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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

南丹市まちづくり活動交
付金の二次募集について

水道量水器の取替につい
て

公共的な課題解決の活動を
支援する「まちづくり活動交
付金」について、新型コロナ
ウイルスの影響を考慮し二次
募集を行います。
交付金の詳細は市ホーム
ページや市役所地域振興課お
よび各支所窓口に設置してい
る「募集要項」をご確認くださ
い。
●二次募集期間
9月1日（火）～30日（水）
問 地域振興課
TEL（0771）
68-0019

南丹市では計量法に基づき
8年ごとに水道量水器の取り
替えを行っており、今年度も
8月から該当するご使用者宅
などの量水器を取り替えま
す。
「南丹市量水器交換業務従
事者証」を持った水道工事業
者がお伺いし、無償で取り替
えをしますのでご協力をお願
いします。
なお、量水器取り替え後、
出始めの水に濁りや空気（白
濁も含め）が出る場合は、蛇
口を開けてしばらく様子を見
てください。
問 上水道課
TEL（0771）
68-0053

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 8月26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

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

ため池フォローアップ点
検について
防災重点ため池（南丹市HP
に 掲 載 ）に つ い て フ ォ ロ ー
アップ点検を9月以降に行い
ます。委託業者がため池の点
検を行いますので、ため池周
辺部への立ち入りについてご
理解ご協力くださいますよう
お願いします。
問 農業推進課
TEL（0771）
68-0060
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後期高齢者医療保険料の減免について
京都府後期高齢者医療広域連合の被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により収入
が減少した被保険者等において、後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。
●減免の対象となる被保険者と減免の割合
減免の対象となる被保険者
減免の割合
（1）新 型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡または重篤な傷病を
全額
負った場合
（2）
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入等（事業収
入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれか）が減少し、次の
①から③のすべてを満たす場合
被保険者の属する世帯
①世 帯主の事業収入等の減少額が前年の事業収入等の10分の3以上である
の世帯主および被保険
こと
者すべての所得に応じ
②世帯主の令和元年（平成31年1月1日から令和元年12月31日）の所得の合
て算出
計が1,000万円以下であること
③世帯主の減少することが見込まれる種類の所得を除く令和元年の所得の
合計が400万円以下であること
●減免対象となる保険税 令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限のもの
●減免の申請期間 令和3年3月31日まで
●必要書類等 ①減免申請書、②収入申告書、③確定申告書（控）、源泉徴収票や給与明細書など世
帯主の減収した月の収入状況が確認できる書類
問 市民課
TEL（0771）
68-0011
shimin@city.nantan.lg.jp

●募 集 期 間 9月1日（ 火 ）〜
すべて満たす事業とする
体験型観光コンテンツ開
12月21日（月）
・南丹市内で行う事業である
発事業補助金について
●留意点
こと
・補助対象事業を実施する前
・単なる施設整備、イベント
南丹市では特色ある自然、
に補助金交付申請を行うこ
の実施または情報発信のみ
食、文化、歴史など、地域の
とが必要です。
を目的とした事業でないこ
魅力を生かした観光振興と新
・現在実施されている事業の
と
型コロナウイルス感染症収束
改良は対象になりません。
・事業の目的、内容および効
後の観光需要の回復につなげ
・募集期間中であっても補助
果が本補助金の目的を達成
るため、体験型観光コンテン
額が予算額に達した時点で
するものであること
ツの開発事業を支援します。
受付を終了します。
・翌年度以降も事業の継続が
伝統工芸、料理、釣り、収
問 観光交流室
見込まれるものであること
穫、ハイキング、サイクリン
TEL（0771）
・行政庁などの許可・認可な
グ、ものづくりなど南丹市の
68-0050
どが必要な場合は、当該許
良さをアピールできる地域な
kankou@city.nantan.lg.jp
可を受けられることが確実
らではの体験プログラムをご
に見込まれる事業であるこ
提案ください。
と
●補助対象者 次の要件に全
●補助対象経費
て該当する個人、法人、団
・備品購入費
体とする
・消耗品費（材料費を除く）
・市内に住所または主たる事
・印刷製本費
務所（店舗）を有すること
・委託料
・市税を滞納していないこと
・工事請負費
・南丹市暴力団排除条例に規
●補助金額 補助対象経費の
定する暴力団を有する事業
3分 の2以 内 の 額（ 上 限20
者でないこと
万円）
●補助対象事業 次の要件を
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問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

持続化給付金申請サポート
キャラバン隊派遣について

「令和2年度市政懇談会」
中止のお知らせ

「美山ふるさと祭」開催
中止のお知らせ

新型コロナウイルス感染症
拡大により、営業自粛などで
影響を受けている事業者に対
して、事業の継続を支え、再
起の糧としていただくため、
事業全般に広く使える給付金
を申請できます。申請は電子
申請となっており、電子申請
の方法がわからない方、でき
ない方を対象に補助員が電子
申請の入力サポートを行いま
す。
●日 時 8月13日（木）～8月
20日（木）
午前9時～午後5時（最終受
付午後4時まで）
最終日（20日）は午後3時ま
で（最終受付午後2時まで）
●場 所 市役所本庁2号庁舎
3階301会議室
●申 込方法 TEL（080-44669675）で 予 約 し て く だ さ
い。
（開催時間中のみ受付可
能となっています。）
※開催期間中はキャラバン会
場でも予約を受け付けてい
ますので、直接会場にお越
しいただき、予約すること
も可能です。ご来場いただ
いた当日のご予約は予約状
況によってお受けできない
可能性がありますのでご了
承ください。
※申請時に必要な書類をご用
意の上、必ずご持参くださ
い。必要な書類は「中小法
人等」と「個人事業者等」で
異なります。詳しくは持続
化給付金ホームページまた
はコールセンターでご確認
ください。
問 持続化給付金事業コールセ
ンター
TEL（0120）
115-570
問 商工課
TEL（0771）
68-1008

本年度開催予定をしており
ました市政懇談会について
は、新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、中止とさ
せていただきます。
市民の皆さんの安全を考え
ての決定ですので、ご理解い
ただきますようお願いしま
す。
問 秘書広報課
TEL（0771）
68-0065

11月3日（火・祝）開催予定
の「美山ふるさと祭」は新型コ
ロナウイルス感染症の拡大防
止のため、中止することとい
たしました。
市民の皆さんの安全安心を
第一に考えたうえでの判断で
あり、楽しみにしていただい
た方々にとりましても非常に
残念でありますが、ご理解い
ただきますようお願いしま
す。
問 美山ふるさと祭実行委員会
事務局（知井振興会）
TEL（0771）
77-0001

＝メールアドレス

南丹市文化協会からのお
知らせ
文化協会と教育委員会の共
催で毎年10月～11月に開催
している各町文化祭につきま
して、新型コロナウイルス感
染症の拡大防止のため、令和
2年度は中止することとしま
した。
参加者・来場者の皆さんの
安心安全を第一に考えたうえ
での判断であり、非常に残念
ではございますが、ご理解い
ただきますようお願いしま
す。
＜中止となるイベント＞
・園部町文化祭
・八木町文化祭
・日吉町文化祭
・美山町文化祭
問 南 丹市文化協会事務局
（社
会教育課内）
TEL（0771）
68-0057

HP ＝ホームページアドレス

「美山かやぶきの里ワン
デーマーチ」開催中止
11月３日（火・祝）開催予
定の「美山かやぶきの里ワン
デーマーチ」について、現状
の新型コロナウイルスの感染
症の拡大防止のため、中止す
ることを決定いたしました。
地域の皆さんの安全安心を
第一に考慮したうえでの決断
とさせていただきましたの
で、ご理解いただきますよう
お願いします。
問 美山かやぶきの里ワンデー
マーチ実行委員会事務局
TEL 090-2591-9861

〒 ＝郵便番号・住所

第350号
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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
一般試験
（大卒・短大 平成7年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人
卒・高卒）
一般事務
5名程度
昭和55年4月2日から平成7年4月1日に生まれた人で、高
社会人試験 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
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
一般試験
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
保育士
若干名
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
幼稚園教諭
社会人試験 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
平成5年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人で、
一般試験
高等学校以上の学校において、土木または建築の専門課程
技師職
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
（建築・土木・ 若干名
昭和55年4月2日以降に生まれた人で、土木関係・建築関
水道）
社会人試験 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 10月18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・受付期間 9月14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ご確認ください。
問 人事課
TEL（0771）
68-0008
HP https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/

および採用種目についての
●そ の他 採用年齢が33歳
自衛隊各種採用試験に関
説明
未満に引き上げられました。
するご案内
●対象 学生・一般・保護者
＜自衛官候補生＞
の方などどなたでもご参加
●
概
要
所要の教育を経て3
＜航空学生＞
いただけます。
か月後に2等陸・海・空士
●概要 自衛隊のパイロット
●その他 予約不要、履歴書
に任官します。
を養成します。
不要、入退場自由、服装自
●受 付 期 間 年 間 を 通 じ て
●受付締切 9月10日（木）
由、ご要望に応じ、他の日
行っております。
※変更になる可能性がありま
程・時間帯でも対応いたし
●
そ
の他
採用年齢が33歳
すので、お問い合わせくだ
ます。
未満に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
さい。
問 防衛省自衛隊 京都地方協
た。
＜一般曹候補生＞
＜採用説明会について＞
力本部 亀岡募集案内所
●概要：基幹要員である陸・
TEL
●日 程 9月6日（ 日 ）、13日
（0771）24-4170
海・空曹を養成します。
〒 亀岡市古世町西内坪34-26
（日）、20日（日）、27日（日）
●受付締切 9月10日（木）
HP 京 都 地 方 協 力 本 部 ホー ム
●時間 午前10時～午後3時
※変更になる可能性がありま
●会場 亀岡募集案内所
ページ「自衛隊 京都」で検
すので、お問い合わせくだ
●
内
容
自衛官の仕事と生活
さい。
索
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問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

相談会
禁煙相談会を開催します
禁煙しようとしてもなかな
かうまくいかないのが現状で
す。吸いたくなった時の対応
から禁煙補助剤の使い方まで
個別に相談させていただきま
す。初めてチャレンジする方、
何度もチャレンジしているけ
れども「今度こそは」という方
はぜひご参加ください。
●日時 8月31日（月）①午後
2時30分～②午後3時30分
～
●場所 いきいきオアシス日
吉コミュニティルーム
（日吉町保野田

ＪＲ鍼灸
大学前駅1分 コンビニ等
複合施設内）
●内容 薬剤師や保健師によ
る個別相談、禁煙補助剤・
禁煙方法についての紹介
●申込方法 電話でお申し込
みください。
※この事業は、なんたん健幸
ポイント事業の対象事業で
す。禁煙に成功された方は
30ポイント進呈。
問 保健医療課
TEL（0771）
68-0016

出張がん個別相談のお知
らせ
「がんと診断されて頭が
真っ白」
「誰かに話を聞いても
らいたい」など、がんに関わ
る様々な相談をお受けする窓
口として、京都府南丹保健所
にて出張相談を行いますので
ご利用ください。
●日 時 9月15日（ 火 ）、10
月20日（火）
※い ずれも午後1時～3時30
分
●場所 京都府南丹保健所
●相談員 京都府がん総合相
談支援センターの保健師ま
＝メールアドレス

たは看護師
●申込方法 実施日の前日午
後4時までに電話でお申し
込みください。
※京都府がん総合相談支援セ
ンターでは電話及び対面相
談を、月～金（祝日・年末
年始を除く）の午前9時～
正午、午後1時～4時に実
施していますので、こちら
もご利用ください。
問 京都府がん総合相談支援セ  
ンター（京都市南区東九条
下 殿 田 町43メ ル ク リ オ 京
都2階）
TEL（0120）
078-394

膠原病、神経・筋疾患個
別相談のご案内
専門医による個別医療相談
を開催します。
【要申込】
＜膠原病個別相談＞
●日時 9月24日（木）午後１
時～4時30分
●対 象 膠 原 病 で 療 養 中 の
方、または次の気になる症
状がある方
・寒冷刺激による手指の蒼白
化（レイノー現象）
・手 指等の関節炎、関節痛、
皮膚が硬くなる
・日光による皮膚過敏
・頬の赤い発疹（蝶形紅斑）
●担当医 京都第二赤十字病
院 井上衛医師
＜神経・筋疾患個別相談＞
●日時 ９月30日（水）午後1
時～4時30分
●対象 神経・筋疾患で療養
中の方、またはその疑い（以
下の症状）がある方
・手足がふるえる
・筋肉がやせる
・力が入りにくい
・足がふらつく
・最初の一歩が出にくい
・話しにくい
●担当医 国立病院機構宇多
野病院 脳神経内科 須藤
慎治医師
＜共通事項＞

HP ＝ホームページアドレス

●場所 亀岡総合庁舎
●定 員 ５人程度（申込状況
によりお断りすることがあ
ります）
●申 込方法 ９月10日（木）
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課
TEL（0771）
62-2979

「きこえと補聴器の相談
会」のお知らせ
きこえの相談や補聴器相談
を、4月、8月、12月 を 除 く
毎月第４水曜日に行っていま
す。
●日程 ①9月23日（水）、
②10月28日
（水）、③11月
25日（水）
●時間 午後1時～3時
●場所 日程①京丹波町瑞穂
保健福祉センター2階会議
室、日程②南丹市日吉生涯
学習センター2階第1、2会
議室、日程③南丹市八木市
民センター3階第1、2研修
室
●対象者 聞こえにくい方や
補聴器を必要とされている
方（ 難 聴 者、 中 途 失 聴 者、
そのご家族など）
●内容 補聴器相談：補聴器
の調整、修理、電池交換、
購入、試聴などの相談
●対 応者 日程①㈱珍工堂、
日程②東神実業㈱、日程③
㈱キンキ補聴器センター
●相 談料 無料（補聴器修理
費用、電池代などは別途必
要）
●その他 身体障害者手帳や
補聴器をお持ちの方は、当
日ご持参ください。
 聴力測定、言語聴覚士に
よるきこえの相談をご希望
の方は、事前にお問い合わ
せください。
問 ふ な い 聴 覚 言 語 障 害 セ ン
ター
TEL（0771）
63-6447
FAX（0771）
63-6448

〒 ＝郵便番号・住所

第350号
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「行政書士による無料相
談会」開催のお知らせ
相続、成年後見、農地など
の不動産売買・賃貸、各種許
認可手続などでお困りやお悩
みの方、まちの身近な法律家・
行政書士が相談に応じます。
●日時 9月2日（水）
午後１時30分～4時
●場所 八木市民センター研
修室（市役所八木支所3階）
問 京都府行政書士会第3支部
TEL（075）
692-2500

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 9月8日（ 火 ）、23日
（水）
●時 間 いずれも午後1時～
4時
●場所 日程①八木市民セン
ター3階会議室3、日程②市
役所美山支所1階小会議室
●定員 6人（先着順）
※相談は1人30分以内
●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

「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。
●日時 9月15日（火）
午後1時30分～4時
●場所 日吉支所
●申込方法 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
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子育て支援（催し）
「ほめて ハッピー☆smile
講座」を開催します
子どもは、
「 ほめられる」こ
とで「愛されている、認めら
れている」という自信が育ち
ます。そこで、
「 ほめる育児」
をテーマに登録制のシリーズ
講座を開催します。少人数で
お互いの悩みを共感し、そし
て、ほめて子育てができるよ
う講座を受講してみません
か。
●日程 9月9日、23日、10
月7日、21日いずれも水曜
日
※全4回シリーズ
※4回とも欠席のないように
ご参加ください。
●時 間 いずれも午前10時
～11時30分
●場 所 市 役 所4号 庁 舎2階
会議室
●対象者 幼児の保護者
●募集人数 10名程度
●内容 講話、意見交流、ほ
めかたロールプレイなど
●託 児 希望者には託児（無
料）を行います。
●申込方法 8月26日（水）ま
でに住所、氏名、電話番号、
託児希望の有無を、電話、
FAX、Eメールのいずれか
でお申し込みください。
問 子育て支援課
TEL（0771）
68-0017
FAX（0771）
68-1166
k osodate@city.nantan.
lg.jp

問 ＝申込・問合せ先

子育てすこやかセンター
9月事業のお知らせ
＜共通事項＞
●申込方法 事前に来所いた
だくか、電話でお申し込み
ください。
●集 合時間 開始時間の15
分 前 に は お 集 ま り くだ さ
い。
●参加人数 10組まで
※気象警報発表時や新型コロ
ナウイルス感染拡大防止な
どにより、事業を中止する
場合があります。
＜子育て広場1歳～＞
●日 時 9月3日（木）午前10
時30分～11時30分
●内容 お話ポケットによる
「絵本の読み聞かせ」
＜子育て講座＞
●日 時 9月16日（ 水 ）午 前
10時30分～11時30分
●内容 安藤智華子講師によ
る「ボディケア」
＜お話会＞
●日 時 9月18日（ 金 ）午 前
10時30分～11時
＜親子リトミック＞
●日 時 9月25日（ 金 ）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

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＞
◆毎日がもっと輝くみんなのノート術（日本能率協会マネジメントセンター編）◆鉄路の果てに（清
水潔）◆世界の美しくてミステリアスな場所（パイインターナショナル編）◆関西周辺週末の山登りベ
ストコース123（加藤芳樹）◆12歳の少女が見つけたお金のしくみ（泉美智子）◆日本・破綻寸前（藤
巻健史）◆地方でクリエイティブな仕事をする（笠原徹）◆これからのテレワーク（片桐あい）◆一瞬で
笑わせる技術（川堀泰史）◆障がい者だからって、稼ぎがないと思うなよ。
（姫路まさのり）◆フラワー
デモを記録する
（フラワーデモ編）◆学校が子どもを殺すとき（渋井哲也）◆僕たちはまだ、仕事のこ
とを何も知らない。
（各務展生原案，糸貫律マンガ）◆虫とゴリラ（養老孟司，山極 寿一）◆海の極小!
いきもの図鑑（星野修）◆さらに、やめてみた。
（わたなべぽん）◆七緒 vol.62 特集「手仕事ゆかた」
案内
「涼しい帯」のススメ◆ちっちゃなフェルトのおきあがりこぼし（ほふもふ工房）◆冷たい麵の本
（みないきぬこ）◆年齢別!子育てママ&パパの頼れる絵本193（遠藤 裕美監修）◆縁起のよい樹と日本
人（有岡利幸）◆水を縫う（寺地はるな）◆じんかん（今村翔吾）◆いのちの停車場（南杏子）◆あの日の
交換日記（辻堂ゆめ）◆殿、それでは戦国武将のお話をいたしましょう（山崎光夫）◆迷子のままで（天
童荒太）◆生かさず、殺さず（久坂部羊）◆たかが殺人じゃないか（辻真先）◆黒き侍、ヤスケ（浅倉徹）
＜児童書＞
◆繊細すぎてしんどいあなたへ（串崎真志）◆旅が好きだ!（角田光代ほか）◆NHK子ども科学電話相
談恐竜スペシャル!（NHK「子ども科学電話相談」制作班編）◆わたしたちのカメムシずかん（鈴木海花）
◆これでできた!とびばことさかあがり（柳澤秋孝指導・監修）◆キャプテン翼のサッカー教室（高橋
陽一原作，戸田邦和漫画）◆忍者大図鑑（山田雄司監修）◆カリカリのぼうけん（武鹿悦子）◆赤毛証明
（光丘真理）◆戦争にいったうま（いしいゆみ）
＜絵本＞
◆ムカムカドッカーン!（ミレイユ・ダランセ）◆みずをくむプリンセス（スーザン・ヴァーデ）◆うど
んできた!（加藤休ミ）◆うれしいぼんおどり
（すとうあさえ）◆どこからきたの?おべんとう（鈴木まも
る）◆あめかっぱ（むらかみさおり）◆わにくんのだめだめきゅうり（すみくらともこ）◆フンころがさ
ず（大塚健太）◆妖怪のど自慢 （広瀬克也）◆コートニー（ジョン・バーニンガム）
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
南丹市地域おこし協力隊活動報告会を開催します
本年9月で任期満了を迎える南丹市地域おこし協力隊2名の活動報告会を開催します。
都市部から移住し、それぞれの知識や経験を生かして地域活動に取り組んできた隊員が、3年間の
活動を通じて気づいたこと、得たことなどを報告します。ぜひご参加ください。
●日時 9月13日（日）午後2時～3時30分
●会場 日吉生涯学習センター第1会議室、第2会議室
●報告者 嶋田翔伍隊員、大矢伸治隊員
●内容 隊員による報告、質疑応答等
問 地域振興課
TEL（0771）
68-0019
chiiki@city.nantan.lg.jp
＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号・住所

第350号
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南丹市健幸・食育レシピ
コンテスト作品募集

「わっかっか！歌声喫茶」
を開催します

丹波自然運動公園からお
知らせ

「めざせ ぼくも、わたし
も野菜シェフ」野菜を使った
おすすめのレシピを紹介して
みませんか。みなさんのレシ
ピで家族やまちが元気になる
よう、たくさんの応募をお待
ちしています。
●応 募内容
身近な野菜を
使ったレシピ（野菜を積極
的に使ったものであれば、
他の食品を組み合わせてよ
い）～例えば魚・肉・卵・
大豆製品・ごはん・麺など
～
●対象 南丹市在住の小中学
生
●応募方法 9月30日（水）必
着で保健医療課に提出して
ください。応募用紙は保健
医療課でお渡しします。ま
た、南丹市ホームページか
ら もダウンロードできま
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？時間を短縮し、換気
や3つの密をさける座席の配
置など新型コロナウイルス感
染予防対策を十分にして行い
ます。また、今後の状況によ
り中止することもあります
が、ご了承ください。
●日時 9月6日（日）午後2時
～3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（中学
生以下は無料）
問 わっかっか！
TEL 080-9753-9402
w a k k a k k a 2 0 1 4 @ g m a i l .
com

＜太極拳教室＞
●日 時 8月28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
＜マスターズテニス大会＞
【要申込】
●日 時 9月30日（水）午前9
時～
●場所 テニスコート
●内容 予選リーグ戦～決勝
トーナメント
●参加費 2,000円（1ペア）
●定員 男女別ダブルス／各
32組（先着順）
●対 象 男 子60歳 以 上、 女
子50歳以上
●申込方法 8月30日（日）～
9月23日（水）までに、参加
者の住所、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。
問 丹波自然運動公園
TEL（0771）
82-1045
FAX（0771）
82-0480
k ouen@kyoto-tanbapark.
or.jp
〒 622-0232 京 都 府 船 井 郡
京丹波町曽根崩下代110-7

●賞および表彰 参加者全員
に参加賞、各賞に賞状と賞
品を贈呈します。
 令和３年２月頃に表彰式
を行う予定です。
●そ の他 1人で複数のレシ
ピの応募、家族で一緒に考
えたレシピも可能です。書
類の返却はしません。応募
された項目の著作権などの
権利は主催者に帰属し、チ
ラシや印刷物、レシピによ
り調理した商品の販売・販
売促進等に使用する場合が
あります。
問 保健医療課
TEL（0771）
68-0016
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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

問 ＝申込・問合せ先

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、園部文化会館、国際交流会館、中
央図書館、文化博物館
【八木地域公共施設】八木市民センター
【日吉地域公共施設】日吉生涯学習センター、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

第350号
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マイナンバーカードでマイナポイント 「お好きなキャッシュレス決
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問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

済で使えるポイントが上限5,000円分（付与率25％）もらえちゃう！」

南丹市役所窓口での手続きについては企画財政課（0771）68-0018まで

＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号・住所

第350号
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なんたんテレビ（11ch）番組表（令和2年8月16日〜31日）
★は初回放送枠

身近な人が出ているＴＶって面白い！

◇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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