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お知らせ
配偶者等からの暴力をな
くす啓発期間について
毎年11月12日から25日は
「配偶者等からの暴力をなく
す啓発期間」です。ＤＶ（ドメ
スティック・バイオレンス
夫婦や恋人などの親しいパー
トナー間で行われる暴力）は、
心身を傷つけ、人権を著しく
侵害する、決して許されない
行為です。
“暴力を許さない社会づくり”
の運動を展開します。
問 人権政策課
TEL（0771）
68-0015

クマ出没に係る注意喚起
と被害防止対策について
これからの季節は、クマが
冬眠に備えるため、食べ物を
求めて活発に行動する季節で
す。なかには、クマの誘引物で
あるクリやカキなどの果実や
養蜂箱等を狙って、民家の密

集する集落内へ出没するケー
スも数多く見受けられます。
今後はクマの出没に備え、
十分にご注意いただくととも
に、すぐにできる有効な被害
対策を以下にまとめましたの
で、今一度ご確認ください。
とりわけ、誘引物である果実
（クリ、カキなど）の除去が非
常に効果的であり、重要です。
被害が発生しない環境づくり
にご協力ください。
＜有効な被害対策＞
●クマにあわないために
・クマの活動時間帯である夕
方から朝にかけての外出は
できるだけひかえましょう。
・音 の 出 る も の を 携 帯 し ま
しょう。クマは音や、におい
に敏感です。音を出して自
分の 存 在 を 知 ら せ ま し ょ
う。
●クマを寄せ付けないために
・誘 引物を除去しましょう。
果実は早期に収穫し、収穫
する予定のない果実も早期
に処分してください。 ま
た、地面に落ちた果実も早
期に除去しましょう。併せ
て、生ゴミ等を野外に放置
しないとともに、田畑への
残飯まき、収穫しない野菜
の放置もやめましょう。養
蜂箱も撤去し、万一撤去で
きない場合も、通学路沿い
など人の通る場所にあるも
のは移動しましょう。
・環境整備をしましょう。山
と集落の間にクマが潜みや
すいヤブや草むらがある場
合は、刈り取って見通しを
良くしましょう。

【総合問合せ窓口】 TEL（0771）68-0001㈹ FAX（0771）63-0653

問 農山村振興課

TEL（0771）
68-0012

問 八木支所総務課
TEL（0771）
68-0020

問 日吉支所総務課
TEL（0771）
68-0030

問 美山支所総務課
TEL（0771）
68-0040

狩猟期間のお知らせ
11月15日（ 金 ）か ら 令 和2
年2月15日（土）までは狩猟期
間です。遠方から来られるハ
ンターもおられますので、山
に入られる際には、十分な注
意をお願いします。
ただし、ニホンジカおよび
イノシシについては、11月15
日（金）から令和2年3月15日
（日）となっておりますので、
十分な注意をお願いします。
●入山される方へ 入山され
る際には、よく目立つ服装
をすることやラジオなど音
が出るものを携帯するな
ど、事故防止にご協力をお
願いします。
●狩猟される方へ 南丹市管
内では、近年事故は発生し
ていませんが、全国的には
人をニホンジカやイノシシ
と間違えて発砲する事故が
発生しています。特に猟銃
を使用される場合は、細心
の注意をお願いします。
問 京都府南丹広域振興局企画
調整室地域戦略担当
TEL（0771）
22-0426
問 農山村振興課
  
TEL（0771）
68-0012
第332号
info@city.nantan.lg.jp
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令和元年度くらしの資金
貸付（年末分）のご案内

自衛官候補生受験者の募集について
●募集種目 自衛官候補生
●受付期限 随時、受付をしています。
●試験日 受付時にお知らせします。
●応募資格 18歳以上33歳未満の者
●採用試験などの説明会
・日時 11月30日（土）午前10時〜正午
・場所 ガレリアかめおか1階陶芸室
・内容 自 衛官の仕事と生活および採用種目について説明しま
す。どなたでもご参加いただけます。
※予約不要・履歴書不要・入退場自由・服装自由
●入隊後取得機会のある資格例
【車両関係】

大型自動車運転免許・大型特殊運転免許・けん引
免許・自動車整備士（1〜3級）
【船舶関係】小型船舶操縦士・潜水士
【航空関係】航空管制官・航空無線通信士
【医療関係】

救急救命士・准看護師・臨床検査技師・診療放射
線技師
【その他】

危険物取扱者（乙種第4類）・公害防止管理者（第1〜4
種）・ガス溶接（アーク溶接）技能者・電気工事士・パソコン検
定（3・4級）・調理師免許・栄養士・ブライダルプランナー・
宅地建物取引主任者
問防
 衛省 自衛隊京都地方協力本部 亀岡募集案内所（亀岡市古
世町西内坪34-26）
TEL（0771）
24-4170
京都地方協力本部ホームページ「自衛隊 京都」で検索

くらしの資金貸付制度は、
病気や失業、不慮の事故、災
害など、思わぬ災難に見舞わ
れて、生活のためにどうして
も緊急一時的な資金を必要と
している家庭に活用していた
だくための貸付制度です。
次のとおり、
令和元年度年末
貸付の申し込みを受け付ます。
●受 付期間 11月18日（月）
〜11月29日（金）
●貸付額 10万円以内
●返 済 方 法 毎 月 割 賦 償 還
（最長20回）
問 南丹市社会福祉協議会本所
TEL（0771）
72-3020
問 園部事務所
TEL（0771）
62-4125
問 八木事務所
TEL（0771）
42-5480
問 日吉事務所
TEL（0771）
72-0947
問 美山事務所
TEL（0771）
75-0020

南丹市ホームページバ
ナー広告募集中（有料）

南丹市公式ＬＩＮＥアカウントを開設しました
南丹市では、公式ＬＩＮＥを開設しました。イベント情報や
市政情報などを発信しています。
お気軽に友だち登録をしていただき、各種情報をチェックし
てみてはいかがでしょうか。また、家族の方やお友達の皆さん
にも教えてあげてください。
●登録方法
①「ＩＤ検索」の場合は「ｎａｎｔａｎ．ｌｉｎｅ」を入力し検索
してください。
②
「友だち検索」の場合は「公式アカウント」から「南丹市」を検索
してください。
③右のＱＲコードを読み取ってください。
問 秘書広報課
TEL（0771）
68-0065
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問 ＝申込・問合せ先

新たな財源確保と地域経済
の活性化を図るため、南丹市
ホームページにバナー広告
を 募 集 し て い ま す。 月平 均
16,500件のアクセスがある
市のホームページにあなたの
企 業 を 紹 介 し ま せ ん か。
【有
料・要申込】
●期間 3カ月以上
●場所 市ホームページの
トップページ最下部
●定数 20企業
市ホームページ下部にある
「バナー広告募集中」をご確認
いただくか、秘書広報課まで
お問い合わせください。
問 秘書広報課
TEL（0771）
68-0065

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

「毒物劇物危害防止運動」
実施中です
毒物や劇物は、農薬、燃料、
洗剤など私たちの身近な場所
で、使用されていますが、吸
引や接触によって中毒になる
などの危険性を併せ持つた
め、取り扱いには十分な注意
が必要です。毒物劇物を取り
扱われる際には、次のことを
守って正しい使用・保管管理・
廃棄を行いましょう。
・正 しい使用方法を守りま
しょう。
・盗難にあわないよう、鍵の
かかる専用の保管庫に入れ
ましょう。
・容 器、保管場所には
「医薬
用外毒物」、
「医薬用外劇物」
と正しく表示しましょう。
・飲食物の容器には、絶対入
れてはいけません。
・廃棄は決められた方法で行
いましょう。
・常に在庫を確認し、盗難又
は紛失の際にはすぐに警察
に通報しましょう。
・毒物・劇物を飛散・流出な
どさせ、他の住民への危害
が生ずると考えられる場合
はすぐに保健所、警察署ま
た は消防機関に通報しま
しょう。
問 京都府南丹保健所環境衛生
室衛生・検査担当
TEL（0771）
62-4754

11月は児童虐待防止推
進月間です
幼い命が奪われるなど児童
虐待のニュースが後を絶た
ず、心を痛めておられる方や
何かできないかと思っておら
れる方も多いのではないで
しょうか。
児童虐待は社会全体で解決
すべき課題です。
虐待を受けた
と思われる子どもがいたとき
は、
迷わず児童相談所や地域の
相談窓口へご連絡ください。
また、子育て家庭が孤立す
ることがないよう、地域で温
かく見守り、相談しやすい地
域づくりにもご協力くださ
い。
＝メールアドレス

●出産や子育ての悩み、
「虐待
かな？」と思ったときの連
絡先
問 児童相談所全国共通ダイヤ
ル
TEL 189（いちはやく）
問 都府家庭支援総合センター
TEL（075）
531−9900
問 子育て支援課
TEL（0771）
68−0028
※連絡は匿名で行うことも可
能です。連絡者や内容に関
する秘密は守られます。
問 子育て支援課
TEL（0771）
68−0017

相談会
多重債務無料相談会を
開催します
弁護士や司法書士が相談に
応じます。契約書や取引明細
書督促状などがあれば、お持
ちください。
【要申込】
●日 時 11月21日（木）午前
10時〜正午、
午後1時〜3時
●場所 財務省近畿財務局京
都財務事務所（京都市左京
区丸太町川端東入ル東丸太
町34-12 京都第二地方合
同庁舎2階）
●申 込方法 前日の午後3時
までに電話でお申し込みく
ださい。
問 京都財務事務所総務課
TEL（075）
752-1417

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。
【要申込】
●日程 11月25日（月）
●時 間 午後1時30分〜4時
30分 ※1人20分 以 内、
先着順8名
●場所 京都府南丹広域振興
局園部総合庁舎
●申 込方法 11月20日（水）
午前9時から電話でお申し
込みください。
問 南丹広域振興局園部地域総
務室
TEL（0771）
62-0360

HP ＝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
南丹市では、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。
【要申込】
●日時 ①12月4日（水）午後
1時から午後4時まで ②
12月17日（ 火 ）午 後1時 か
ら午後4時まで
●場 所 ①国際交流会館2階
第4研修室 ②生涯学習セ
ンター第2会議室
●相談時間 お一人30分で6
名まで受け付けます。
●申込方法 前日正午までに
電話でお申し込みくださ
い。
問 総務課
TEL（0771）
68-0002

「京都府視覚相談会」の
お知らせ
目が見えにくい方や見えな
い方、そのご家族のための相
談会を行います。
●対象者 目が見えにくい方
や見えない方、そのご家族
●日 時 11月25日（月）午前
10時30分〜午後3時30分
●場所 京都府南丹広域振興
局園部総合庁舎2階 講堂
●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
福祉機器等の展示・体験（盲
導犬、拡大読書器、便利グッ
ズなど）
※①、③の相談を希望される
方は事前に電話でお申し込
みください
●相談員 社会福祉法人京都
ライトハウス、社会福祉法
人京都視覚障害者支援セン
ター、京都府家庭支援相合
センター
問 京 都 府 家 庭 支 援 総 合 セ ン
ター 障害グループ
TEL（075）
531-9608
問 社会福祉課
TEL（0771）
68-0007

〒 ＝郵便番号・住所

第332号
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子育て支援（催し）
クリスマス会へのお誘い
南丹市に在住のひとり親家
庭を対象に、親子のふれあい
と参加者相互の交流を深める
ことを目的として開催しま
す。多数のご参加をお待ちし
ています。
●日時 11月24日（日）
午後1時30分 開演
午後3時30分頃終了
●場 所 日 吉 興 風 交 流 セ ン
ター（日吉町田原）
※園部町・八木町にお住まい
の方については、送迎バス
を用意しますので、申込時
にお申し出ください
●内容 園部マジック同好会
によるマジックショー
●参加費 なし
●申込期限 11月15日（金）
●申込方法 母子寡婦福祉会
会員は、各支部長までお申
込みください。会員以外の
方については、申込用紙（子
育て支援課、各支所に備え
付け）に記入の上、お申し
込みください。
●主催 南丹市母子寡婦福祉
会
問 子育て支援課
TEL（0771）
68-0017

子どもたちの里親になり
ませんか
さまざまな事情のため家族
と暮らすことのできなくなっ
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
ててくださる里親さんを募集
しています。
関心のある方は、京都府家
庭支援総合センターへご相談
ください。
問 京 都府家庭支援総合セン
ター
TEL（075）
531-9600
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「寄せ植え講習会」のお
知らせ
南丹市在住のひとり親家庭
の方を対象とし、皆さんの交
流および生活支援講習会とし
て、
「 寄せ植え講習会」を開催
します。
●日 時 12月15日（日）午前
10時〜正午
●場所 日吉町生涯学習セン
ター
※園部町・八木町にお住まい
方については、送迎バスを
用意しますので、ご利用の
方は申込時にお申し出くだ
さい。
●参 加 費 500円（1人 あ た
り）
●申込期限 11月29日（金）
●申込方法 母子寡婦福祉会
会員は、各支部長までお申
込みください。
 会員外の方については、
申 込 用 紙（ 子 育 て 支 援 課、
各支所に備え付け）に記入
の上、お申し込みください。
●その他 持ち物は特に必要
ありませんが、当日は屋外
となりますので、暖かい服
装でお越しください。
●主催 南丹市母子寡婦福祉
会
問 子育て支援課
TEL（0771）
68-0017

子育てすこやかセンター
12月事業のお知らせ
＜共通事項＞
●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 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
※気象警報発表時は、事業を
中止する場合があります
＜子育て講座＞
園部消防署救命救急士によ
る救急救命講習
●日時 12月6日（金） 午前
10時3０分〜11時30分
＜子育て広場１歳〜＞
「おたのしみ会」
●日 時 12月13日（金）午前
10時30分〜11時30分
※11月29日（金）までにお申
し込みください
＜子育て広場０歳〜＞
「おたのしみ会」
●日 時 12月16日（月）午前
10時30分〜11時30分
※11月29日（金）までにお申
し込みください。
＜親子リトミック＞
●日 時 12月20日（金）午前
10時30分〜11時30分
＜ベビーマッサージ＞
●日 時 12月24日（火）午前
10時30分〜11時30分
※バスタオルをご持参くださ
い。
問 南丹市子育てすこやかセン
ター
TEL（0771）
68-0082

南丹市公式ＬＩＮＥの友達登録をお願いします
南丹市では、公式ＬＩＮＥを開設し、イベント情報や市政情
報などを発信しています。
また、南丹市関係の気象警報や地震情報などをメールで配信
する「なんたんメール」もＬＩＮＥでも受信可能となっています。
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、園部川・由良川情報など）が配信されますので、
ぜひご登録ください。
●登録方法 右のQRコードを読み取ってください。
問 秘書広報課
TEL（0771）
68-0065
問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝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＞
◆図説歴史散歩事典   新版
（佐藤信編）◆地理×文化×雑学で今が見える世界の国々（かみゆ歴史編集
部編、朝日新聞出版編著）◆クックパッド防災レシピＢＯＯＫ◆答えより問いを探して（高橋源一郎）
◆明智光秀と織田信長（明智憲三郎）◆毎日、ふと思う18 引越し、ヨット、凪、出航（浅見帆帆子）
◆くるり丹波篠山 京都丹波＋舞鶴（ウエストプラン編著）◆10万円でシルクロード10日間（下川裕
治）◆登校しぶり・不登校の子に親ができること（下島かほる監修）◆スマホに振り回される子スマホ
を使いこなす子
（五十嵐悠紀）◆上から編むニット、横から編むニット（風工房）◆親に届ける宅配ご
はん（岩崎啓子）◆親に寄り添う、実家のちょうどいい片づけ（Emi）◆手づくり犬ごはん（須崎恭彦監
修）◆わたしを支えるもの（益田ミリ）◆リサイクルで作るエコうつわ（寺西恵里子）◆樹木希林のきも
の（別冊太陽編集部編）◆漫画映画漂流記（小田部羊一）◆妻の終活（坂井希久子）◆スナック墓場（嶋津
輝）◆某（川上弘美）◆空は逃げない（まはら三桃）◆写楽とお喜瀬（吉川永青）◆土に贖う（河崎秋子）
◆罪と祈り（貫井徳郎）◆銀の匙（中勘助）◆ヤットコスットコ女旅（室井滋）◆育てて、紡ぐ。暮らし
の根っこ（小川糸）◆ヒマつぶしの作法（東海林さだお作）
＜児童書＞
◆見て、学んで、力がつく！こども日本地図 2020年版◆楽しく作って、おいしく食べよ！だいす
き♥おやつ（阪下千恵）◆スポーツの迷路（香川元太郎、香川志織）◆ホカリさんとあきのてがみ（はせ
がわさとみ）◆月の光を飲んだ少女（ケリー・バーンヒル）◆夜カフェ４（倉橋燿子）◆動物と話せる少
女リリアーネ プチストーリーズ三びきのアライグマ リスは大いそがし!（タニヤ・シュテーブナー、
マルレーネ・ヤブロンスキー）
＜絵本＞
◆おばあちゃん、ぼくにできることある？
（ジェシカ・シェパード）◆にだんベッドだいすき！（ほそ
いさつき）◆こどもかいぎ（北村裕花）◆ともだちしょうかいしようかい（tupera tupera）◆おつきさ
まひとつずつ（長野ヒデ子）◆しぶがきほしがきあまいかき（石川えりこ）◆チェクポ（イ チュニ）◆よ
うかいむらのたのしいおしょうがつ（たかいよしかず）◆まーくんのおにぎり（美保碧里）◆すてきっ
てなんだろう？（アントネッラ・カペッティ）
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
環境ウオーキングの参加
者を募集します
澄みきった空気の中、さわ
やかな秋の季節を感じながら
身近な自然を再発見してみま
せんか。
【無料】
●日 時 11月30日（土）午前
9時30分～午後2時
※午前9時15分集合
※少雨決行
●集合場所 JR八木駅

＝メールアドレス

●コ ー ス JR八 木 駅 → 大 堰
橋→住吉神社→八木バイオ
エコロジーセンター→清源
寺→西光寺→JR吉富駅
●送迎 集合場所までの送迎
用車両を用意します。
（ 行）
南 丹 市 役 所 本 庁 →JR八 木
駅、
（ 帰）JR吉富駅→JR八木
駅又は南丹市役所本庁
●対 象 元気に1人で10km
以上歩ける方
●持ち物 弁当、飲み物、敷
物、保険証の写し、タオル、
帽子、雨具（雨天時）
※当日は歩きやすい服装と履
きなれた靴でお越しくださ
い

HP ＝ホームページアドレス

●申 込方法 11月18日（月）
までに住所、氏名、生年月
日、電話番号、送迎車の利
用（必要・不要）を記入の上、
市民環境課へ郵送、FAX、
Eメールのいずれかでお申
し 込 み く だ さ い。
（南丹市
HPに参加申込書を掲載し
ております。）
●主催 南丹市の環境を守り
育てる会
問 市民環境課
TEL（0771）
68-0085
FAX（0771）
63-0654
shimin@city.nantan.lg.jp

〒 ＝郵便番号・住所

第332号
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健康プール教室の参加者
を追加募集します

第11回美山福祉のつど
いを開催します

南丹市では、生活習慣病を
予防し健康な生活を送ってい
た だくため、
「 健康プール教
室」を開催しています。
このたび、さらに多くの皆
様にご参加いただくため追加
募集を行います。
温水プールでの水中運動に
より、楽しみながら運動習慣
を身に付けていきましょう。
●内 容 ① し っ か り コ ー ス
（経験者・おおむね20歳～
64歳の方、②ぼちぼちコ
ー ス（ お お む ね65歳 ～74
歳の方）
●実施回数 10回
●募集人数 各コース 若干
名
●開始日 ①12月10日～、
②12月13日～
●日時 ①毎週火曜日 午後
2時～2時55分、②毎週金
曜日 午後2時～2時55分
●場所 スプリングスひよし
温水プール
●内容 水中ウォーキング・
アクアビクスなど
●参 加 料 プ ー ル 利 用 料
700円 ／1回 ※「SSク ラ
ブ会員証」の利用可
●注意事項
・現在、持病のある方は、必
ず主治医の許可を得てお申
込み下さい。
・週1回の教室です。できる
だけ継続してご参加くださ
い。
・教室途中でコース変更はで
きません。
・申込み多数の場合は抽選に
なります。
（初回の方優先）
●申 込方法 11月22日（金）
までに電話でお申し込みく
ださい。
問 保健医療課
TEL（0771）
68-0016

障がい者福祉や高齢者福祉
への関心や理解を深める機会
として、また障がい者や高齢
者が主役になり元気になる取
り組みとして美山福祉のつど
いを開催します。ぜひ、ご近
所お誘いあわせの上、ご来場
ください。
●日時 12月7日（土）正午開
場
●場所 美山文化ホール
●内容 美山町内福祉施設・
グループ等による作品展示
コーナー、ぜんざい・パン・
コーヒー・小物などの販売
コーナー、福祉相談コーナ
ー、小中学生による体験・
意見発表、サークルによる
ステージ発表、南丹亭百笑
さんによる落語公演 他
問 美山福祉のつどい実行委員
会事務局（南丹市社会福祉
協議会美山事務所内）
TEL（0771）
75-0020
FAX（0771）
75-0829
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「南丹市園部女性の館」
講座のご案内
●日 時 12月14日（土）午後
1時30分～3時30分
●場所 園部女性の館
●内容 布あそび「干支（ねず
み）」の置物
●運 営 協 力 金 1,000円（ 材
料費含む）
●持ち物 裁縫道具
●定員 15名
●講師 布２の会
●申 込方法 11月29日（金）
までに電話でお申し込みく
ださい。
問 園 部 女 性 の 館 運 営 委 員 会
（園部女性の館内）
TEL（0771）
63-2986

問 ＝申込・問合せ先

「絵本作家はせがわさとみ
さんのワークショップ」
絵本作家のはせがわさとみ
さんをお迎えします。読み聞
かせの後には、
『のはらでまた
ね』に登場するどうぶつをモ
チーフにワークショップを行
います。みんなで楽しい時間
を過ごしませんか。
●日 時 12月7日（土）午後2
時から
●場所 八木公民館
●対 象 3歳 以 上（ 未 就 学 児
は保護者同伴）
●定員 30名
●申 込方法 11月29日（金）
までに最寄り図書館・図書
室にお申込みいただくか、
電 話 で お 申 し 込 み くだ さ
い。
問 中央図書館
TEL（0771）68-0080

南丹やぎの青空市
サロンとして交流やお買い
物を楽しんでいただけます。
●日 時 毎月第4土曜日 午
前10時～午後2時
●場所 南丹市八木町本町通
り商店の駐車場
●出 店 参 加 費 年3回 は 無
料、 継 続 参 加 は 毎 回1店
1,000円
●内容 テント・机・椅子各
1個は準備します。
問 南丹やぎの青空市実行委員
会
TEL（0771）
42-2120

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

丹波自然運動公園からお
知らせ

「ぼけますから、よろしく
お願いします」上映案内

マリーンピア施設を無料
公開します

＜エンジョイテニス（昼の部）
＞
●日時 11月13日、27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
＜太極拳教室＞
●日 時 11月22日（金）午後
2時～4時
●場所 旧宿泊所会議室
●内容 太極拳の基礎を学ぶ
●参加費 500円（当日受付）
●定員 30人
＜しめ縄教室＞（要予約）
●日 時 12月15日（日）午前
10時～午後4時
●場所 旧宿泊所 会議室
●内容 しめ縄をつくろう
●参加費 大人1,500円
子ども500円
●定員 25人（先着順）
●対象 小学3年生以上
●申 込方法 11月15日（金）
～12月8日（日）までに、住
所、 氏 名、 年 齢、 電 話 番
号をご記入の上、はがき、
FAX、Eメールのいずれか
でお申し込みください。
※当日受け付けの事業は申し
込み不要です。
問 丹波自然運動公園
TEL（0771）
82-1045
FAX（0771）
82-0480
k ouen@kyoto-tanbapark.
or.jp

乳がんを克服し、人生最大
の危機を乗り越えた私（監督・
信友直子）は父と母の記録を
撮り始める。だがファインダ
ーを通し、少しずつ母の変化
に気付き始めた…。娘である
監督自身の視点から認知症の
患者を抱えた家族の内側を丹
念に描いたドキュメンタリー
映画を上映します。
●上映日 ①11月20日
（水）
、
②11月21日（木）
●場所 ①美山基幹集落セン
ター、②京都丹波高原国定
公園ビジターセンター
●上映時間
【昼の部】午後2時～
【夜の部】午後7時30分～
（両日とも）
●上映協力金
前売り1,000円
当日1,200円
●主催 美山町福祉映画上映
実行委員会
問 南丹市社会福祉協議会美山
事務所
TEL（0771）
75-0020
FAX（0771）
75-0829

昨春リニューアルした施設
を無料公開します。
●日 時 12月1日（日）午後1
時〜5時
●場所 京都府立青少年海洋
センター
●公開施設
・ボルダリング場 小学生以
下保護者同伴 上靴着用
・トレーニング場 中学生以
下保護者同伴 上靴着用
・フィールドアスレチック
小学校低学年以下保護者同
伴
●申込方法 来場時、センタ
ー事務所で申し込みを受け
付けます。
問 京都府立青少年海洋センタ
ー
TEL（0772）
22-0501

＝メールアドレス

第2回あじさい園まつり
開催
ステージ発表、抽選会、ゲ
ームコーナーなど楽しさいっ
ぱいのお祭りになっていま
す。皆さんの来場をお待ちし
ています。
●日 時 11月24日（日）午前
10時30分～午後2時（雨天
決行）
●場所 多機能支援事業所あ
じさい園
問 多機能支援事業所あじさい
園
TEL（0771）
42-5576

HP ＝ホームページアドレス

「高齢者、障がい者にや
さしい食事」参加者募集
●日時 11月27日（水）
午前10時～正午
●場所 花ノ木医療福祉セン
ター２階多目的室
●内容 嚥下しやすく食べや
すい食事を紹介
●定員 30人
●対象 食事支援にお困りの
方
●申 込方法 11月25日（月）
までに参加申込書を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
ジからダウンロードいただ
くか、花ノ木医療福祉セン
ターまでお越しください。
問 花ノ木医療福祉センター給
食係
TEL（0771）
23-0701
FAX（0771）
22-8348
HP https://kyoto-hananoki.jp/

〒 ＝郵便番号・住所

第332号
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活き活きインターバル速
歩教室ご案内
いつでも、どこでも、誰で
も、簡単に、体力向上が出来
るインターバル速歩（ゆっく
り歩き、速足歩きを繰り返す
運動法）教室を明治国際医療
大学で学生とともに実施しま
す。ぜひ、お誘い合せの上、
参加ください。
●日時 11月23日（土）、12
月7日
（土）
、12月21日
（土）、
1月11日
（ 土 ）
、1月25日
（土）
、2月8日
（土）
、2月
22日
（土）
、3月7日
（土）
、3
月21日
（土）
、4月4日
（土）
、
4月18日
（土）
、5月9日（土）
※い ずれも午後1時30分～3
時
●場 所 明治国際医療大学8
号館1階教室
●講師 明治国際医療大学
保健医療学部 教授 斉藤
昌久 他、学生
●内容
・初回と最終回は体力測定を
行いますので必ずご参加く
ださい
・各回教室の内容インターバ
ル速歩（実施方法、歩き方
等）の説明、身体ほぐしの
体操、簡単にできる様々な
運動、情報交換、談話タイ
ム等を行い、有効なインタ
ーバル速歩が身につけられ
るようにしていきます
●定員 40名程度（先着順）
※当日は運動が出来る服装・
靴で、お茶・タオルをご持
参下さい。
●申 込方法 11月15日（金）
までに住所、氏名、電話番
号を明記の上、はがき・電
話またはeメールでお申し
込みください。
問 明治国際医療大学 斉藤昌
久
TEL（0771）
72-1181 内線366
ma_saito@meiji-u.ac.jp

「チョコレートから世界
を考える」を実施します
私たちに親しみのあるチョ
8
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コレートをキーワードにし
て、世界のさまざまな課題を
ＳＤＧｓと照らし合わせなが
ら考えます。
●日 時 11月17日（日） 午
後1時30分～3時30分
●場 所 国際交流会館 2階   
第1、2研修室
●講 師 織田雪絵さん（同志
社中学・高等学校教諭）
●対象 市内在住、在勤の小
学生以上の方及び会員
●定員 30人（先着順）
●申込方法 氏名、年齢、住
所、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。
●申込締切 11月14日（木）
問 南 丹市国際交流協会
（火～
金12：30～16：30）
TEL（0771）
63-1840
FAX（0771）
63-1841
nantania@office.zaq.jp

第1回 わっかっか! みん
なde防災講座
地域防災だけでなく、地域
活性化にもつながる乾燥野菜
作りとは?
昨年9月の「北海道胆振東
部地震」での体験や、ボラン
ティア活動についても語って
いただきます。みんなで楽し
く地域防災について学んでみ
ましょう。
●日時 11月17日（日）
午後2時～4時
●場 所 みんなの居場所 わ
っかっか!（南丹市日吉町
殿田東小牧2-1）
●講 師 NPO法人 ezorock
代表 草野竹史 さん
●参 加費 500円（ティータ
イム付き）
●定員 30名（先着順）
問 みんなの居場所 わっかっ
か！ 水谷 千里
TEL（080）
9753-9402
問 ＝申込・問合せ先

しめ縄づくり教室
者募集

参加

美山町鶴ヶ岡地区に今なお
伝わる暮らしの知恵、匠の技、
学んでみませんか？
今回は、伏見稲荷大社の大
しめ縄をつくる達人たちから
みっちりしめ縄づくりを教わ
ります。
●日 時 11月24日（日）午前
9時～午後4時
●場 所 旧鶴ヶ岡小学校（南
丹 市 美 山 町 鶴 ケ 岡 宮ノ 前
23-2）
●持 ち物 ペンチ、ハサミ、
飲料
●参 加 費 2,000円（ 鶴 ヶ 岡
住民1,000円）
●昼食 弁当持参または事前
予約（厨房ゆるり特製美山
弁当お茶付1,000円）
●申 込方法 11月18日（月）
午後5時までに下記問合せ
先にお申込みください。
（先
着20名）
※お名前・生年月日・弁当注
文の要否・緊急時に連絡の
つく電話番号をお伝えくだ
さい
問 鶴ヶ岡振興会
TEL（0771）
76-9020
FAX（0771）
76-9021

第10回クアスポ祭りを
開催いたします
●受付 12月7日（土） 受付
正午〜 開会 午後0時30
分〜
●参加料 無料（整理券必要）
整理券配布場所
・クアスポくちたん
・南丹市八木スポーツフォ
アオール
●場所 京都府立口丹波勤労
者福祉会館
（クアスポくちた
ん）
●内容
・講演の部
講 師 道 端 カ レ ン 題 目：
「美しく生きる…」
ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

・展示の部
生け花、能面、 絵画
・お茶席
問 口丹波勤労者福祉会館
TEL（0771）
42-5484
FAX（0771）
42-5684
fualx504@cans.zaq.ne.jp

郷土資料館秋の体験講座
参加者募集
＜白みそづくり＞
お正月用の白みそを作りま
す。地域の人たちとのふれあ
いの中で伝統的な食文化を学
びます。
●日 時 11月24日（日）午前
10時～正午
●場所 日吉町郷土資料館か
やぶき民家
●参 加費 500円（別途入館
料が必要）
●持ち物 エプロン・三角巾
●申込方法 電話にて日吉町
郷土資料館までお申し込み
下さい。
●定員 10名（先着順）
＜和知人形浄瑠璃＞
京丹波町和知に残る言い伝
えをもとに創作された演目を
上演します。
●時間 午後1時30分～3時
●場所 南丹市日吉町郷土資
料館かやぶき民家
●内 容 演目 「長老越節義
ノ誉」協力 和知人形浄瑠
璃会の皆さん
●入館料 大人200円、高校・
大 学 生150円、 小 中 学 生
100円（南丹市内在住・在
校の小中学生は無料）
問 南丹市日吉町郷土資料館
TEL（0771）
68-0069
FAX（0771）
72-1130

「南丹市サロン交流会」
を開催します
南丹市でふれあい・いきい
きサロンの活動をされている
方々に、日々の活動の情報を
交換していただく場です。理
学療法士、作業療法士の方々
を講師としてお招きし、これ
＝メールアドレス

からのサロン活動に使える介
護予防のポイントや体操など
を教えていただきます。
また後半ではサロン活動者
の方々との交流やレクリエー
ションを予定しています。
●会場 ①国際交流会館、②
日吉はーとぴあ、③美山保
健福祉センター
●日 時 ①11月22日
（金）
、
②11月25日
（月）、③12月
4日（水）
い ずれも午後1時30分～3
時30分です。
●講師 南丹地域リハビリテ
ーション支援センター・協
力施設
●申込方法 電話にて、お申
し込みください。
●そ の他 3会場ともに、内
容はほぼ同じです。お気軽
にご参加ください。
問 南 丹市社会福祉協議会 本
所
TEL（0771）
72-3220

南丹市人権フォーラムの
開催について
「南丹市人権フォーラム」を
開催します。
この機会にご家族でお越し
いただき、
「 家庭」について新
しい発見を見つけてみてはい
かがでしょうか。
●日時 12月7日（土） 午後
1時30分～ （開場：午後
1時）
●場所 国際交流会館 イベ
ントホール
＜歌とお話・演奏＞
●内容 人権啓発イメージソ
ング「世界がひとつの家族の
ように」
●出演 作詞家 鮎川 めぐ
み さん ほか
＜講演＞
●内容 パパはお天気キャス
ター〜子育て、家事、互い
を尊重し合い支えあう“正
木家のルール”〜
●講 師 正木 明さん（気象
予報士・防災士）
●その他 手話通訳、要約筆
記あり、託児ルームあり（6

HP ＝ホームページアドレス

ヶ月以上～就学前のお子さ
ん対象）のご利用は、11月
29日（金）までにご予約く
ださい。
問 人権政策課
TEL（0771）68-0015
FAX（0771）63-2850

ひょうたん作品を募集し
ます
豊臣秀吉の
「千成瓢箪」を、
園部藩立藩400年を契機に、
豊臣家と深い関係にある小出
家とを「千成瓢箪」でつなぎ、
南丹市の活性化のために活動
しています。このたび、ひょ
うたん作品の展示会を開催す
るにあたり、ひょうたん作品
の募集をします。
●展 示 会 12月2日（ 月 ）～
12月25日（水）
※土日祝を除く
●場所 園部木崎町児童老人
会館
●種類 自由
●作品数 3品以内
●出展料 無料
●応 募方法 11月30日（土）
までに電話でご応募くださ
い。
問 南丹・瓢丹・愛丹会
TEL（0771）
62-3325

〒 ＝郵便番号・住所

南丹市役所公式Ｆａｃｅ
ｂｏｏｋをご覧ください
南丹市役所の公式Ｆａｃ
ｅｂｏｏｋ（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。
●登 録方法 QRコードを
読み取ってください。

問 秘書広報課

TEL（0771）
68-0065

第332号
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日吉・美山地域情報
令和元年度「除雪委託事
業者」を募集します
「南丹市高齢者等除雪対策
事業」を実施するため、令和
元年度の除雪事業者を募集し
ます。
●業務内容
①住居敷地内の除雪作業
②屋根からの落雪に伴う住居
敷地内の除雪作業
③住居の屋根の雪下ろし作業
●業務期間 12月1日（日）〜
令和2年3月15日（日）
※気象状況により前後する場
合があります
●登録対象事業者 対象者へ
の的確な除雪体制が整い、
完了報告など、市の要請す
る業務および事務が期限内
にできる市内の事業者
●委 託 料 1時 間 当 た り
2,500円（除雪機器使用時
は3,500円）
※う ち1割相当分は除雪支援
対象者が負担します
●登録期限 11月22日（金）
●登録方法 高齢福祉課、日
吉支所または美山支所に、
登録申請書を提出してくだ
さい。
問 高齢福祉課
TEL（0771）
68-0006
問 日吉支所総務課
TEL（0771）
68-0030
問 美山支所総務課
TEL（0771）
68-0040

令和元年度「除雪対策事
業」のお知らせ
自力での除雪が困難な高齢
者世帯などに対して、除雪に
要する経費の一部を支援しま
す。
●対象 日吉地域および美山
地域在住で、次の①〜③の
いずれかに該当する方
①65歳以上の高齢者のみで
10
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構成されている世帯
②母子世帯
③障 がい者（身体障害者手帳
1級 〜4級、 療 育 手 帳、 精
神障害者保健福祉手帳の交
付を受けた者）を含む世帯
●支援内容 高齢者世帯など
からの依頼に基づき、次の
除雪作業を委託事業者が行
います。なお、本事業によ
る支援は当該集落に除雪車
が出動 し た 場 合 に 限 り ま
す。
①住居敷地内の除雪作業
※実際に居住のため使用され
ている人家とし、車庫や倉
庫などとして使用されてい
る建物は除きます。玄関先
から公道までの間および屋
外トイレなど日常生活を営
む上で必要不可欠な設備ま
での通行を確保する幅員1
ｍ以内 の 除 雪 作 業 と し ま
す。
②屋根からの落雪に伴う除雪
作 業（ 住 居 軒 下 か ら2ｍ 以
内）
③住居の屋根の雪下ろし作業
●支援期間 12月1日（日）〜
令和2年3月15日（日）
●負 担 金 除 雪 に 要 す る 費
用の1割相当額（1時間当た
り250円、除雪機器使用時
は350円）を、直接除雪委
託事業者にお支払いくださ
い。
●申請期限 11月22日（金）
●申請方法 南丹市高齢者等
除雪対策事業申請書（問合
せ先に備え付け）に必要事
項を記入、押印の上、居住
する地区の民生児童委員の
意見を付けて申請してくだ
さい。
問 高齢福祉課
TEL（0771）
68-0006
問 日吉支所総務課
TEL（0771）
68-0030
問 美山支所総務課
TEL（0771）
68-0040

問 ＝申込・問合せ先

八木地域情報
八木町地域別懇談会のご
案内
近年、大規模災害が発生し
ています。もし、あなたが被災
し避難所で生活することにな
った場合、誰もが過ごしやす
い生活空間を作るためには、
何が大切でしょうか。今一度
皆さんで考えてみませんか。
●日 時 11月16日（土）午前
10時〜正午
●場所 南丹市社会福祉協議
会 八木事務所
●テーマ 「避難所は“地域の
縮図”〜人と人が向き合う
大切さを考える」
●内容 避難所運営の机上訓
練、非常食の試食
●対象 東地区にお住まいの
方
問 南丹市社会福祉協議会八木
事務所
TEL（0771）
42-5480
FAX（0771）
42-4412

美山地域情報
子育てサポートセンター
事業のご案内
お子さんの健康やしつけな
ど、子育てにはさまざまな悩
みや心配事があると思いま
す。育児で迷った時、ひとり
で悩まず気軽に相談できる場
を設けます。
＜子育て相談日＞
●日 時 毎月第2土曜日 午
前9時30分〜11時
※12月のみ第3土曜日に実施
します。相談希望の方は、1
週間前までにご連絡下さい
●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 11月30日（土）
午前10時〜11時30分
問 みやま保育所
TEL（0771）
75-0133
ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝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。
問 情報課 TEL（0771）
68-0066
Nantan_Free_Wi-Fiステッカー
＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号・住所
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なんたんテレビ（11ch）番組表（令和元年11月16日〜30日）

★は初回放送枠

◇南丹市情報センター 受付時間：午前8時30分〜午後5時 （月・祝日休業）
TEL（0771）
63-1777 FAX（0771）63-1682
sictv@sic.cans.ne.jp HP http://nantantv.or.jp/
【発行】南丹市秘書広報課 〒 622-8651 南丹市園部町小桜町47 TEL（0771）68-0065 FAX（0771）63-0653
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