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お知らせ
市たばこ税は南丹市の貴
重な財源です
市たばこ税は、たばこの製
造者などが市内の小売販売業
者に売り渡した製造たばこに
対して課税される税金です。
市たばこ税の税率は、千本に
つき5,262円(旧3級品の紙巻
たばこは3,355円)で、小売
店が所在する市の税収となり
ます。
南丹市における平成28
年度の市たばこ税収は1億
7,477万円でした。この税収
は一般財源として、南丹市の
福祉や教育、道路環境整備な
ど幅広く市民のために使われ
ます。
市たばこ税は南丹市の貴重
な財源の一つですので、たば
こを買われる時は南丹市内で
お買い求めください。
税務課
(0771)68-0004
【総合問合せ窓口】

平成２９年度市政懇談会を開催します
市民の皆さんが、まちづくりなどについて日頃思い感じておら
れることやご意見を、広くお聴きする市政懇談会を開催します。
市長をはじめとする理事者や幹部職員が地域に伺います。
●日時・場所
日時
10月11日(水)
10月13日(金)
10月16日(月)
10月18日(水)

時間
午後7時30分〜
午後7時30分〜
午後7時30分〜
午後7時30分〜

10月20日(金)

午後7時30分〜

10月22日(日)
10月29日(日)
11月1日(水)
11月5日(日)
11月9日(木)
11月12日(日)
11月13日(月)

午前10時〜
午前10時〜
午後7時30分〜
午前10時〜
午後7時30分〜
午前10時〜
午後7時30分〜

場所
五ヶ荘地域活性化センター
吉富地域活性化センター
旧知井小学校
旧摩気小学校
美山林業者等健康管理セン
ター
日吉市民センター
八木公民館
南丹市役所 本庁
美山文化ホール
氷室の郷
国際交流会館
日吉胡麻基幹集落センター

※いずれの会場へご参加いただいても構いません。
※時間は、いずれも１時間半程度を予定しています。
情報政策課
(0771)68-0066

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に、多くの方のご協力
をお願いします。
●日程 9月26日(火)
●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

(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

info@city.nantan.lg.jp

1

医療療養病床の光熱水費負担額変更について
平成29年10月から医療療養病床に入院されている65歳以上の
方の光熱水費負担額を、次のとおり見直します。
●負担いただく1日当たりの光熱水費
医療療養病床に
入院されている
方
・以下に当ては
まらない方
・医療の必要性
の高い方(指
定難病の方以
外)

平成29年10
現在(平成29
平成30年
月〜平成30
年9月まで)
4月〜
年3月

・指定難病の方
・老齢福祉年金
受給者

320円

370円

370円

０円

200円

370円

0円

0円

0円

※介護保険施設に入所されている方には、現在１日370円の光熱
水費を負担いただいており、また在宅療養の方には自宅でかか
る光熱水費を負担いただいていることを踏まえて見直したもの
です。段階的に負担額を変更し、1日370円の光熱水費を負担
いただくこととなります。
※今回の見直しは、65歳未満の方や、一般病床・精神病床など
に入院されている方は対象外です。
保健医療課
(0771)68-0011

音訳ボランティア講座を開催します
広報誌などの活字を声にして、視覚に障がいのある方にお届け
するボランティア活動があります。情報を声にする活動を一緒に
学びませんか。【無料・要予約】
●日程・内容など
回

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回

日程
9月29日
(金)
10月13日
(金)
10月27日
(金)
11月10日
(金)
11月24日
(金)

内容
実践編「実際の広報誌を
読んでみよう①」
実践編「実際の広報誌を
読んでみよう②」
実践編「実際の広報誌を
読んでみよう③」
技術編「実際に録音して
みよう①」
技術編「実際に録音して
みよう②」

●場所
●時間

講師

京都ライトハ
ウス
澤江功子 氏

京都ライトハ
ウス
松田裕美 氏

南丹市社会福祉協議会本所農事研修室
第1回〜第3回：午後1時30分〜3時30分
第4回〜第5回：午後1時30分〜4時
●申込方法 各回の2日前までに、電話でお申し込みください。
●その他 都合のつく回の参加で構いません。お気軽にご参加く
ださい。
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●主催 音訳ボランティア
(かわせみ、やまびこの
会、日吉、美山こだまグ
ループ)
南丹市社会福祉協議会本所
(0771)72-3220
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京都府認知症コールセン
ターのご案内
京都府では、公益社団法人
認知症の人と家族の会京都府
支部に委託し、フリーダイヤ
ルによる電話相談を実施して
います。認知症に関する知識
や介護の仕方など、何でもお
尋ねください。少しでも心が
軽くなり、元気を出してもら
えるよう、経験者が丁寧にお
聞きします。【無料】
＜京都府認知症コールセン
ター＞
認知症介護経験者などの相
談員が対応します。
●日時 月〜金曜日
午前10時〜午後3時
※土・日・祝日、年末年始
(12月27日〜1月5日)を除
く。
0120-294-677(フリーダ
イヤル)
＜京都府若年性認知症コール
センター＞
65歳未満の方の認知症に
ついて、看護師などの相談員
が対応します。
●日時 月〜金曜日
午前10時〜午後3時
※土・日・祝日、年末年始
(12月29日〜1月3日)を除
く。
0120-134-807(フリーダ
イヤル)
京都府健康福祉部高齢者支
援課
(075)414-4573

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

秋の全国交通安全運動の
実施について
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。
●実施期間 9月21日(木)〜
30日(土)
・交通事故死ゼロを目指す
日：9月30日(土)
●運動スローガン
「見ることも 見られるこ
とも 事故防止」
●運動重点
・子どもと高齢者の安全な通
行の確保と高齢運転者の交
通事故防止
・夕暮れ時と夜間の歩行中、
自転車乗用中の交通事故防
止
・全ての座席のシートベルト
とチャイルドシートの正し
い着用の徹底
・飲酒運転の根絶
・歩行中・運転中のスマホ等
使用の根絶
・二輪車の交通事故防止
・自転車の安全な利用の促進
総務課
(0771)68-0002

南丹地域のウオーキング
コースを募集します
南丹地域の楽しい運動普及
と健康長寿を目指して、ウ
オーキングマップを作成しま
す。地域の豊かな自然や文化
を感じながら歩くことで、健
康づくりができるおすすめの
ウオーキングコースを募集し
ます。
●応募方法 10月31日(火)
までに、応募用紙に必要事
項を記入し、写真や地図を
添付の上、持参、郵送、E
メールのいず れ か で お 申
し込みください。応募用紙
は、南丹保健所ホームペー
ジからダウンロードできま
=メールアドレス

す。
※ウオーキングマップ掲載者
へは、ウオーキンググッズ
をプレゼントします。
●主催 きょうと健康長寿推
進京都丹波地域府民会議運
動普及啓発部会(事務局：
京都府南丹保健所)
京都府南丹保健所保健室
(0771)62-4753
nanshin-ho-nantan-hoken
@pref.kyoto.lg.jp
622-0041 南丹市園部町
小山東町藤ノ木21

自衛隊各種採用試験等に
関する説明会のご案内
＜採用種目＞
①防衛大学校学生一般前期
(将来の幹部自衛官を養成)
②防衛医科大学校医学科学生
(将来の医師である幹部自
衛官を養成)
③防衛医科大学校看護学科学
生(将来の保健師・看護師
である幹部自衛官を養成)
●受付期間 9月29日(金)ま
で(必着)
＜説明会＞
●日時 10月3日(火) 午前
10時〜、午後1時〜、午後
5時〜
●場所 防衛省自衛隊亀岡募
集案内所(亀岡市古世町西
内坪34-26)
●内容 自衛官の仕事と生
活、採用種目について説明
●対象 どなたでも参加いた
だけます。
●その他 申込不要、履歴書
不要、入退場自由、服装自
由
防衛省自衛隊亀岡募集案内
所
(0771)24-4170

=ホームページアドレス

=郵便番号

福祉資格者就業サポート
研修のご案内
介護福祉士や介護職員初
任者研修(旧ホームヘルパー
2級)などの資格を有する方
で、現在、福祉、介護サービ
スに従事されていない方を対
象に、就労を支援するための
研修を開催します。2日間の
研修を通して、最新の知識、
技術を習得し、福祉、介護分
野への一歩を踏み出しません
か。【無料・要申込】
●日程 ①10月21日(土)〜
22日(日)、②11月16日
(木)〜17日(金)
●時間 1日目：午前10時〜
午後4時、2日目：午前10
時〜午後4時30分
●場所 ①福知山公立大学
(福知山市堀3370)、②
ハートピア京都(京都市中
京区竹屋町通烏丸東入る清
水町375)
●対象 介護福祉士、介護職
員初任者研修修了(旧ホー
ムヘルパー２級)などの有
資格者で、現在都合により
介護、福祉サービス事業所
に就業されておらず、福祉
の現場への就職、再就職を
希望している方
●内容 座学、実技演習、就
業相談など
●定員 各20人
●申込期限 ①10月13日
(金)、②11月9日(木)
●申込方法 申込期限までに
電話でお申し込みくださ
い。
京都府福祉人材・研修セン
ター
(075)252-6297(月〜金
(祝日を除く)、午前9時〜
午後5時)
http://fukujob.kyoshakyo
.or.jp/

第280号
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南丹市国際交流協会から
のお知らせ
社会人対象の英会話教室の
受講生を募集します。どの
コースも全て英語での授業で
すので、自然と英会話が身に
付きます。自分に合わせたレ
ベルで、英会話に磨きをかけ
てみませんか。
＜英語リフレッシュコース
(入門)＞【要申込】
中学生時代に学んだ英語を
初歩の初歩から思い出し、過
去の記憶を「リフレッシュ」
しながら簡単な英会話に挑戦
しましょう。
●日時 9月26日、10月3
日、10日、17日、24日、
31日、11月7日、14日、
21日、28日(各火曜日)
午後7時〜8時30分
●内容 ネイティブ講師(サ
イモン先生)による英会話
グループレッスン
●場所 園部公民館3階研修
室
●参加費 7,000円(全10回
分)※初回に徴収します。
＜社会人英会話講座(初級)＞
【要申込】
やさしい英語を使って、実
用的な会話を習得します。
●日時 9月29日、10月6
日、13日、20日、27日、
11月10日、17日、24
日、12月1日、8日(各金
曜日)
午後2時〜3時30分
●内容 ネイティブ講師(ク
リス先生)による英会話グ
ループレッスン
●場所 八木公民館第３集会
室
●参加費 7,000円(全10回
分)※初回に徴収します。
＜日常英会話講座入門(中級)
＞【要申込】
日常的な英会話に加え、英
語で自分の意見を伝えられる
ように練習します。
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●日時 9月26日、10月3
日、10日、17日、24日、
31日、11月7日、14日、
21日、28日(各火曜日)
午後7時〜8時30分
●内容 ネイティブ講師(デ
ボラ先生)による英会話グ
ループレッスン
●場所 園部公民館3階会議
室
●参加費 8,000円(全10回
分)※初回に徴収します。
＜共通事項＞
●対象 市内在住、在勤のお
おむね18歳以上の方およ
び会員
●定員 各コース10人(先着
順)
●申込方法 希望教室、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お申し
込みください。
●後援 南丹市教育委員会
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

消費税軽減税率制度対策
セミナーのご案内
平成31年10月に消費税率
10％への引上げと同時に、
わが国で初めて消費税の「軽
減税率制度」が導入される予
定です。軽減税率の仕組みを
理解し、しかるべき対策をど
う取るかについて説明しま
す。ぜひご参加ください。
【無料・要申込】
●日時 10月4日(水)
午後2時〜4時
●場所 園部公民館3階大研
修室
●対象 南丹市内の事業者の
方はどなたでも
●定員 50人
●申込方法 9月29日(金)ま
=申込・問合せ先

でに電話でお申し込みくだ
さい。
南丹市商工会
(0771)42-5380

南丹市メール配信サー
ビスにご登録ください
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生な
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

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

勤務場所

募集人数

一般事務

八木老人福祉センター

1人

バス運転手

市営バス美山事務所

1人

保育士
用務員
保育補助
看護師

市内保育所

若干名

養護教諭
幼稚園教諭

市内幼稚園

若干名

賃金（円）
日額 6,960
時間額 870
日額 10,300
日額 8,000
時間額 1,000
日額 6,960
時間額 870
時間額 870
時間額 1,440
日額 11,520
時間額 1,440
日額 8,000
時間額 1,000

備考

大型二種免許・バス乗務
(路線・貸切)経験者
保育士資格

看護師免許
養護教諭1種免許
幼稚園教諭免許

●任用期間 10月1日～平成30年3月31日(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 9月20日(水)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)を必ず添付してください。
●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)
●その他 詳細はお問い合わせください。
＜南丹市臨時職員の登録者を募集します＞
引き続き、臨時職員の登録を募集しています。市役所の本庁・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。(登録は平成30年3月31日まで有効)
※受付時間、提出書類は上記と同じです。
●その他 詳細はお問い合わせください。
総務課
(0771)68-0008

=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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相談会
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】
●日程 9月13日、27日、
10月11日、25日、11月8
日、22日(各水曜日)
●時間 ①午後1時〜、
②午後2時〜
※相談は1人1時間までで
す。
●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

司法書士「無料法律登記
相談会」を開催します
社会支援の一環として、地
元の司法書士による無料法律
登記相談会を開催します。登
記、訴訟、成年後見などでお
悩みの方はご相談ください。
【無料・申込不要】
●日時 9月14日(木)
午後1時〜4時
●場所 八木公民館2階第3
集会室
京都司法書士会園部支部
(0771)23-9394

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 9月25日(月) 午後
1時30分〜4時30分
※相談は1人20分までです。
6
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●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 9月22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

出張くらしの相談会を開
催します
家計や仕事など暮らしに関
する困りごとの相談をお受け
します。また、年金について
の相談も社会保険労務士がお
聞きします。【無料・要申込】
●日時 9月27日(水)
午後1時30分〜3時30分
●場所 地域活動支援セン
ターそよかぜ美山(美山町
島往古瀬23番地)
●対象 現に生活困窮状態に
ある方であればどなたでも
※生活保護受給者は除く
●申込方法 9月25日(月)ま
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
福祉課生活相談センター
(0771)72-3220

結核健康相談のご案内
結核は、結核菌を吸い込ん
でもすぐには発病せず、体力
や免疫力が低下したときに発
病する病気です。症状が風邪
とよく似ているので、気付か
ないうちに病状を悪化させて
しまい、あなたの大切な人に
感染させてしまうことがあり
ます。結核を早期に発見する
ため、この機会にぜひご相談
ください。【無料・要申込】
●日時 10月4日(水)
午前10時〜11時
●場所 京都府南丹保健所
●対象
・結核にかかったことのある

方
・結核にかかったことのある
方が家族や周りにいる方
・糖尿病、腎不全、じん肺、
胃潰瘍などにかかっている
方や、副腎皮質ホルモン剤
など免疫を抑える治療を受
けている方
●内容 医師による結核に関
する相談(必要に応じて胸
部レントゲン検査)
●申込方法 9月27日(水)ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。
京都府南丹保健所保健室
(0771)62-2979

身体障害者巡回更生相談
のお知らせ
●日時 10月13日(金) 午前
9時45分〜午前11時15分
●場所 南丹広域振興局亀岡
庁舎
●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】
●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 10月6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

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

育児用品提供者を募集し
ます

子育て支援
南丹市ファミリー・サポート・センター講習会のご案内
＜平成29年度第１回まかせて会員講習会＞
南丹市ファミリー・サポート・センターは、子育ての援助をし
たい人(まかせて会員)と、子育ての援助を受けたい人(おねがい
会員)が相互援助を行う会員組織です。
現在、保育所の送迎など、空いている時間に少しでも援助でき
る「まかせて会員」を募集しています。なお「まかせて会員」に
は、安全に活動していただくため、「まかせて会員講習会」を受
講していただく必要があります。
●日程など
日程

9月29日(金)

時間
午前9時30分〜10時
30分
午後10時30分〜正午
午後1時〜2時30分
午後2時30〜4時

10月25日
(水)

午前9時〜正午
午後1時〜2時30分

講座内容
まかせて会員として活
動するために
子どもの病気について
子どもの事故と予防に
ついて
発達障害について
保育実習
(子どもの発達と生活
習慣について、子ども
の遊びについて)
子どもの栄養と食生活

●場所 市役所4号庁舎福祉事務所２階会議室
※10月25日(水)の保育実習は城南保育所で行い、午後からの講
座は市役所3号庁舎2階第4会議室で行います。
●救命救急講習会 上記の講習会のほかに、次のいずれかの救命
救急講習会を受講してください。
・園部消防署で開催される一般公募の講習会：9月16日(土) 午
前9時〜正午
・レベルアップ講習会で行う小児向け救命救急講習会：12月13
日(水) 午前10時〜11時
●申込方法 9月20日(水)までに来所いただくか、電話でお申し
込みください。
※講習は、数回に分けて受講していただいても構いません。
●その他 託児を行います(無料)。ご希望の方は、申し込み時に
必ずお伝えください。詳細は別途連絡します。
＜おねがい会員を募集しています＞
もしものときのために、登録だけでもしていただけます。
●利用時間 午前7時〜午後8時(12月29日〜1月3日を除く)
●利用料金 平日：1時間あたり700円
土・日・祝日：1時間あたり800円
※詳細はお問い合わせください。
南丹市ファミリー・サポート・センター(南丹市子育てすこや
(0771)68-0082
かセンター内)
子育て支援課
(0771)68-0017

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

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 11月上旬
●場所 子育てすこやかセン
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

９月は「健康増進普及
月間」です
厚生労働省では、がん・
心臓病・脳卒中・糖尿病
などの生活習慣病の特性
や、個人の生活習慣の改善
の重要性についての国民一
人ひとりの理解を深め、健
康づくりの実践を促進する
ため、毎年9月を「健康増
進普及月間」とし、健康増
進に関する普及啓発を行い
ます。
政府広報より

第280号

7

子育て支援(催し)

新刊図書のご案内

子育てすこやかセンター
１０月事業のお知らせ

南丹市立図書館
「新刊図書」
のご案内

＜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。
※気象警報発令時は、事業を
中止する場合があります。
＜子育て広場０歳〜＞
●日時 10月12日(木) 午前
10時30分〜11時30分
●内容 「運動会あそび」
●持ち物 バスタオル
＜子育て広場１歳〜＞
●日時 10月13日(金) 午前
10時〜11時30分(受付：9
時30分〜)
●内容 「運動会あそび」
●持ち物 上靴、タオル、お
茶
●場所 南丹市園部海洋センター
＜子育て講座＞
●日時 10月19日(木) 午前
10時30分〜11時30分
●内容 谷村言語聴覚士によ
る「子どものことばを育て
る」
＜お話会＞
●日時 10月20日(金)
午前10時30分〜11時
＜ベビーマッサージ＆ミニ講
座＞
●日時 10月26日(木) 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 10月27日(金) 午前
10時30分〜11時30分
南丹市子育てすこやかセン
ター
(0771)68-0082
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南丹市立図書館の新刊図書の一部を紹介します。
＜一般書＞
◆死ぬほど読書(丹羽宇一郎)◆十歳までに読んだ本(西加奈子他)
◆老いたら、笑顔(斎藤茂太)◆青春18きっぷパーフェクトガイ
ド2017‐2018 (谷崎竜)◆危機の現場に立つ(中満泉)◆かくて
行動経済学は生まれり(マイケル・ルイス)◆世界〈経済〉全史
(宮崎正勝)◆知らない人に出会う(キオ・スターク)◆恐竜がいた
地球◆見つけて育てる生きもの飼い方ブック(新宅広二)◆ヒトは
なぜ病み、老いるのか(若原正己)◆「ひとりぼっち」こそが最強
の生存戦略である(名越康文)◆レジ袋でできるカラフルなバッグ
と小物(poRiff)◆いのち愛しむ、人生キッチン(桧山タミ)◆ミニ
マリスト、親の家を片づける(やまぐちせいこ)◆猫は、うれし
かったことしか覚えていない(石黒由紀子)◆書いて伝える接客
英語(広瀬直子)◆エアラインサービス完全活用読本◆手塚治虫傑
作選「戦争と日本人」(手塚治虫)◆山のリスクセンスを磨く本
(昆正和)◆はじめてのママカメラ(今井しのぶ)◆Amazonのダン
ボールをリメイク！収納＆インテリア雑貨(檜山永次監修)◆切り
紙でつくる恐竜図鑑(大原まゆみ)◆影裏(沼田真佑)◆銀翼のアル
チザン(長島芳明)◆遠い約束(室積光)◆家族のあしあと(椎名誠)
◆絢爛たる奔流(岩井三四二)◆ニュータウンクロニクル(中澤日
菜子)◆今日はヒョウ柄を着る日(星野博美)
＜児童書＞
◆夢のかなえ方(関和之マンガ・イラスト) ◆大迫力！恐竜・古
生物大百科(福井県立恐竜博物館監修)◆生き物たちの冬ごし図鑑
動物(今泉忠明監修)◆さかなのたまご(内山りゅう写真・文)◆
地図でよくわかる鉄道大百科◆ＬａＱ海のいきもの図鑑◆激流の
サバイバル(スウィートファクトリー)◆花あかりともして(服部
千春)◆おねえちゃんって、いっつもがまん!?(いとうみく)◆これ
を知らずに働けますか？(竹信三恵子)
＜絵本＞
◆まねきねこだ！！(高畠那生)◆くいしんぼうのこぶたのグー
グー(得田之久)◆たいふうのひ(武田美穂)◆ペペットのえかきさ
ん(リンダ・ラヴィン・ロディング)◆おつきみバス(藤本ともひ
こ)◆仮名手本忠臣蔵(吉田愛)◆ごちそうの木(ジョン・キラカ)◆
おじいちゃんのふしぎなピアノ(はまぎしかなえ)◆ボンネットの
下をのぞいてみれば…(エスター・ポーター)◆おべんとうばこの
なかから(中川ひろたか)
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
移動図書館「てくてく」
を
開催します
視覚に障がいのある方に欠
かせないサービスや情報を紹
介します。興味のある方はぜ
ひご参加ください。
【要申込・無料】
●日時 9月21日(木)
午後1時30分〜4時
●場所 南丹市国際交流会館
●内容 京都ライトハウス情
報ステーションの紹介。大
活字本、デイジーなどの紹
介ならびに機器の体験。
●申込方法 9月14日(木)ま
でに、電話、 Ｆ Ａ Ｘ 、 Ｅ
メールのいずれかでお申し
込みください。
社会教育課(中央図書館)
(0771)68-0080
(0771)63-2850
be-syakai@city.nantan.
lg.jp

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。
＜太極拳教室＞
●日時 9月22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
＜Made in 京都フェスタin
kyotanba＞
●日時 9月23日(土・祝)、
24日(日) 午前10時〜午後
4時
●場所 こどもの広場
●内容 うまいもん屋台、京
都エシカルマルシェ、ワー
クショップ、ステージコー
ナーなど

=メールアドレス

＜あっぱれたんぼ稲刈りイベ
ント＞
●日時 10月1日(日)
午前９時〜正午頃
●場所 公園南駐車場および
周辺の農地
●内容 種類の異なった稲で
描かれた田んぼアートの稲
刈りイベント
●参加費 無料
●申込方法 事前に、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。
＜キノコ教室＞
●日時 10月5日(木)
午後1時30分〜午後4時
●場所 公園センター会議室
および園内
●内容 毒キノコの見分け方
など
●参加費 500円
●定員 50人
●申込方法 事前に、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。
＜テニス大会＞
●日時 10月18日(水)
午後9時〜
●場所 テニスコート
●内容 予選リーグ戦〜決勝
トーナメント
●参加費 1,000円(1ペア)
●定員 男女別ダブルス各
32組
●対象 18歳以上の方
●申込方法 10月11日(水)
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。
＜テニス教室＞
●日時 10月25日〜12月
13日（祝日を除く各水曜
日）全8回
午後1時30分〜3時30分
●場所 テニスコート
●内容 初めての方も安心し

=ホームページアドレス

=郵便番号

て始められる初心者・初級
者向けのテニス教室。
●参加費 5,000円
●定員 50人
●対象 18歳以上
●申込方法 事前に、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。
●その他 11月1日(水)が雨
天中止となった場合は、
12月20(水)までとなりま
す。
※無料保育ルームあり(要予
約)
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

美山の歴史探訪を開催し
ます
名称をこれまでの「美山
学」から「美山の歴史探訪」
に変更して開催します。会員
以外の参加者も募集しますの
で、気軽にご参加ください。
【無料・申込不要】
●日時 9月26日(火)
午後1時30分〜4時
※小雨決行
●集合場所 下公民館
●見学先 下村城跡、心蓮寺
など
●その他 フィールドワーク
ですので動きやすい服装で
ご参加ください。飲み物な
どは各自ご持参ください。
●主催 美山の文化財を守る
会
社会教育課美山担当
(0771)68-0044
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園部公民館ミニ写真展の
お知らせ
園部公民館1階ロビーでミ
ニ写真展を開催しています。
ご来館の際はぜひご覧くださ
い。
●出展団体 撮朗会
●出展期間 10月1日(日)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)63-5820

「部落差別解消推進法」
が施行！講演会を開催
平成28年12月に「部落差
別の解消の推進に関する法
律」が成立しました。その法
律の意義をはじめ、経過と活
用にあたっての課題などにつ
いてわかりやすく講演いただ
きます。【無料・予約不要】
●日時 10月3日(火)、10
日(火) いずれも午後7時
30分〜９時
●場所
3日：日吉町生涯
学習センターホール、10
日：八木公民館3階大集会
室
●演題 「部落差別解消推進
法」が施行！どんな法律？
なぜできたの？
●講師 近畿大学人権問題研
究所 奥田均 さん
●主催 南丹市人権教育・啓
発推進協議会
社会教育課
(0771)68-0057

Ｍｉ
ｘバレーボール講習会・
練習会を開催します
男女3人ずつが同じコート
に入り、専用ボールを使って
楽しく行うバレーボールで
す。ぜひ始めてみませんか。
【要申込】
●日程
・第1回：10月7日(土)
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午後1時〜4時、午後6時〜
９時
・第2回：11月3日(金・祝)
午後6時〜9時
・第3回：平成30年1月20日
(土) 午後1時〜4時
・第4回：平成30年2月17日
(土) 午後6時〜9時
●場所 クアスポくちたん
(府立口丹波勤労者福祉会
館）
●受講料 1人200円/回
●申込方法 来館いただく
か、住所、氏名、電話番号
をＦＡＸ、電話、Ｅメール
のいずれかでお申し込みく
ださい。
●主催 ＮＰＯ法人八木町ス
ポーツ協会
ＮＰＯ法人八木町スポーツ
協会
(0771)42-5484
(0771)42-5684
fualx504@cans.zaq.ne.jp

●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
ずご記入ください。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
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 10月8日(日)、14
日(土)、21日(土)、29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)
※いずれも1回当たりの費用

第２３回南丹市チャリティ
ゴルフ大会参加者募集
福祉事業の振興などを目的
に開催します。【要申込】
●日時 10月18日(水)
※開始時間などについては申
込者にお知らせします。
●場所 るり溪ゴルフクラブ
●参加資格 大会趣旨に賛同
いただける方ならどなたで
も。
●競技方法 18ホールスト
ロークプレー(ダブルペリ
ア方式で算出)
●参加費 12,000円(チャリ
ティ金、昼食、懇親会費用
などを含む)
※振興基金60円別途必要
●申込方法 10月4日(水)ま
でに、住所、氏名、電話番
号を記入の上(グループの
場合は、住所および電話番
号は代表者のみ明記)、郵
送またはFAXでお申し込み
ください。(電話での申し

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

込みは不可)
※できるだけ4人1組でお申
し込みください。
●主催 南丹市ゴルフ協会
●共催 るり溪ゴルフクラブ
●後援 南丹市、南丹市体育
協会、京都新聞、南丹市社
会福祉協議会、南丹市商工
会
るり溪ゴルフクラブ
(0771)65-0221
(0771)65-0810
622-0065 南丹市園部町
大河内深田1番地

２５周年記念事業インター
ネット活用講座を開催
手持ちのデジカメやスマー
トフォンで撮影した写真を
使って、素敵なオリジナルカ
レンダーを作りませんか。イ
ンターネットサービスを活用
して、初心者でも簡単に制作
できます。【要申込】
●日時 10月21日(土)
午後2時〜4時
●場所 南丹市国際交流会館
2階情報研修室
●内容 オリジナルカレン
ダーづくり
●対象 市内に住所を有する
方
●定員 12人(先着順)
※受講者には受講証を送付し
ます。
●受講料 3,000円(テキス
ト代含む)
※南丹市インターネットの利
用者は500円で受講できま
す。
※受講料は初回時にお支払い
ください。
●持ち物 写真の入ったデジ
カメやスマートフォン、Ｓ
Ｄカード
●申込方法 10月8日(日)必
着で、「インターネット活
用講座受講希 望 」 と 記 載
し、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
=メールアドレス

れかでお申し込みください。
●主催 公益財団法人南丹市情報センター
●共催 株式会社NSEエデュケーション「楽しいパソコン教室
亀岡店」
南丹市情報センター「インターネット活用講座」募集係
(0771)63-1777
(0771)63-1682
sictv@sic.cans.ne.jp
622-0004 南丹市園部町小桜町62-1 ※月曜休館

なんたん体力測定会の参加者を募集します
誰にでも取り組める体力測定会を開催します。60分程度でで
きる簡単な体力測定ですので、初めての方も安心して参加いただ
けます。この機会に、楽しく体力を測ってみませんか。本事業
は「なんたん健康ポイント50」の対象事業です。【無料・要申
込】
●日程など
日程

受付時間
会場
定員
午前10時、午前11 旧知井小学校
10月26日(木)
30人
時
(美山町)
午前10時、午前11
南丹市国際交
11月2日(木)
時、午後1時30分、
60人
流会館
午後2時30分
●対象 南丹市に住民票を置く、おおむね65歳以上の方
●体力測定内容 握力、歩行速度、椅子立ち上がりなど
※できない種目は省くことができます。
●申込方法 10月4日(水)までに、郵便番号、住所、氏名、年
齢、生年月日、電話番号、希望会場、希望受付時間を、電話で
お申し込みください。
※予約制となりますので、必ずお申し込みください。詳細につい
ては、後日ハガキで案内します。
※希望会場および希望受付時間は先着順です。定員になり次第締
め切ります。
●結果説明会 おおむね2週間後に同会場で測定結果の説明会を
行います。(欠席の場合は結果を郵送します)日程については、
体力測定会で案内します。
※測定結果は、同年代の平均値と比較ができ、生活動作の能力が
一目でわかるグラフ付きの資料です。
●測定団体 NPO法人元気アップAGEプロジェクト
保健医療課
(0771)68-0016

南丹市役所公式Ｆａｃｅｂｏｏｋをご覧ください
南丹市役所の公式Ｆａｃｅｂｏｏｋ(フェイスブック)を開設
しています。南丹市のお知らせや地域のイベント、身近な話題
などを掲載していますので、ぜひご覧ください。
●URL https://www.facebook.com/city.nantan.kyoto/
情報政策課
(0771)68-0066

=ホームページアドレス

=郵便番号

第280号
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冬休み海外研修交流事業
の参加者を募集します

美山地域情報

海外生活を通して国際交流
を体験し、国際感覚を養う事
を目的に実施します。一人で
参加される方や、はじめて海
外にへ行かれる方が7割以上
で、仲間づくりから丁寧に指
導します。【要申込】
●日時 12月24日(日)〜平
成30年1月4日(木)のう
ち、6〜10日間
※コースによる
●研修国 オーストラリア・
カナダ・サイパン・フィリ
ピン・カンボジア
●内容 ホームステイ・クリ
スマス体験・英語研修・文
化交流・地域見学・野外活
動など
※コースにより体験内容をお
選びいただけます。
●対象 小学校３年生〜高校
３年生の方まで
※コースにより異なります。
●定員 各コース15人(先着
順)
●参加費 22万8千円〜
42万8千円
●申込方法 11月1日(水)ま
でにお申し込みください。
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。
(公財)国際青少年研修協会
(03)6417-9721
info@kskk.or.jp
http://www.kskk.or.jp
141-0031 東京都品川区
西五反田7-15-4第三花田
ビル4階

南 丹 市 美 山 町 スポーツ
フェスタを開催します

平成29年
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ニュースポーツを通じて、
地域の子どもからお年寄り、
男女を問わず交流できる場所
づくりとして開催します。
●日時 9月20日(水)
午後8時〜
●場所 美山中学校グラウン
ド(ナイター)
※雨天時は美山中学校体育館
●内容 ニュースポーツ(スカ
イクロス、ペタンクなど)
※雨天時はワンバウンドふら
ばーるバレーボール、ぺタ
ビンゴなど
●主催 みやまスポーツクラ
ブ
みやまスポーツクラブ事務
局(社会教育課美山担当内)
(0771)68-0044

南丹市美山町インディア
カ大会を開催します
●日時 10月6日(金)
午後７時30分〜
●場所 美山小学校体育館、
美山中学校体育館
●参加資格 南丹市にお住ま
いの方、または美山町内に
勤務されている方
●申込方法 9月22日(金)ま
でに社会教育課美山担当、
各地域振興会、美山町イン
ディアカ協会に備え付けの
参加申し込み用紙に必要事
項を記入の上、お申し込み
ください。
●その他 組み合わせ抽選は
主催者および主管者により
厳正に行い、大会までに代
表者へ通知します。詳細に
ついては参加申込書に記載
しているので確認してくだ
さい。
●主催 みやまスポーツクラ

ブ
●主管 美山町インディアカ
協会
みやまスポーツクラブ事務
局(社会教育課美山担当内)
(0771)68-0044

南丹市美山町ソフトボー
ル大会を開催します
●日時 10月11日(水)、12
日(木) 午後７時30分〜
●場所 美山中学校グラウン
ド(ナイター)
●参加資格 南丹市にお住ま
いの方、または美山町内に
勤務されている方
●申込方法 9月26日(火)ま
でに各地域振興会までお申
し込みください。
●チーム編成 旧小学校区毎
に編成(小学校区２チーム
まで)
・男子39歳以下の部
高校生以下は不可。平成
29年4月1日現在の満年齢
とします。40歳以上の方
は出場が可能です。
・男子40歳以上の部
平成29年4月1日現在の満
年齢で、40歳以上の男子
とします。男子39歳以下
の部に出場した方が兼ねて
出場することはできませ
ん。
・女子の部
学生(中学生以上)の登録は
可能ですが、試合に出場で
きるのは出場人数の半数以
下とします。
●主催 みやまスポーツクラ
ブ
みやまスポーツクラブ事務
局(社会教育課美山担当内)
(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280号

13

なんたんテレビ番組表（平成29年9月16日〜30日）★印
16

9

月

土
00

6
7
8

30

12
13
14
15
16
17
18
19
20

★もぎたてニュース

22
23

23

木

金

土

日

月

火

水

28 29
木

30

金

★とれたて新鮮！森の京都丹波っ！

土

★ふくしの森

ＪＡトピックス
★もぎたてニュース

ウェンズデー

★園部中学校

JAトピックス

★もぎたてニュース ★もぎたてニュース

サタデー

★ 美山中学校

体育祭

ウェンズデー

★殿田中学校

体育祭

協働スイッチＯＮ！

サタデー

★園部保育所
地域の人との交流

体育祭

ふくしの森

とれたて新鮮！森の京都丹波っ！

30

市民の情報ひろば

00

園部中学校

体育祭

協働スイッチＯＮ！

30

ＪＡトピックス

00

もぎたてサタデー

美山中学校 体育祭

殿田中学校

体育祭

園部保

とれたて新鮮！森の京都丹波っ！
JAトピックス

地域の人との交流
ふくしの森

ＪＡトピックス

もぎたてウェンズデー

30

もぎたてサタデー

JAトピックス

もぎたてウェンズデー

もぎサタ

週報ほか

00

園部中学校

00

体育祭

美山中学校

協働スイッチＯＮ！

体育祭

殿田中学校

体育祭

園部保

地域の人との交流
ふくしの森

とれたて新鮮！森の京都丹波っ！

30

市民の情報ひろば

00

もぎたてサタデー

もぎたてウェンズデー

30

もぎたてサタデー

もぎサタ

もぎたてウェンズデー

週報ほか

00

園部中学校

00

体育祭

美山中学校

もぎたてサタデー

30

体育祭

もぎたてウェンズデー

殿田中学校

園部中学校

00

体育祭

美山中学校

体育祭

殿田中学校

もぎたてサタデー

地域の人との交流

体育祭

JAトピックス
園部保

地域の人との交流
ふくしの森

ＪＡトピックス

もぎたてウェンズデー

30

もぎサタ

もぎたてウェンズデー

とれたて新鮮！森の京都丹波っ！

ＪＡトピックス

00

園部保

ＪＡトピックス

協働スイッチＯＮ！

30

体育祭

もぎたてサタデー

ＪＡトピックス

00

30

24 25 26 27

週報ほか

00

もぎたてサタデー

JAトピックス

もぎたてウェンズデー

もぎサタ

週報ほか
協働スイッチＯＮ！
英語2７-②

00

園部中学校

00

国語24-⑤
体育祭

とれたて新鮮！森の京都丹波っ！
数学25-①
美山中学校

英語27-③

30

国語26-①

体育祭

もぎたてウェンズデー

もぎたてサタデー

殿田中学校

ふくしの森
数学25-②

体育祭

もぎたてサタデー

英語27-④

園部保

地域の人との交流

もぎたてウェンズデー

もぎサタ

市民の情報ひろば
土

日

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

水

22

★もぎたてニュース

サタデー

30

00

21

火

21

ＪＡトピックス

00

00

11

月

南丹市議会⑤

10

日

協働スイッチＯＮ！

00

9

17 18 19 20

初回放送

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

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。

