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お知らせ
ため池の適正な管理につ
いて
ため池は、日頃から堤体の
草刈りなどの適正な管理をお
願いします。特に、豪雨や長
雨に備え、次の点に注意して
ください。
・洪水吐は、ため池の規定水
位を保つための重要な施設
です。土のうや角落しなど
でせき上げして貯水量を増
やすことは、ため池の決壊
を招く恐れが あ り ま す の
で、絶対やめましょう。
・洪水吐に流木などの浮遊物
がある場合、流れを阻害し
ますので除去しましょう。
・天気予報に注意し、降雨に
備え、事前に池の水位を下
げましょう。(増水時に水位
を下げるため、ため池に近
づくことは大変危険です。)
※濁った漏水など、異変に気
付かれた場合はご連絡くだ
さい。
農林整備課
(0771)68-0012
【総合問合せ窓口】

「はかり」
の定期検査について
事業所などで取り引きや証明に使用されている「はかり」が
正確であるかを確認するため、定期検査(計量法に基づき2年に1
回)を行います。
対象となる「はかり」を使用されている事業者の方は、必ず検
査を受けてください。
＜集合検査＞
●日時・場所
区域

美山町

6月15日(木)
6月16日(金)

日吉町

6月19日(月)

園部町

6月20日(火)
6月21日(水)

八木町

6月22日(木)

日時
午前11時〜
午後2時
午前11時〜
午後2時30分
午前11時〜
午後2時30分
午前10時〜
午後2時30分
午前10時〜
午後3時

場所

宮島振興会
高齢者コミュニ
ティセンター
JA京都日吉支
店資材倉庫
園部公民館
八木公民館

●対象 ひょう量5t未満の巡回検査対象以外のはかり
●定期検査の対象となる｢はかり｣ 検定証印または基準適合証印
が付せられている｢はかり｣のうち、取り引きや証明に使用され
ているものに限る。
●検査を受けなければならない｢はかり｣の例
・商店やスーパーなどで、肉や魚など商品の重さを計量する｢は
かり」
・病院や薬局で使用する薬調剤用の「はかり」
・学校、保育所などで体重測定などの証明に使用する｢はかり｣
・荷物運送業などで運賃算定用に使用する「はかり」
●検査を受ける必要のない｢はかり｣の例
・工場などにおいて、生産工程に使用する｢はかり｣
・学校などで、教材用または給食用に使用する｢はかり｣
・農家や商店などで、目安用に使用する｢はかり｣
・家庭で目安用に使用する｢はかり｣(ヘルスメーター、キッチン
スケール)
・動物病院で使用する「はかり」
●手数料 定められた手数料を現金でお支払いください。
商工観光課
(0771)68-0050
(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

info@city.nantan.lg.jp
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高校生給付型奨学金（第
2次申請）
を受け付けます

美山会場市民健診結果報告会のお知らせ
4月に美山町で実施しました市民健診(集団健診)の結果報告会
を以下の日程で開催します。
実施日時
5月31日(水)

6月1日(木)

6月2日(金)

6月6日(火)

6月7日(水)

所在地
芦生公民館
田歌公民館
知井会館
北公民館
大野ふれあい館
小渕公民館
樫原公民館
内久保公民館
下平屋公民館
美山保健福祉
センター
豊郷公民館
盛郷公民館
林健センター
高野公民館
原公民館
宮脇公民館
美山文化ホール

時 間
午前10時〜10時15分
午前11時〜11時30分
午後1時〜1時30分
午後2時〜2時30分
午前10時30分〜11時
午後1時15分〜1時45分
午後2時15分〜2時45分
午前10時〜10時30分
午前11時〜11時30分
午後1時〜2時
午前10時〜10時30分
午前11時15分〜11時45分
午後1時〜1時30分
午後2時〜2時30分
午前10時〜10時30分
午前11時〜11時30分
午後1時〜2時

※どの会場に来ていただいても結構です。
※結果をお返しするのは、美山会場で受診いただいた方に限りま
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、結果報告会ではお返しできません。後日、郵送
させていただきます。
※がん検診のみ受診された方は結果報告会までに郵送でお返しし
ます。
保健医療課
(0771)68-0016

指定難病医療受給者証をお持ちの方へ
現在お持ちの受給者証の有効期限が近付いております。継続さ
れる方は期間内に手続きを行ってください。
●継続受付期間
＜原則(水色)の受給者証＞をお持ちの方
6月1日(木)〜7月31日(月)まで
＜経過措置(緑色)の受給者証＞をお持ちの方
7月３日(月)〜9月29日(金)まで
※土・日・祝日を除く
●受付時間 午前9時〜午後５時(正午〜午後１時を除く)
●受付場所 京都府南丹保健所
京都府南丹保健所保健室
(0771)62-2979
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●対象 市内在住で、次の①
〜③の全てに該当する方
①平成29年度市民税(平成
28年中の所得に係る市民
税)が非課税の世帯に属す
る方
②母子(父子)世帯(20才以上
65才未満の同居者がいな
い家庭)、児童世帯、障が
い者世帯、長期療養者世帯
などに属する方
③高等学校(高等専門学校な
どを含む)に修学中の方
※同居している方の状況に
よっては対象とならない場
合があります。
※他の奨学金制度などを受け
ている方は、支給調整をす
ることがあります。
●必要書類 ①申請書、②同
意書2種類(返還・併給調
整および在学確認用)、③
平成29年度課税証明書(平
成28年中の所得に係る市
民税が非課税であり、扶養
控除などの人数が確認でき
るもの)、④支援金利用予
定書、⑤その他(事実が確
認できる書類の写しなど)
●申請方法 6月1日(木)〜7
月3日(月)の間に、京都府
南丹保健所、社会福祉課お
よび各支所市民生活課に備
え付けの申請書類に必要事
項を記入の上、ご提出くだ
さい。
京都府南丹保健所福祉室
(0771)62-0363
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

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

園部税務署の相談・申告
手続きについて

平成29年度慰霊巡拝の参加者を募集します
慰霊巡拝地域
区分
地名
インドネシア
1
(1班・2班)
2
沿海地方
3
トラック諸島
硫黄島
4
(第1次)
フィリピン
5
(1班・2班・3
班)
マーシャル・ギ
6
ルバート諸島
(1班・2班)
硫黄島
7
(第2次)

申し込み
締切日

実施予定期間
10月4日〜10月13日

6月12日

9月24日〜9月28日
10月26日〜11月2日

6月16日
6月16日

10月24日〜10月25日

7月7日

2月14日〜2月23日

9月25日

3月3日〜3月11日

10月26日

2月20日〜2月21日

10月30日

※参加遺族については選考基準があり、巡拝費用も参加者負担が
あります。詳細はお問い合わせください。
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

南丹市災害時要援護者支援台帳登録について
災害時に自力で避難することに不安のある方が、必要な支援を
迅速に受けられるようにするため、援護者の情報を事前に把握
し、関係機関と市で共有します。登録を希望される方はお申し込
みください。
●対象者 次の①〜⑤のいずれかに該当される在宅の方
①身体障害者手帳2級以上、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手
帳1級をお持ちの方
②介護保険制度で要介護3以上の認定を受けている方
③65歳以上のひとり暮らしの方、75歳以上のみで構成されてい
る世帯の方
④人工透析を受けている方
⑤上記のほか特に支援が必要な方
●事前に把握する情報
氏名、住所、性別、生年月日、電話番号、家族の状況、緊急連
絡先、地域の支援者、身体の状況など
●情報共有機関 消防署、消防団、警察署、社会福祉協議会、民
生児童委員、区(自治会、地域振興会）、市役所
●申込方法・期間 申し込みは随時受け付けますが、次回の関係
機関に配布する台帳へ掲載を希望される方は、6月9日(金)ま
でに電話でお申し込みください。
※把握した情報は、目的以外に使用することはありません。
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
=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

来署による税務相談・申告
手続きは、事前に電話での予
約が必要です。
※予約の際には、住所、氏
名、相談内容、来署希望日
時をお伺いします。
※予約の状況により、希望の
日時に沿えない場合があり
ます。
園部税務署
(0771)62-0340

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 6月15日(木)
●時間 午前10時〜11時30
分、午後0時30分〜 3時
30分
●場所 京都府園部総合庁舎
保健医療課
(0771)68-0016

木造住宅耐震診断士派遣
事業の募集について
●対象となる住宅 次の①〜
③の全てを満たす住宅
①昭和56年5月以前に建築さ
れた一戸建の木造住宅
②原則として、昭和56年5月
以降に増築されていない住
宅
③延床面積の2分の1以上が
住居として使用されている
住宅
●実施期間 募集戸数に達す
るまで
●実負担額 3,000円
※診断費用53,000円/軒の
うち50,000円を市が負担
します。
≪裏面に続く≫
第273号
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●申込方法 次の書類を住宅
課に提出してください。
・申込書
・リーフレット「誰でもでき
るわが家の耐震診断」に必
要事項を記入したもの。
・建築年、所有者が確認で
きる書類(登記事項証明
書、固定資産課税明細書写
し、固定資産評価証明書な
ど)。
※申込書様式およびリーフ
レットは、住宅課に備え付
けています。
●その他 耐震診断の結果、
改修が必要と判定された場
合は、耐震改修工事に係る
補助制度が活用できます。
本事業申込時に、改修予定
を含めてご相談ください。
住宅課
(0771)68-0062

京丹波町消費生活相談窓
口のご案内
4月1日から南丹市民の方
も京丹波町消費生活相談窓口
を利用できるようになりまし
た。消費生活に関する相談や
情報提供がありましたら、南
丹市ならびに京丹波町消費生
活相談窓口までご連絡くださ
い。【無料】
京丹波町消費生活相談窓口
(0771)82-3803
622-0292 京都府船井郡京
丹波町蒲生八ツ谷62番地6
京丹波町役場 住民課内
※受付日時：水・木曜日
午前9時30分〜午後4時ま
で
(正午から午後1時を除く)
※火・金曜日は従来どおり南
丹市消費生活相談窓口でご
相談を受け付けています。
南丹市消費生活相談窓口
(商工観光課内)
(0771)68-0100
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情報公開制度などの実施
状況について
南丹市情報公開条例および
南丹市個人情報保護条例の規
定に基づき、平成28年度に
おける情報公開制度および個
人情報保護制度の実施状況を
取りまとめましたので、お知
らせします。
●情報公開制度
請求件数 438件
処理状況
公開件数
403件
部分開示件数 8件
非開示件数
1件
不存在件数 26件
取下件数
0件
※実施機関別の請求内訳は、
市長に対する請求が390
件、教育委員会への請求が
46件、議会への請求が2件
でした。
※請求者区分の内訳は、「市
内個人」が63件、「市内
法人」が256件、「市内在
勤個人」が8件、「利害関
係人」が1件、「その他」
が110件でした。
●個人情報保護制度
請求件数 4件
処理状況
公開件数
1件
部分開示件数 3件
非開示件数
0件
不存在件数
0件
取下件数
0件
※実施機関別の請求内訳は、
市長に対する請求が4件で
した。
※請求者区分の内訳は、「市
内個人」が3件、「その
他」が1件でした。
総務課
(0771)68-0002

平成30年南丹市成人式
実行委員を募集します

●対象 市内在住および出
身の新成人(平成9年4月2
日〜平成10年4月1日生ま
れ）
●人数 10人程度
●申込方法 8月31日(木)ま
でに、氏名、住所、電話番
号、出身中学校を電話で連
絡いただくか、市ホーム
ページからダウンロードで
きる応募用紙に必要事項
を記入の上、Eメールまた
はFAXでお申し込みくださ
い。
社会教育課
(0771)68-0057
(0771)63-2850
be-syakai@city.nantan.
lg.jp

平成30年南丹市成人式
開催のお知らせ
本年度の南丹市成人式を次
のとおり開催します。詳細
は、開催時期が近くなりまし
たらご案内します。
●日時 平成30年1月7日
(日) 午後1時30分〜
(受付：午後0時30分)
●場所 国際交流会館イベン
トホール
●対象 市内在住および出身
などの新成人(平成9年4月
2日〜平成10年4月1日生
まれ)
●主催 南丹市、南丹市教育
委員会
※対象者で市内に住民登録さ
れている方には、12月初
旬に案内状を送付します。
なお、出欠回答の必要はあ
りません。
※市外へ転出されている出席
希望の方は、案内状送付先
をご連絡ください。
社会教育課
(0771)68-0057

20歳の記念に自分たちの
企画で成人式を作り上げませ
んか。
=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

人材募集
障害者成人講座参加者お
よびボランティアの募集
南丹市では、障がいのある
方の社会参加の促進と、学習
意欲の向上を図るための講座
を開講します。音楽を楽しん
だり身体を動かしたり、1人
では体験できないような活動
を企画しています。また、参
加者をサポートするボラン
ティアも募集します。参加や
ボランティアに興味のある方
は、お問い合わせください。
●講座名・開催数
視覚障害者成人講座:年3回
聴覚障害者成人講座:年5回
●内容 文化鑑賞、施設見
学、交流活動 他
●参加費 昼食代、参加費な
どは実費負担
●参加者対象 聴覚や視覚に
障がいのある20歳以上の
方
●ボランティア対象 ボラン
ティア活動に 興 味 の あ る
20歳以上の方
社会教育課
(0771)68-0057

南丹市子ども・子育て会
議委員の募集について
子ども・子育て支援施策に
市民の意見を反映するため、
南丹市子ども・子育て会議の
委員を募集します。
●募集人員 5名以内
●任期 平成31年3月31日
まで
●開催回数 年3回程度
●報酬 会議に出席された時
には、規定の報酬をお支払
いします。
●応募要件 次の要件を全て
満たす方に限ります。
・市内に住所を有する方
・小学生以下の子どもの保護
者または子育て経験のある
=メールアドレス

方
・平日昼間に開催される会議
に出席できる方
・本市議会議員および本市職
員でない方
●応募方法 6月2日(金)ま
でに、次の書類を持参また
は郵送によりご応募くださ
い。(当日消印有効)
・応募申込書
・作文(400〜800字程度、
様式自由)テーマ:南丹市子
ども・子育て会議委員への
応募動機
※応募書類は返却しません。
※応募申込書は、子育て支援
課または各支所市民生活課
に備え付けます。
●選考方法 提出された書類
に基づき選考し、決定しま
す。結果については本人宛
に通知します。
子育て支援課
(0771)68-0017

相談会
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 6月13日(火) 午後1
時30分〜3時30分
●場所 園部公民館3階会議
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

=ホームページアドレス

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 ①6月7日(水)、②6
月20日(火)
●時間 いずれも午後1時〜
4時
●場所 日程①園部公民館3
階小研修室、日程②市役所
日吉支所3階第1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

女性相談日のお知らせ
女性が直面するさまざまな
悩みを、専門の女性カウンセ
ラーがともに受け止め、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 6月14日、28日、7
月12日、26日、8月9日、
23日(各水曜日) ①午後1
時〜、②午後2時〜
※相談は1人1時間以内
●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

身体障害者巡回更生相談
のお知らせ
●日時 6月23日(金)
午前9時45分〜11時
●場所 南丹市役所2号庁舎
3階会議室
●巡回医師 整形外科医
≪裏面に続く≫

=郵便番号
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●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 6月16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

多重債務無料法律相談の
ご案内
借金の返済でお悩みの方の
相談に、弁護士が応じます。
借金問題は必ず解決できま
す。まずはお問い合わせくだ
さい。【無料・要申込】
●日時 6月27日(火)
午後5時〜6時30分
※1人30分以内
●場所 園部公民館
●申込方法 6月26日(月)午
後4時までに、電話でお申
し込みください。
※上記以外の無料相談会場も
案内しています。まずはご
相談ください。
南丹市消費生活相談窓口
(商工観光課内)
(0771)68-0100
京都府南丹広域振興局商工
労働観光室
(0771)23-4438

子育て支援
育児用品提供者を募集し
ます
不要になった育児用品の有
効利用のために、「あげま
す・ください会」の開催を予
定しています。物品を提供し
ていただける方は、ご連絡く
ださい。
●開催日 7月上旬
●場所 子育てすこやかセン
6
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ター
※物品提供者が少ない場合、
開催を中止します。
●物品提供についてのお願い
・無償でご提供ください。
・提供していただくものは、
育児用品に限ります。
・残った場合は、提供者にお
持ち帰りいただきます。
・提供品は洗濯、点検などを
行ってください。
※汚損しているものなどは不
可
・チャイルドシートやベビー
カーなどは説明書および保
証書を添付してください。
子育てすこやかセンター
(0771)68-0082

子育て支援（催し）
子育てつどいの広場ぽこ
ぽこくらぶ(6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。
【無料】
※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
※毎月第1水曜日は休みま
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)
※車でお越しの方は、市役所
八木支所に駐車してくださ
い。
<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
※6月27日(火)は休みます。
<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
<「絵本の日」>
「絵本はまだ早いかな」と
悩むお父さんお母さんに向け
て、親子の時間を作るきっか
けになる本を紹介します。
●日時
・美山ひろば：6月8日(木)
・園部ひろば：6月8日(木)
・八木ひろば：6月14日(水)
・日吉ひろば：6月20日(火)
※各ひろばとも、午前11時
〜11時30分まで。
<託児付き講座「外カフェ」>
お茶を飲みながらみんなで
楽しいひと時を過ごしましょ
う。【要予約】
●日吉ひろば6月13日(火)
●八木ひろば6月16日(金)
※各ひろばとも、10時30分
〜正午まで。
●定員 7組(先着順)
●参加費 300円
NPO法人グローアップ
080-3857-8119

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

(6月)託児付きカフェよっ
といでのお知らせ

親子で遊ぼうなかよしひろばを開催します
八木中央幼児学園の園庭および園舎を開放します。
●対象児 市内在住の幼児学園、幼稚園、保育所に入園(所)して
いない生後6カ月〜2歳児の親子(平成26年4月2日〜平成28年
9月30日生まれ)
※対象児以外の子どもの参加はご遠慮ください。
●内容 戸外遊び、水遊び、砂遊び、制作遊び、散歩、リズム遊
びなど
●日程
回数

日付

回数

日付

第1回

6月6日(火)

第6回

10月3日(火)

第2回

7月1日(土)
(にこにこバザー)

第7回

11月14日(火)

第3回

7月4日(火)

第8回

12月5日(火)

第4回

8月1日(火)

第9回

第5回

9月12日(火)

第10回

平成30年
1月16日(火)
平成30年
2月6日(火)

●時間 いずれも午前9時30分〜11時
●参加方法 6月2日(金)までに、八木中央幼児学園、子育て支
援課、八木支所市民生活課に備え付けの登録用紙に必要事項を
記入の上、八木中央幼児学園にご持参ください。詳細は提出時
にお知らせします。
●その他 行事、天候などで、内容や日程などを変更する場合が
あります。また、子育て相談も行いますので、お気軽にご相談
ください。
八木中央幼児学園
(0771)42-5189

よっといで広場6月開催日のお知らせ
伸び伸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、好きなことをしましょう。どなたでもお越しください。
【無料】
●日時 6月14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。
<ミニ手芸教室>
●時間 午前10時30分〜11時30分
●内容 小さなかごづくり
講師 井爪 三代子 氏
●材料費 500円
みやま子育てパートナーズ「よっといで」
090-5061-9756

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

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。今月はブルーベリー摘み
です。ぜひお越しください。
【要申込】
●日時 6月28日(水)
午前10時〜正午
(受付：午前9時50分)
※雨天決行
●場所 旧平屋小学校(美山
町安掛)
※集合後に農園へ移動しま
す。
●内容 ブルーベリー摘み&
カフェ
●参加協力金 500円(無農
薬コーヒーと手作りおやつ
付き)
※ブルーベリー摘みをされる
方は別途料金がかかりま
す。
●持ち物 お子さんの着替
え、タオル、マイカップ
●定員 限定30組(先着順)
●申込方法 6月26日(月)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。
みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
090-6962-6455
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みんなおいでよ−!を開催
します

丹波自然運動公園からの
お知らせ

106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 6月15日(木)
午前9時30〜正午
●場所 八木支所3階子育て
支援ルーム
●内容 ベビーマッサージ
講師 塚田加奈子 氏
山菜おこわを食べます。
●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、
バスタオル、お茶
●参加費 300円
<ミニ情報>【無料】
子どもたちとお母さんが、
楽しく過ごせるように、支援
ルームを借りています。
●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」
090-7486-1735

<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 6月2日(月例大会)、
9日、23日、30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 6月5日、19日(各
月曜日) 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
<テニス教室(夜の部)>
【要申込】
●日時 6月5日〜7月24日
(毎週月曜日・全8回)
午後7時〜9時
●場所 テニスコート
●参加費 6,000円
●定員 20人
●対象 18歳以上の初心者
●申込方法 6月4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。
<レディーススポーツデー>
●日時 6月7日、14日、21
日、28日(各水曜日)
午前9時30分〜11時30分
●場所 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歳以上の女性の
方
<太極拳教室>
●日時 6月9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

催し
おとなの読書会を開催し
ます
美山図書室では、2カ月に1
回大人の方を対象に読書会を
開催しています。楽しい時間
を共有しませんか。
【無料】
●日時 6月1日(木)
午後2時〜4時
●場所 美山文化ホール2階
会議室
●持ち物 雨の日に読みたい本
美山図書室
(0771)68-0046
8
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<ガーデニング教室>
【要申込】
●日時 6月11日(日)
午後2時〜4時
●場所 旧宿泊所会議室
●内容 初夏に向けての寄せ
植え
●参加費 2,500円
●定員 30人
●対象 どなたでも
●申込方法 6月8日(木)
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。
<スポーツを楽しむ日>
●日時 6月13日(火)
午前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)
<第5回障がい者スポーツ交
流大会>【要申込】
●日時 6月13日(火)
午後1時〜4時
●場所 体育館
●内容 卓球バレー(団体)、
フライングディスク・ア
キュラシー(団体)/ディス
タンス(個人)
●参加費 無料
●対象 障がいをお持ちの方
と介護者および家族
●申込方法 6月6日(火)ま
でに、住所、氏名(ふりが
な)、性別、生年月日、電
話番号、FAX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。
※団体の場合は団体名を必ず
ご記入ください
<チャリティーグラウンド・
ゴルフ大会>【要申込】
●日時 6月20日(火)
午前9時〜午後4時
●場所 陸上競技場・補助競
技場(予定)
●内容 48ホールストロー
クプレーによる個人戦

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

●参加費 2,000円(お弁
当、お茶付き)
●定員 240人
●対象 どなたでも
●申込方法 6月13日(火)ま
でに、住所、氏名(ふりが
な)、性別、生年月日、電
話番号、FAX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

八木町神吉
「風の市」
のお
知らせ
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。
●日時 6月10日(土)
午前10時〜午後2時
●場所 八木神吉自治振興会
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、手づくり弁当、パン、
うどん、たこ 焼 き 、 駄 菓
子、美山特産品、軍手、は
ぎれ、各種手 づ く り 品 販
売、自転車販売修理など
※当日変更になる場合があり
ます。
●イベント ラミネートで作
ろう(ストラップなど)
午後0時30分〜
※別途、材料費が必要です。
●その他 出展していただけ
る方大歓迎です。
●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

=メールアドレス

園部公民館ミニ展示会の
お知らせ
園部公民館1階ロビーでミ
ニ展示会を開催します。ご来
館の際はぜひご覧ください。
●出展団体 ①自然愛好会
(写真)②撮朗会(写真)
●期間 ①5月27日(土)〜6
月6日(火)まで②6月7日
(水)〜23日(金)まで
※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)63-582

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・レクリエーション
>
●日時 6月13日(火)
午後1時30分〜3時
●場所 地域活動支援セン
ターそよかぜ八木
※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

●内容
・法人PRタイムなど：正午
〜
・合同就職説明会：午後1時
〜
・ 出 展 法 人：京 都 府 内 の 介
護・福祉事業所 約140法人
●対象 平成30年3月卒業予
定者、一般求職者、福祉職
場に興味のある方
福祉職場就職フェア実行委
員会(社会福祉法人京都府
社会福祉協議会)
(075)252-6297

高畠那生さんのトーク&
ワークショップの開催
絵本作家でイラストレー
ターの高畠那生さんをお迎え
します。お話を聞いたり、絵
を描いたりみんなで楽しい時
間を過ごしませんか。【要申
込】
●日時 6月17日(土)
午前10時30分〜
●場所 日吉町生涯学習セン
ター
●対象 5歳以上(未就学児
は保護者同伴)
●定員 40人
●主催 南丹市教育委員会、
南丹市立図書館
●共催 南丹市青少年育成協
会
中央図書館
(0771)68-0080

FUKUSHI(フクシ)就職
フェア開催のご案内
京都最大規模の福祉関連合
同就職説明会を開催します。
出展法人は全て「きょうと福
祉人材育成認証制度」の認証
事業所・宣言事業所です。
【無料・申込不要】
●日時 6月17日(土)
正午〜午後5時
●場所 みやこめっせ(京都
市勧業館)3階

=ホームページアドレス

=郵便番号
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平成29年度女性の館講
座の受講生を募集
女性の館では、さまざまな
手作り作品に取り組むととも
に、受講生の交流を深めてい
ます。初めての方も大歓迎で
す。【要申込】
<フラワーアレンジメント>
生花、ドライ フ ラ ワ ー 、
アート類を使って、四季折々
のフラワーアレンジメントを
行います。
●日程 7月1日、8月5日、
9月2日、10月7日、11月
4日(各土曜日)、12月27
日(水)
●時間・場所 午前10時〜
正午：美山文化ホール1階
会議室、午後1時30分〜3
時30分：園部女性の館
●講師 森谷万知子 氏
●定員 20人
●持ち物 生け花用はさみ
<こもの物語>
パッチワーク、小物入れ、
小さめ布巾着、トナカイを作
ります。
●日時 7月7日、8月4日、
9月1日、10月6日、11月10
日、12月1日(各金曜日)
いずれも午前10時〜正午
●場所 園部女性の館
●講師 沼田尚美 氏
●定員 20人
●持ち物 裁縫道具
<布あそび>
クマのぬいぐるみと、来年
の干支を作ります。
●日時 7月8日、8月12
日、9月9日、10月14日、
11月11日、12月9日(各土
曜日)
いずれも午後1時30分〜3
時30分
●場所 園部女性の館
●講師 布2の会
●定員 20人
●持ち物 裁縫道具
<冠句>
決まった冠題で、5・7・5
を読みます。
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●日時 7月22日、8月26
日、9月30日(各土曜日)
いずれも午後1時30分〜3
時30分
●場所 園部女性の館
●講師 栗原悦子 氏
●定員 20人
●持ち物 筆記用具
<さをり織りバッグ>
さをり織りの布を使って素
敵な帽子を作ります。
●日時 7月27日、8月24
日、9月28日、10月26日
(各木曜日)
いずれも午後1時30分〜3
時30分
●場所 園部女性の館
●講師 松本悦子 氏
●定員 20人
●持ち物 裁縫道具
<陶芸>
ランプシェードと一輪挿し
を作ります。
●日時 8月22日、9月26
日、10月3日(各火曜日)
いずれも午後1時30分〜3
時30分
●場所 園部女性の館
●講師 伊藤友 氏
●定員 20人
●持ち物 雑巾2枚、エプロ
ン
<編み物>
暖かい円座クッションを作
ります。
●日時 9月26日、10月24
日、11月28日(各火曜日)
いずれも午前10時〜正午
●場所 園部女性の館
●講師 木村節子 氏
●定員 20人
●持ち物 かぎ針7号〜8号
<共通事項>
●運営協力金 各講座とも1
回500円
※初回講座時に全回数分をお
支払いください。材料費は
別途必要です。
●対象 どなたでも
●申込方法 6月20日(火)ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。申込者には、はがき

で詳細を連絡します。
※各講座の申込人数により講
座を中止することがありま
す。また都合により日程を
変更する場合もあります。
園部女性の館運営委員会
(園部女性の館内)
(0771)63-2986

第38回青少年国際キャン
プの参加者募集
富士山麓の自然豊かなキャ
ンプ場で、国内外から集まる
青少年と、キャンプ生活や富
士登山などの野外活動体験を
実施します。
●日程 8月1日(火)〜5日
(土) 4泊5日
●場所 静岡県立朝霧野外活
動センター
●定員 80人
●対象 小学3年生〜中学3
年生
●申込方法 詳細はお問い合
わせの上、7月5日(水)ま
でにお申し込みください。
●説明会 6月10日(土)
午後3時30分〜(場所：京
都テルサ)【無料・予約不
要】
※会場が変更される場合があ
りますので、事前に確認を
お願いします。
公益財団法人国際青少年研
究協会
(03)6417-9721
info@kskk.or.jp
http://www.kskk.or.jp

=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47拠点で、アクセスポイン
トは96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、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(47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、JR八木駅前駐輪
場、コミュニティプラザよしとみ、JR船岡駅前
【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273号
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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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