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お知らせ

ＪＲ八木駅舎の建替えに
伴うお願い

　南丹市では、西日本旅客鉄
道株式会社（JR西日本）と協
定を結び、JR八木駅の建替
え工事を令和2年12月の完成
を目標に進めているところで
す。
　駅業務の機能維持のため昨
年から仮駅舎の供用を開始し
ておりますので、JR八木駅
をご利用の際は、仮駅舎から
のご入場をお願いいたしま
す。
　また、工事に伴い駅前広場
の一部が狭くなっており、ご
利用の皆様にはご不便をおか
けしますが、ご協力をお願い
します。
問都市計画課
TEL（0771）68-0052

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。多くの方のご協力をお願
いします。
●日時　2月4日（火） 
　 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

水道管の凍結防止の対応
について

　凍結防止のため夜間に蛇口
を開けたままにされますと、
配水池渇水による断水の恐れ
があります。
　凍結対策として、保温テー
プおよび電熱線による防寒、
止水栓を閉めるなどの方法に
より節水のご協力をお願いし
ます。
　また、ご不在となる際は、
止水栓を閉めていただきます
よう併せてお願いします。
問上水道課　
TEL（0771）68-0053

京都府母子家庭奨学金の
入学前支給について

　希望される方は入学支度金
のみ入学前に支給を受けるこ
とができます。
※ 住民税非課税世帯の方は、

支給額の多い高校生給付型

奨学金を申請してくださ
い。（どちらかしか支給され
ません。）
●支給金額　35,000円
●支給時期　3月27日（金）
　（予定）
●�対象　申請日時点で母子家

庭の母で高校への入学が決
定している中学3年生の児
童を扶養しており、令和2
年4月1日時点で京都府内

（京都市除く）に居住し、引
き続き母子家庭であると見
込める方
●�申請方法　2月3日（月）〜

28日（金）までに申請書、
特記事項同意書、高校合格
通知書（写）に必要事項を記
入の上申請してください。
●�申請先　子育て支援課、各

支所総務課
●�その他　①令和元年度中に

母子家庭奨学金を受給され
ていない方は、母子福祉推
進員または民生・児童委員
の証明が必要です。

② 4月から5月末の間に奨学
金（64,000円8月 末 支 給 ）
の申請が必要です。

③ 入学前支給を希望されない
方は、4〜5月の間に申請
していただくと8月末に奨
学金と合わせて入学支度金
を支給します。

問南丹保健所福祉室
TEL（0771）62-0361
問子育て支援課
TEL（0771）68-0017
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渋滞の発生を防ぐため、自動
車の使用をお控えください。
※ 自転車、歩行者のコース横

断も規制されます。路線バ
スの経路変更などにもご注
意ください。
●日程　2月16日（日）
●時間
・ 午前8時55分：車いす競技

スタート
・ 午前9時：マラソン・ペア

駅伝スタート
※午後3時終了予定
問京都市市民スポーツ振興室
TEL（075）366-0314

放送大学4月入学生を募
集します

　放送大学はテレビ・インタ
ーネットで授業を行う通信制
の大学です。働きながら大学
を卒業したい、学びを楽しみ
たいなど、さまざまな目的で、
幅広い世代の方が学んでいま
す。
　心理学・福祉・経済・歴史・
文学・情報・自然科学など、
約300の幅広い授業科目があ
り、1科目から学ぶことがで
きます。
●出願期間
　第1回　2月29日（土）まで
※ 第2回の出願期間について

は、お問い合わせください。
問放送大学京都学習センター
TEL（075）371-3001

相談会

司法書士「無料法律登記
相談会」を開催します

　毎年2月を「相続・遺言推
進月間」として、無料法律登
記相談会を開催しています。
相続・遺言の手続きやトラブ
ルなどでお悩みの方、その他
不動産や会社の登記、訴訟、
成年後見などでお悩みの方
は、この機会にぜひご相談く

問高齢福祉課
TEL（0771）68-0006
FAX（0771）68-1166

八木図書室の臨時休館の
お知らせ

　八木支所電気設備点検に伴
い八木図書室は、下記のとお
り休館します。
　ご不便をお掛けしますが、
ご理解の程、よろしくお願い
します。
●休館日　2月1日（土）
　午前10時〜午後1時
問八木図書室　
TEL（0771）68-0027 　

蔵書点検に伴う休館のお
知らせ

　南丹市立図書館では、蔵書
点検のため休館します。
　ご不便をおかけいたします
が、ご理解いただきますよう
お願いします。
●�対象館　中央図書館、美山

図書室
※ 八木図書室・日吉図書室は

通常通り開館します。
●�期間　2月23日（日・祝）〜

2月27日（木）
※ 返却ポストは、休館中もご

利用いただけます。
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

「京都マラソン」ノーマイ
カーデーにご協力ください

　京都市では2月16日（日）
に、京都マラソン2020を開
催します。
　大会当日は、大規模な渋滞
が予想されます。緊急車両、
路線バスの運行確保と、交通

生活援助員養成講座を開
催します

　介護保険制度の介護予防・
日常生活支援総合事業のサー
ビスとして、「くらし安心サポ
ート事業」を実施しています。
　この事業は、独り暮らしの
高齢者や高齢者世帯の方が社
会的に自立した生活が継続で
きるように生活援助員による
支援（簡単な家事支援、買い
物代行など）を行うものです。
　生活援助員として活動いた
だくには、利用者宅を訪問し
て、サービスを提供するため
の知識を修得いただく必要が
あります。
　なお、介護職員初任者研修
を修了されているなど、訪問介
護員として活動できる資格を
お持ちの方は、この講座を受
講しなくても生活援助員とし
て活動することができます。
●�日時　3月13日（金）午後2

時〜4時
●�場所　日吉支所3階第1会

議室
●�対象　市内在住で、一般的

な家事（調理、掃除、洗濯、
買い物など）ができ、講座
修了後、サービス従事に意
欲のある方

※ 市内の訪問型生活援助サー
ビス提供事業所に生活援助
員として採用（登録）後に活
動することができます。
●�内容　サービスの実務内

容、生活援助員に必要な知
識、接遇などを習得してい
ただきます。なお、受講に
より何らかの資格が得られ
るというものではありませ
ん。
●定員　20人程度
●�申込方法　2月28日（金）ま

でに南丹市役所高齢福祉
課、各支所または南丹市社
会福祉協議会に備え付けの
申込用紙に必要事項を記入
の上、持参またはFAXでお
申し込みください。
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ださい。
●日程・場所　
・ 2月8日（土）美山支所1階会

議室
・ 2月9日（日）日吉町生涯学

習センター2階第2会議室
・ 2月15日（土）国際交流会館

3階第2、第3会議室
・ 2月16日（日）八木公民館2

階集会室1、2
●�時間　いずれも午後1時〜

4時
問京都司法書士会
TEL（075）241-2666

「特設人権相談」開設の
お知らせ

　さまざまな人権問題に関わ
る悩みの相談に、南丹市人権
擁護委員が応じます。お気軽
にご相談ください。

【要申込】
●�日時　2月13日（木）午後1

時30分〜4時
●�場所　八木公民館
●�申込方法　事前に電話でお

申し込みください。
問京都地方法務局園部支局
TEL（0771）62-0208

行政相談委員による定例
相談所を開設します

　総務省では、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。
●�日時　2月18日（火） 午後1

時30分〜3時30分
●�場所　市役所3号庁舎2階

第2会議室
問 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　

TEL（075）802-1188
問総務課　
TEL（0771）68-0002　

公証役場による公証相談
のご案内

　福知山公証役場による公証
相談を行います。
　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。
　相談は無料ですので、この
機会にぜひご利用ください。
●�日時　2月20日（木）午後1

時30分〜4時
●�場所　南丹市八木公民館1

階和室
●定員　5人（先着順）
●�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

南丹市グループワーク事
業のお知らせ

　生活の中でコミュニケーシ
ョンがとれない、自分をうま
く表現できない、そんな日ご
ろの悩みや精神的な不安を、
グループ活動を通じて共有し
人とのつながりを強め人とか
かわるための自信を回復して
いく活動です。
●�日時　2月27日（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。

問社会福祉課
TEL（0771）68-0007

子育て支援（催し）

2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、お子さんのホッとでき
る居場所作りをしています。
　食育を兼ねて楽しい親子
クッキングをしましょう。
●日時　2月12日（水）
　午前10時〜午後1時
●�場所　美山保健福祉セン

ター（美山町安掛）
●�内容　楽しい親子クッキン

グ「全身でおいしさを感じ
よう！〜朝から簡単朝ごは
ん〜」
●�参加協力金　500円（調理

材料費含む）
●�持ち物　エプロン、三角巾、

マスク、お子さんのお茶な
ど
●�申込締切　2月10日（月）ま

でに、電話、SMS（ショー
トメッセージサービス）、
LINEのいずれかでお申し
込みください。

※ 当日参加も可能ですが、準
備の都合上、できるだけ期
限までにお申し込み下さ
い。

問 みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
TEL090-6962-6455

「みんなおいでよ−！」
を開催します

　「みんなおいでよー！」を開
催します。子どもたちもお母
さんも、お友達になって楽し
く遊びましょう
●�日時　2月18日（火）午前9

時30分〜正午
●場所　八木公民館1階和室
●�内容　ヨガ教室（講師：長

谷川やちよさん）
※ ヨガ教室の後はおいしい手

作りランチをみんなで食べ
ます。 ≪裏面につづく≫



令和2年（2020年）1月24日発行4 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

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　美山保健福祉セン

ター
＜園部ひろば＞
●�日時　毎週木曜日の午前

10時〜午後3時
●�場所　第1、第3木曜日は

園部南部コミュニティセン
ター

※ 第2、第4木曜日は横田公
民館

＜美山中学校ひろば＞
●�日時　毎月第2月曜日の午

前10時〜午後3時
●�場所　美山中学校3階音楽

室
※ 妊婦の方の参加対象は、妊

娠20週超過かつ風疹の感
染予防に十分な免疫を有し
ている方としています。

＜「絵本の日」＞【無料】
　「絵本はまだ早いかな」と悩
むお父さんお母さんに向け
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。
○日吉ひろば　2月4日（火）
○美山ひろば　2月6日（木）
○八木ひろば　2月19日（水）
○園部ひろば（横田公民館）　
　2月27日（木）
※午前11時〜11時30分
＜託児付き講座「外カフェ」＞

【要申込】
　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）
○ 園 部 ひ ろ ば（ 園 部 南 部 コ

ミュニティセンター）　2
月6日（木）

○美山ひろば　2月27日（木）
●�時間　午前10時15分〜正

午　※先着7組
●参加費　300円
＜ボディケア＞【要申込】
　出産でダメージを受けた骨
盤底筋を放っておくとさまざ
まなトラブルになりかねませ

ん。まずは自分の骨盤の状態
を知って、ケアを始めましょ
う。
●�日時　2月21日（金）　午前

10時〜正午　※先着7名
（託児付き）
●�場所　コミュニティスペー

ス「気になる木ＪＵＪＵ」
●�講師　女性専用ボディセラ

ピスト　安藤智華子さん
●�対象　概ね産後6カ月くら

いの産婦の方
●参加費　700円
＜スローエイジング＞

【要申込】
　ヨガで身体の状態を感じ、
リンパマッサージ・ツボを用
いて内臓を温めます。肩こり・
冷え・月経痛・産後の不調・
更年期症状など、女性の心と
身体を整える講座です。最後
にはリラクゼーションタイム
があります。
●日時　2月28日（金）　
・ 午前の部：午前10時〜11

時30分　
・ 午後の部：午後1時〜2時

30分　※先着各8名
●�場所　コミュニティスペー

ス「気になる木ＪＵＪＵ」
●�講師　女性専用ボディセラ

ピスト　安藤智華子さん
●�対象　どなたでも参加でき

ます
●参加費　1,500円、託児付
き2,000円
＜おめでとうの日＞【無料】
　ひろばに来ているみんなで
1・2・3月生まれのお誕生日
をお祝いします。
○園部ひろば（横田公民館）　
　2月13日（木）
○日吉ひろば　2月18日（火）
○美山ひろば　2月20日（木）
○八木ひろば　2月26日（水）
●�時間　午前10時30分〜正

午
●�内容　うた、読み聞かせ、

写真入りお誕生日カード作
りなど

問NPO法人グローアップ
TEL080-3857-8119

●�対象　0歳〜6歳までの家
庭で過ごされている子ども
たち、お父さん、お母さん、
おじいちゃん、おばあちゃ
ん、子どもたちを支援して
いただく地域の皆さん
●�持ち物　下に敷くもの（ヨ

ガマット、なければバスタ
オルで可）、汗拭きタオル、
お茶、マイ皿、マイカップ、
マイスプーン、手拭きタオ
ル
●�参加費　300円
※ 動きやすい服装でお越しく

ださい。
問 子育て支援ボランティア
「すくすくやぎっこ」
TEL090-7486-1735

子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」（2月）

＜各広場共通事項＞
※ 各ひろばとも、南丹市全域

から参加できます。【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
ンチタイム正午〜午後1時）

※ お茶、オムツなどお子様に
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、第

3土曜日の午前10時〜午後
3時
●�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）

※ 毎週月・水・金曜日の午
後3時〜午後6時、コミュ
ニティスペース「気になる
木ＪＵＪＵ」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。

※ 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
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催し

日吉図書室「大人の工作
会　part3」

　毛糸のぽんぽんで動物の顔
のマスコットを作ります。
　都合の良い時間に日吉図書
室にお越しください。
●�日時　2月4日（ 火 ）〜7日
（金）午前10時〜正午、午
後2時〜4時
●場所　日吉図書室　
●作成時間　45分程度
問日吉図書室
TEL（0771）68-0036

南丹市民ボウリング交流
大会を開催します

　ボウリング競技の普及と技
術の向上を図り、市民相互の
親睦を深めることを目的に南
丹市民ボウリング交流大会を
開催します。どなたでもお気
軽にご参加ください。
●�日時　2月15日（土）午後8

時開始（午後7時30分受付）
●場所　アルプラザボウル
　（亀岡市篠町野条）
　TEL （0771）24-3386
●�競技方法　①1人3ゲーム

トータルピンにて順位決定
する。②性別、年齢によっ
てハンディを与える。
●�参加資格　18歳以上の南

丹市内在住または在勤者
（高校生は不可）
●�参 加料　1人1,600円（ 当

日受付にて徴収。貸し靴代
は別途必要）
●�申込方法　2月10日（月）午

後5時までに、住所、氏名、
年齢、性別、電話番号を、
電話またはFAXでお申し込
みください。
●申込先　社会教育課
　TEL（0771）68-0057　
　FAX（0771）63-2850
　園部海洋センター
　TEL（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。

問 南丹市ボウリングクラブ事
務局　

TEL090-4303-1450（池上）

ファミリーフェスタ2020
を開催します

　ガレリアかめおかに昭和の
商店街が出現。赤ちゃんから
パパ・ママ、おじいちゃん・
おばあちゃん、みんなで楽し
めるイベントです。ミニ喜劇
もあります！ぜひお越しくだ
さい。
●�日時　2月11日（火・祝）午

前11時〜午後4時
●�場所　ガレリアかめおかコ

ンベンションホール
●�内容　体験コーナー、飲食

ブース、食べ物や雑貨など
の販売、エコバッグコー
ナーなど。

問 （一社）日本ファミリーナビ
ゲーター協会　田中　

TEL090-4299-0625
HP https://faminavi .com/

schedule/

健康づくり教室を開催し
ます
●�日時　2月12日、26日（各

水曜日）午後1時30分〜3
時30分
●�場所　五ケ荘地域活性化セ

ンター（森の学び舎　五ケ
荘）
●�内容　健康体操、健康教室、

福祉・介護に関する相談、
サロン

※事前申し込みは不要です。
問住みよいむらづくり協議会
TEL（0771）73-0605

味噌づくり教室の参加者
を募集します

　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、
味噌づくりをします。どこに
でもある味噌も、鶴ヶ岡で仕
込めばここならではの特別な
ものになります。大豆を煮る
間には、山の神様にお供えす
る白もちを作ります。
●日時　2月23日（日・祝）
　 午前9時30分〜午後0時30

分
●�場所　旧鶴ヶ岡小学校（南

丹市美山町鶴ヶ岡宮ノ前
23-2）
●�持ち物　1〜1.5リットル

容器（タッパーふた付きの
もの。仕込んだ味噌のお持
ち帰り用）、マスク、三角巾、
エプロン、飲料、タオル
●定員　20人（先着順）
●�参加費　2,000円（鶴ヶ岡

住民1,000円）
●�申込方法　2月17日（月）午

後5時までに氏名・生年月
日・緊急時に連絡のつく電
話番号を、電話またはFAX
でお申し込みください。

問鶴ヶ岡振興会
TEL（0771）76-9020
FAX（0771）76-9021

「 南 丹 市 の 未 来 を 語 り
合ってみませんか」開催

　佛教大学社会学部「南丹市
の将来研究会」では、市民の
みなさんと一緒に考えるワー
クショップを地域ごとに開催
します。大学が行ってきた
地域研究を報告しつつ、地域
の特性を生かした未来につい
て語り合いたいと考えていま
す。
＜美山地域＞
●�日時　2月20日（木）午後1

時30分〜3時30分
 ≪裏面につづく≫
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●�場所　京都丹波高原国定公
園ビジターセンター2階

＜園部地域＞
●�日時　2月26日（水）午後7

時〜9時
●場所　南丹市国際交流会館
　第2・第3会議室
問 佛教大学社会学部　南丹市

の将来研究会
TEL（075）491-2141
　内線6621（大束研究室）

t-otsuka@bukkyo-u.ac.jp

「緩和ケア」講演会を開
催します
●�日時　2月22日（土）午後2

時〜4時
●�場所　ガレリアかめおか2

階大広間
●�内容��講演　バカボンパパ

に学ぶ苦悩の人間学「これ
でいいのだ」「わかってたま
るか」に隠されたコミュニ
ケーションの本質
●�講師　京都大学大学院　人

間・環境学研究科研究員　
佐藤泰子さん
●�申込方法　2月20日（木）ま

でに住所、氏名、電話番号
を、電話またはＦＡＸでお
申し込みください。

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

トレーニング機器使用講
習会を開催いたします

　機器を使用したいと思われ
る方は、必ず受講してくださ
い。
●�日時　2月21日（金）午後7

時〜　　
※ 体育館シューズをご持参く

ださい。
●�場所　南丹市八木フィジカ

ルセンター（府立口丹波勤
労者福祉会館内）
●�内容　トレーニング機器の

正しい使い方、健康・安全

なトレーニング法
問 NPO法人八木町スポーツ

協会　口丹波勤労者福祉会
館

TEL（0771）42-5484  
FAX（0771）42-5684

fualx504@cans.zaq.ne.jp

国際理解講演会「ミャン
マーへの支援から」

　世界人口の約80％は、発
展途上国に住み、約8億人が
貧困に苦しんでいるといわ
れています。豊かな日本に暮
らす私たちが、日常忘れてし
まった事柄に目を向けなが
ら、世界の課題について一緒
に考えましょう。小学生にも
わかるような内容です。
●�日時　2月22日（土）午後2

時〜4時
●�場所　国際交流会館2階第

3研修室
●�講師　南丹市国際交流協会

理事・大阪商業大学公共学
部　西岡尚也教授
●�定員　30人
●�申込方法　2月21日（金）ま

でに氏名、当日連絡先（携
帯電話番号）を電話、FAX、
Eメールのいずれかでお申
し込みください。

問南丹市国際交流協会　
TEL （0771）63−1840（ 火 〜 金

12：30〜16：30）
FAX（0771）63-1841

nantania@office.zaq.jp

健康講座と落語会

●�日時　2月28日（金）午後1
時30分〜4時15分
●�会場　日吉町生涯学習セン

ター
●�内容　①健康講座「東洋医

学の智慧でイキイキライフ
を」矢野忠さん（明治国際医
療大学　学長）②落語会（公
益社団法人 上方落語協会）
●定員　200人（先着順）

●�申込方法　2月21日（金）ま
でに厚生会ホームページ
からお申し込みいただく
か、住所、氏名、電話番号
を記入のうえ、はがきまた
はFAXでお申し込みくださ
い。

問 一般財団法人京都府市町村
職員厚生会

TEL（075）411-0081　　
FAX（075）411-0085
HP h t t p : / / w w w . k y o t o -

koseikai.or.jp

大学生によるカホンづく
りワークショップ

　カホン（箱型の打楽器）を作
るワークショップを開催しま
す。完成後には作って頂いた
カホンを使って簡単な演奏会
や健康体操を行います。電動
工具を使わなくても作ること
ができるようになっておりま
すので、お子様からご年配の
方までお気軽にご参加くださ
い。
●日時　2月22日（土）
　午後1時30分〜4時
●�場所　求祐館（大野屋近く、

南丹市美山町大野広畑11）
●定員　10組（先着順）
※10歳未満は保護者同伴
●�参加費　300円/組（保険料

込み）
●�申込方法　住所、氏名、電

話 番 号 を、 電 話 ま た はE
メールでお申し込みくださ
い。

問京都府立大学美山木匠塾　
TEL090-3874-5076

 miyamamokushojuku@
gmail.com

第2回「集落活性化の取
り組み」活動報告会

　地域の活性化に取り組んで
おられる集落・団体の方々か
ら、活動の経緯、内容、今後
の方向性などのお話をいただ
きます。これからの集落の活
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性化に役に立つお話です。ぜ
ひ、ご参加ください。
●日時　2月22日（土）
　午後1時30分〜4時
●�場所　日吉町生涯学習セン

ター　ホール
問日吉支所　集落支援員室
TEL（0771）68-0108 

丹波自然運動公園からお
知らせ

＜エンジョイテニス（夜の部）
＞
●�日 時　2月3日、17日（ 各

月曜日）午後6時〜9時
●場所　体育館
●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　2月5日、12日、19

日、26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
＜エンジョイテニス（昼の部）
＞
●�日時　2月5日、12日、19

日、26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
＜グラウンド・ゴルフのつど
い＞
●�日時　2月7日（月例大会）、

14日、21日、28日（ 各 金
曜日）午前9時〜11時45分
●�場所　陸上競技場及び球技

場
●参加費　300円（当日受付）
●対象　どなたでも
＜太極拳教室＞
●�日時　2月14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
＜障がい者スポーツのつどい
＞
●�日時　2月4日（火）午後1時

30分〜3時30分
●場所　体育館
●�内容　卓球バレー、ボッ

チャ、フライングディスク、
グラウンド・ゴルフなど
●参加費　無料（当日受付）
＜スポーツを楽しむ日＞
●日時　2月4日（火）
　午後6時〜9時
●場所　体育館　
●�内容　バドミントン、卓球、

テニスなど
●参加費　400円（当日受付）
※ 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

 kouen@kyoto-tanbapark.
or.jp

〒 622-0232　京都府船井郡
京丹波町曽根崩下代110-7

マリーンピア　親子で
ニュースポーツ体験
●�日時　2月23日（日・祝）〜

24日（月・振休）
●�場所　京都府立青少年海洋

センター（マリーンピア）
●�対象　府内在住小学5、6

年生の親子
●定員　20人（先着順）
●�参加費　小学生4,500円、

一般5,400円
●�内容　ビ ー チ ボ ー ル バ

レー、ファミリーバドミン
トンのニュースポーツ体
験、ボルダリング
●�申込方法　2月5日（水）〜

11日（火）に電話でお申し
込みください。

問 京都府立青少年海洋セン
ター

TEL（0772）22-0501

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
ス宛てに空メールを送信い
ただき、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

　QRコード

●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

　QRコード

●受信許可が必要なアドレス
nantan-city@raiden.kt

　aiwork.jp
問情報課
TEL（0771）68-0066
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令和 2 年 1 月 1 日に南丹市にお住まいの方で、「給与所得」「雑所得（公的年金等）」などの所得がある方を

対象に、所得税確定申告相談会を開催します。また、併せて市府民税申告の相談・受け付けを行います。本年

度から相談体制を充実させるために会場を集約して実施しますので、会場・日程をご確認の上、ご来場いただ

きますようお願いします。 

 

【開催会場・日程】 

会      場 日      程 

市役所本庁 2 号庁舎 3 階 301 会議室 
2 月 17 日(月)～3 月 16 日(月) 

 ※土日祝を除く 

美山支所 1 階 大会議室 
2 月 20 日(木)、2 月 27 日(木)、3 月 5 日(木)、 

3 月 12 日(木) 

※所得税の申告相談については、園部税務署で期間中の土日祝を除く毎日、特設会場を開設されています。 

※八木支所・日吉支所での相談会は開催しませんので、ご都合がつく会場をご利用ください。 

 
【受付時間】 

 ◆ 午前：9 時～11 時 30 分 

 ◆ 午後：1 時～4 時（3 月 16 日は 3 時 30 分まで） 

※午前・午後とも受付開始の 30 分前から番号札を配布します。 

※混雑状況により早めに受付を終了する場合があります。 

 

【作成済申告書の提出または所得なし申告の方】 

 ◆ 本庁及び各支所の税窓口で提出又は申告してい

ただくことができますので、ご利用ください。 

【受付対象外の確定申告】（税務署で申告してください） 

 ◆ 令和元年分以外の申告  ◆ 青色申告 

 ◆ 準確定申告（納税者が死亡した場合の手続き） 

 ◆ 分離課税申告（土地建物や株式等の譲渡所得、配当所得、 

   山林所得、先物取引に係る所得） 

 ◆ 雑損控除、繰越損失の申告 

 ◆ 住宅借入金等特別控除の 1 年目の申告 

 ◆ 住宅特定改修特別税額控除などの申告 

 ◆ 特定支出控除(給与所得)の申告 

 ◆ 国外居住の親族を扶養控除とする申告 
 

【市府民税の申告について】 

申告が必要な方 申告が不要な方(左記に該当されても下記の場合は「申告不要」です） 
▼営業、農業、不動産、利子、配当、雑(公的年金以外)

などの所得のある方 

▼給与所得があり、次のア)からオ)に該当する方 

ア)勤務先から市に給与支払報告書の提出がない方 

イ)前年の中途で退職し、再就職していない方 

  ウ)給与以外の所得がある方 

  エ)雑損控除や医療費控除などを受けようとする方 

  オ)年末調整で申告できていない扶養・各種控除を受け 

ようとする方 

▼公的年金受給者で、次のア)又はイ)に該当する方 

ア)公的年金以外の所得がある方 

イ)生命保険料、地震保険料、雑損、医療費などの各種 

控除、扶養の追加などをしようとする方 

▼非上場株式の配当所得がある方 

▼所得税の確定申告をされた方 

▼給与所得のみで勤務先から市に給与支払報告が提出されている方 

▼年金、恩給などの公的年金所得のみの方(ただし、市府民税におい

て各種控除を受ける場合は申告が必要です) 

▼前年の所得が次の算式で求めた額以下の方 

  28 万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)＋16 万 8 千円  

    ※控除対象配偶者及び扶養親族のない方は 28 万円 
 

 なお、前年所得がない方や非課税年金(障害・遺族年金など)のみ

の方でも、税務証明の発行や所得判定が必要な行政サービスを受け

るために必要な場合は、所得がない旨の申告をしてください。 

 ・国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険に加入している方 

 ・福祉、公営住宅、教育関係などの制度で所得の申告が必要な方 

 ・所得証明書、(非)課税証明書が必要な方 など 

 
【申告に必要なもの】 

 (1) 印鑑  (2) 運転免許証などの本人確認書類  (3) 個人番号カード又は通知カード 

 (4) 前年中の収入、所得がわかるもの(源泉徴収票、支払調書、収支内訳書など) 

 (5) 所得控除に必要な証明書(南丹市以外の国民健康保険・社会保険料、国民年金、生命保険料、地震保険料など) 

 (6) 障害者控除を受ける方は、障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書など 

 (7) 医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書(領収書の添付不要) 

 (8) 寄附金控除を受ける方は、団体が発行した領収書など 

 (9) 所得税の還付を受ける方は、通帳など還付受取口座(本人名義)のわかるもの 

 

 ◇問合せ先◇  税務課    TEL(0771）68-0004 
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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。
問情報課　TEL（0771）68-0066

Nantan_Free_Wi-Fiステッカー
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【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

TEL（0771）63-1777　FAX（0771）63-1682　 sictv@sic.cans.ne.jp　HP http://nantantv.or.jp/
◇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）

なんたんテレビ（11ch）番組表（令和2年2月1日〜15日）


