発

行

第２７６号
平成29年
7月14日発行
http://www.city.nantan.kyoto.jp/

目

次

(ページ)

・お知らせ(1〜5)
・人材募集(5)
・相談会(6)
・子育て支援(催し)(6)
・新刊図書のご案内(7)
・催し(7〜12)
・美山地域情報(12)
・特別広報(13)
・なんたんテレビ番組表(14)

お知らせ
夏の交通事故防止府民運
動について
「夏の交通事故防止府民運
動」が実施されます。これを
機会に、家庭や学校、職場な
どで交通安全について話し
合っていただき、交通ルール
の遵守と正しい交通マナーの
実践をお願いします。
●運動スローガン 「ひまわり
に 無事故を願う 京の夏」
●実施期間 7月21日(金)〜
8月20日(日)
●運動重点
・子どもと高齢者の交通事故
防止
・自転車の安全な利用の推進
・歩行中、運転中のスマホ等
使用の根絶
・飲酒運転の根絶
南丹警察署交通課
(0771)62-0110
総務課
(0771)68-0002

【総合問合せ窓口】

サマージャンボ宝くじの
発売について

福祉タクシー等利用券の使
用事業所の閉店について

この宝くじの収益金は、市町
村の明るい街づくりや環境対
策、高齢化対策など地域住民の
福祉向上のために使われます。
●発売期間 7月18日(火)〜
8月10日(木)
●抽選日 8月20日(日)
●発売場所 全国の宝くじ売
場(通信販売でも購入でき
ます)
●当選金額 1等5億円、前
後賞各1億円
●証票単価 300円
●当選金支払い期間
8月25日(金)〜平成30年8
月24日(金)
(公財)京都府市町村振興協会
(075)411-0200

南丹市福祉タクシー等利用
券が使用できる事業所のう
ち、JA全農京都日吉給油所
が6月30日をもって営業を終
了しました。
なお、最新の利用可能事業
所は、市ホームページに掲載
しています。必要な方はダウ
ンロードしていただくか、社
会福祉課または支所市民生活
課でお渡しします。
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

年金請求書の手続漏れは
ありませんか
老齢 基 礎 年金の受 給 資格
期間が、
「25年」から「10年」
に短縮されることになりまし
た。日本年金機構では、対象
となる方に黄色の封筒(Ａ4サ
イズ)をお届けしています。制
度の開始は、平成29年8月1日
(最も早い年金のお支払いは
平成29年10月)です。まだ、請
求手続をされていない方は、
今すぐねんきんダイヤルに電
話で予約の上、年金事務所で
手続きしてください。
ねんきんダイヤル
(0570)05-1165

(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

南丹市立図書館臨時開館
のお知らせ
毎月最終木曜日は図書整理
のため休館日としています
が、次の日は開館します。
●開館日 7月27日(木)
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

info@city.nantan.lg.jp
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介護保険
「高額介護サービス費」
の月額上限額が変わります
介護保険では、同じ月に利用した介護保険サービスの自己負担額(利用料※1)の合計が限度額を超
えたときは、超えた額が高額介護サービス費として支給されます。
平成29年8月から、高額介護サービス費の月額上限額が下表のとおり変わります。
＜平成29年7月まで＞
＜平成29年8月から＞
所得区分
生活保護

生活保護受給者など

世帯の限度額 個人の限度額

世帯の限度額 個人の限度額

市民税非課税世帯
一般
現役並み

15,000円

15,000円

15,000円

15,000円

24,600円

15,000円

24,600円

15,000円

24,600円

24,600円

24,600円

24,600円

市民税課税世帯の方(上記お
よび下記以外の方)

37,200円

37,200円

(※2)
44,400円

(※2)
44,400円

現役並み所得者(※3)が世帯
内におられる方

44,400円

44,400円

44,400円

44,400円

前年の合計所得金額
と課税年金収入額の
合計が80万円以下
の方など

世帯全
員が市
民税非 前年の合計所得金額
課税で と課税年金収入額の
合計が80万円を超
える方など

※1 利用料には、食費・居住費は含みません。
※2 利用者負担割合が1割の被保険者のみの世帯は、平成29年8月から3年間に限り「年間の利用者
負担上限額(446,400円)」が設定されました。
※3 「現役並み所得者」とは、65歳以上で課税所得145万円以上の方です。
高齢福祉課
(0771)68-0006

弾道ミサイル落下時の行動について
弾道ミサイルは発射から極めて短時間で着弾します。ミサイルが日本に落下する可能性がある場
合はJアラートを活用して、防災行政無線で特別なサイレン音とともにメッセージを流すほか、緊急
メール速報などにより緊急情報をお知らせします。
メッセージが流れたら直ちに以下の行動を取ってください。
●屋外にいる場合
・近くのできるだけ頑丈な建物や地下などに避難する。
・近くに適当な建物がない場合は、物陰に身を隠すか地面に伏せ頭部を守る。
●屋内にいる場合
・できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋へ移動する。
※行政からの指示に従って、落ち着いて行動してください。
総務課
(0771)68-0002
(0771)63-0653
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=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

老人医療費支給制度の変更について
国の医療保険制度の見直しに伴い、平成29年8月診療分から老人医療費支給制度の対象者(所得基
準を満たす65歳〜69歳の方)について、自己負担の上限額が下表のとおり変わります。
＜平成29年7月まで＞
＜平成29年8月から＞
適用区分
現役並み

課税所得
145万円以
上の方

負担
割合

3割

一般

課税所得
145万円未
満の方
(※1)

市民税非課税

低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ
(年金収入
80万円以
下など)

外来
(個人ごと)

外来＋入院
(世帯ごと）

44,400円

80,100円＋(医療費
−267,000円)×1％
＜多数回44,400円
(※2)＞

12,000円

44,400円

外来
(個人ごと)
57,600円

8,000円

15,000円

80,100円＋(医療費
−267,000円)×1％
＜多数回44,400円
(※2)＞

1 4 , 0 0 0 円 57,600円
＜ 年 間 上 限 ＜多数回44,400円
144,000円＞ (※2)＞

24,600円

2割

外来＋入院
(世帯ごと）

24,600円
8,000円

15,000円

※１

世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所
得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※２ 過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」の限度額を適用し
ます。
高齢福祉課
(0771)68-0006

京都丹波トライアスロン大会のボランティアを募集します
「第3回京都丹波トライアスロン大会in南丹」を一緒に盛り上げていただけるボランティアを募集
しています。
●会場 八木町大堰川緑地公園周辺
●開催日 8月27日(日)
※別途、事前説明会を開催します。
●応募資格 高校生以上の元気な方
●業務内容 受付、セレモニーの設営・運営、選手誘導、警備、給水、コース設営・撤去など
●集合場所 クアスポくちたん(口丹波勤労者福祉会館)
●業務時間 早朝(業務内容により異なる)〜午後4時頃
●応募方法 8月4日(金)までに、住所、氏名、性別、生年月日、メールアドレス、携帯電話番号を
ＥメールまたはＦＡＸでお申し込みください。
●その他 雨具などは各自でご用意ください。
社会教育課
(0771)68-0057
(0771)63-2850
be-syakai@city.nantan.lg.jp

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

第276号
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家族介護用品支給事業の
ご案内

家族介護慰労金支給制度
のご案内

要約筆記教室の受講者を
募集します

要介護高齢者を在宅で介護
されている方の経済的負担の
軽減を図るため、介護用品購
入に関する費用の一部を助成
します。
●対象者 要介護4または5
と認定された方を在宅で介
護している家族で、要介護
者と介護者ともに市内在住
で市民税非課税世帯の方
※入院中・施設入所中の方は
対象外
●支給額 1人当たり年額
75,000円以内
●支給方法 費用の全額を
いったんお支払いいただい
た上で、申請により規定の
額を助成します。
●対象となる介護用品
・紙おむつ、尿とりパット、
防水シートなど排泄関係用
品
・介護用パジャマ、介護用下
着など介護衣類用品
・介護用手袋、マスク、エプ
ロンなどの衛生関係用品
・ドライシャンプー、清拭剤
などの入浴関係用品
※入院中・施設入所中に購入
されたものは対象外
●申請方法 領収書(レシー
ト不可)および印鑑(認印)
を持参の上、窓口で申請し
てください。
※領収書は、購入者名、購入
日、購入金額、介護用品名
が明記されたものが必要で
す。南丹市内に限らずどこ
で購入されても、助成の対
象となります。
高齢福祉課
(0771)68-0006
各支所市民生活課
八木(0771)68-0022
日吉(0771)68-0032
美山(0771)68-0041

市内在住の高齢者を、在宅
(同居)で介護されている方を
対象に、介護者の身体的およ
び精神的な負担の軽減を図る
ことを目的に慰労金を支給し
ます。
＜南丹市家族介護慰労事業＞
●対象者 要介護4または5
と認定された方を、介護保
険サービスを利用しなが
ら、在宅で6カ月以上介護
している同居家族で、市民
税非課税世帯の方
●支給要件 申請書の提出
日を基準に、過去6カ月以
内の施設サービスの利用
(無)、ショートステイの
利用(10日以内／月)、入
院・入所状況などについて
審査します。
●支給額 年額80,000円
※要介護者1人に対し年度内
1回支給
＜南丹市ねたきり老人・認知
症老人等介護手当支給事業＞
●対象者 介護保険サービス
を利用せずに、寝たきり、
認知症の高齢者の方を6カ
月以上在宅で介護している
同居家族で市民税非課税世
帯の方
●支給額
※ねたきり老人・認知症老人
手当：月額30,000円
※準ねたきり老人・準認知症
老人手当：月額15,000円
＜共通事項＞
●申請方法 申請書(高齢福
祉課および各支所市民生活
課に備え付け)に必要事項
を記入の上、申請してくだ
さい。
高齢福祉課
(0771)68-0006
各支所市民生活課
八木(0771)68-0022
日吉(0771)68-0032
美山(0771)68-0041

要約筆記は、聞こえが不自
由な方のために、話の内容や
会議の進行、講演の内容など
を文字で表す筆記通訳のこと
です。要約筆記を学び、技能
を習得して活動していただけ
る方を募集しています。
【無料・要申込】
●日程 8月26日、9月2
日、9日、16日、30日、
10月7日、14日、21日
(各土曜日、全8回)
※予備日11月4日(土)
●時間 いずれも午後1時〜
5時
●場所 園部公民館
●対象 市内在住、在勤、在
学の16歳以上で、要約筆
記活動に熱意や関心のある
方
●定員 40人
●申込方法 8月18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
ふない聴覚言語障害センター
(0771)63-6448

平成29年
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市役所のメールアドレス
について
セキュリティ対策強化に伴
い、市役所のメールアドレス
(メールドメイン)を平成29
年2月から変更しています。
なお、今までは変更前の
メールアドレスも使用できて
いましたが、８月1日以降は
使用できなくなりますのでお
気を付けください。
●現在のメールアドレス
・・・＠city.nantan.lg.jp
●使用できなくなるメールア
ドレス
・・・＠city.nantan.kyoto.jp
※職員も同様となります。
情報政策課
(0771)68-0066

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

市営住宅(公営住宅)の入
居者を募集します
●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、7月19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 7月24日(月)〜
8月4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29年9月下
旬頃
●その他 募集する住宅など
の詳細は、7月19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

下水道課からのお知らせ
南丹市では、生活に関わる
衛生環境や水質環境の向上の
ために、全市水洗化に取り組
んでいます。水洗化とは、下
水道の供用区域内においては
下水道に、それ以外の区域で
あれば、浄化槽を設置し、建
物などから排出される汚水
(台所、風呂、洗濯などの排
=メールアドレス

水、水洗トイレの排水)を排
水することを言います。下水
道を整備しても接続しなけれ
ば「公衆衛生の向上、公共用
水域の水質の保全」などを望
むことができません。
●水洗化向上によって期待で
きる効果
①水洗トイレが使えるように
なり、衛生的で快適な暮ら
しができます。悪臭がなく
なり、お年寄りや子供たち
も安心して利用できます。
②生活雑排水が川や溝を流れ
なくなるので、ハエや臭気
の発生が少なくなり、伝染
病の流行を抑えることにも
役立ちます。
③家庭からの汚水をきれいに
処理して放流するため、川
がきれいになり水質環境
が、向上し自然を守りま
す。
下水道課
(0771)68-0054

人材募集

(受付：午前8時15分〜）
●場所 京都中部広域消防組
合消防本部3階大会議室な
ど
●受付期間 7月14日(金)〜
8月14日(月) 午前9時〜午
後5時(土・日・祝日を除
く)
※郵送による申し込みは、8
月10日(木)の消印分まで
に限り受け付けます。
※受験申込書は消防本部、消
防署、分署、出張所およ
び構成市町(亀岡市、南丹
市、京丹波町)の市役所、
町役場の各支所に備え付け
ています。また、消防組合
のホームページからもダウ
ンロードできます。
京都中部広域消防組合消防
本部総務課
(0771)22-9580
(0771)25-5119
somuka@kyoto-chubu
119.jp
http://www.kyoto-chubu
119.jp/
621-0851 亀岡市荒塚町1
丁目9番1号

京都中部広域消防組合消
防職員を募集します
京都中部広域消防組合の、
平成29年度職員採用試験を
行います。
●採用数 8人程度(消防職
員 初級・上級)
●受験資格
・初級：平成8年4月2日から
平成12年4月1日までに生
まれた方(学歴は問いませ
んが高等学校卒業程度の学
力が必要)
・上級：平成3年4月2日から
平成8年4月1日までに生ま
れた方(学歴は問いません
が大学卒業程度の学力が必
要)
※その他身体的条件などの受
験資格を定めています。
●第1次試験 9月17日(日)
午前9時〜正午頃まで

=ホームページアドレス

=郵便番号

7月は
「社会を明るくす
る運動」
強調月間です
「社会を明るくする運
動」は、全ての国民が、犯
罪や非行の防止と、過ちを
犯した人の立ち直りについ
て理解を深め、それぞれの
立場において力を合わせ、
犯罪や非行の無い安全で安
心な地域社会を築こうとす
る全国的な運動です。
南丹市全域でも街頭啓発
活動などを行います。
ご理解・ご協力をお願い
します。
〜犯罪や非行を防止し、
立ち直りを支える地域のチ
カラ〜
人権政策課
第276号
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相談会
京都府視覚相談会を開催
します
読み書きが不便になったり
階段につまずくといった、目
が見えにくい方や見えない
方、そのご家族のための相談
会を開催します。【無料】
●日時 7月28日(金) 午前
10時30分〜午後3時30分
●場所 京丹波町中央公民館
３階大会議室
●内容
①個別相談(日常生活での困
りごとなど)
②ロービジョン相談(福祉機
器の活用やア ド バ イ ス な
ど)
③こどもの相談(視覚の発達
や子育てなどの悩み)
④福祉機器などの展示・体験
(盲導犬、拡大読書器、便
利グッズなど)
●対象 目が見えにくい方や
見えない方、そのご家族
●相談員 社会福祉法人京都
ライトハウス職員、社会福
祉法人京都視覚障害者支援
センター職員、京都府家庭
支援相談センター職員
●申込方法 ①③の相談を
希望される方は、7月21日
(金)までに、電話でお申し
込みください。
※②④は申し込み不要です。
社会福祉課
(0771)68-0007
京都府家庭支 援 総 合 セ ン
ター障害グループ
(075)531-9608

身体障害者巡回更生相談
のお知らせ

●内容 補装具交付および修
理に係る判定と医療相談
●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 7月28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)
( 7 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。今月は親子リトミックで
す。ぜひお越しください。
●日時 7月26日(水)
午前10時〜正午
(受付：午前9時50分〜)
●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
●内容 親子リトミック＆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)
●申込方法 7月24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。
●その他 運動のしやすい服
装でお越しください。
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
8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。
＜子育て広場０歳〜＞
●日時 8月3日(木) 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 8月4日(金) 午前10
時30分〜11時３０分
●内容 夏を楽しもう
●持ち物 水遊び用のパンツ
やオムツ、タオル、着替
え、お茶
＜お話会＞
●日時 8月18日(金) 午前
10時30分〜11時
＜ベビーマッサージ＆ミニ講
座＞
●日時 8月22日(火) 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 8月23日(水) 午前
10時30分〜11時30分
＜子育て講座＞
●日時 8月25日(金) 午前
10時30分〜11時30分
●内容 園部消防署救急救命
士による「乳幼児の事故予
防について」
子育てすこやかセンター
(0771)68-0082

●日時 8月4日(金) 午前9
時45分〜11時15分
●場所 亀岡市役所市民ホー
ル
●巡回医師 整形外科医
6
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=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

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＞
◆あなたのその「忘れもの」コレで防げます(芳賀繁)◆人生を動かす仕事の楽しみ方 (新津春子)◆知
らないと損をする！国の制度をトコトン使う本(清水京武)◆京都の凸凹を歩く２名所と聖地に秘めら
れた高低差の謎(梅林秀行)◆どんどん虫が見つかる本(鈴木海花)◆高雄病院の糖質制限作りおき(江
部康二監修)◆天気痛(佐藤純)◆旅に出たナツメヤシ(長坂道子)◆子どもと食べたい常備菜入門(菅野
のな)◆接待の手土産(ぐるなび「こちら秘書室」編集室編)◆野菜づくり大事典◆マン盆栽の超情景
(パラダイス山元)◆はじめてのスワッグ(岡本典子)◆樹木たちの知られざる生活(ペーター・ヴォール
レーベン)◆家をせおって歩いた(村上慧)◆絵本むかし話ですよ(五味太郎)◆おもしろいほどよくわか
る羽生善治の将棋入門(羽生善治監修)◆夫・車谷長吉(高橋順子)◆ライオン・ブルー(呉勝浩)◆スト
ラディヴァリウスを上手に盗む方法(深水黎一郎)◆女系の教科書(藤田宜永)◆三つの悪夢と階段室の
女王(増田忠則)◆ラジオ・ガガガ(原田ひ香)◆今日の人生(益田ミリ)◆京都西陣なごみ植物店(仲町六
絵)◆笑う執行人(久間十義)◆ハッチとマーロウ(青山七恵)◆あの子が結婚するなんて(五十嵐貴久)◆
疑薬(鏑木蓮)◆若者たちと農とデモ暮らし(秋山豊寛)
＜児童書＞
◆ほんはまっていますのぞんでいます(かこさとし)◆金原瑞人〈監修〉による１２歳からの読書案内
(金原瑞人監修)◆日本のふしぎなぜ？どうして？(大野正人)◆みつけたよ！だんごむし◆イモリとヤ
モリ(赤木かん子)◆知っておきたい！日本の「世界遺産」がわかる本(カルチャーランド)◆ちょっと
おんぶ(岩瀬成子)◆空をけっとばせ(升井純子)◆こども「シェイクスピア」(齋藤孝)◆6年1組黒魔女
さんが通る!! 03 ひみつの男子会!?(石崎洋司)
＜絵本＞
◆世界でさいしょのプログラマー(フィオナ・ロビンソン)◆海のぷかぷか(高久至／写真)◆へんてこ
レストラン(古内ヨシ)◆およげ！いぬやまくん(きむらゆういち)◆甲虫のはなし(ダイアナ・アスト
ン)◆だんぼーるおうじ(長野ヒデ子)◆はらぺこハロルド、なにがみえたの？(ケヴィン・ウォルドロ
ン)◆モリくんのあめふりぴーまんカー(かんべあやこ)◆あるあさ(イジニ)◆平和って、どんなこと？
(ウォーレス・エドワーズ)
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
夏のボランティア体験＆バザーを開催します
楽しい体験を通して、ボランティアや福祉活動に興味を抱いていただける様、いろいろなメニュー
を用意しています。お子様からご年配の方までお気軽にご参加ください。また、収益の一部を被災地
や施設に届ける、チャリティバザーを同時開催します。皆さんのご協力をお願いします。
【無料・申込不要】
●日時 7月29日(土) 午前10時〜午後3時
●場所 園部公民館 体験会場：ロビー、和室、小研修室、中研修室、大研修室
バザー会場：練習室
●内容 体験(将棋、点字、要約筆記、車いす、絵手紙、手芸、マジック、オカリナ、脳トレ、おに
ぎりづくり、輪投げコーナーなど)、オカリナミニコンサートも開催します。
●その他 会員以外の方からのバザー品の提供も受け付けています(未使用品に限る)。ご協力いただ
ける方は7月27日(木)までに社会福祉協議会園部事務所(園部公民館内)へご持参ください。
●主催 園部町ボランティア連絡協議会 ●協力 南丹市社会福祉協議会園部事務所
南丹市社会福祉協議会園部事務所
(0771)62-4125
=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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八木町の「夜市」
を開催し
ます

元気アップ体操教室のお知らせ
懐かしい曲や明るい音楽に合わせて、気持ち良く体を動かすリ
ズム体操や筋トレ、脳トレ、ストレッチを行います。南丹市介護
予防サポーター「元気アップなんたん」の仲間と一緒に、楽しく
体を動かして生き生きとした元気な生活を目指しませんか。
●日程など
会場

時間

日程

旧摩気小学校

午前10時30分
〜正午

7月24日、31日、8月7日、
21日、28日、9月4日、11
日、25日 (各月曜日)

美山保健福祉
センター

午後2時〜
3時30分

7月25日、8月1日、8日、
22日、29日、9月5日、12
日、19日 (各火曜日)

八木老人福祉
センター

午前10時30分
〜正午

7月21日、28日、8月4日、
18日、25日、9月1日、8
日、15日 (各金曜日)

胡麻基幹集落
センター

午後2時〜
3時30分

7月21日、28日、8月4日、
18日、25日、9月1日、8
日、15日 (各金曜日)

●体操指導 元気アップなんたん(南丹市介護予防サポーター)
●参加費 500円(1回当たり)
●参加方法 直接会場にお越しください。【申込不要】
NPO法人元気アップAGEプロジェクト
080-4242-4734
保健医療課
(0771)68-0016
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園部公民館ミニ展示会の
お知らせ

健康イベントのお知らせ

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面友会(能
面)、丹光会(写真)
②撮朗会(写真)
●期間 ①7月23日(日)まで
②7月26日(水)〜8月6日
(日)
※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

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」を開
催します。お気軽にご利用く
ださい。
【無料・申込不要】
●日程 7月25日(火)
●時間 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
鍼灸大学前駅前 薬局・コ
ンビニなどの複合施設)
日吉ゆう薬局
(0771)72-5001
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八木町夏の風物詩。夕涼み
に、模擬店などを楽しみに、
ご家族、お友達とお越しくだ
さい。八木音頭踊り大会も同
日開催されます。
●日時 7月22日(土)
午後6時〜9時
※雨天順延の場合は、7月23
日(日)
●場所 八木駅前・本町通り
●注意とお願い
午後5時から10時まで、国
道477号線(国道9号交差
点から本町四ツ角まで)が
車両通行止めになります。
それに伴い、幹線道路も通
り抜けできなくなります。
ご理解とご協力をお願いし
ます。
南丹市商工会
(0771)42-5380

農林センターの施設を公
開します
取り組んでいる研究内容の
紹介や収穫体験、試食などを
通して、農業の魅力を知って
いただくため、施設を公開し
ます。【無料・申込不要】
●日時 7月27日(木) 午前9
時30分〜午後0時30分
※受け付けは正午まで
●場所 京都府農林水産技術
センター 農林センター(亀
岡市余部町和久成9)
●内容 スイカやエダマメの
試食、新鮮野菜などの販
売、場内を巡るクイズラ
リーや夏休みの自由研究の
参考になる実験・実習体験
など
京都府農林水産技術セン
ター 農林センター環境部
(0771)22-0424

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

第12回南丹市民テニス
大会を開催します

南丹市人権教育講座映画
「あん」
上映会開催

●日時 7月30日(日)
午前8時30分集合・受付
※雨天による順延の場合は 8
月6日(日)同時間
●場所 園部公園テニスコー
ト(オムニコート4面)
●種別
Ａクラス：男子ダブルス、女
子ダブルス
Ｂクラス：男子ダブルス、女
子ダブルス
●参加資格 市内在住、在
勤、在学の18歳以上の方
(高校生は除く)
●費用 1,000円(1ペア当た
り)
●競技方法
・日本テニス協会テニス規則
に準ずる。
・ワンセットマッチ6−6タ
イブレーク、ノーアドバン
テージ
・セルフジャッジ
●府民総体代表選考 本大会
および府市町村テニス協会
が主催する大会において、
上位入賞者の中から選考し
ます。
●申込方法 7月21日(金)
午後5時までに、種別、住
所、氏名、生年月日、連絡
先、勤務先ま た は 学 校 名
を、電話またはＦＡＸでお
申し込みください。
●主催 南丹市テニス協会
●後援 南丹市教育委員会、
南丹市体育協会
●その他 当日の問い合わ
せは園部海洋 セ ン タ ー
(0771)68-0084へご連絡
ください。
南丹市体育協会事務局(社
会教育課内)
(0771)68-0057
(0771)63-2850

人権に関する学習の機会を
通じ、市民の人権感覚の高揚
を図ることを目的に、人権教
育講座を開催しています。本
年度 第２講は映画「あん」を
上映します。映画を通じて偏
見と生きる意味について考え
てみませんか。
【無料・申込不要】
●日時 8月4日(金)
①午後2時〜、②午後6時
30分〜(1回113分)
●場所 日吉町生涯学習セン
ターホール
●内容 どら焼き屋で働くこ
とを懇願する徳江を雇い、
粒あん作りを任せたとこ
ろ、見る見るうちに店は繁
盛。しかし心無い噂が、運
命を大きく変えていく。
●主催 南丹市教育委員会
社会教育課
(0771)68-0057

※いずれも1回当たりの費用
●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 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。
●その他 日程変更などの連
絡は講師から直接入ります
ので、メールアドレスは必
ず記入ください。申し込み
以降は自分のペースで好き
な日程にご参加ください。
上達に応じて参加コースの
変更も可能です。
園部公民館(月・祝日休館)
(0771)63-5820
(0771)63-2850
be-syakai@city.nantan.
lg.jp

南丹将棋教室参加者を募
集します

在宅での栄養・食事ケア
に従事してみませんか

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。新たに超初級者コースを
設け、全くの初心者も参加で
きます。お気軽にお申し込み
ください。【要申込】
●日程 8月5日(土)、13日
(日)、19日(土)、27日(日)
●時間 ※途中退館可
・超初級コース：午前9時〜
10時
・初級コース：午前10時〜
正午
・経験者コース：午後1時〜
5時(午後3時からは自由対
局)
●場所 園部公民館
●対象 小学生以上ならどな
たでも可
●費用 一般：500円、高校
生以下：300円(きょうだ
いの場合は2人で500円)

管理栄養士を対象に、在宅
療養者への訪問栄養食事指導
研修を開催します。
【無料・要申込】
●日時・場所
・8月11日(金・祝) 、19日
(土)、９月３日(日)：京都
テルサ
・9月2日(土)：みやこめっ
せ
※いずれも、午前9時30分〜
午後4時30分
●定員 50人
●内容および申込方法
京都府栄養士会ホームペー
ジに掲載
●申込締切日 7月31日(月)
京都府栄養士会
(075)642-7568
http://www.kyoto-eiyoshi
kai.or.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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健康プール教室の参加者
を募集します
温 水 プールで の 水 中 運 動
で、楽しみながら運動習慣を
身に付け生活習慣病を予防し
ましょう。
【要申込】
＜しっかりコース＞
●開催日 毎週火曜日
●対象者 健康プール教室の
経験者および、しっかり運
動したい方でおおむね20
歳〜64歳の方
＜ぼちぼちコース＞
●開催日 毎週金曜日
●対象者 おおむね20歳〜
74歳の未経験者および、
おおむね65歳〜74歳の方
＜共通事項＞
●開催期間 9月〜平成30年
3月
●時間 午後2時〜2時55分
●場所 スプリングスひよし
温水プール
●定員 各30人程度
●内容 水中ウオーキング、
アクアビクスほか
※週1回を予定しています。
具体的な内容 、 日 程 、 時
間、持ち物な ど に つ い て
は、参加決定者に直接お知
らせします。
※教室途中でのコース変更は
できません。
●費用 650円/回(プール利
用料)
※その都度お支払いくださ
い。
※スプリングスひよし温水
プールのSSクラブ会員証
をお持ちの方は、利用いた
だけます。
●指導者 スプリングスひよ
しインストラクター
●申込方法 8月10日(木)ま
でに、電話でお申し込みく
ださい。
※できるだけ、毎回ご参加い
ただける方がお申し込みく
ださい。
※申し込み多数の場合は、初
めての方を優先させていた
10
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だきます。結果は郵送でお
知らせします。
●その他 疾患などにより水
中運動を止められている方
はご遠慮ください。また、
高血圧や心臓病、糖尿病な
どの疾患で治療を受けてい
る方は、必ず主治医の許可
を得てください
※この教室は、平成29年度
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

南丹市カヌー教室を開催
します
●日時 8月5日(土)
午前9時15分開会
(受付：午前9時〜、終了
予定：正午頃）
●場所 八木カヌーハウス
(八木町西田）
●対象 市内在住、在勤、
在学の小学3年生以上の方
(大人のみや親子での参加
も可)
●定員 20人（先着順）
●参加費 無料
●持ち物 濡れてもよい服
(水着など)と靴、着替え、
タオル、飲み物、保険証な
ど
●申込方法 8月2日(水) 午
後5時までに、申込書(社
会教育課、八木公民館、日
吉町生涯学習センター、市
役所美山支所に備え付け)
に必要事項を記入の上、社
会教育課まで持参またはＦ
ＡＸでお申し込みくださ
い。
※電話申込可(平日の午前9
時〜午後5時)
※申込書は市ホームページか
らもダウンロードできま
す。
●主催 南丹市体育協会、八
木Ｂ＆Ｇ海洋センター(南
丹市教育委員会)
●協力 京都府カヌー協会、

南丹市海洋センター指導者
会
社会教育課
(0771)68-0057
(0771)63-2850

手話教室・基礎講座の受
講者を募集します
手話を詳しく学んで、日常
会話ができるようになりたい
方を対象に、基礎講座を行い
ます。
●日時 8月9日、16日、23
日、30日、9月6日、13
日、20日、27日、10月4
日、11日、18日、25日、
11月1日、8日、15日、
22日、29日、12月6日、
13日(各水曜日・全19回)
いずれも午後7時〜9時
●場所 特別養護老人ホーム
丹波高原荘地域交流セン
ター(京丹波町蒲生)
●対象 市内在住、在学、在
勤の聴覚障がい者福祉に
熱意のある15歳以上の方
で、手話で自己紹介や簡単
な日常会話ができる方、ま
たは手話教室入門講座を修
了した方
●受講料 無料
●申込方法 7月31日(月)ま
でに、電話でお申し込みく
ださい。
社会福祉課
(0771)68-0007
ふない聴覚言語障害セン
ター
(0771)63-6448

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

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。
申込期日まで に 住 所 、 氏
名、年齢、電話番号を記入の
上、はがき、FAX、Eメール
のいずれかでお申し込みくだ
さい。
＜手作り教室／天体望遠鏡づ
くり＞
●日時 8月5日(土) 午後3
時〜5時(夜間観望あり)
●場所 公園管理棟3階会議
室(予定)
●内容 天体望遠鏡づくりと
月、星座観望
●参加費 3,000円
●定員 20人
●対象 小学3年生以上
●申込期日 7月29日(土)
まで
＜天文教室＞
●日時 8月12日(土) 午後7
時30分〜9時30分
●場所 丹波天文館
●内容 月、木星、土星、夏
の星座などを観望
●参加費 300円
●定員 50人
●対象 小学生以上
(小・中学生は保護者同伴)
●申込期日 8月11日(金・
祝)まで
丹波自然運動公園
(0771)82-0560
(0771)82-0480
kouen@kyoto-tanbapark.
or.jp
622-0232 京都府船井郡
京丹波町曽根崩下代110-7

=メールアドレス

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。【申込不要】
●日時 ８月6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)
みんなの居場所「わっかっ
か！」
080-9753-9402
wakkakka.2014@gmail.com

平成29年度女性の館随
時講座のご案内
親子で楽しく木工の椅子を
作りませんか。【要申込】
＜夏休み親子木工講座＞
●日時 8月19日(土)
午後1時〜4時
●場所 園部女性の館
●講師 坂矢木材
●運営協力金 2,500円(材
料費含む)
●持ち物 軍手
●定員 20人
●申込方法 8月4日(金)ま
でに、電話でお申し込みく
ださい。
園部女性の館運営委員会
(園部女性の館内)
(0771)63-2986

園部公民館 夜の学習室
を開催します
毎週土曜日の夜に園部公民
館で実施している夜の学習室
を、7月20日(木)から毎週木
曜日も実施します。図書館が
閉まった後の読書や勉強、調
べものなどに是非ご活用くだ
さい。【無料・予約不要】
●期間 8月26日(土)までの
毎週木曜日および土曜日

=ホームページアドレス

=郵便番号

●時間 午後5時30分〜9時
●場所 園部公民館研修棟
※開放する部屋は予約状況に
より異なりますので、ご来
館時に窓口でご確認くださ
い。
●利用できる部屋
※学習室：読書、勉強、調べ
ものなど
・南丹市公衆無線LANが使
用できますので、パソコン
の持ち込みは可能ですが、
音量については、他の利用
者にご配慮願います。
※休憩室：飲食・談話など
・ゴミは必ず各自でお持ち帰
りください。
※予約状況により休憩室を利
用できない場合がありま
す。その際は1階ロビーを
ご使用ください。
園部公民館(月・祝日休館)
(0771)63-5820

インターネット生活を始
めませんか
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。
●月額定額料金 3,080円
※プロバイダー料込みの金
額です。＜別途、有線
テレビ利用料(1,540円/
月)が必要となります＞
●通信速度 100Mbps
※ベストエフォート型の
サービスです。
●セキュリティー・サポー
トの充実
※トラブルの際はお問い合
わせください。
南丹市情報センター
(0771)63-1777
第276号
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南丹市ソフトテニス交流
会の参加者を募集します
本大会は、京都府民総体お
よびマスターズ大会予選を兼
ねています。
●日時 8月27日(日) 午前9
時30分試合開始(受付：午
前9時) 少雨決行
※雨天による順延の場合：9
月3日(日)同時間
●場所 園部公園テニスコー
ト
●種別 ①男子ペア、②女子
ペア、③男女混合ペア
※当日の参加人数などで変更
する場合があります
●参加資格 市内在住、在
勤、在学の18歳以上の方
(高校生は除く)
●費用 無料
●競技方法 リーグ戦(日本
ソフトテニス連盟ソフトテ
ニスハンドブックによる5
回ゲーム)
●表彰 各種目入賞者に賞品
を授与
●申込方法 8月23日(水)
午後5時までに、種別、住
所、氏名、電話番号を、電
話またはFAXでお申し込み
ください。
※1人でも参加可能(ただ
し、ペアは主催者が決定)
●その他 主催者などは、会
場への道中および競技中の
事故やけがなどについて、
一切責任を負いません。
南丹市体育協会事務局(社
会教育課内)
(0771)68-0057
(0771)63-2850

美山町文化協会作品展の
ご案内
日頃の活動の成果を展示し
ます。ぜひお越しください。
【無料】
●日時 11月2日(木)まで
午前8時30分〜午後5時
●展示内容 書道、俳句など
12
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●出展サークル 泰友書道会
(平屋)、八ヶ峰句会、城山句
会、押花ふしぎな花倶楽部
※8月2日(水)まで(1カ月ご
とに変わります)
●展示会場 美山文化ホール
2階ギャラリー
●その他 次回、8月2日
(水)から9月6日(水)まで
は、泰友書道会(知井、
鶴ヶ岡)、笹舟平屋句会、
早蕨キルトサークルの作品
を展示します。
社会教育課美山担当
(0771)68-0044

介護者家族の会 合同勉
強会を開催します
南丹市内にお住いの高齢者
を介護されているご家族など
を対象に、勉強会や交流会を
開催しています。会員でない
方もお気軽に参加ください。
●日時 8月30日(水) 午前
10時30分〜午後2時
●場所 日吉町生涯学習セン
ター2階会議室
●内容 ①勉強会：介護保険
総合事業について(講師
高齢福祉課)、②昼食交流会
●費用(昼食代)
・家族会員 1,000円
・非会員
1,500円
●申込方法 8月21日(月)ま
でに、お住まい地域の下記
事務所までお申し込みくだ
さい。
●主催 介護者家族の会(な
ごみの輪、たんぽぽ、絆の
会、あいの会)
南丹地域包括支援センター
園部事務所
(0771)68-3150
八木事務所
(0771)43-0551
日吉事務所
(0771)72-0214
美山事務所
(0771)75-1006

美山地域情報
美山町グラウンド・ゴルフ
大会を開催します
ご近所、お友達、ご家族お
誘い合わせの上、多数ご参加
ください。
●日時 8月17日(木)
午前9時〜 小雨決行
●場所 美山長谷運動広場
●対象 美山町在住の中学生
以上の方
●申込方法 8月10日(木)
までに、参加申込書(市役
所美山支所、各地域振興
会、美山町グラウンド・ゴ
ルフ協会に備え付け)に必
要事項を記入の上、みやま
スポーツクラブ事務局(社
会教育課美山担当)まで、
お申し込みください。
※美山町グラウンド・ゴルフ
協会の会員の方は、協会で
参加の取りまとめを行いま
すので、各地区委員までお
申し込みください。
●その他 上位入賞者には府
民総体南丹市予選会への出
場権があります。
●主催 みやまスポーツクラ
ブ
●主管 美山町グラウンド・
ゴルフ協会
みやまスポーツクラブ事務
局(社会教育課美山担当)
(0771)68-0044

=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、Weibo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)の暗号化を行っていません。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、サービス提供時間を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276号
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英語25-③ 国語28-① 数学26-①

英語25-④

もぎたてサタデー

もぎたてウェンズデー

30

ふくしの森

国語28-② 数学26-②

八木西小学校
５年 野外学習

園部第二小学校
５年 若狭合宿

城南保育所
お泊まり保育

英語25-⑤

園部小学校
５年 若狭合宿

胡麻郷小学校
４年 るり渓野外学習

もぎたてウェンズデー

もぎたてサタデー

国語28-③

もぎたてサタデー

市民の情報ひろば
日

月

◇南丹市情報センター
(0771)63-1777
【発行】南丹市情報政策課
14

水

協働スイッチＯＮ！
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初回放送

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

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

本紙は環境への配慮から、FSC®森林認証紙、ベジタブルインク（植物油）を採用しています。

