没者などの
死亡当時のご遺族で、平成
27年4月1日において、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
による基礎年金などの受給
者がいない場合に、次の順
番による先順位のご遺族
1人が支給の対象となりま
す。
①平成27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、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
●請求期間 平成30年4月2
日まで
※請求期間を過ぎると今回の
弔慰金を受けることができ
なくなりますので、ご注意
ください。
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
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献血・骨髄ドナー登録に
ご協力ください

運転免許自主返納を交番
などでも受け付けます

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 3月10日(金)
●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

運転免許の自主返納が、交
番などで手続きできるように
なりました。交番などでの自
主返納を希望する場合は、日
時などを予約する必要があり
ますので、まずはご連絡くだ
さい。同時に運転経歴証明書
の申請も行えます(京都府収
入証紙1,000円分が必要)。
南丹警察署交通課
(0771)62-0110

「にっぽん縦断こころ旅」
に手紙をお寄せください
NHK-BSプレミアムで、
「日本縦断こころ旅2017
春」がスタートします。3
月27日に高知県をスタート
し、夏の北海道を目指しま
す。番組では、皆さんからの
お手紙で旅のルートを決定す
るため、「市内の忘れられな
い場所、風景」にまつわる手
紙を募集しています。
●応募方法 住所、氏名、電
話番号、性別、年齢、思い
出の場所・風景、場所にま
つわるエピソ ー ド を 番 組
ホームページ、FAX、郵送
のいずれかで投稿してくだ
さい。
●応募期間 3月27日(月)ま
で
●京都府の放送 5月8日
(月)〜12日(金)
●投稿先
http://www.nhk.or.jp
/kokorotabi/
(03)3465-1327
150-8001 NHK
「ここ
ろ旅」
係 宛
ＮＨＫふれあいセンター
(0570)066-066
050-3786-5000
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「国の教育ローン」のご
案内
高校、大学などへの入学
時、在学中にかかる費用を対
象とした公的な融資制度で
す。お子さん1人につき350
万円以内を、固定金利(年
1.81%(平成28年11月16日
現在))で利用でき、在学期間
内は利息のみの返済とするこ
とができます。
詳しくは、「国の教育ロー
ン」で検索するか、コールセ
ンター (0570)008-656ま
たは (03)5321-8656にお
問い合わせください。
日本政策金融公庫西陣支店
国民生活事業融資第二課
(075)462-5121

人材募集
平成２９年度南丹市臨時
職員を募集します
●職種 保健師または助産師
●勤務場所 保健医療課
●募集人数 1人
●賃金 月額193,800円
●任用期間 平成29年4月1
日から6カ月間
●募集条件 保健師または助
産師資格を有するまたは
取得見込みの65歳未満の
方。

●勤務時間 原則週5日、午
前8時30分〜午後5時
●募集期間 2月27日(月)ま
で
※土・日・祝日は除く。午前
8時30分〜午後5時15分
●申込方法 総務課および保
健医療課に備え付けの臨時
職員登録申込書に必要事項
を記入の上、総務課または
保健医療課へ提出してくだ
さい。
※保健師または助産師資格を
証明する書類または卒業見
込証明書の写しを必ず添付
してください。
●採用 書類審査および面接
試験で合否を決定します。
※面接日は3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。
保健医療課
(0771)68-0016

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
い。【無料・要申込】
●日時 2月27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 2月24日(金)午
前9時から電話でお申し込
みください。
南丹広域振興局園部地域総
務室
(0771)62-0360

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

「行政書士による無料相
談会」
の開催について
相続、成年後見、農地など
不動産の売買・賃貸、各種許
認可手続きなどでお困りやお
悩みの方、まちの身近な法律
家、行政書士が相談に応じま
す。【無料】
●日時 3月1日(水)
午後1時〜4時
●場所 八木公民館1階和室
●主催 京都府行政書士会第
3支部
京都府行政書士会第3支部
(075)311-5010

確定申告相談会を開催し
ます
適正な申告納税の推進と納
税道義の高揚などを目的に、
近畿税理士会園部支部から派
遣を受けた税理士による、所
得税確定申告相談会を開催し
ます。確定申告書の書き方な
どで分からないことがある方
は、お気軽にお越しくださ
い。【無料・申込不要】
●日程 3月1日(水)、3日
(金)、6日(月)、8日(水)、
10日(金)、13日(月)、14
日(火)
●時間 いずれも午前9時〜
11時30分、午後1時〜3時
30分
●場所 園部納税協会２階会
議室
公益社団法人園部納税協会
(0771)62-0039

身体障害者巡回更生相談
のお知らせ
●日時 3月7日(火)
午前10時〜11時30分
●場所 市役所2号庁舎３階
会議室
●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】
=メールアドレス

●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 2月24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

子育て支援（催し）
２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
きる居場所づくりをしていま
す。親子で楽しくクッキング
をしましょう。ぜひお越しく
ださい。【要申込】
●日時 2月20日(月) 午前
10時〜午後1時(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 みんなで楽しく親子
クッキング
講師：保健医療課 係長
越浦恵 氏(管理栄養士)
●参加協力金 500円(調理
材料代を含む)
●持ち物 エプロン、三角
巾、マスク、お子さんの着
替えなど
●申込方法 2月17日(金)
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

=ホームページアドレス

多胎育児家庭のつどいを
開催します
多胎育児中の同じ悩みや経
験を持つ参加者同士で、話し
たり聞いたりして、仲間づく
りをしてみませんか。スタッ
フもお子さんの見守りをお手
伝いしますので、お気軽にご
家族でお越しください。【無
料・要申込】
●日時 2月26日(日)
午前10時〜正午(受付：午
前9時45分)
●場所 子育てすこやかセン
ター
●対象 多胎育児中または多
胎出産予定家庭の家族
●内容 岡本助産師を囲んで
の座談会＆交流会
●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。
子育てすこやかセンター
(0771)68-0082

子育てすこやかセンター
３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 3月3日(金) 午前10
時30分〜11時30分
●内容 「歌と折り紙を楽し
もう」
＜子育て講座＞
●日時 3月9日(木) 午前10
時30分〜11時30分
●内容 南丹市保健師による
「子どもの成長に大切なこ
と」
《裏面に続く》

=郵便番号

第266号
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＜子育て広場０歳〜＞
●日時 3月13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 3月15日(水) 午前
10時〜11時30分
●場所 園部保健福祉セン
ター2階
●内容 親子クッキング
●持ち物 エプロン、三角
巾、マスク、 手 拭 き タ オ
ル、お茶
＜お話会＞
●日時 3月17日(金) 午前
10時30分〜11時
＜親子リトミック＞
●日時 3月22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 3月30日(木) 午前
10時30分〜11時30分
●持ち物 バスタオル
子育てすこやかセンター
(0771)68-0082

親子で酪農体験と牛乳工
場見学の参加者募集
親子で酪農体験と牛乳工場
見学をしましょう。【無料・
要申込】
●日時 3月27日(月)
午後1時〜4時30分
●場所 雪印メグミルク株式
会社京都工場池上製造所お
よび谷牧場
※JR八木駅から車で5分程
度。駐車場有り。送迎バス
無し。
●内容 酪農体験(乳搾り、ほ
乳体験、餌やり)、牛乳工場
見学
●主催 南丹保健所、雪印メ
グミルク株式会社京都工場
池上製造所
●対象 南丹市、亀岡市、京
丹波町在住の小学生および

6
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就学前のお子さんとその家族
※就学前のお子さんのみの家庭は申し込みできません。
●定員 10家族(1家族4人程度まで)
●申込方法 3月10日(金)までに、申込書に必要事項を記入の
上、郵送またはFAXでお申し込みください。
※案内ちらし、申込書は南丹保健所、子育て支援課および各
支所市民生活課に備え付けています。また、南丹保健所
ホームページ( http://www.pref.kyoto.jp/nantan/hokikaku/20130726kosodatepass.html)からもダウンロード
できます。
※申込者多数の場合は、抽選により決定します。
●その他 国内で家畜伝染病が発生、拡大した場合には、酪農体
験を中止し、他のイベント(紙すき、牛乳パック工作など)に代
替する場合があります。
南丹保健所福祉室
(0771)62-0361
(0771)63-0609

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＞
◆先生が本(おはなし)なんだね(伊藤明美)◆本の時間を届けます
(篠賀典子他)◆汝、ふたつの故国に殉ず(門田隆将)◆お母さん、
旅はじめました(後藤由紀子)◆楽しい植物化石(土屋香、土屋健)
◆温泉はなぜ体にいいのか(松田忠徳)◆確実に治るうつ、治らな
いうつ(森下茂)◆天然おくすり(池田明子監修)◆日本の美しい小
学校(山崎鯛介他)◆暮らしをつむぐ(坂井より子)◆ふたりからひ
とり(つばた英子、つばたしゅういち)◆簡単だから毎日作れるシ
ニアごはん(野崎洋光/教える人)◆ズボラーさんのたのしい朝ご
はん(小田真規子/料理)◆小麦粉なしでおいしいフランス菓子(大
森由紀子)◆重ねるだけでおいしいスコップケーキ(西山朗子)◆
ウルトラマン切り紙(大原まゆみ/切り紙)◆江戸の遊び切り紙(パ
ピエ舎)◆少年時代(高倉健)◆センスをみがく文章上達事典(中村
明)◆稀代の本屋 蔦屋重三郎(増田晶文)◆草花たちの静かな誓
い(宮本輝)◆夜明けまで眠らない(大沢在昌)◆三鬼(宮部みゆき)
◆探偵は女手ひとつ(深町秋生)◆花咲小路三丁目のナイト(小路
幸也)◆社長室の冬(堂場瞬一)◆ノッポさんの「小さい人」とな
かよくできるかな？(高見のっぽ)◆もったいないばあさんの知恵
袋(真珠まりこ)◆虎の尾を踏む(佐伯泰英)
＜児童書＞
◆ジョージと秘密のメリッサ(アレックス・ジーノ)◆みつけてご
らん！うみのかくれんぼ(吉野雄輔/しゃしん)◆きちんと知ろう!
アレルギー１(坂上博)◆いじめのある世界に生きる君たちへ(中
井久夫)◆うみのとしょかん(葦原かも)◆本当はすごい森の話(田
中惣次)◆5秒後に意外な結末(桃戸ハル/編著)◆骨董通りの幽霊
省(アレックス・シアラー)◆かいけつゾロリの王子さまになるほ
うほう(原ゆたか)◆チキン！(いとうみく)

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

＜絵本＞
◆3日ずつのおくりもの(レミ・クルジョン)◆フローレンス・ナ
イチンゲール(デミ)◆オズのまほうつかい(フランク・ボーム)
◆山びこくん(たかはしゆうじ)◆すききらいなんてだいきらい
(堤ちはる監修)◆おいしいふくやさん(のしさやか)◆スーパート
ラック(スティーヴン・サヴェッジ)◆あれあれ、タコさん、あし
まちがえた！(アドニス・パパテオドゥールゥ)◆あかちゃんの木
(ソフィー・ブラッコール)◆おかしなこともあるもんだ(いしい
ひろし)
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

催し
「健康イベント」
のお知らせ
日吉ゆう薬局スタッフによる、健康相談と健康意識を高めてい
く「健康イベント」を毎月第2・４火曜日に開催します。お気軽
にご利用ください。【無料・申込不要】
●日程 2月14日(火)、28日(火)
●時間 いずれも午後1時30 分〜3時
●場所 いきいきオアシス日吉コミュニティルーム(JR明治鍼灸
大学駅前薬局・コンビニなどの複合施設)
●内容 糖質について(血糖値が気になる方にお勧めの食事内容
や商品案内など)
日吉ゆう薬局
(0771)72-5001

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。
＜グラウンド・ゴルフのつどい＞
●日時 2月17日、24日(各金曜日) 午前9時〜11時45分
●場所 陸上競技場 ●参加費 300円(当日受付)
＜太極拳教室＞
●日時 2月24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 3月1日、8日、15日(各水曜日) 午前9時30分〜11時30
分 ●場所 体育館 ●参加費 300円(当日受付)
●内容 健康体操、軽スポーツ ●対象 18歳以上の女性
＜エンジョイテニス(昼の部)＞
●日時 3月1日、8日、15日(各水曜日) 午後1時30分〜5時
●場所 テニスコート ●参加費 300円(当日受付)
●対象 18歳以上
＜グラウンド・ゴルフ大会＞【要申込】
●日時 3月17日(金) 午前9時〜午後4時
●場所 陸上競技場・補助競技場
=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

●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(弁当、
お茶付き)
●定員 384人
●対象 どなたでも
●申込方法 2月17日(金)午
前9時から団体受付を開始
します。住所、氏名(ふり
がな)、性別、生年月日、
FAX番号を必ず記入の上、
はがき、FAX、Eメールの
いずれかでお申し込みくだ
さい。
丹波自然運動公園
(0771)82-0560
(0771)82-0480
kouen@kyoto-tanbapa
rk.or.jp
622-0232 京丹波町曽根
崩下代110-7

南丹圏域障害者就業支援
セミナーを開催します
南丹圏域に暮らす障がいの
ある方たちが、安心して長く
働き続けられる地域環境づく
りを目指すとともに、関係機
関の連携を図り、障がい者就
業への理解を広く求める機会
としてセミナーを開催しま
す。【無料・要申込】
●日時 2月25日(土)
午後1時30分〜5時
●場所 ガレリアかめおか2
階大広間
●内容
基調講演：「発達障害のある
方の強みを活かす就労支援
のポイント」
講師：株式会社エンカレッジ
代表取締役 窪貴志 氏
パネルディスカッション：
「当事者インタビューから
考える発達障害と仕事」
●定員 120人
●申込方法 事前に電話でお
申し込みください。
なんたん障害者就業・生活
支援センター
(0771)24-2181
第266号
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八木公民館講座「人権ビ
デオ鑑賞会」
を開催します

8

みんなの居場所「わっかっ
か！」
wakkakka.2014@gmail.
com

南丹市人権教育・啓発推進
計画に基づき、人権感覚の豊
かな社会を構築するため、1
月から3月の第4土曜日に人
権ビデオ鑑賞会を開催してい
ます。【無料】
＜第2回人権ビデオ鑑賞会＞
●日程 2月25日(土)
午前10時〜
●場所 八木公民館１階和室
●対象 市内在住、在勤の
20歳以上の方
●内容 ビデオ鑑賞
「部落解放運動の歩みー人
間は尊敬すべきものー」
1922年3月3日、京都市の
岡崎公会堂で全国水平社が創
立されました。この大会で読
み上げられた水平社宣言は、
あらゆる差別の撤廃と、すべ
ての人が人として尊重される
社会の実現を呼びかけた、日
本最初の人権宣言といわれて
います。(時間：36分)
八木公民館(社会教育課八
木担当)
(0771)68-0026

南丹市人権教育・啓発推進
協議会発足10周年を記念し
て、北朝鮮当局に拉致され、
24年間にわたり北朝鮮での
生活を余儀なくされた蓮池
薫さんをお招きし、講演会を
開催します。拉致問題を通し
て人権や平和について考えて
みましょう。【無料】
●日時 2月26日(日) 午後2
時〜3時30分(開場：午後
1時30分)
●場所 国際交流会館イベン
トホール
●その他 手話通訳、要約筆
記があります。託児ルーム
もあります。託児が必要な
方は、2月17日(金)までに
電話でお申し込みくださ
い。
人権政策課
(0771)68-0015

鉄道模型走行会を開催し
ます

まちなか賑わい
「そのべ軽
トラ市」
開催のお知らせ

鉄道模型(Nゲージ)を運転
してみませんか。
●日時 2月25日(土)、26
日(日) いずれも午前10時
〜午後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(飲み
物代含む)※小学生以下無料
●その他 Nゲージ車両の持
ち込みは可能ですが、自己
責任でお願いします。中学
生未満の方は、必ず保護者
が同伴してください。
※この事業は南丹市市民提案
型まちづくり事業として実
施しています。

まちなかのにぎわい創出を
目的に、毎月第４日曜日に開
催しています。野菜、工芸、
うまいもんなど、売り手の顔
が見える軽トラ市ならではの
楽しい市場です。【入場無
料】
●日時 2月26日(日) 午前
10時〜午後１時30分
●場所 園部町本町通り
●出店数 約30店
●駐車場 市役所駐車場など
の来場者駐車場をご利用く
ださい。
●イベント 立命館大学多国
籍音楽サークル「出前ちん
どん」演奏、南丹娘ミニラ
イブ、こども広場
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蓮池薫さん講演会を開催
します

●主催 南丹市中心市街地活
性化推進委員会
●その他
※出店者やボランティアス
タッフは随時募集していま
す。
※廃食用油の回収もしていま
すので、ご利用ください。
市座プロジェクトチーム
(0771)63-2451

「外国人と日本語のつど
い」
を開催します
南丹地域で日本語を学ぶ外
国人と交流したり、日本語教
室や日本語支援ボランティア
の活動について紹介します。
【無料・要申込】
●日時 2月26日(日)
午後1時30分〜4時
●場所 国際交流会館地階コ
スモホール
●対象 市内在住または在
勤、在学の方。子ども同伴
も歓迎します。
●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

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

園部公民館 春のオープン
キャンパスを開催します
園部公民館活動サークルを
体験できるオープンキャンパ
スを開催します。この春、新
しい趣味と仲間を見つけてみ
ませんか。見学だけでも大歓
迎です。【全て無料・申込不
要】
＜共通事項＞
●場所 園部公民館
＜童画サークル＞
●日時 3月1日(水)
午前9時〜11時
●内容 ちぎり絵、はり絵
●持ち物 工作用ハサミ、の
り、鉛筆
＜草の根ヨーガ＞
●日時 3月1日、15日(各
水曜日) 午後8時〜9時30
分
●内容 健康体操
●対象 成人
●服装 動きやすい服装
●持ち物 ヨガマット(お持ち
であれば)
＜らべんだ〜ずオカリナアン
サンブル＞
●日時 3月4日、18日(各
土曜日) 午後2時〜4時
●内容 オカリナ
＜Hope dance circle＞
●日時 3月4日、18日(各
土曜日)・基礎：午後6時
〜・応用：午後7時30分〜
10時
●内容 ストリートダンス、
ダブルダッチ
●服装 上靴、動きやすい服
装
＜河鹿合唱団＞
●日時 3月4日、18日(各
土曜日) 午後7時〜10時
●内容 合唱
＜園部少年少女剣道クラブ＞
●日時 3月5日、19日(各
日曜日) 午後6時30分〜8
時
●内容 剣道
●対象 幼稚園年長〜中学3
年生
=メールアドレス

●服装 動きやすい服装
＜いきいきボランティア＞
●日時 3月7日(火)
午後1時30分〜4時
●内容 コサージュ作り
＜南丹ゴールデンエイジ混声
合唱団「まゆみ」＞
●日時 3月8日、22日(各
水曜日)
午前10時〜11時30分
●内容 合唱
●対象 概ね60歳以上
＜響弦会＞
●日時 3月8日、22日(各
水曜日) 午後2時〜4時
●内容 大正琴
●持ち物 大正琴(お持ちで
あれば)
＜すぎなの会＞
●日時 3月8日、15日(各
水曜日) 午後7時〜9時
●内容 書道
＜ふれあい通信ボランティア
はとポッポ＞
●日時 3月9日(木)
午前10時〜正午
●内容 絵手紙
＜自彊術同好会＞
●日時 3月11日(土) 午前
10時〜11時30分、17日
(金) 午後2時〜3時30分
●内容 健康体操
●服装 動きやすい服装、5
本指靴下(お持ちであれば)
●準備物 バスタオル
＜童謡・唱歌 ひまわり＞
●日時 3月14日、28日(各
火曜日) 午後1時〜5時
●内容 合唱
＜船井手話サークル 青空＞
●日時 3月14日、28日(各
火曜日) 午後7時30分〜８
時30分
●内容 手話学習
＜園部吹奏楽団＞
●日時 3月19日(日) 午後7
時30分〜10時、22日(水)
午後8時〜10時
●内容 吹奏楽
●対象 18歳以上
●持ち物 管楽器(お持ちで

=ホームページアドレス

=郵便番号

あれば)
＜御幸会＞
●日時 3月24日(金)
午後1時〜4時
●内容 日本舞踊
※洋服でも参加可能
園部公民館
(0771)63-5820(月・祝
休館)

しいたけ栽培（原木）教室
を開催します
家庭でも簡単にできるしい
たけの原木栽培方法を学び、
ほだ木作りを体験します。
【要申込】
●日時 3月5日(日)
午前9時30分〜正午
●場所 日吉町生涯学習セン
ター美術工作室など
●内容
①きのこの知識と選木、玉
切、植菌、ほだ木管理、収
穫などの栽培技術を学ぶ。
②電気ドリルなどで原木に穴
を空け、しいたけの種駒を
打ち込む植菌実習を行う。
※種駒を打ったほだ木は、
各自持ち帰ります(1人3
本)。
●参加費 3,000円
●定員 20人(先着順)
●持ち物 手袋、金づち、帽
子、作業ができる服装
●申込方法 2月24日(金)ま
でに、氏名、連絡先を電話
またはＦＡＸで連絡の上、
お申し込みください。
日吉町生涯学習センター
「遊youひよし」
(0771)72-3300
(0771)72-3311

第266号
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「南丹将棋教室」
３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
3月4日(土)、
12(日)、18日(土)、26日
(日)
※可能な日にご参加くださ
い。
●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。
園部公民館(月・祝日休館)
(0771)63-5820
(0771)63-2850
be-syakai@city.nantan.
lg.jp
622-0014 南丹市園部町
上本町南2-22
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平成29年
（2017年）2月10日発行

落語会＆歌声喫茶を開催します
落語を楽しみ、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 3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)
●出演 風紋亭革虎 氏
●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

八木地域情報
八木町農業公社春の農作業受委託申し込みの案内
春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(平成29年2月現在)

農作業名
単位
料金
耕起1回目(荒起し)
10アール
11,500円(税込み)
耕起2回目(整地)
10アール
9,500円(税込み)
代かき(畔付け不可)
10アール
10,500円(税込み)
田植
10アール
11,500円(税込み)
作業員(田植苗運び)
1時間
2,100円(税込み)
●春農作業受託要件 次の①および②の要件を満たすこと
①農地面積 10アール以上
②隣接の農道の幅員 3.5メートル以上
※作業によっては、別途作業料金が必要になる場合があります。
●申込方法 3月4日(土)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)

２月１日から３月１８日はサイバーセキュリティ月間
近年、情報通信技術の著しい発展により、私たちの社会・経
済生活は大変便利なものになっている一方、ウィルスや不正ア
プリによる情報流出など、国民生活に影響を及ぼすサイバーセ
キュリティの問題が多数報じられています。誰もが安心して情
報通信技術の恩恵を享受するためには、国民一人一人がサイ
バーセキュリティについての関心を高め、これらの問題に対応
していく必要があります。このため、政府では、サイバーセ
キュリティに関する普及啓発強化のため、2月1日から3月18
日までを「サイバーセキュリティ月間」と定めて、期間中、政
府機関はもとより、広く関係機関、団体の協力の下に、国民各
層の幅広い参加を得た取り組みを集中的に推進しています。
政府広報より

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

市役所のメールアドレスを変更しました
セキュリティー対策強化に伴い、市役所のメールアドレス(メールドメイン)が変更となりました
のでご案内します。なお、職員も同様の変更がなされています。
●変更点
・変更前：・・・@city.nantan.kyoto.jp
・変更後：・・・@city.nantan.lg.jp
※各課のメールアドレスについては、市ホームページに掲載しています。
情報政策課
(0771)68-0066

南丹市公衆無線ＬＡＮサービス
「ＮａｎｔａｎＦｒｅｅ Ｗｉ-Ｆ
ｉ」
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、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。
●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
※上記施設の無線通信可能な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

第266号
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なんたんテレビ番組表（平成29年2月16日〜28日）
始めようインターネット生活！！ もっと便利に、安心に！
南丹市情報センターがサポートします。
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週報ほか
★城南保育所2・3歳児
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京都あかでみー第９回

★園部幼稚園3歳児

★幼児の館すこやか学園

生活発表会

すこやかワイワイデー
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京都あかでみー第１０回
市民の情報ひろば
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週報ほか
城南保育所２・３歳児 生活発表会
京都あかでみー第９回

幼児の館すこやか学園
すこやかワイワイデー

園部幼稚園 ３歳児 生活発表会

聖家族幼稚園
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京都あかでみー第１０回
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週報ほか
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もぎたてウェンズデー

幼児の館すこやか学園
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園部幼稚園 ３歳児 生活発表会
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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
市民の情報ひろば
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金

◇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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