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お知らせ

定住促進DVD・ガイド
ブックをご活用ください
　南丹市では「Uターン　Ｉ
ターン　なんたーん」をキャ
ッチコピーに、定住促進を目
的としたシティプロモーショ
ンに取り組んでおり、プロモ
ーション動画「南丹市へかえ
ろう編」とテーマソング「みん
なでなんたーーーーん‼」、
移住希望者向けに制度などを
掲載した「定住ガイドブック」
を制作しました。
　このたび、南丹市出身の
方には「故郷を思い出し、も
う一度南丹市に住んでほし
い」、南丹市を知らない方に
は「南丹市を知ってほしい」と
いう市民の皆さんの思いを込
めたメッセージを添えて、動
画とテーマソングを収録した
DVDとガイドブックを市が
送付する取り組みを始めま
す。

　なお、八木支所の改修工事
の期間中、八木公民館は利用
可能です。
※�利用再開に伴う予約の開始
時期などの詳細は、決定次
第お知らせします。

問社会教育課
TEL（0771）68-0057

秋の全国交通安全運動に
ついて
　秋の全国交通安全運動を実
施します。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（金）〜
30日（日）

・�交通事故死ゼロを目指す
日：9月30日（日）
●運動スローガン
　�「周り見る　心の余裕が　
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
問総務課
TEL（0771）68-0002

　市外にお住まいのご家族
やご友人にメッセージ付き
DVDやガイドブックの送付
を希望される方は、次のとお
りお申し込みください。
●�申込方法　①送付先の住
所、宛名、連絡先（送付先
の同意がある場合に限る）
②申込者からのメッセージ
（140文字以内）③申込者の
住所、氏名、連絡先を記載
の上、郵送、FAX、Eメー
ルのいずれかでお申し込み
ください。

※�動画やテーマソングは、動
画サイトYouTubeの市公
式ページでも配信していま
す。趣旨をご理解の上、積
極的にご活用ください。

問定住・企画戦略課
TEL（0771）68-0003
FAX（0771）63-0653
kikaku@city.nantan.lg.jp

園部公民館・八木支所3
階の貸館休止のお知らせ
＜園部公民館＞
　耐震補強・大規模改修工事
のため、平成31年（2019年）
7月1日から全館休館する予
定です。利用再開は平成33
年（2021年）4月1日を予定し
ています。
＜市役所八木支所3階＞
　隣接する八木公民館の機能
を移転する大規模改修工事の
ため、平成31年（2019年）7
月1日から八木支所3階の一
般利用を休止する予定です。
利用再開は平成32年（2020
年）4月1日を予定しています。



平成30年（2018年）9月14日発行2 問＝申込・問合せ先　TEL＝電話番号　FAX＝FAX番号　　　　　　　　　 ＝メールアドレス　HP＝ホームページアドレス　〒＝郵便番号・住所

そのべ城南町花火大会に
伴う通行止めについて
　「輝け京都南丹!」をスロー
ガンに花火大会を開催しま
す。当日は通行止めとなる区
間があります。ご理解とご協
力をお願いします。
●日時　9月23日（日）
　午後3時〜10時
※�荒天の場合は24日（月・振
休）に順延
●�通行止め区間　市道横田小
山東町線（城南町地内）およ
び市道半田城南町線
●�打ち上げ場所　園部町城南
町地内

問�園部南部コミュニティセン
ター

TEL（0771）62-0982

国際交流会館をピンク色
にライトアップします
　10月はピンクリボン月間
です。京都府では、乳がんの
早期発見、早期診断、早期治
療の大切さを伝えるピンクリ
ボン活動を推進しています。
　より多くの方にこの運動を
お伝えするために国際交流会
館をピンク色にライトアップ
します。
●�日時　10月2日（火）、3日
（水）�午後6時〜8時
●場所　国際交流会館
問京都府南丹保健所保健室
TEL（0771）62-4753

里親になりませんか

　さまざまな事情で家族と暮
らすことができなくなった子
どもを、自分の家庭に受け入
れ、温かく愛情を持って育て
てくださる里親を募集してい
ます。関心のある方はご相談
ください。
問�京都府家庭支援総合センタ
ー

TEL（075）531-9600

相続登記はお早めに

　近年、土地や家屋の名義人
が亡くなられた後も相続登記
が未了のまま放置されている
不動産が増加し、いわゆる所
有者不明土地問題や空き家問
題の一因となるなど、社会的
な関心を集めています。
　相続登記を放置したまま第
二次相続、第三次相続が発生
した場合、相続登記に多額の
費用や時間がかかり、相続し
た不動産をすぐに売ることが
できなくなったり、ローンが
組めないなど、不利益を受け
ることもあります。また、公
共事業の円滑化のためにも、
相続登記はできるだけ早めに
申請しましょう。
　詳しいことはお問い合わせ
ください。
問京都地方法務局園部支局
TEL（0771）62-0380

法定相続情報証明制度を
ご存じですか
　法定相続情報証明制度と
は、亡くなられた方（被相続
人）の相続人が法務局に戸籍
謄本などの必要な書類を提出
（※）し、登記官が内容を確認
した上で、法定相続人は誰で
あるのかを登記官が無料で証
明する制度です。
　この制度を利用することに
より、相続登記のほか、被相
続人名義の預貯金の払戻しや
相続税の申告など、各種相続
手続きで戸籍謄本一式を市役
所や銀行などに何度も出し直
す必要がなくなります。面倒
な相続手続きをより早く、よ
り簡単に進めるために「法定
相続情報証明制度」をぜひご
利用ください。
　詳しいことはお問い合わせ
ください。

※�時間がなく、戸籍の収集な
どが面倒な場合は、司法書
士や税理士などの専門家に
依頼することも可能です。

問京都地方法務局園部支局
TEL（0771）62-0380

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
聴きします。【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。

TEL�（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、専門職などの相談員
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。

TEL�（0120）134-807（フリー
ダイヤル）

問�京都府健康福祉部高齢者支
援課

TEL（075）414-4573
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クリーンマス（分離マス）
の清掃について
　台所から家の外につながっ
ている1個目のマスが｢クリ
ーンマス｣です。クリーンマ
スは分離マスとも呼ばれ、台
所から出る細かい調理くず
や、水と一緒に流れ出た油分
を分別します。長期間掃除を
しないと油脂や残飯などが、
マスの中や排水管で固まり、
排水不良の原因になります。
ご利用状況により異なります
が、クリーンマスは、月に1
〜2回程度清掃を行う必要が
あります。未清掃が長期にわ
たる場合、排水管が詰まり、
流し台の下部で溢れることが
あります。また最悪の場合、
排水工事をやり直すことにも
なりかねません。忘れないよ
う定期的に清掃を行ってくだ
さい。
●清掃方法
　蓋を開けると、上部に油類
が溜まっているので、おたま
やひしゃくで油類を新聞紙な
どにすくい上げます。また、
固形物を除去するカゴが付い
ていますので、カゴにたまっ
たごみも新聞紙などの上にあ
け、水気を切って燃えるごみ
として処理してください。す
くい上げた後は、ホースを使
ってマスやカゴに付いている
油分を落とします。
　カゴの網目に詰まりがある
時はブラシなどでこすり落と
してください。食器用洗剤な
どをかけ、ブラシでこすると
細かい汚れも落ち、きれいに
なります。　
　汚れを流して水を張って蓋
をしたら終わりですが、下流
側にあるマスの蓋も開け、油
類が溜まっていないか確認し
ておいてください。
問下水道課
TEL（0771）68-0054

じん臓機能障害者通院交
通費助成について
　京都府では、じん臓機能に
障害があり慢性透析療法によ
る医療給付を受けておられる
方の通院交通費の一部を助成
しています。
●�対象　次の要件を全て満た
す方

・�京都府在住でじん臓機能障
害の身体障害者手帳をお持
ちの方

・�医療機関に通院されている
方

・�1カ月の交通費が1万円を
超える方
●�助成額　1カ月1万円を超
える通院交通費に対し、そ
の超えた額の2分の1を助
成
●通院方法毎の計算
・�鉄道、路線バスなどの公共
交通機関、社協による通院
送迎事業を利用した場合
は、自宅から医療機関まで
の最も経済的な通常の経路
で通院した場合の交通費を
計算します。他の経路で通
院した場合でも、最も経済
的な通常の経路での計算と
なります。

・�自家用車利用者について
も、公共交通機関を利用し
た場合の交通費を基準額と
して助成額を計算します。
最も経済的な通常の経路で
の計算となります。

※�詳しくはお問い合わせくだ
さい。

問京都府南丹保健所福祉室
TEL（0771）62-0361
問社会福祉課
TEL（0771）68-0007

要約筆記教室の受講者を
募集します
　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】
●�日程　9月28日、10月5日、
12日、19日、26日、11
月2日、9日、16日（各金曜
日、全8回）

※予備日は11月30日（金）
●�時間　いずれも午後1時〜
5時
●�場所　日吉町生涯学習セン
ター
●�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　20人
●�申込方法　9月21日（金）ま
でに、電話または申込書（市
ホームページからダウンロ
ード可）に記載の上、FAX
でお申し込みください。

※�申し込みが3人に満たなか
った場合は中止します。

問社会福祉課
TEL（0771）68-0007
問�ふない聴覚言語障害センタ
ー

TEL（0771）63-6448

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。
●�日時　9月26日（水）�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
問保健医療課
TEL（0771）68-0016
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人材募集

南丹市臨時職員を募集し
ます
　子育て世代包括支援セン
ターの利用者支援事業（母子
保健型）開設のため、臨時職
員を募集します。
●職種　助産師または保健師
●勤務場所　保健医療課
●募集人数　1人
●賃金　月額193,800円
●�募集資格　助産師または保
健師の資格を有する65歳
未満の方
●�勤務時間など　原則週5
日、午前8時30分〜午後5
時
●�募集期間　9月14日（金）〜
25日（火）�午前8時30分〜
午後5時15分

※土・日・祝日を除く
●�申込方法　臨時職員登録申
込書（総務課および保健医
療課、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　面接試験により合格
者を決定し、10月1日から
平成31年3月31日まで任
用します。面接は9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。

※�詳細はお問い合わせくださ
い。

問保健医療課
TEL（0771）68-0016

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
ラーが共に受けとめ、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】
●�日時　9月26日、10月10
日、24日、11月14日、
28日（各水曜日）�①午後1
時〜、②午後2時〜

※相談は1人1時間まで
●�申込方法　事前に電話でお
申し込みください。

問人権政策課
TEL（0771）68-0015

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、気づか
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】
●日時　10月3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26日（水）ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。

問京都府南丹保健所保健室
TEL（0771）62-2979

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　①10月3日（水）、②
10月16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
●�申込方法　前日の正午まで
に、電話でお申し込みくだ
さい。

問総務課　TEL（0771）68-0002

公証役場　講演と公証相
談のご案内
　遺言やお金の貸し借りなど
の大切な契約は、公正証書に
しておくと安心・確実です。
講演と公証相談を行いますの
で、この機会にぜひご利用く
ださい。【無料】
●日程　10月11日（木）
●�場所　園部公民館3階中研
修室
●内容
①講演　「終活について」
　午後1時30分〜3時
②公証相談　午後3時〜4時
　定員4人
●�申込方法　事前に電話でお
申し込みください。

問福知山公証役場
TEL（0773）23-6309
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子育て支援

適切な救急医療受診につ
いて学んでみませんか
　夜間や休日、病院の休診時
にお子さんが怪我をしたり、
体調が悪くなればその対応に
慌ててしまいます。救急医療
の受診目安や家庭で対応でき
る知識などを学びましょう。
託児スタッフも配置していま
すので、お子さんと一緒にお
越しください。
●日程および場所
＜休日開催＞
・10月20日（土）
・10月27日（土）
※�場所はいずれも南丹市子育
てすこやかセンター

※�事業開催時間のみ開館しま
す。
＜平日開催＞
・11月9日（金）
・11月14日（水）
※�場所はいずれも「気になる
木JUJU」（八木防災セン
ター向かい側）

※�ぽこぽこくらぶの時間を利
用して開催します。
●�時間　いずれも午後1時30
分〜3時
●�内容　先生のお話（救急医
療・予防接種について：
40分程度）、質疑応答
●定員　各講座10組程度
●�申込方法　10月10日（水）
までに、電話でお申し込み
ください。

問子育て支援課
TEL（0771）68-0017

子育て支援（催し）

子育てすこやかセンター
10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。
●�場所　「子育て広場1歳〜」
以外は南丹市子育てすこや
かセンター
●�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。
＜お話会＞
●日時　10月10日（水）
　午前10時30分〜11時
＜子育て広場0歳〜＞
●�日時　10月18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19日（金）�午前
10時〜11時30分（受付：
9時30分）
●内容　運動会あそび
※�園部海洋センター体育館で
行います。
●�持ち物　上靴（親子）、タオ
ル、お茶
＜ベビーマッサージ&ミニ講
座＞
●�日時� �10月24日（水）�午前
10時30分〜11時30分
●持ち物　バスタオル
＜子育て講座＞
●�日時　10月25日（木）�午前
10時30分〜11時30分
●�内容　谷村信子言語聴覚士
による講座「ことばを育て
る関わり方」
＜親子リトミック＞
●�日時　10月31日（水）�午前
10時30分〜11時30分

問�南丹市子育てすこやかセン
ター

TEL（0771）68-0082

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・
ください会を開催します。物
品を提供していただける方
は、ご連絡ください。
●開催予定　11月
●�場所　南丹市子育てすこや
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。

問子育てすこやかセンター
TEL（0771）68-0082

南丹市ホームページバ
ナー広告募集中（有料）
　新たな財源確保と地域経済
の活性化を図るため、南丹市
ホームページのバナー広告を
募集しています。
【有料・要申込】
　市ホームページのトップ
ページ下部にある「バナー広
告募集中」をご確認いただく
か、情報政策課までお問い合
わせください。
問情報政策課
TEL（0771）68-0065
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新刊図書のご案内

南丹市立図書館「新刊図書」のご案内

＜一般書＞
◆恐い間取り（松原タニシ）◆ある世捨て人の物語（マイケル・
フィンケル）◆軍艦島池島長崎世界遺産の旅（黒沢永紀文・構成）
◆世界で活躍する仕事100（三菱UFJリサーチ&コンサルティン
グ編）◆上手に「切り返す」技術（齋藤孝）◆ヤクザの幹部をやめ
て、うどん店はじめました。（廣末登）◆遺伝するがん・しないが
ん（仲田洋美）◆も〜っとずぼらヨガ（崎田ミナ）◆医師が発見し
た認知症バイバイ体操（浜崎清利）◆ディズニー、NASAが認めた
遊ぶ鉄工所（山本昌作）◆JR鉄道車両パーフェクト◆ハンドメイ
ド日和総集編◆DIY基本テクニック百科◆たのしいおいしい京都
ごはんとおやつ（甲斐みのり）◆ローカルベンチャー（牧大介）◆
農薬に頼らない病虫害対策（木嶋利男監修）◆部屋で楽しむ小さ
な苔の森（石河英作）◆花の立体カード（やまもとえみこ）◆あの
映画みた?（井上荒野、江國香織）◆150冊執筆売れっ子ライター
のもう恥をかかない文章術（神山典士）◆下町ロケット3�ゴース
ト（池井戸潤）◆この血の流れ着くところ（滝田愛美）◆大奥づと
め（永井紗耶子）◆ミダスの河（柄刀一）◆燃える波（村山由佳）◆
人生百年時代の「こころ」と「体」の整え方（五木寛之）◆能面検事
（中山七里）◆この世界で君に逢いたい（藤岡陽子）◆十三階の神
（メシア）（吉川英梨）◆死にたい、ですか（村上しいこ）
＜児童書＞
◆おもしろ謎解き『縄文』のヒミツ（こんだあきこ、スソアキコ）
◆ミツバチのはなし（ヴォイチェフ・グライコフスキ）◆じぶん
でよめるでんしゃずかん（成美堂出版編集部編著）◆十年屋（廣嶋
玲子）◆マンガで覚える図解俳句短歌川柳の基本（白石範孝監修）
◆意味が分かると怖い話（藤白圭）◆かいけつゾロリのドラゴン
たいじ2（原ゆたか）◆ガラスの梨（越水利江子）◆ザ・ランド・オ
ブ・ストーリーズ�1�願いをかなえる呪文（クリス・コルファー）
◆わたしが少女型ロボットだったころ（石川宏千花）
＜絵本＞
◆おうさまがかえってくる100びょうまえ!（柏原佳世子）◆ま
ほうつかい（いしかわこうじ）◆この計画はひみつです（ジョナ・
ウィンター）◆バッタロボットのぼうけん（まつおかたつひで）◆
こちらムシムシ新聞社（三輪一雄）◆ぼくにまかせて!（デイヴィッ
ド・ウィーズナー）◆わたしの森に（アーサー・ビナード）◆ソフ
トクリームのソフトさん（苅田澄子）◆みえるとかみえないとか
（ヨシタケシンスケ）◆からっぽマヨネーズ（ねじめ正一）◆なに
はこんでるの?（スズキサトル）
問中央図書館　TEL（0771）68-0080
問八木図書室　TEL（0771）68-0027
問日吉図書室　TEL（0771）68-0036
問美山図書室　TEL（0771）68-0046

催し

英会話教室の受講生を募
集します
　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）＞
　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　10月3日〜12月5日
までの毎週水曜日

　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　国際交流会館第3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）＞
　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21日〜12月7日
までの毎週金曜日（11月2
日、23日を除く）

　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）
＞
　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。
●�日時　10月2日〜12月4日
までの毎週火曜日

　午後7時〜8時30分
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●�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
問南丹市国際交流協会
TEL（0771）63-1840
※�火〜金の午後0時30分〜4
時30分

FAX（0771）63-1841
nantania@office.zaq.jp

郷土資料館秋季企画展開
催のお知らせ
　日吉ダム開業20周年を記
念して秋季企画展「中嶋政樹
写真展−湖底に消えた村の記
録−」を開催します。中嶋氏
は昭和55年2月から昭和62
年3月まで中・天若地区の住
民たちが故郷を離れる時ま
で、シャッターを切り続けま
した。
●�期間　9月22日（土）〜11
月25日（日）

※毎週火・水曜日は休館
●�時間　午前9時〜午後5時
（入館は午後4時30分まで）
●場所　日吉町郷土資料館
●�費用　大人200円、高校・
大学生150円、小中学生
100円

※�市内在住の小学生は無料、
20人以上の団体は2割引

問日吉町郷土資料館
TEL（0771）68-0069

第1回古文書を読む会の
開催について
　古文書についての勉強会を
開催します。興味のある方は
ぜひご参加ください。
●日時　9月25日（火）
　午後2時〜4時
●�場所　美山文化ホール1階
会議室
●�内容　上野家の古文書の解
読・解説
●�講師　南丹市立文化博物館���
犬持雅哉　氏
●�主催　美山の文化財を守る
会

問社会教育課美山担当
TEL（0771）68-0044

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。申込期限のあ
る事業は、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。
＜太極拳教室＞
●日時　9月28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
＜エンジョイテニス（夜の部）
＞
●�日時　10月1日、15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歳以上の方
＜レディーススポーツデー＞
●�日時　10月3日、10日、24
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

＜エンジョイテニス（昼の部）
＞
●�日時　10月3日、10日（各
水曜日）�午後1時30分〜5
時
●場所　テニスコート
●参加費　300円（当日受付）
●対象　18歳以上の方
＜キノコ教室＞
●日時　10月4日（木）
　午後1時30分〜午後4時
●�場所　公園管理棟および園
内
●�内容　毒キノコの見分け方
など
●参加費　500円
●定員　50人
●対象　どなたでも
●�申込期限　10月3日（水）ま
で
＜摘み菜教室＞
●日時　10月7日（日）
　午前9時30分〜午後3時
●場所　レストハウス（予定）
●�内容　身近な草花を摘んで
料理方法を学ぶ
●�参加費　2,000円（昼食代
を含む）
●定員　30人
●対象　どなたでも
●�申込期限　10月3日（水）ま
で

問丹波自然運動公園
TEL（0771）82-0560
FAX（0771）82-0480
�kouen@kyoto-tanbapark.
　or.jp
〒�622-0232　京丹波町曽根
崩下代110-7
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ベニバナヤマシャクヤク
秋の鑑賞会を開催します
　ベニバナヤマシャクヤクは
京都府指定希少野生生物（絶
滅危惧種）です。秋の群生地
を公開します。
●�日時　10月6日（土）�午前
10時〜午後3時（公開時間）
●�場所　南丹市美山町内久保
（内久保公民館から徒歩5
分の杉林）
●受付場所　内久保公民館
　TEL（0771）75-0647
※�受け付け後、現地に案内し
ます。
●�協力金　300円（環境保全
協力金）
●�後援　平屋振興会、南丹市
美山観光まちづくり協会

問内久保環境史跡保存会
TEL（0771）75-0637

秋の登山教室の参加者を
募集します
　登山に必要な講義と実際に
登山を行う教室です。
●�日時　①講義：10月6日
（土）�午後1時30分〜4時、
②登山：10月14日（日）

※講義と登山がセットです。
●�場所　①講義：亀岡市交流
会館2階実習室、②登山：
青葉山（若狭富士）

※詳細は講義時に説明
●�対象　登山愛好者（無理な
く登山できる方）
●�内容　秋の山の楽しみ方、
登山での注意点、基礎技術
知識など
●�定員　15人（多数の場合は
抽選）
●�申込方法　10月1日（月）ま
でに、郵便番号、住所、氏
名（ふりがな）、年齢、性別、
電話番号、登山歴を電話ま
たはFAXでお申し込みくだ
さい。
●後援　南丹市
問京都・亀岡山の会事務局
TEL（0771）24-1757

洞の松茸採り&鯖なれ寿
司即売会を開催します
　美山の最奥地、洞で開催し
ます。
●日程　10月8日（月・祝）
●�集合場所　洞公民館（南丹
市美山町豊郷湯ノ口33-2）
＜松茸採り＞
●�時間　午前9時30分〜午後
2時（雨天・松茸不作の場
合は中止）
●�費 用　1人10,000円（ 昼
食・保険代含む）
●�昼食　松茸・地鶏・地卵の
すき焼き、松茸ごはん、松
茸お吸い物（全て美山産）
●�持ち物　飲料、雨具、登山
のできる服装、帽子、手袋、
歩きやすい靴
●定員　20人（先着順）
●�申込方法　10月1日（月）ま
でに、住所、氏名、年齢、
電話番号をご連絡くださ
い。

※�松茸の持ち帰りはできませ
ん。
＜鯖なれ寿司即売会＞
●時間　午前10時〜午後1時
●費用　1本1,000円
●�申込方法　10月5日（金）ま
でに、氏名、電話番号、本
数をご連絡ください。

※限定40本
問洞区
TEL090-1446-1007

施設開設50周年事業を
開催します
　施設開設50周年事業とし
て「障がいがある子のきょう
だいさんのキモチと支援」講
座を開催します。【無料】
●�日時　10月18日（木）�午後
1時30分〜3時30分（受付：
午後1時）
●�場所　花ノ木医療福祉セン
ター2階多目的室

●�内容　障がい児者のきょう
だいが抱く感情や支援の方
法、意義について講義やグ
ループワークを通じて学ぶ
●�対象　きょうだいに障がい
のあるお子さんのご家族や
興味のある方はどなたでも
●定員　30人（先着順）
●�申込方法　10月11日（木）
必着で、センター備え付け
の参加申込書に必要事項を
記入の上、FAXまたは郵送
でお申し込みください。

※�参加申込書はホームページ
からもダウンロードできま
す。

問花ノ木医療福祉センター　
　医療部リハビリ係
TEL（0771）23-0701
FAX（0771）22-8348
HP�ht tp://www.hananoki-
kameoka.or.jp/

〒�621-0018�亀岡市大井町小
金岐北浦37-1

京都サンガF.C.ホーム
ゲーム無料招待のご案内
　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。
＜ホームゲーム①＞
●日程　10月20日（土）
●試合開始時間　午後3時
●�対戦チーム名　アルビレッ
クス新潟
●応募締切日　10月5日（金）
＜ホームゲーム②＞
●日程　11月4日（日）
●試合開始時間　午後3時
●対戦チーム名　愛媛FC
●�応 募 締 切 日　10月19日
（金）
＜ホームゲーム③＞
●日程　11月10日（土）
●試合開始時間　午後3時
●�対戦チーム名　ジェフユナ
イテッド千葉
●�応 募 締 切 日　10月26日
（金）
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＜共通事項＞
●�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）

・�往信表面：〒610-0102　
城陽市久世上大谷89-1

　�（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：申込者の郵便番
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。

問�京都サンガF.C.ホームタウ
ン推進課

TEL（0774）55-7603

緩和ケア講習会を開催し
ます
●日時　10月27日（土）
　午後2時〜4時
●�場所　京都中部総合医療セ
ンター第2病棟5階講堂
●�演題　「口腔ケアの大切さ
を知ろう」〜最新知識から
実践まで〜
●講師
　京都中部総合医療センター
・歯科口腔外科　雨宮傑　氏
・�歯科衛生士　菱田香里　氏
ほか
●参加費　無料
●�申込方法　事前に氏名、電
話番号を、電話またはFAX
でお申し込みください。
●�主催　京都中部総合医療セ
ンター（地域がん診療病院）
●共催　京都府南丹保健所

●�後援　亀岡市医師会、船井
医師会、京都府口丹波歯科
医師会、亀岡市薬剤師会、
船井薬剤師会

問�京都中部総合医療センター
地域医療連携室

TEL（0771）42-2510
FAX（0771）42-5071

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
ています。皆さんぜひお越し
ください。
●�開催期間　11月2日（金）ま
で
●�開催場所　美山文化ホール
2階ギャラリー
●�展示内容　書道、俳句、そ
の他作品など
●�現在展示中のサークル　泰
友書道会（大野）、俳句（平
屋八日会、高友句会）、押
花ふしぎな花倶楽部

※10月3日（水）まで
●�次回展示のサークル　泰友
書道会（平屋）、俳句（鶴ヶ
岡句会）、水彩画サークル

※�10月4日（木）〜11月2日
（金）
問社会教育課美山担当
TEL（0771）68-0044

京都府南部FUKUSHI就
職フェア開催のご案内
　京都府南部地域（南丹・乙
訓・山城）の福祉関連合同就
職説明会を開催します。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」の上位認
証・認証・宣言事業所です。【無
料】
●�日時　11月10日（土）
　午後1時〜4時
●�場所　文化パルク城陽4階
大会議室、地下市民プラザ

※�近鉄京都線「寺田」駅から南
へ徒歩7分

●内容
・�福祉職場リレートーク：午
後1時〜

・�合同就職説明会：午後1時
30分〜

・�出展法人：南丹・乙訓・山
城地域（京都市を除く）の介
護・福祉事業所�約30法人
●�対象　一般求職者、学生（平
成32年、平成31年3月卒
業予定者など）、福祉・医
療系有資格者など

問�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）

TEL（075）252-6297

冬休み海外研修交流事業
の参加者を募集します
　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。
●�日時　12月23日（日）〜平
成31年1月4日（ 金 ）の う
ち、6〜10日間

※コースにより異なります。
●�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選
べます。
●�対象　小学校3年生〜高校
3年生までの方

※コースにより異なります。
●定員　各コース10〜20人
●参加費　25万8千円〜
　49万8千円
●�申込方法　11月1日（木）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。　� ≪裏面につづく≫
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問（公財）国際青少年研修協会
TEL（03）6417-9721
info@kskk.or.jp

HPhttp://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

美山地域情報

みやまスポーツクラブの
つどいのお知らせ
　誰でも気軽に参加できるい
ろんな種目のスポーツを用意
しています。
●�費用　会員：無料、会員以
外：1回100円
＜グラウンド・ゴルフ＞
●日時　10月2日（火）
　午前9時〜
●�場所　棚グラウンド・ゴル
フ場
＜エアロビクスとヨガ＞
●日時　10月4日（木）
　午後8時〜
●�場所　美山保健福祉センタ
ー
＜ウオーク＞
●日時　10月5日（金）
　午前10時40分〜
●場所　道の駅（安掛）集合
＜インデアカ＞
●日時　10月10日（水）
　午後8時〜
●場所　旧鶴ヶ岡小学校
＜ソフトバレーボール＞
●日時　10月12日（金）
　午後8時〜
●場所　旧鶴ヶ岡小学校
＜よさこい＞
●日時　10月27日（土）
　午後8時〜
●�場所　平屋地域活性化セン
ター
＜親子リトミック＞
●日時　10月29日（月）
　午前10時〜
●�場所　平屋地域活性化セン
ター

問�みやまスポーツクラブ事務
局（社会教育課美山担当内）

TEL（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5日（金）
　午後7時30分〜
●�場所　美山小学校体育館お
よび美山中学校体育館
●�参加資格　市内在住または
美山町に在勤の方
●�チーム編成　混合の部：男
女各2人の4人（男性1人、
女性3人でも可）、女子の
部：女性4人

※�詳細は参加申込書をご確認
ください。
●�申込方法　9月21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
参加申込書に必要事項を記
入の上、お申し込みくださ
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

問�みやまスポーツクラブ事務
局（社会教育課美山担当内）

TEL（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20日（土）
　午後1時30分〜
※雨天中止
●場所　長谷運動広場
●�参加資格　市内在住で生活
の本拠地を美山町におく方
または南丹市美山町在勤の
方
●�申込方法　10月1日（月）ま
でに各地域振興会へお申し
込みください。
●�チーム編成　各振興会ごと
に編成

・男子の部、女子の部

※�いずれもの部も年齢制限は
ありません。
●�主催　みやまスポーツクラ
ブ

問�みやまスポーツクラブ事務
局（社会教育課美山担当内）

TEL（0771）68-0044

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
いします。
※�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
�i n f o . n a n t a n - c i t y@
raiden.ktaiwork.jp
●受信許可が必要なアドレス
�nantan-city@raiden.
ktaiwork.jp

問情報政策課
TEL（0771）68-0066
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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。
問情報政策課　TEL（0771）68-0066 Nantan_Free_Wi-Fiステッカー
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