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お知らせ

新型コロナウイルスの感
染拡大の防止について
　新型コロナウイルスの感染
拡大防止のため、お知らせな
んたんに掲載した催しなどが
中止や延期になる場合があり
ます。
　開催の有無については、
ホームページもしくは問い合
わせ先までご確認くださいま
すようお願いします。
問秘書広報課
TEL（0771）68-0065

園部海洋センター利用再
開について
　園部海洋センターの利用を
再開します。
●利用開始　5月7日（木）～
●施設予約　4月14日（火）～
●�予約方法　電話で予約して
ください。

問園部海洋センター
TEL（0771）68-0084

母子家庭奨学金支給申請
のご案内
　京都府の施策として、母子
家庭（父子を含まない）で高校
生以下の児童を養育している
方を対象に母子家庭奨学金を
支給しており、令和2年度の
支給申請を受け付けます。
※�母子家庭奨学金支給申請の
手続きは毎年必要です。
●申請期限　5月29日（金）
●�申請先　子育て支援課また
は各支所総務課
●�申請に必要なもの　申請
書、印鑑、振込先の預金通
帳（振込口座記入のため）、
在学証明書（高校生および
専修学校生のみ）

※�申請書の証明欄にはひとり
親家庭福祉推進員または民
生委員・児童委員の押印が
必要です。

※�申請書は子育て支援課、各
支所総務課、ひとり親家庭
福祉推進員の証明時の会場
に備え付けています。
●�支給金額（年額、1人当た
り）

・乳幼児：11,000円
・小学生：21,500円
・中学生：43,000円
・高校生：64,000円
※�高校入学時には、入学支度
金（1人当たり35,000円）
が別途支給されます。

※�提出期限以降に申請された
場合や、4月1日以降に新
規支給対象となられた方
は、申請の翌月からの月割
支給となります。

※�京都府奨学のための給付金

とは併給調整されます。
＜ひとり親家庭福祉推進員の
証明日＞
　ひとり親家庭福祉推進員の
証明日を次のとおり設けま
す。
●�日時　①5月8日（金）�午後
6時～8時、②5月17日（日）
午後1時～3時
●�場所　市役所2号庁舎301
会議室、八木市民センター
第1研修室、日吉生涯学習
センター第1会議室、美山
文化ホール会議室１

※�美山文化ホールは5月8日
（金）のみ
問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017

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
いいたします。
●日時　4月22日（水）�
　�午前10時～11時30分、午
後0時30分～3時30分
●場所　国際交流会館
問保健医療課　　
TEL（0771）68-0016
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軽自動車税（種別割）の納期限は4月30日です

　軽自動車税（種別割）は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車（農耕作業用を含む）、二輪
の小型自動車を4月1日現在で所有している方に課税されます。今年度の納期限は4月30日（木）です
ので、納期限内に納付してください。
　軽自動車税（種別割）は、コンビニエンスストアでも納付できます。車検に必要となる納税証明書
が領収証書と一体となっていますので、納付後は大切に保管してください（車検対象外の車種または
前年度以前に未納がある場合は証明書有効期限を「＊」で消しています）。5月1日以降に車検を受け
る場合は、令和2年度の納税証明書が必要となります。
　今年度からスマートフォンのアプリ（PayPay・ LINE�Pay�請求書支払い）を使用して納付すること
もできます。ただし、車検などで納税証明書の発行をお急ぎの方は、金融機関、市役所窓口やコン
ビニエンスストアで現金で納付してください。
　口座振替の方には、納付確認後（5月中旬以降）に領収証書兼納税証明書を送付します。口座振替
の方で、送付までに納税証明書が必要な場合は、税務課または各支所総務課窓口で発行しますので、
納付が確認できる振替口座通帳、車検証および本人確認書類（免許証など）をご持参ください。
問税務課　TEL（0771）68-0004

市役所の組織が一部変わりました

　業務の担当窓口が一部変わります。
●主な変更点
・市民部を再編し新たに「市民課」、「環境課」を設置
・福祉保健部保健医療課を再編し新たに「地域医療室」を設置
・上下水道部を再編し新たに「経営総務課」を設置
※所管が変更となった業務や、新設・名称変更の課は下線で記載しています。
＜市長公室＞

担当窓口 業務内容
企画財政課（1号庁舎2階）
TEL（0771）68-0018

総合企画、総合振興計画、地域創生戦略、予算編成、財政
計画など

秘書広報課（1号庁舎2階）
TEL（0771）68-0065 秘書、広報広聴、お知らせ、ホームページなど
＜総務部＞

担当窓口 業務内容
総務課（1号庁舎2階）
TEL（0771）68-0002

情報公開、選挙、統計調査、普通財産管理、指定管理、市
有財産処分、小学校跡施設利活用など

人事課（1号庁舎2階）
TEL（0771）68-0008 人材育成、職員の任免・服務、行政改革、組織機構など
税務課（1号庁舎1階）
TEL（0771）68-0004 市民税、固定資産税、都市計画税など
監理課（1号庁舎2階）
TEL（0771）68-0086

入札参加資格の審査および認定、工事などの入札・検査・
指導など

危機管理対策室（1号庁舎2階）
TEL（0771）68-0021 消防団、危機管理、防犯、交通安全など
＜総務部・各支所＞

担当窓口 業務内容
八木支所総務課（八木支所1階）
TEL（0771）68-0020�
TEL（0771）42-2300

戸籍住民、証明書発行等の総合窓口、福祉相談、さまざま
な申請・受付など

日吉支所総務課（日吉支所2階）　
TEL（0771）68-0030

戸籍住民、証明書発行等の総合窓口、福祉相談、さまざま
な申請・受付など

美山支所総務課（美山支所2階）　
TEL（0771）68-0040

戸籍住民、証明書発行等の総合窓口、福祉相談、さまざまな
申請・受付、市道の維持管理・除雪等、農業振興・林業振興、
上水道など
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＜地域振興部＞
担当窓口 業務内容

情報課（1号庁舎3階）
TEL（0771）68-0066

ＣＡＴＶ、インターネット、地域情報化、内部事務の一体
的処理、事務のアウトソーシングなど

地域振興課（1号庁舎3階）
TEL（0771）68-0019

定住促進、地方創生、行政区、地縁団体、大学連携、国際交流、
景観、過疎対策、地域公共交通、ＪＲ対策など

市民協働室（1号庁舎3階）
TEL（0771）68-0003 地域スポーツ振興施策、地域イベントの企画・運営など

＜市民部＞
担当窓口 業務内容

市民課（1号庁舎1階）
TEL（0771）68-0005（戸籍住民）
TEL（0771）68-0011（保険年金）

戸籍、住民票、印鑑登録など
国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金など

環境課（2号庁舎1階）
TEL（0771）68-0085

ごみ、リサイクル、犬猫の飼育、環境保全、新エネルギー
対策など

人権政策課（2号庁舎1階）
TEL（0771）68-0015 人権政策・啓発、男女共同参画など

＜福祉保健部＞
担当窓口 業務内容

福祉相談課（4号庁舎1階）
TEL（0771）68-0023

地域福祉、要配慮者支援、福祉総合相談、生活困窮者支援
など

社会福祉課（4号庁舎1階）
TEL（0771）68-0007

生活保護、障がい者支援、障がい者医療、発達支援センター
など

高齢福祉課（4号庁舎1階）
TEL（0771）68-0006

高齢者福祉、高齢者医療、生活支援サービス、介護保険な
ど

子育て支援課（4号庁舎2階）
TEL（0771）68-0017
TEL（0771）68-0028（家庭児童相談）

ひとり親医療、家庭児童相談、子育て手当・祝金、子育て医療、
乳幼児医療、保育所・幼稚園・すこやか学園の運営など

保健医療課（2号庁舎1階）
TEL（0771）68-0016

健康づくり、市民健診、乳幼児健診、健康相談、母子保健
事業など

地域医療室（保健医療課内）
TEL（0771）68-0016 地域医療、診療所の開設準備など

＜農林商工部＞
担当窓口 業務内容

農業推進課（2号庁舎3階）
TEL（0771）68-0060

農業振興、農業経営体・担い手育成、畜産振興、バイオマ
ス利活用、土地改良、農村整備など

農山村振興課（2号庁舎3階）
TEL（0771）68-0012 有害鳥獣被害対策、林業振興、林道・治山、水産振興など

商工課（2号庁舎3階）
TEL（0771）68-1008
TEL（0771）68-0100（消費生活相談）

商工業振興、企業立地促進、ブランド推進、消費生活など

観光交流室（2号庁舎3階）
TEL（0771）68-0050

観光施策の企画・立案、観光事業の振興、観光資源の開発・
活用など



令和2年（2020年）4月10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

＜土木建築部＞
担当窓口 業務内容

都市計画課（2号庁舎2階）
TEL（0771）68-0052

都市計画決定、開発協議、市街地再開発、土地区画整理、街
路整備、都市公園整備、駅舎改修など

道路河川課（2号庁舎2階）
TEL（0771）68-0051

市道認定、境界確定、屋外広告物、道路改良、道路維持修繕、
河川改修など

営繕課（2号庁舎2階）
TEL（0771）68-0062

建築確認事前協議、木造住宅耐震診断、公共施設の営繕工
事の設計・工事監理、市営住宅の管理・入居など

＜上下水道部＞
担当窓口 業務内容

経営総務課（八木支所2階）
TEL（0771）68-0064 公営企業会計管理、水道・下水道使用料の収納など

上水道課（八木支所2階）
TEL（0771）68-0053 上水道の整備・維持管理、簡易水道の整備・維持管理など

下水道課（八木支所2階）
TEL（0771）68-0054 下水道の整備・維持管理、合併処理浄化槽など

＜教育委員会＞
担当窓口 業務内容

教育総務課（2号庁舎1階）
TEL（0771）68-0055 教育行政総合企画、教職員人事、文教施設の維持管理など

学校教育課（2号庁舎1階）
TEL（0771）68-0056 就学、要保護認定、学習指導、特別支援教育など

社会教育課（2号庁舎1階）
TEL（0771）68-0057

生涯学習・生涯スポーツの振興、人権教育、文化財保護な
ど

社会教育課（地域担当）
八木TEL（0771）68-0026　
日吉TEL（0771）68-0035　
美山TEL（0771）68-0044

スポーツ・各種講座の開催、社会教育・体育施設の利用受
付など

＜行政委員会等＞
担当窓口 業務内容

出納課（1号庁舎1階）
TEL（0771）68-0058 現金の出納・保管、資金計画、決算の調整など

議会事務局（3号庁舎1階）
TEL（0771）68-0059 本会議、議案、請願、陳情など

監査委員事務局（3号庁舎2階）
TEL（0771）68-0061 定期監査、出納検査、決算審査、監査請求など

農業委員会事務局（2号庁舎3階）
TEL（0771）68-0067 農地法に基づく許認可、農用地利用集積計画など

問人事課　TEL（0771）68-0008　FAX（0771）63-0653

マイナンバーカード休日交付のご案内（予約制）

　平日に仕事や学校があり、マイナンバーカードを受け取ることが難しい方のために、事前にお電話
などで予約された方を対象に、休日に窓口を開庁してマイナンバーカードの交付対応を実施します。
●休日開庁日　4月26日（日）・5月23日（土）
●時間　午前9時から午後3時まで
●交付窓口　本庁市民課（1号庁舎1階）
●予約締切日　休日開庁日の3日前までに電話で予約してください。　　　　　　�
問市民課　TEL（0771）68-0005
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人材募集

南丹市職員採用試験の実施について

　令和２年度（令和２年10月採用及び令和３年度採用）の職員採用試験を次のとおり実施します。
●募集職種

職種 募集人数 試験区分 受験資格

一般事務 5名程度

一般試験
（大卒のみ） 平成7年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた人

社会人試験
昭和55年4月2日から平成7年4月1日までに生まれた人で、
高等学校以上の学校を卒業し、民間企業等での職務経験が
3年以上ある人

保育士

幼稚園教諭
若干名

一般試験 平成7年4月2日以降に生まれ、令和3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人

社会人試験
昭和55年4月2日以降に生まれた人で「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人

技師職
（建築・土木・
水道）

若干名

一般試験
平成7年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた人で、
短大以上の学校において、土木または建築の専門課程を卒
業した人または令和3年3月末までに卒業見込みの人

社会人試験
昭和55年4月2日以降に生まれた人で、土木関係・建築関
係または水道関係の設計業務、施工管理等の実務経験が3
年以上ある人

※地方公務員法第16条の規定による欠格条項に該当する人は受験できません。
●試験日　第1次試験　5月31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　人事課　
●要項配布・受付締切　　5月11日（月）まで
　午前8時30分～午後5時15分（土・日・祝日を除く）
※市ホームページからもダウンロード可能
●受験手続　申込書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて市役所人事課へ提出してください。
※必要書類その他詳細については要項を確認ください。
問人事課　TEL（0771）68-0008　FAX（0771）63-0653

自衛隊幹部候補生等の募
集について
＜幹部候補生＞
●�受験資格　一般（大卒程度）
は、20歳以上26歳未満の
者（22歳未満の者は大卒
（見込含）、修士課程修了
者など（見込含）は28歳未
満）、一般（院卒者）は、修
士課程修了者など（見込含）
で20歳以上28歳未満の者
●受付締切　5月1日（金）
●�第１次試験　5月9日（土）、
5月10日（日）※10日は飛
行要員のみ

＜一般曹候補生＞
●�受験資格　18歳以上33歳
未満の者（詳細は、お問い
合わせください。）
●受付締切　5月15日（金）
●第１次試験　5月23日（土）
＜自衛官候補生＞
●�受験資格　18歳以上33歳
未満の者（詳細は、お問い
合わせください。）
●�受付期間　年間を通じて受
付
●�第１次試験　受付時にお知
らせします。

※�説明会は随時行っていま
す。

問�防衛省自衛隊　京都地方協
力本部　亀岡募集案内所

TEL（0771）24-4170
〒�621-0815　亀岡市古世町
西内坪34-26
　�京都地方協力本部ホーム
ページ「自衛隊　京都」で検
索
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相談会

多重債務無料法律相談の
ご案内
　借金の返済でお悩みの方を
対象に、弁護士が相談に応じ
ます。借金問題は必ず解決で
きます。まずはお問合せくだ
さい。
●�日時　4月28日（火）午後5
時～6時30分（1人30分以
内）
●�場所　八木市民センター第
3会議室
●�申込方法　4月27日（月）午
後4時までに電話でお申し
込みください。

※�上記以外の無料相談会場も
ご案内しています。まずは
ご相談ください。

問�南丹市消費生活相談窓口
（商工課内）　
TEL（0771）68-0100
問�南丹広域振興局商工労働観
光室　

TEL（0771）23-4438

出張がん個別相談のお知
らせ
　がんにかかわるさまざまな
相談をお受けする窓口とし
て、京都府南丹保健所で出張
個別相談会を行います。
●�日時　4月21日、5月19日、
6月16日（各火曜日）
●�時間　いずれも午後1時か
ら3時30分
●場所　南丹保健所
●�相談員　京都府がん総合相
談支援センター保健師また
は看護師
●�申込方法　相談会前日の午
後4時までに、電話でお申
し込みください。

※�出張相談以外に、がん総合
相談支援センターでは通常
相談（電話および対面）も実
施しています。月～金（祝
日、年末年始を除く）の午

前9時～正午、午後1時～4�
時

問�京都府がん総合相談支援セ
ンター

TEL（0120）078-394

子育て支援（催し）

子育てすこやかセンター
5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　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。
＜子育て広場１歳〜＞
●�日時　5月13日（水）　
　�午前10時30分～11時30
分
●�内容　おはなしポケットに
よる絵本の読み語りほか
＜子育て広場0歳〜＞
●�日時　5月15日（金）　
　�午前10時30分～11時30
分
●内容　体を動かして遊ぼう
＜子育て講座＞　
●日時　5月22日（金）　
　�午前10時30分～11時30
分
●�内容　白波瀬由香里歯科衛
生士による「子どもの歯を
守ろう！～今日からスター
ト！歯みがき実践ポイント
～」
＜親子リトミック＞　
●日時　5月27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

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.kt
　aiwork.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@raiden.
　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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催し

はやしますみ「いきもの
絵本と絵」開催中
　「たんぼレストラン」と「ね
こぼん」の絵本原画のほか、
描きおろしのタブロー作品、
モビール、陶板などの立体作
品を展示します。
●期間　5月31日（日）まで
●�場所　美山かやぶき美術館
（美山町島）
●�時間　午前10時～午後4時
30分　
●�入館料　300円

　�月曜休館（月曜日が祭日の
場合は翌日休館）
●�作家在館日　5月3日、31
日　午前11時～午後3時
●�その他　絵本専門店　「絵
本ちゃん」セレクトの絵本
や雑貨の展示・販売コー
ナーを同時開催

問美山かやぶき美術館
TEL（0771）75-1777�

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

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＞
◆なんで僕に聞くんだろう。（幡野広志）◆近藤勝重流老いの抜け道（近藤勝重）◆アーミッシュカント
リーの美しい暮らし（山中麻葉レシピ）◆ベトナム戦争と私（石川文洋）◆国策不捜査（籠池泰典、赤澤
竜也）◆世界から核兵器がなくならない本当の理由（池上彰、「池上彰緊急スペシャル!」制作チーム）◆
モヤモヤの正体（尹雄大）◆星を楽しむ双眼鏡で星空観察（大野裕明、榎本司）◆エンド・オブ・ライ
フ（佐々涼子）◆早川一光の「こんなはずじゃなかった」（早川一光、早川さくら）◆クルマの本箱（内
野安彦）◆みその教科書（岩木みさき）◆早川ユミのちくちく服つくり（早川ユミ）◆てんきち母ちゃ
んのらくべん！（井上かなえ）◆自家製ミックス粉でかんたんおやつ（吉川文子）◆揉まれて、ゆるん
で、癒されて（ジェーン・スー）◆ねんどで作るナチュラルシックなブローチ186�（fuji ‐ gallery）
◆リーダーとして覚えておいてほしいこと（野村克也）◆海の十字架（安部龍太郎）◆大阪環状線（草薙
秀一）◆七度笑えば、恋の味（古矢永塔子）◆坂下あたると、しじょうの宇宙（町屋良平）◆犬のかたち
をしているもの（高瀬隼子）◆終の盟約（楡周平）◆まむし三代記（木下昌輝）◆50代、足していいもの、
引いていいもの（岸本葉子）◆病気も人生（曽野綾子）◆女盛りは不満盛り（内館牧子）◆スーパーマー
ケットでは人生を考えさせられる（銀色夏生）◆ぷかぷか天国（小川糸）
＜児童書＞
◆AIって何だろう?（関和之）◆未確認飛行物体（藤田晋一）◆琉球という国があった（上里隆史）◆春を
さがして（大竹英洋）◆きょうりゅう300◆くらべてびっくり!やばい進化のいきもの図鑑（今泉忠明）
◆鉄人講師が明かす三羽邦美の漢文ルール（三羽邦美）◆窓（小手鞠るい）◆朔と新（いとうみく）�◆お
ひめさまになったワニ（ローラ・エイミー・シュリッツ）
＜絵本＞
◆きっとあえる（鎌田暢子）◆みどりのいぬ（今井宏枝）◆みならいうさぎのイースターエッグ（エイド
リアン・アダムズ）◆プレストとゼスト�リンボランドをいく（アーサー・ヨーリンクス、モーリス・
センダック）◆ノブーナガ（丸山誠司）◆ほしのかえりみち（きたじまごうき）◆ひかりのぼうけん（マ
リー・ヴォイト）◆まざっちゃおう！（アリー・チャン）◆おもいではきえないよ（ジョセフ・コエロー）
◆さくらがさくと（とうごうなりさ）◆はじめくんがっこうへいく（もりかわしげみ）
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
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英会話教室の受講生を募
集します（社会人対象）
　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。ご自分に合わせた
レベルで、英会話に磨きをか
けてみませんか。【要申込】
＜社会人英会話講座リフレッ
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　5月13日～7月15日
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2階第
4研修室�
●�参加費　8,000円（全10回
分）※初回徴収
＜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　5月8日～7月10日
の毎週金曜日

　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　八木市民センター　
会議室１
●�参加費　8,000円（全10回
分）※初回徴収
＜社会人英会話講座（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　5月12日～7月14日
の火曜日

　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　国際交流会館2階　
第4研修室

●�参加費　9,000円（全10回
分）※初回徴収
＜共通事項＞
●�対象　市内在住、在勤のお
おむね18歳以上の方
●�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、携
帯電話番号などの連絡先を
電話、ＦＡＸ、Ｅメールの
いずれかで4月28日（火）ま
でに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　午後0時30分〜4
時30分）

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

外国人のための日本語教
室（美山地域）を開催
　主に美山町地域で暮らす外
国人が、市民の支援者と一緒
に日本語を勉強します。
●�日時　4月19日～6月21日
（毎月第1・3日曜日・全4回）
午後2時～3時30分

※�但し、5月3日（日）を除き
ます。

※�期間の途中からでも受講で
きます。
●場所　美山文化ホール1階
　第1会議室
●�対象　主に美山町地域に住
んでいるか、働いたり勉強
したりしている外国人の方
●�申込方法　事前に、住所、
氏名、電話番号（自宅・携帯）
を、電話、FAX、Eメール
のいずれかでお申し込みく
ださい。
＜日本語支援ボランティアを
募集します＞
　関心がある方は協会に連絡
の上、見学に来てください。
●�対象　市内在住、在勤また
は在学の方

※�経験は問いません。資格も
不要で外国語ができなくて
も大丈夫です。

問南丹市国際交流協会
TEL（0771）63-1840
　�（火〜金　午後0時30分〜4
時30分）

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

「いきいき脳トレ園部地
域講座」の参加者募集
　楽しく頭、からだ、こころ
を働かせる脳活性化ゲーム
で介護予防をします。脳や
手、指などを働かせ、「考えて」
「歌って」「笑って」、健康寿命
を延ばしましょう。
＜こむぎ山健康学園＞
●�日程　5月～令和3年2月、
原則毎月第２金曜日
＜旧川辺小学校＞
●�日程　5月～令和3年2月、
原則毎月第3金曜日
＜横田公民館＞
●�日程　5月～令和3年2月、
原則毎月第４金曜日
＜共通事項＞
●�時間　いずれも午後1時30
分～3時
●�対象　市内在住の概ね65
歳以上の方
●定員　各会場15人程度
●�参加費　１回300円（保険
料・茶菓子・事務費など）
●�内容　脳トレーニング講座
と脳活性化ゲームなど

　�（認知症予防教室リーダー・
認定講師が対応します）
●�申込方法　電話もしくはＦ
ＡＸでお申し込みくださ
い。

※途中参加も歓迎
問�脳トレネット（認知症予防
教室リーダーの会）

TEL/FAX（0771）42-4538、
TEL090-3896-3156
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南丹市女性会総会記念
講演会のご案内
　男性の方も大歓迎でお待ち
しています。
●日時　4月18日（土）
　�午後2時15分～（総会終了
後）
●�場所　国際交流会館2階研
修室
●�講師　市民環境課（出前講
座）、船井郡衛生管理組合
●�演題　「環境について考え
ましょう～ごみの出し方に
ついて～」　

　�　ビニール類のごみの出し
方が４月から本格的に変更
されました。リサイクルで
きるごみ、プラスチックな
ど、どのように分ければい
いか、具体的に教えていた
だきます。

※�来場者には天然素材由来の
エコ石けんをプレゼントし
ます（洗濯、食器、お風呂
やトイレの掃除などに使え
ます）。

問�南丹市女性会事務局（社会
教育課内）　

TEL（0771）68-0057

南丹市園部女性の館講座
のご案内
　季節のお花を使ってお母さ
んへ、また、頑張っている自
分へのプレゼントを作ってみ
ませんか。
＜「母の日」フラワーアレンジ
メント＞
●日程　5月9日（土）　
●�場所・時間　美山文化ホー
ル1階会議室：午前10時～
正午

　�園部女性の館：午後1時30
分～3時30分
●講師　森谷万知子さん
●定員　各20人
●�運営協力金　2,500円（材
料費含む）
●�持ち物　生け花用ハサミ、
持ち帰り用の袋
●�申込方法　4月30日（木）ま
でに電話で申し込みくださ
い。

問�園部女性の館運営委員会
（園部女性の館内）
TEL（0771）63-2986

「わっかっか！歌 声 喫 
茶 」を 開 催 し ま す
　昔懐かしい童謡・唱歌や昭
和の歌を生伴奏で一緒に歌
い、楽しいひと時を過ごしま
せんか？
●日時　5月10日（日）　
　午後2時～4時
●�場所　「みんなの居場所　
わっかっか！」（日吉町殿田
東小牧2-1）
●�運 営 協 力 金　500円
（ティータイム付き）�中学
生以下は無料

問わっかっか！
TEL080-9753-9402
�wakkakka2014@gmail.com

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
ホームページにバナー広告
を募集しています。月平均
18,000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

南丹市公式ＬＩＮＥアカウントを開設しています

　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。
　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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南丹市の市税・各種料⾦が 

LINE でお支払いできます! 

■右記のスマホ納付の注意点をご確認ください！■
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南丹市南丹市南丹市南丹市のののの市税市税市税市税・・・・各種各種各種各種料金料金料金料金がががが    

 

    
スマホスマホスマホスマホ
納付納付納付納付のののの
注意点注意点注意点注意点    

0771-68-0004 0771-68-0011 0771-68-0006 

0771-68-0017 0771-68-0064 

0771-68-0056 
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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/

なんたんテレビ（11ch）番組表（令和2年4月16日〜30日）

◇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）


