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お知らせ

子どもの医療費助成制度が変わります
子育て支援の充実と子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、4月1日から、子どもの医療費助
成制度を変更します。
●変更内容
満3歳から就学前までだった「南丹市子育て支援医療費助成制度」の対象範囲を、満3歳から中学
校卒業までに拡大します。
入院

0〜2歳
3〜5歳
6〜15歳
京都子育て支援医療費助成【京都府内共通制度】
※① 200円の自己負担(受給者証【白色】あり)

16〜18歳

通
院

すこやか子育て医療費
助成【南丹市拡大制度】
※② 800円の自己負
南丹市子育て支援医療費
【変更部分】
助成【南丹市拡大制度】 新たに南丹市子育て支援 担(受給者証なし)
※① 200円の自己負担 医療費助成【南丹市拡大 ※高等学校在学中の場
合は、19歳到達後
(受給者証【さくら色】 制度】となります。
最初の3月31日まで
※① 200円の自己負担
あり)
(受給者証【さくら色】あり)

※① 京都府内の医療機関窓口において、受給者証と健康保険証を提示することで、1カ月1医療機関
につき200円の自己負担で受診することができます。
※② 医療機関の窓口において健康保険証を提示し、いったん3割負担分を支払った後、市役所窓口で
申請することで、1カ月1医療機関につき800円の自己負担になるように差額を支給します。
●受給者証の交付について
3月下旬に、満3歳から中学2年生までのお子さんに受給者証(さくら色)を郵送で交付します。現
在、受給者証(さくら色)を持っておられる方は、制度内容に変更ありませんが、有効期間が延長され
ますので、現在の受給者証を同封する返信用封筒で返還してください。
●その他
・小中学生の方で3月31日までに受診された分の医療費については、従来どおり「すこやか子育て医
療費助成制度」の対象となります。
・京都府外の医療機関では受給者証は使用できません。いったん3割負担分を支払った後、市役所窓
口で申請を行ってください。
子育て支援課
(0771)68-0017

【総合問合せ窓口】

(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

info@city.nantan.lg.jp
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貸農園の利用者を募集し
ています
畑郷市民農園は、農家以外
の方でも気軽に野菜づくりが
楽しめる貸農園です。美しい
自然の中、ご自身の手で安
全、安心な野菜づくりをして
みませんか。
●場所 日吉町畑郷池ノ平
31番地2(畑郷区会議所北
隣)
●面積 1区画約20㎡
※複数区画の利用も可
●利用期間 1年契約
(4月〜翌年3月)
※年度途中からの利用申し込
みも、随時受け付けていま
す。
●費用 1区画あたり年間
1万円
※年度途中からの利用の場合
は、利用期間に応じて減額
します。
●利用申込 日吉支所地域推
進課で、随時受け付けてい
ます。まずはお電話くださ
い。
●その他 1年契約のため栽
培作物は野菜、草花などと
し、稲や永年性作物(果樹
など)は栽培できません。
また区画内は利用者自身で
管理してください。
日吉支所地域推進課
(0771)68-0030

福祉タクシー利用券の使用期限は３月３１日です
現在、障がいのある方を対象に交付している平成28年度南丹
市福祉タクシー利用券の使用期限は、3月31日(金)までで、4月
1日以降は使用することができません。なお、使用期限内に使用
せず返還されても、現金との引き換えはしません。
●タクシー券を利用できる事業所
次の事業所以外では利用いただけませんのでご注意ください。
乗車前に事業所名などを確認いただき、乗車の際には、福祉タク
シー利用券の使用について運転手の方にご確認ください。
事業所名
京都タクシー株式会社亀岡支社
南丹タクシー
NPO法人京都福祉センター
南丹介護タクシー
谷タクシー
株式会社京都みやび交通
新京都タクシー(旧 平野タクシー)
学園介護タクシー
介護タクシーあんくる
アンシン福祉タクシー
京都相互タクシー
(京都市内での利用も可)

平成２９年度から福祉タクシー事業が変わります
「南丹市福祉タクシー事業」が「南丹市福祉タクシー等事業」
として次のとおり変わります。
●変更点
①使用用途を、従来のタクシー料金に加えて、バス(デマンドバ
スを含む)運賃やガソリン代も対象とします。
②精神障害者保健福祉手帳1級所持者を対象に追加します。
●対象者
次のいずれかに該当する手帳をお持ちで在宅の方

じん臓機能障害

等級
1・3級

視覚障害、下肢、体
幹、移動機能障害
心臓、呼吸器、ぼうこ
う、直腸、小腸、肝臓
機能障害
療育手帳
精神障害者保健福祉手
帳
平成29年
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(075)861-1818

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

手帳(障がい)の種類

2

電話番号
0120-051-414
0120-194-539
0120-825-678
(0771)62-1489
(0771)74-0029
0120-207-011
0120-021-090
(0771)20-4182
(0771)25-2454
(0771)63-2123

1・2級
1級
A
1級

=申込・問合せ先

交付枚数・所得要件
2万円分/年
(50円券を400枚)
※所得制限なし
※5月以降の申請は、申請
月から1月あたり32枚分
1万円分/年
(50円券を200枚)
※世帯全員の市町村民税額
(所得割)の合計が、23万
5千円未満の場合に限る。
※5月以降の申請は、申請
月から1月あたり16枚分
=電話番号

=FAX番号

●申込方法 3月1日(水)以降、社会福祉課および各支所市民生
活課で受け付けます。手帳と印鑑を持参の上、申請してくださ
い。
※発行は4月以降となります。
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

軽自動車などの廃車や名義変更の手続きはお早めに
軽自動車、バイク、農耕用トラクター、コンバインなど、廃棄
処分したものや人に譲ったもので、手続きが済んでいないものは
ありませんか。軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課税され
ます。手続きがまだの方は、早急に手続きをしてください。な
お、一時使用中止による廃車手続きは受け付けできません。ま
た、所有者が死亡されている場合は、名義変更の手続きをお願い
します。
ご不明な点は、車種に応じた問い合わせ先へお問い合わせくだ
さい。
●問い合わせ先
車種
125㏄以下の原動機付自転車、ミニ
カー、小型特殊自動車(農耕用トラ
クター、コンバインなど)
軽二輪(125㏄超
〜250㏄以下のバ
イク)

廃車するとき
廃車以外のとき

二輪の小型自動車
(250㏄を超えるバイク)
軽三輪、軽四輪

手続き・問い合わせ先

市役所税務課
(0771)68-0004
軽自動車協会
京都事務取扱所
(075)691-6516
近畿運輸局
京都運輸支局
(050)5540-2061
軽自動車検査協会
京都事務所
(050)3816-1844

※125㏄以下の原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車の廃
車や名義変更の手続きをされる場合は、ナンバープレート、印
鑑、本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)を持参の上、
税務課または各支所地域推進課にお越しください。
※農耕用トラクターやコンバインなどの申告漏れがないか、再度
ご確認ください。
税務課
(0771)68-0004
各支所地域推進課
八木(0771)68-0020
日吉(0771)68-0030 美山(0771)68-0040

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

相談会
南丹市無料法律相談会の
お知らせ
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 ①3月7日(火)、
②3月28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

出張がん個別相談会のお
知らせ
京都府がん総合相談支援セ
ンターが、がんに関わるさま
ざまな相談をお受けします。
【無料・要申込】
●日程 3 月21日(火)
●時間 午後１時〜3時30分
●場所 南丹保健所
●相談員 保健師および看護
師
●申込方法 3月17日(金)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

第267号
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行政相談委員による定例相談所を開設します
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 3月14日(火) 午後1時30分〜3時30分
●場所 市役所八木支所3階会議室(西側)
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

３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
3月18日(土)
3月24日(金)

時間

午後1時
〜3時

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

3月27日(月)
3月28日(火)
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

「よっといで広場」
３月開
催日のお知らせ

子育て支援（催し）
子育てつどいの広場
「ぽこぽこくらぶ」(３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。
※主に保育所、幼稚園に入所・入園されるまでの子、その保護者
や妊婦が対象です。
※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)
※水・金曜日の午後3時〜6時まで、八木防災センター１階でみ
んなの居場所「seedbase」(シードベース)を開催します。こ
ちらは、小学生や地域の方もご利用いただけます。
●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。
＜大きくなったねの会＞
１年間ですごく大きくなる子どもたち。一緒に振り返りながら
楽しく過ごしましょう。【無料】
●日時 3月6日(月) 午前10時30分〜正午
4
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●定員 7組(先着順)
●場所 コミュニティスペー
ス「気になる木JUJU」
＜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 第1・3木曜日は園
部南部コミュニティセン
ター、第2・4木曜日は横
田公民館
NPO法人グローアップ
080-3857-8119

のびのび子どもを遊ばせた
り、お茶を飲んだり、おしゃ
べりをしたり、好きなことを
します。地域の方は、どなた
でもお越しください。【無
料】
●日時 ３月8日(水)、22日
(水) 午前10時〜午後2時
●場所 旧平屋小学校(美山
町安掛)
※旧平屋小学校登り口の
「よっといで」の旗が目印
みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
090-5061-9756

「みんなおいでよ−！」
を開
催します
104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 3月9日(木)
午前9時30分〜正午
●場所 市役所八木支所3階

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

子育て支援ルーム
●内容 おたのしみ会(ス
タッフが心を込めて料理を
用意します。)
※6月の陶芸教室で器を作ら
れた方は、出来上がりまし
たのでお持ち 帰 り く だ さ
い。
●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、
お茶など
●参加費 300円
＜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

催し
南丹市グループワーク事
業のお知らせ
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】
＜茶話会①＞
●日時 3月2日(木)
午後1時30分〜3時
●場所 はーとぴあ日吉
＜茶話会②＞
●日時 3月17日(金)
午前10時〜11時30分
=メールアドレス

●場所 こむぎ山健康学園
＜共通事項＞
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

「第４回中世木せつぶん
草祭り」
を開催します
セツブンソウは、早春に開
花します。「春の妖精」と呼
ばれており、適地適温で開花
する希少植物で、京都府の
レッドデータブックに絶滅危
惧種として登録されていま
す。【無料】
●日時 3月4日(土)
午前10時〜午後3時
●場所 中世木公民館周辺
(日吉町中世木)
●内容
・自生地の公開
・地元野菜市の開催
・地元の山野草愛好家による
解説(午後1時30分〜)
●保存協力金 300円以上を
お願いします。
●主催 日吉町中世木区、中
世木せつぶん草を守る会
●後援 京都府(予定)、南丹
市、世木地域振興会
●その他 所有者さんのご意
向により、3月11日(土)に
も自生地を公開します。
※この事業は平成28年度南
丹市集落支援事業を活用し
ています。
南丹市集落支援員
090-2066-3441

ものづくりの技が体感で
きる展覧会を実施します
ものづくりのまち南丹市を
よりPRする拠点ができまし
た。ギャラリーとお試し住宅
の複合施設です。最初の展覧
会を南丹市工芸家協会の皆さ
んと開催します。

=ホームページアドレス

=郵便番号

＜展覧会＞
●日時 2月25日(土)〜3月
15日(水) 午前11時〜午後
7時(木曜日は休み)
●場所 わざどころPON(八
木防災センター向かい側)
＜ねんどで動物をつくろう＆
くみいとで作る＞
●日時 3月4日(土)
午後2時〜4時
●場所 わざどころPON
＜木でカッティングプレート
をつくろう＞
●日時 3月5日(日)
午後1時〜3時
●場所 気になる木JUJU(八
木防災センター向かい側)
＜作家さんのてづくり器で食
べる会「おやつ」＞
●日時 3月5日(日)
午後3時〜5時
●場所 気になる木JUJU
●内容 八木町で昔から親し
まれてきたおやつを、てづ
くり器で食べる
＜作家さんのてづくり器で食
べる会「ごはん」＞
●日時 3月8日(水)
午前11時〜午後1時
●場所 気になる木JUJU
●内容 市内産の美味しい食
材が溶け込んだランチを、
てづくり器で食べる
＜南丹市の木で染めて展示し
てみよう＞
●日時 3月12日(日)
午前11時〜午後2時
●場所 八木酒造
●内容 酒蔵の中で南丹市の
木を使って手ぬぐいストー
ルを染めて展示
＜共通事項＞
●その他 参加費や申し込み
などの詳細はお問い合わせ
ください。
ものづくりのまち推進会
090-7619-8673
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市民公開講座を開催しま
す
生活習慣病、特に高血圧に
ついての基礎知識をお話した
上で、家庭でできる生活指導
やツボ療法を専門のスタッフ
がお伝えします。【無料】
●日時 3月5日(日) 午前10
時〜11時30分(受付：9時
30分)
●場所 国際交流会館地階
コスモホール
●定員 100人(先着順)
●内容 生活習慣病を防ごう
〜高血圧編〜の基礎知識と
家庭でできるツボ療法
①生活習慣病-高血圧編-の基
礎知識(講演45分)
②家庭でできるツボ療法(実
技指導45分)
明治国際医療大学附属鍼灸
センター
(0771)72-1210

健康ウオーキングの参加
者を募集します
みんなで楽しく歩いて、ふ
るさとを再発見しませんか。
【要申込】
●日時 3月5日(日) 正午〜
(受付：午前11時45分)
※小雨決行
●集合場所 道の駅京都新光
悦村
●コース 熊崎不動尊(都々
古和気神社内)大護摩と火
渡り体験(約４㎞)
・道の駅新光悦村→新堂→熊
崎不動尊(都々古和気神社
内)→大護摩と火渡りの神
事を体験→新光悦村内散策
●持ち物 水筒、汗拭きタオ
ル、帽子、手袋、雨具ほか
●参加費 200円(そのべ総
合型地域スポーツクラブ会
員は無料)
●申込方法 当日受付も行い
ますが、あらかじめ電話で
お申し込みください。
※体調をチェックした上でご
6
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参加ください。
●申込先 園部海洋センター
(0771)68-0084
●協力 Nantan健歩会
●その他 そのべ総合型地域
スポーツクラブの会員を募
集しています。
そのべ総合型地域スポーツ
クラブ
090-3351-3254

アート陽作品展のお知ら
せ
園部公民館1階ロビーで開
催します。ご来館の際はぜひ
ご覧ください。
●期間 3月5日(日)〜18日
(土)
※都合により、予告なく終了
する場合があります。
園部公民館(月・祝日休館)
(0771)63-5820

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。
＜エンジョイテニス(夜の部)
＞
●日時 3月6日、20日(各
月曜日) 午後6時〜9時
●場所 体育館(天候により
テニスコート)
●参加費 400円(当日受付)
●対象 18歳以上
＜グラウンド・ゴルフのつど
い＞
●日時 3月10日(金：月例
大会) 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 3月10日、24日(各
金曜日) 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

＜障がい者スポーツのつどい
＞
●日時 3月14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
●参加費 無料(当日受付)
＜スポーツを楽しむ日＞
●日時 3月14日(火)
午後6時〜9時
●場所 体育館
●内容 バトミントン、卓
球、テニスなど
●参加費 400円(当日受付)
丹波自然運動公園
(0771)82-0560

京都丹波地域福祉のつど
いを開催します
●日時 3月10日(金)
午前10時〜午後5時
●場所 八木公民館
●内容
・第１部 講演と学習(午前
10時〜正午)
「中途失明予防等について」
講演：ロービジョン外来で
の実際
講師：京都府立医科大学視
能訓練講師 吉田麻
理子 氏
・第２部 お話いろいろ(午
後1時〜3時)
おはなしポケット他
※目のことについての相談会
や日常生活用具などの展示
コーナーもあります。
京都府視覚障害者協会南丹
京丹波支部
(0771)62-1876

歴史・健康ウオーキング
の参加者を募集します
山科の勧修寺から伏見の醍
醐寺を巡ります。【要申込】
●日程 3月11日(土)
※小雨決行

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

●コース JR園部駅⇒二
条・地下鉄二条⇒小野→勧
修寺→随心院→醍醐寺→一
言寺→地下鉄石田駅(解散)
⇒二条・JR二条⇒園部
※コースは歩きやすい平坦な
道です。
※状況により、コースを変更
する場合があります。
●出発場所・時刻 JR園部
駅：午前8時14分出発
※集合：JR園部駅改札口 午
前7時50分
●解散場所・時刻 地下鉄石
田駅：午後3時頃
●対象 元気で8km以上歩
ける方
●定員 75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、雨具(雨天時)
●費用 会員2,640円、一
般：2,940円(地下鉄片道
代、拝観料、昼食代、保険
代含む)
※JR運賃は自己負担です。
●申込方法 3月7日(火)ま
でに、電話でお申し込みく
ださい。
※目的はウオーキングです。
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。
※健康、体調のすぐれない方
の参加はご遠慮ください。
※歩きやすい服装、履きなれ
た靴で参加してください。
※参加者は、自己責任で自分
の健康管理を し て 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

=メールアドレス

外国人が日本語学習の成
果を発表します

園部吹奏楽団第４１回定
期演奏会のお知らせ

国際交流協会が主催する
「外国人のための日本語教
室」で、日本語を学んでいる
外国人が学習の成果を発表し
ます。気軽にご参加くださ
い。【無料】
●日時 3月12日(日)
午後6時〜7時30分
●場所 国際交流会館2階第
1・2研修室
●内容 学習の成果発表
●対象 日本語教室や国際交
流に関心のある方をはじ
め、市民ならどなたでも
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

午後のひととき、私たちと
一緒に音楽を楽しみましょ
う。団員一同、皆さんのご来
場をお待ちしています。【無
料、予約不要】
●日時 3月12日(日) 午後2
時〜(開場：午後1時30分)
●場所 国際交流会館イベン
トホール
※今年から会場が変更になっ
ています。
●ステージ
・第1部 オリジナルステージ
客演指揮 山川すみ男
※天満月の夜に浮かぶオイサ
の恋/樽屋雅徳、大草原の
歌 他
・第2部 ポップスステージ—
音楽園遊会2017—
※津軽海峡冬景色、恋のカー
ニバル 他
●後援 南丹市、南丹市教育
委員会、南丹市文化協会、
京都府職域・一般吹奏楽連
盟
園部吹奏楽団
090-3352-7713

「年中みそづくり」の参加
者を募集します
ボランティアグループ「さ
くらんぼ」と共催で「年中み
そづくり」を開催します。毎
日使う味噌だからこそ、自分
で作って郷土の味を楽しんで
みませんか。【要申込】
●日時 3月12日(日)
午前10時〜正午
●場所 日吉町郷土資料館か
やぶき民家
●参加費 500円
※別途入館料が必要です。
(大人200円、高校・大学生
150円、小中学生100円)
●持ち物 エプロン、三角巾
●募集人数 10人程度
※定員になり次第締め切りま
す。
●申込方法 事前に、電話ま
たはFAXでお申し込みくだ
さい。
日吉町郷土資料館
(0771)68-0069
(0771)72-1130

=ホームページアドレス

=郵便番号

さくら楽習館専門学部発
表会と閉講式のお知らせ
さくら楽習館の1年の締め
括りとして、専門学部発表会
および閉講式を開催します。
【無料】
●日程 3月15日(水)
●時間 発表会：午前10時
〜、閉講式：午後1時30分
〜
●場所 八木公民館大集会室
●内容
・発表会：舞台発表(歌謡
部、社交ダンス部、コーラ
ス部)、展示発表(写真部、
書道部)
※15日(水)〜17日(金)
・閉講式：記念映画上映「き
みはいい子」監督：呉美保
≪裏面に続く≫
第267号
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※誰もが人に傷つけられ、人
に救われなが ら 生 き て い
る。人と人とのつながりか
ら生まれるささやかな「し
あわせ」を描く、再生と希
望の物語。
●その他 予約制で、おに
ぎりとお茶を300円で販
売します。必 要 な 方 は 、
3月3日(金)までに社会教
育課または八 木 公 民 館
(0771)68-0026に電話で
お申し込みください。
社会教育課
(0771)68-0057

氷室の郷
「椎茸栽培教室」
を開催します
あなたも椎茸栽培に挑戦し
てみませんか。【要申込】
●日時 3月18日(土)
午前10時〜正午過ぎ
●場所 八木農村環境公園
「氷室の郷」草木工房前
●内容 ドリルでの穴開け、
椎茸菌打込み他
●費用 4,000円
●定員 20人(定員になり次
第締切)
●持ち物 手袋、帽子、作業
服
※工具は当園で準備します。
●申込方法 3月10日(金)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。
※参加者に菌入り原木5本
(定価800円/本)をお持ち
帰りいただきますので、持
ち帰るための準備をしてお
越しください。
八木農村環境公園「氷室の
郷」(月曜休館)
(0771)43-1128
(0771)43-2109
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健康ウオーキングの参加
者を募集します
日吉ダム周辺の新春を訪ね
ながら歩きます。ふるさとの
春を感じてみませんか。【要
申込】
●日時 3月18日(土)
午前9時15分〜正午(受
付：午前9時)※小雨決行
●集合場所 スプリングスひ
よし(道の駅駐車場)
●コース スプリングスひよ
し→府民の森ひよし→木製
治山ダム周辺
●持ち物 水筒、汗拭きタオ
ル、帽子、雨具
●申込方法 3月11日(土)ま
でに、氏名および連絡先
を、電話またはＦＡＸで連
絡の上お申し込みくださ
い。
※体調を十分チェックした上
でご参加ください。
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)
(0771)72-3300
(0771)72-3311

「木こり体験」の参加者を
募集します
講師は、それぞれの思いで
移住を決め、それぞれの思
いで山に入る「現代の木こ
り」。山仕事だけでなく、美
山の暮らしのことも聞いてみ
ましょう。【要申込】
●日時 3月26日(日)
午前9時30分〜午後4時
●集合場所 ムラの駅たなせ
ん(美山町鶴ヶ岡)
●内容 間伐(伐倒)、玉切
り、植栽(クヌギ)、獣害防
止用具設置
●参加費 4,000円(ランチ
付き、保険代含む、小学生
以下は半額)

●申込方法 3月22日(水)ま
でに、氏名、生年月日、連
絡のつく電話番号を、電話
またはFAXで連絡の上、お
申し込みください。
鶴ヶ岡振興会
(0771)76-9020
(0771)76-9021

「春休み！なんたんむ〜び
〜」
を開催します
遊ｙｏｕひよしの大きなス
クリーンで、空想かつ幻想的
な映像と音によって映画を楽
しみましょう。春休みにご家
族、お友達を誘ってぜひお越
しください。【無料】
●日程 3月28日(火)
●時間 午前の部：午前10
時30分〜(開場：午前10
時)、午後の部：午後2時
(開場：午後1時30分)
●場所 日吉町生涯学習セン
ターホール
●上映作品 「かいけつゾロ
リ だ・だ・だ・だいぼ
うけん！」(上映時間：82
分)
●定員 各200人(先着順)
※当日入場は定員に達してい
ない場合のみ可能です。
●入場方法 入場整理券をお
持ちください。入場整理
券は日吉町生涯学習セン
ター、園部公民館、八木公
民館、社会教育課美山担当
(市役所美山支所内)で配布
しています。
※入場整理券の配布は1人3
枚までとします。
社会教育課
(0771)68-0057

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

人材募集
平成２９年度南丹市臨時職員を募集します
●職種など
職 種
保育士
用務員
保育補助
看護師

勤務場所

市内保育所

募集人数
若干名
1人
3人
2人

賃金（円）
日額8,000円、時間額1,000円
日額6,960円、時間額870円
時間額870円
時間額1,440円

備
保育士資格

考

午後4時〜7時の勤務
看護師免許、
正午〜午後4時の勤務
調理師免許

給食調理員
3人 日額7,120円、時間額890円
●任用期間 平成29年4月1日から6カ月間
●募集条件など 備考欄に資格・免許保持者の記載がある職種は、資格を有している方または取得見
込者に限ります。年齢は65歳未満の方。
●勤務時間 原則週5日。午前8時30分〜午後5時まで
※職種により異なる場合がありますので、お問い合わせください。
●募集期間 平成29年3月10日(金)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 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、総務課または各支所地域推進課へ提出してください。
※有資格の職種を希望する場合は資格を証明する書類(写し)を必ず添付ください。
●採用 書類審査および面接試験により合否を決定します。
※面接は随時実施します。(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。
総務課
(0771)68-0008

南丹市臨時職員の登録者を募集します
4月1日以降、市役所本庁、支所の各課で臨時職員が必要な場合、登録者に連絡します。任用につ
いては面接などにより決定します。
●受付期間 年間を通じて随時受け付けます。(登録は1年間有効)
※受付時間、提出書類は上記と同様です。詳細はお問い合わせください。
総務課
(0771)68-0008

国民健康保険南丹病院組合の看護師および助産師を募集します
●応募資格 次の要件のすべてを満たす方
看護師または助産師免許取得者あるいは平成29年4月1日までに免許取得見込みの方、病棟３交代
勤務もしくは２交代勤務ができる方、昭和36年4月2日以降に生まれた方
●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 平成29年4月1日 ※有資格者については年度途中の採用も可能です。
●採用予定者数 看護師10人程度、助産師5人程度
※詳細はお問い合わせください。
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
=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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