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お知らせ
住宅用火災警報器の維持
管理について
園部消防署では6月1日を
「住宅用火災警報器の日」と
定めています。設置推進と維
持管理などについて、次のこ
とをお願いします。
・住宅用火災警報器をまだ取
り付けていないご家庭は、
大切な命を火災から守るた
め、必ず設置してください。
・住宅用火災警報器は全ての
箇所(寝室、階段、台所)に
設置してください。
・既に設置しているご家庭
は、点検ボタンまたは、点
検ヒモで作動 テ ス ト を 行
い、維持管理に努めましょ
う。
・設置後10年を経過する
と、住宅用火災警報器は、
電池または本体の交換が必
要になりますのでご注意く
ださい。
園部消防署予防課予防係
(0771)62-0119
【総合問合せ窓口】

平成３０年度の有害鳥獣
捕獲期間のお知らせ

献血・骨髄ドナー登録に
ご協力ください

有害鳥獣による農林作物な
どへの被害を最小限に食い止
めるため、南丹市猟友会に捕
獲班を編成していただき、年
間を通して有害鳥獣捕獲を実
施しています。
山に入られる場合は目立つ
服装をするなど、事故防止と
捕獲に対するご理解ご協力を
お願いします。捕獲は土・日
曜日が中心ですが、効果的に
実施するため、被害発生時は
被害場所や状況を農林整備課
または各支所地域推進課にご
連絡ください。
●捕獲期間
＜銃器＞
5月13日〜6月10日、6月
23日〜7月29日、8月11日
〜9月15日、9月23日〜10
月27日、平成31年3月16日
〜3月25日
＜わな、柵、檻＞
4月7日〜7月8日、7月14
日〜9月15日、9月23日〜
10月27日、平成31年3月16
日〜3月25日
農林整備課
(0771)68-0012
各支所地域推進課
八木(0771)68-0020
日吉(0771)68-0030
美山(0771)68-0040

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(金)
●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

平成３０年度労働保険年
度更新について
平成30年度労働保険料の
申告納付期間は、6月1日か
ら7月10日(土・日曜日は除
く)までです。手元に届く
「労働保険概算・確定保険
料・石綿健康被害救済法一般
拠出金申告書」で、申告納付
をしてください。
なお、申告納付は京都労働
局、労働基準監督署および金
融機関で受け付けています。
また、申告納付には便利な
電子申請や口座振替による納
付もご利用ください。
京都労働局総務部労働保険
徴収課
(075)241-3213

info@city.nantan.lg.jp
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市税などは納期限内に納付してください
市税などは、定められた納期限までに市役所本庁・各支所、金融機関またはコンビニエンスストア
で納めてください。
●平成30年度納期限一覧表
期別
固定資産税・都市計画税
市府民税(普通徴収)
第1期
5月31日(木)
7月2日(月)
第2期
7月31日(火)
8月31日(金)
第3期
10月1日(月)
10月31日(水)
第4期
11月30日(金)
12月28日(金)
※市府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税は納期と納付方式が変わりました。
期別
第1期
第2期
第3期
第4期
第5期
第6期
第7期
第8期
第9期
第10期

国民健康保険税(普通徴収)
介 護 保 険 料(普通徴収)
7月2日(月)
7月31日(火)
8月31日(金)
10月1日(月)
10月31日(水)
11月30日(金)
国民健康保険税 12月28日(金)
介護保険料 平成31年1月4日(金)
平成31年1月31日(木)
平成31年2月28日(木)
平成31年4月1日(月)

後期高齢者医療保険料(普通徴収)
7月31日(火)
8月31日(金)
10月1日(月)
10月31日(水)
11月30日(金)
平成31年1月4日(金)
平成31年1月31日(木)
平成31年2月28日(木)
平成31年4月1日(月)

※口座振替納付を利用される方は、上記納期限日に指定の口座から引き落とします。なお、残高不足
などにより納期限日に引き落とせなかった市府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税および国
民健康保険税は、直近の13日(金融機関が休業日のときは翌営業日)に再振替として引き落としま
す。振替日前には預貯金残高の確認をお願いします。
●督促手数料および延滞金について
納期限までに完納されない場合は督促状を発送することになります。督促状1通につき手数料
100円が掛かります。また、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納の税(料)額に一定
の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算し、未納の税(料)額とあわせて納付いただき
ます。
●滞納処分について
督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは、財産の差し押
さえ(滞納処分)を受けることになります。なお、市税や国民健康保険税などで納期限から一定経過
した滞納案件は「京都地方税機構」へ移管し、徴収などの滞納整理事務を行います。
●市税などの納付には便利な口座振替を
口座振替の申し込み手続きは、市役所本庁・各支所および市内各取扱金融機関に備え付けの市税
等口座振替依頼書に記入いただき、①預貯金通帳、②通帳の届出印、③市税などの納付書を持参の
上、取扱金融機関で手続きしてください。登録完了までに時間を要するため、振替の開始を希望さ
れる期別(月)の前月末までに申し込んでください。申し込みの時期によっては、希望の期別(月)か
らの振替ができない場合がありますのでご了承ください。軽自動車税を除く市税などの納付の確認
は、預貯金通帳でご確認ください。口座振替納付済通知書は発行しません。
●取扱金融機関
㈱京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、京都農業協同組合、㈱りそな銀行、ゆうちょ銀
行・郵便局
税務課
(0771)68-0004
市府民税、固定資産税・都市計画税
保健医療課
(0771)68-0011
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料
高齢福祉課
(0771)68-0006
介護保険料
京都地方税機構中部地方事務所
(0771)22-3884
市税・国民健康保険税などの滞納処分
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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、就労または復職を支援するための研修を開催し
ます。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】
●日程など
第１回

日程
時間
7月4日(水)
午前10時〜午後4時
7月5日(木)
午前10時〜午後4時
7月6日(金)
午前10時〜午後4時30分
7月24日(火)
午前10時〜午後4時
7月25日(水)
午前10時〜午後4時30分
●場所
第１回：京都テルサ西館3階第2会議室(京都市南区東九条下殿田
町70)
第２回：介護・福祉人材養成センター(福知山市字堀3370 福知
山公立大学2号館2階)
●対象 介護福祉士、介護職員初任者研修修了(旧ヘルパー２級)
などの有資格者で現在、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 各回20人
●申込期限 第1回：6月27日(水)、第2回：7月17日(火)
●申込方法 申込期限までに電話でお申し込みください。
※詳細はお問い合わせいただくか、ホームページでご確認くださ
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２回

平成３０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
ビスマーク諸
1
島
2
硫黄島(1次)
3
ミャンマー
4
パラオ諸島
フィリピン
5
(1班・2班・
3班)
6
硫黄島(2次)

実施予定期間

申し込み
締切日

10月24日〜10月31日

6月8日

11月13日〜11月14日
11月13日〜11月20日
1月24日〜1月29日

7月17日
6月26日
8月31日

2月13日〜2月20日

9月13日

2月19日〜2月20日

10月9日

=ホームページアドレス

=郵便番号・住所

各支所市民生活課
八木(0771)68-0022
日吉(0771)68-0032
美山(0771)68-0041

園部税務署個人課税部門
からのお知らせ
個人の所得税や消費税など
に係るご相談は、電話などで
事前に相談日時などの予約を
お願いします。
※予約の際には、住所、氏
名、相談内容、来署希望日
時(午後4時まで)を伺いま
す。
※事前予約をせずに来署され
た場合、当日の予約状況に
よっては、長時間お待ちい
ただいたり、後日の予約を
お願いすることがあります
のでご了承ください。
園部税務署
(0771)62-0340

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
効期限が近付いています。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 6月1日
(金)〜7月31日(火)
※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

※参加遺族については選考基準があり、巡拝費用の参加者負担も
必要です。詳細はお問い合わせください。
社会福祉課
(0771)68-0007

=メールアドレス

第297号
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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た市民健診(集団健診)の結果報告会を次
の日程で開催します。
日程
5月29日(火)

5月30日(水)

5月31日(木)
6月1日(金)
6月4日(月)
6月5日(火)

場所
北公民館
知井会館
江和公民館
芦生公民館
大野ふれあい館
小渕公民館
向山公民館
豊郷公民館
盛郷公民館
高野公民館
林健センター
美山保健
福祉センター
内久保公民館
又林公民館
板橋公民館
下吉田公民館
美山文化ホール

時間
午前10時〜10時30分
午前11時〜11時30分
午後1時〜1時30分
午後2時30分〜2時45分
午前10時30分〜11時
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〜1時30分
午後2時〜2時30分
午前10時〜11時
午前10時〜10時30分
午前11時〜11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

※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。
※結果をお返しするのは、美山会場で受診いただいた本人または
家族の方に限ります。
※肺がん・結核検診の結果は、後日郵送します。
※なんたん健幸ポイント50の対象事業です。ポイントカードを
ご持参ください。
保健医療課
(0771)68-0016

高校生給付型奨学金
（第２次申請）
を受け付けます

※税務課窓口で申し出いただ
くことで課税証明書の取得
手数料は免除されます。
●申請方法 6月1日(金)か
ら7月2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

児童手当６月定期支払予
定日について
児童手当6月定期払は6月8
日(金)に支払予定です。
なお、今年度から各定期払
(6月、10月、2月)における
個別の支払通知は発送しませ
んので、あらかじめご了承く
ださい。
※年間の支払予定日について
は、現況届の提出依頼時に
お知らせします。
子育て支援課
(0771)68-0017

●対象 市内在住で、次の①〜③の全てに該当する方
①平成30年度市民税(平成29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歳以上65歳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該当する世帯
の方
③高等学校(高等専門学校などを含む)に在学中の方
※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30年度課税証明書(申請者と同居する世
帯員全員分※被扶養者を除く)、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)
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人材募集
南丹市職員
（専門職）
採用試験の実施について
平成30年度(平成31年度採用)の専門職職員採用試験を次のとおり実施します。
なお、一般事務職・専門職の募集については、7月中旬にお知らせします。
●募集職種
①一般試験
職種
保育士
幼稚園教諭
土木技師
建築技師

受験資格
平成5年4月2日以降に生まれ、平成31年3月末までに保育士資格と幼稚園教諭
免許の両方を取得または取得見込みの方
平成5年4月2日から平成11年4月1日までに生まれ、高等専門学校・専門学校
(2年)以上の学校において土木または建築の専門課程を卒業した方または平成
31年3月末までに卒業見込みの方

②社会人試験
職種
保育士
幼稚園教諭
土木技師
建築技師

受験資格
昭和53年4月2日以降に生まれ、保育士または幼稚園教諭の実務経験が3年以
上あり、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を有する方
昭和53年4月2日以降に生まれ、土木関係または建築関係の設計業務、施工管
理などの実務経験が3年以上ある方

※試験において障がいなどによる特別措置を希望される場合は、申し込み時にお申し出ください。
※地方公務員法第16条の規定による欠格条項に該当する方は受験できません。
●募集人員 各職種それぞれ若干名
●試験日
第1次試験 7月22日(日) 午前9時30分〜(予定)
●要項配布場所 市役所1号庁舎2階 総務課人事給与係
●要項配布・受付期間 5月25日(金)〜6月22日(金)
午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜日を除く)
※市ホームページからもダウンロードできます。
●受験手続 申込書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて持参または郵送してください。
※必要書類その他詳細については、要項をご確認ください。
総務課
(0771)68-0008

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
賃金
備考
保健師または看護師
保健医療課
1人
月額193,800円
資格免許保持者
●任用期間 平成30年7月17日〜平成31年3月31日
●応募条件など 資格を有する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 5月28日(月) 〜6月11日(月)
※土・日曜日を除く。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、保健医療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、資格を証明する書類(写し)を添えて総務課または各支所地域推進課へ提出してくだ
さい。
●採用 面接試験により合否を決定します。
※面接は6月下旬を予定しています。(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
保健医療課
(0771)68-0016
=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号・住所
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相談会
「人権擁護委員の日」
特設
相談所を開設します
人権擁護委員法が施行され
た日(昭和24年6月1日)を記
念して、人権擁護委員が国民
の皆さんの相談に応じる存在
として活動していることを
知っていただくとともに、人
権尊重の大切さを普及するた
め、特設相談所を開催しま
す。【無料】
●日程 ①5月31日(木) 午
前9時〜午後4時、②③6月
1日(金) 午後1時〜4時
●場所 日程①京都地方法務
局 園部支局、日程②日吉
支所、日程③八木公民館
●その他 相談は上記以外で
も法務局でお受けしていま
す。また電話での相談も可
能です。
＜電話での相談先＞
みんなの人権110番
(0570)003-110
子どもの人権110番
(0120)007-110
女性の人権ホットライン
(0570)070-810
京都地方法務局園部支局
(0771)62-0208

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】
●日程 ①6月6日(水)、②
19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日吉町
生涯学習センター第1会議
室
●定員 6人(先着順)
※1人30分以内
6
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●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

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12日(火)
午後1時30分〜3時30分
●場所 園部公民館3階会議
室
総務省京都行政監視行政相
談センター行政監視行政相
談課
(075)802-1188
総務課
(0771)68-0002

京都府ひとり親家庭自立
支援センターの巡回相談
家庭の状況や子どものこ
と、養育費や離婚前の相談、
就職活動に役立つセミナーの
案内などを行います。【無
料】
●日程 6月14日(木)、7月
12日(木)
●時間 いずれも午後1時30
分〜2時30分、午後2時30
分〜3時30分、午後3時30
分〜4時30分
●場所 市役所4号庁舎福祉
事務所
●対象 ひとり親家庭や離婚
を考えているお母さん、お
父さん
●申込方法 相談日の3日前
までに、電話でお申し込み
ください。
子育て支援課
(0771)68-0017
京都府ひとり親家庭自立支
援センター
(075)662-3773

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＞
※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〜金曜日の午
前10時〜午後3時
※毎月第1月曜日の午前は休
みます。
※毎週月・水・金曜日の午後
3時〜6時まで、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
＜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

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

●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＞【無料】
「絵本はまだ早いかな」と
悩むお父さんやお母さんに向
けて、絵本好きのスタッフが
親子の時間を作るきっかけに
なる本を紹介します。
●日程 八木ひろば：6月13
日(水)、園部ひろば(横田
公民館)：6月14日(木)、
日吉ひろば：6月19日
(火)、 美山ひろば：6月
21日(木)
●時間 いずれも午前11時
〜11時30分
＜託児付き講座「外カフェ」
＞
子育てや家事に待ったなし
のお母さんたち。たまには自
分についてお話しませんか。
お子さんはスタッフがお預か
りします。(毎回テーマを設
定します)
●日程 園部ひろば(南部コ
ミュニティセンター)：6
月7日(木)、美山ひろば：
6月28日(木)
●時間 いずれも午前10時
15分〜正午
●参加費 300円
●定員 7組(先着順)
●申込方法 事前に電話でお
申し込みください。
＜ファミサポさんと話そう＞
「ファミサポ」
って、よく聞く
けど何。子育て世帯をサポー
トするファミリーサポートセン
ターについて知り、あなたの暮
らしに活用しましょう。
●日程 日吉ひろば：6月5
日(火)、美山ひろば：6月
7日(木)、八木ひろば：6
月15日(金)、園部ひろば
(園部南部コミュニティセ
ンター)：6月21日(木)
●時間 午前10時30分〜正
午
NPO法人グローアップ
080-3857-8119
=メールアドレス

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 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27年4月2日〜平成29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
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回

日程
6月5日(火)
7月1日(日)
7月3日(火)
8月7日(火)
9月18日(火)

回数
第6回
第7回
第8回
第9回

日程
10月9日(火)
11月13日(火)
12月11日(火)
平成31年1月22日(火)

※第2回は、にこにこバザーを行います。
●時間 いずれも午前9時30分〜11時
●参加方法 ６月1日(金)までに、八木中央幼児学園、子育て支
援課および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、お気軽に相談く
ださい。
八木中央幼児学園
(0771)42-5189

「なんたん子育てフォーラム」
を開催します
学校や家庭、地域社会が総がかりで子どもたちを守り育むた
め、保護者や子どもたちに関わる方々のネットワークを広げま
す。【無料】
●日時 6月17日(日) 午後1時〜4時30分
●場所 京都学園大学(亀岡市曽我部町南条大谷1-1)
●内容 講演：「子どものやる気を引き出す言葉がけ」
講師：ペップトーク普及協会 安真紀 氏
※その他、思春期の子どもの本音や本の読み聞かせなどをテーマ
にした分科会を開催します。
●申込方法 お子さんが通っている保育園、幼稚園、学校を通じ
てお申し込みください。それ以外の方は、電話またはEメール
で直接お申し込みください。
※当日参加も可能ですが、なるべく事前にお申し込みください。
南丹教育局社会教育担当
(0771)62-0304
nantan-k-syakyo@pref.kyoto.lg.jp

=ホームページアドレス

=郵便番号・住所
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いきいきふれあいキャン
プを開催します
●日程 7月28日(土)〜29
日(日)
●場所 キャンプ：京丹後市
久美浜ぎょそ ん セ ン タ ー
(京丹後市久美浜町湊宮
1612-34)、海水浴：小天
橋海水浴場
●内容 海水浴、レクリエー
ション、交流会など
●対象 京都府内(京都市を
除く)に在住する父子家庭
の父と18歳未満の子
●参加費 大人2,000円、子
ども1,000円
※いずれも1人当たり
●申込方法 6月1日(金)〜7
月6日(金)の間に、お住ま
いの地域の民生児童委員に
ご連絡ください。
●その他 京都駅から現地ま
では無料バスが出ます。指
定のルートからは途中乗車
も可能です。
南丹市民生児童委員協議会
事務局
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

催し
「Ｃｌ
ｕｂ Ｊ-ＷＥＳＴの森 森
づくりイベント」
を開催
初夏のさわやかな一日、森
に親しんでいただく多彩なイ
ベントを開催します。
●日時 6月2日(土)
午前10時30分〜
※雨天中止
●場所 スチールの森京都
(府民の森ひよし)
※JR園部駅から無料シャト
ルバスを午前9時55分〜午
後0時55分の間で、
8
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1時間毎に運行します。
●内容など
＜自然観察＞【先着順、無
料】午前10時30分〜、午
後2時〜
＜木工教室＞【先着順、500
円】
午前11時〜、午後1時〜、
午後2時30分〜
＜体験・実演コーナーなど＞
【先着順】
・薪割・丸太切り体験：午前
11時45分〜、午後2時〜
・燻製づくりミニ講座：午後
1時〜、午後1時40分〜、
午後2時20分〜
・バウムクーヘンづくり：午
後1時〜
・森のカフェコーナー(有
料)：午前10時30分〜
・地元農産物のミニ販売コー
ナー：午前10時30分〜
・おにぎり、豚汁ふるまい：
正午〜(先着100人)
※開始時間や内容が変更にな
る場合があります。ご了承
ください。
公益社団法人京都モデル
フォレスト協会
(075)823-0170
kyomori@kyoto-model
forest.jp

京都丹波イチ推しの食
２０１８新メニューフェア
京都丹波の農産物直売所や
道の駅のレストランなどが、
ホテルグランヴィアグループ
総料理長とともに、丹波産キ
ヌヒカリや春野菜、お肉、キ
ノコなど、森の京都の食材
を使って共同開発した新メ
ニューフェアを開催していま
す。
●期間 6月30日(土)まで
●場所 ①ファーマーズマー
ケットたわわ朝霧、②道の
駅 ガレリアかめおか ガレ
リア朝市、③道の駅 京都
新光悦村、④道の駅 スプ
リングスひよし、⑤道の駅

美山ふれあい広場、⑥道の
駅 和、⑦道の駅 京丹波味
夢の里、⑧京都トレーニン
グセンター レストラン ラ
フレシール
●その他 期間中、それぞれ
の施設でスペシャルプレゼ
ントがもらえるクーポンを
ホームページに掲載してい
ます。
京都府南丹広域振興局農林
商工部企画調整室
(0771)22-0133
http://kyototamba-ichio
shi.jp/lp/

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。
＜グラウンド・ゴルフのつど
い＞
●日時 6月1日(月例大
会)、8日、15日、22日、
29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4日、18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
＜レディーススポーツデー＞
●日時 6月6日、13日、20
日、27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8日(金)
午後2時〜4時
●場所 体育館

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

●内容 太極拳の基礎を学ぶ
●参加費 500円(当日受付)
●定員 30人
＜スポーツを楽しむ日＞
●日時 6月12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)
＜天文教室＞
●日時 6月23日(土)
午後7時〜9時
●場所 丹波天文館
●内容 月・金星・木星・土
星・春の星座などの観望
●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)
●申込方法 6月22日(金)
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-tanbapark.
or.jp
622-0232 京都府船井郡
京丹波町曽根崩下代110-7

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した読
書会を開催しています。楽し
い時間を共有しませんか。
●日時 6月7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 色にまつわる本
美山図書室
(0771)68-0046

=メールアドレス

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9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、ちらし
寿司、うどん、ピザ、パ
ン、あみがさ団子、たこ焼
き、大判焼き、駄菓子、美
山特産品、漬物、各種手づ
くり品、婦人服販売など
※当日変更になる場合があり
ます。
●イベント もったいない市
(無料)：午前10時〜午後2
時
●その他 出店していただけ
る方を募集しています。
●後援 南丹市
風の市を盛り上げる会
090-6961-1021

スキルは必要)
●定員 10人(先着順)
※受講者には受講証を送付し
ます。
●受講料 3,000円
※南丹市インターネットをご
利用の方は500円
●テキスト料 1,404円
※「FOM出版ワード2013
チャレンジ編」を使用しま
すので、テキストを持参さ
れる場合は、テキスト料は
無料です。お申し込み時に
その旨をお伝えください。
※受講料およびテキスト料は
初回時にお支払いくださ
い。
●申込方法 6月2日(土)必
着で、郵便はがきに「ス
テップアップ・ワード講座
受講希望」と記載し、住
所、氏名、年齢、電話番号
を記入の上、郵送でお申し
込みください。
●共催 さくらPCクラブ
南丹市情報センター「ス
テップアップ・ワード講
座」募集係
(0771)63-1777(月曜休館)
622-0004 南丹市園部町
小桜町62-1

ステップアップ・ワード講
座の受講者を募集します
マイクロソフト「ワード」
のステップアップを目指した
い方を対象にパソコン講座を
実施します。ボランティア講
師からゆっくりと習います。
●日時 6月9日、16日、23
日(各土曜日・全3回)
午後1時〜4時
●場所 国際交流会館2階情
報研修室
●内容 ワードのスマート
アートグラフィックを使っ
た連絡簿やスケジュール表
の作成と、画像や写真入り
のチラシづくり
●受講資格 市内在住で、
ワードのステップアップを
目指したい方(入力程度の

=ホームページアドレス

=郵便番号・住所
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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】
●日時 6月14(木)
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 茶話会、レクリエー
ション
※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

南丹市民ボウリング交流
大会の参加者募集
ボウリング競技の普及と技
術の向上並びに市民相互の親
睦交流を深めることを目的に
開催します。どなたでもお気
軽にご参加ください。
●日時 6月16日(土) 午後8
時〜(受付：午後7時30分)
●場所 アルプラザボウル
(亀岡市篠町野条)
(0771)24-3386
●競技方法
①1人3ゲームトータルピン
で順位を決定する。
②性別、年齢によってハン
ディを与える。
●参加資格 18歳以上の市
内在住、在勤の方(高校生
不可)
●参加料 1,600円(1人当た
り)
※当日受付で徴収します。貸
し靴代は別途必要です。
●申込方法 6月11日(月)午
後5時までに、申込先へ住
所、氏名、年齢、性別、電
話番号を電話またはFAXで
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お申し込みください。
●申込先 社会教育課
(0771)68-0057
(0771)63-2850
園部海洋センター
(0771)68-0084
●その他 表彰は、優勝者にトロフィ(持ち回り)を授与します。
また、参加賞として全員に賞品をお渡しします。会場への道中
ならびに競技中の負傷について、主催者は一切の責任を負いま
せん。
●主催 南丹市ボウリングクラブ
●後援 南丹市体育協会
南丹市ボウリングクラブ事務局
090-4303-1450

南丹キッズトライアスロンチャレンジの参加者募集
トライアスロンを通じた心と体の成長を目指し、小学生を対象
にトライアスロン教室を行います。
●日時
・第2回：6月23日(土) 午前9時〜11時
・第3回：7月22日(日) 午前8時〜10時30分
・第4回：8月3日 (金) 午前7時30分〜11時
・第5回：9月1日(土) 午前9時〜11時
・第6回：9月22日(土) 午前9時〜11時
※9月2日(日)京都アクアスロン大会および9月29日(土)、30日
(日)の淡路島ラブトライアスロン大会への参加も可能です(任
意で別途費用が必要)。
●場所 大堰川緑地公園、八木B&G海洋センター、園部第3水泳
プール(日程により異なります)
●内容 スイム(水泳)、ラン(走)、バイク(自転車)の各教室
●指導者 (公財)日本体育協会公認トライアスロン指導員 佐々
木政治 氏、(一社)日本トライアスロン連合公認指導員
●対象 市内在住の小学校４年生から6年生で、50ｍ以上の水泳
と自転車の運転が可能な児童
●定員 20人(最少催行人数5人)
●参加料 1回1,300円(保険料込)で、参加回数分を一括で徴収
します。(入金方法は申込時に案内します)
※徴収後の返金および天候不良による中止などでの返金はできま
せん。申込時に参加できない日程がある場合は、不参加分の参
加料をあらかじめ差し引いた金額を徴収します。
●申込方法 住所、氏名、生年月日、年齢、電話番号、緊急連絡
先、Eメールアドレス、学校名、学年を記入の上、Eメールで
お申し込みください。随時受け付けます。
●主催 京都府トライアスロン協会
●後援 南丹市教育委員会
京都府トライアスロン協会事務局
(0771)22-4359
masajin-10keep87@taupe.plala.or.jp

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

京都サンガＦ．
Ｃ．
ホームゲーム無料招待のご案内
南丹市は京都サンガF.Ｃ.のホームタウンです。京都サンガF.Ｃ.では次の日程でホームゲームの無
料招待を実施します。スタジアムでサンガを応援しませんか。
＜京都サンガＦ.Ｃ.ホームゲーム情報＞
試合日程
試合開始時間
対戦チーム名
応募締切日
①6月23日(土)
午後6時
大宮アルディージャ 6月8日(金)
②7月7日(土)
午後6時
アビスパ福岡
6月22日(金)
③7月16日(月・祝) 午後6時
水戸ホーリーホック 6月29日(金)
●場所 西京極総合運動公園 陸上競技場兼球技場(京都市右京区)
●定員および席種 各試合10組20人(ＳＢ自由席) ※満席の場合は他席種へご案内します。
●応募方法 往復ハガキでお申し込みください。(ハガキ1枚につき、2人まで招待)
610-0102 城陽市久世上大谷89-1
・往信表面
(送付先)京都サンガＦ.Ｃ. 「南丹市広報ご招待」係
・往信裏面 住所、氏名、電話番号、観戦希望試合の対戦チーム名
・返信表面 郵便番号、住所、氏名
・返信裏面 白紙のままお送りください。
※抽選結果の発表は、返信ハガキの発送をもって行います。
京都サンガＦ.Ｃ.ホームタウン推進課
(0774)55-7603

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面接会を開催します。本フェアは京都府補助事業で、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】
●日時 6月30日(土) 正午〜午後5時
●場所 メルパルク京都5階・6階・7階
※JR京都駅中央口から徒歩1分
●内容
・福祉職場リレートーク(法人ＰＲ)：正午〜午後1時
・合同就職面接会：午後1時〜5時
・出展法人：京都府内の介護・福祉事業所 約130法人
●対象 平成31年3月卒業予定者、平成32年3月以降の卒業予定者、一般求職者、医療系有資格者な
ど
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

平成３０年度女性の館講座の受講生を募集します
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。
＜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7日(土)、8月4日(土)、9月1日(土)、10月6日(土)、11月10日(土)、12月27日(木)
●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、持ち帰り袋
≪裏面につづく≫

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号・住所
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＜こもの物語り＞
パッチワーク着物タペスト
リーや双子ポーチ、ショル
ダーバックを作ります。
●日程 7月6日、8月3日、
9月7日、10月5日、11月
2日、12月7日(各金曜日)
●時間 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＞
うさぎのぬいぐるみと、来
年の干支を作ります。
●日程 7月14日、9月8
日、10月13日、11月10
日、12月8日(各土曜日)
●時間 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
＜さをり織り＞
さをり織りの布を使ってス
リッパを作ります。
●日時 7月26日、8月23
日、9月27日(各木曜日)
●時間 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＞
練り込みマグカップお茶碗
とアクセサリーを作ります。
●日時 8月7日、9月4日、
10月2日(各火曜日)
●時間 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 エプロン、タオル
＜ステンドグラス＞
小物入れとペンダントを作
ります。
●日時 8月22日、9月26
日、10月24日(各水曜日)
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●時間 いずれも午後1時30
分〜3時30分
●場所 園部女性の館
●講師 青山優子 氏
●定員 20人
●持ち物 袖付きエプロンま
たは長袖シャツ
＜編み物＞
かのこ編み片交差マフラー
を作ります。
●日時 7月4日、8月1日、
9月5日(各水曜日)
●時間 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 棒針8号(23cm)
＜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(水)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
変更する場合があります。
園部女性の館運営委員会
(園部女性の館内)
(0771)63-2986

第３９回青少年国際キャン
プの参加者募集
富士山麓のキャンプ場で、
全国から集まる青少年と野外
活動などを体験します。
●日程 7月31日(火)〜8月
4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(木)ま

でにお申し込みください。
●説明会 6月23日(土)
午後3時30分〜(場所：京
都アスニー)【無料】
※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

美山地域情報
無料法律・登記相談会を
開催します
●日程 6月19日(火)
●時間 午後1時〜4時
●場所 市役所美山支所１階
小会議室
●費用 無料
京都司法書士会園部支部
(0771)63-2336

子育てサポートセンター
事業のご案内
子育てにはさまざまな悩み
や心配事があると思います。
育児で迷ったとき、ひとりで
悩まず気軽に相談できる場を
設けます。(保育所に入所さ
れていない乳幼児の保護者が
対象です)
＜子育て相談日＞
●日時 毎月第2土曜日
午前9時30分〜11時
※6月から実施します。相談
希望の方は、1週間前まで
にご連絡ください。
●場所 みやま保育所
＜園庭開放＞
みやま保育所の園庭を開放
します。
●開放日時 6月23日(土)
午前10時〜11時30分
みやま保育所
(0771)75-0133

=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のステッカー

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号・住所
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30

殿田小６年 修学旅行

もぎたてサタデー

もぎたてウェンズデー

市民の情報ひろば
金

土

◇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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★もぎたてニュース

サタデー

30

00

23

★もぎたてニュース

30
00

21

ＪＡトピックス
★もぎたてニュース

園部小６年
修学旅行

30
00

ＯＮ！

週報ほか

30
00

15

ＪＡトピックス

30
00

６月の新刊案内

★もぎたてニュース

30

00

11

★図書館だより

30

00

9

地域とともにある学校づくり～コミュニティ・スクール～

★協働スイッチ

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

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。

