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新型コロナウイルスの
感染拡大の防止について
　催しに参加されるときは、
マスク着用・手指消毒・検温
にご協力ください。37.5度
以上の熱がある場合は参加を
控えてください。新型コロナ
ウイルス感染症の影響に伴
い、掲載している内容は変更
になる場合があります。

お知らせ
ICOCAエリアの拡大に
ついて
　北近畿エリアのICOCA（イ
コカ）サービスエリア拡大の
開始日が決定しました。
　今回のエリア拡大によ
り、南丹市内の全ての駅で
ICOCAが利用可能となり、
通勤、通学、お出かけが便利
になります。
●サービス開始日　
　3月13日（土）
●拡大された南丹市内対象駅
　�船岡駅、日吉駅、鍼灸大学
前駅、胡麻駅

　詳しくは、ホームページ
「JRおでかけネット　ICOCA」
で検索ください。
問地域振興課
TEL（0771）68-0019

園部駅東口駅前整備工事
に伴う交通規制について
　JR園部駅東口駅前におい
て、駅前広場整備工事を実施
します。本工事は、駅利用者
などの利便性の向上を図るた
め駅前ロータリーなどの整備
を行う工事です。工事期間中、
歩行者は、通行可能ですが、
駅東口への一般車両の乗り入
れは、出来ません。
　皆さまには何かとご不便・
ご迷惑をおかけしますが、ご
理解とご協力をお願いします。
●�通行規制　JR園部駅東口
（国道9号側）駅前広場
●�規制期間　3月25日（木）ま
で（予定）

※�工事の進捗状況により規制
形態、期間などの変更が生
じる場合がありますので、
現地の看板にて案内させて
頂きます。

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2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

納期限のお知らせ

＜令和3年2月1日（月）納期限
＞
・国民健康保険税第8期分
・�後期高齢者医療保険料第7
期分

問市民課　
TEL（0771）68-0011
・介護保険料第8期分
問高齢福祉課　
TEL（0771）68-0006
・保育所保育料等1月分　
・保育所延長保育料12月分
・一時保育料12月分
・幼稚園給食費1月分
・�幼稚園預かり保育料12月
分

・すこやか学園使用料1月分
問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017
・市営住宅使用料1月分
問営繕課　
TEL（0771）68-0062
・学校給食費1月分
問学校教育課　
TEL（0771）68-0056
・�放課後児童クラブ負担金1
月分　　

問社会教育課　
TEL（0771）68-0057
※�市税や各種料金の納付に
は、口座振替が大変便利で
す。また、市税等や一部料
金では、スマートフォンア
プ リ（PayPay・ LINE�Pay�
請求書支払い）やクレジッ
トカードで納付が可能で
す。
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ひとり親世帯臨時特別給
付金申請期限延長します
　新型コロナウイルス感染症
の影響による子育て負担の増
加や収入の減少に対する支援
として、「ひとり親世帯臨時特
別給付金」を支給しています。
　申請期限を令和3年2月末
まで延長します。給付金の対
象となる方で申請がまだの方
は、お早めに支給要件をご確
認ください。
●�給付対象者　公的年金（障
害年金や遺族年金など）を
受給しているため児童扶養
手当を受けていない低所得
のひとり親世帯および新型
コロナウイルス感染症の影
響で収入が大きく減少した
ひとり親世帯
●申請期限　
　2月28日（日）まで
※�窓口申請の場合は2月26日
（金）まで
※�郵送申請の場合は2月28日
（日）当日消印有効まで
●�受付時間　午前8時30分〜
午後5時15分（土・日・祝
日は閉庁しています）
●�提出場所　子育て支援課ま
たは各支所総務課

問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017

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26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3
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1日（月）〜2
月26日（金）までに申請書・
特記事項同意書（申請窓口
にあり）および高校合格通
知書（写）に必要事項を記入
の上申請してください。
●�申請先　子育て支援課また
は各支所総務課
●注意事項　
①�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。

②�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。

問南丹保健所福祉課
TEL（0771）62-0361
問子育て支援課
TEL（0771）68-0017

高校生給付型奨学金第1
次申請を受け付けます
●�対象　市内在住で、次の①
〜③全てに該当する子およ
びその世帯

①�令和2年度市民税（令和元
年中の所得に係るもの）が
非課税の世帯

②�母子（父子）世帯（20歳以上
65歳未満の同居者がいな
い家庭）、児童世帯、障が
い者世帯、長期療養者世帯
のいずれか

③�高等学校（高等専門学校な
どを含む）に進学予定また
は在籍
●�入学支度金額　国公立全日
制63,000円、私立全日制
178,000円

※�その他の金額は申請窓口で
ご確認ください。
●�入学支度金支給日　申請時
に進学先確定の場合3月26
日（金）、3月以降確定の場

合4月以降を予定。
●�提出書類　①申請書など
（申請窓口に配架）、②世帯
員全員分（被扶養者を除く）
の令和2年度市・府民税課
税証明書（税務課または各
支所で発行）、③母子（父子）
世帯などの事実が確認でき
る書類（写）、④新1年生は
合格通知（写）（3月以降に
進学先確定の場合は後日
可）、新2、3年生は生徒手
帳（写）

※�窓口での申出により課税証
明書の取得手数料は免除さ
れます。
●�申請方法　2月1日（月）か
ら26日（金）までに南丹保
健所福祉課、福祉相談課ま
たは各支所に備え付けの申
請書類に記入の上、ご提出
ください。

※�印鑑および振込口座の通帳
を持参ください。

※�同居者の状況によって対象
とならない場合がありま
す。

※�他の奨学金制度と支給調整
をすることがあり、新2、
3年生は支給額が0円にな
る可能性があります。

問南丹保健所福祉課　
TEL（0771）62-0361
問福祉相談課　
TEL（0771）68-0023

災害時要配慮者支援台帳
の登録・変更について
　災害時に自力で避難するこ
とに不安のある方が、必要な
支援を迅速に受けられるよう
にするため、要配慮者の情報
を事前に把握し、関係機関と
市で共有します。登録を希望
される方はお申し込みくださ
い。
　なお、すでに災害時要配慮
者支援台帳に登録されている
方で、登録情報を変更する場
合は、変更届の提出をお願い
します。
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●�対象者　次のいずれかに該
当する在宅の方

①�身体障害者手帳2級以上、
療育手帳A、精神障害者保
健福祉手帳1級をお持ちの
方

②�介護保険制度で要介護3以
上の認定を受けている方

③�65歳以上のひとり暮らし
の方、75歳以上のみで構
成されている世帯の方

④人工透析を受けている方
⑤�上記のほか特に支援が必要
な方（日本語の理解が十分
ではない外国人の方など）
●�事前把握する情報　住所、
氏名、性別、生年月日、電
話番号、家族の状況、緊急
連絡先、地域の支援者、身
体の状況、かかりつけ医、
必要とする援助など

※�変更届の提出にあたり、現
在の登録情報の確認を希望
される方は、お問い合わせ
ください。
●�情報共有する機関　消防
署、消防団、警察署、社会
福祉協議会、民生児童委員、
区（自治会、地域振興会）、
市役所
●�必要なもの　申請書（もし
くは変更届）、印鑑

※�申請書や変更届は福祉相談
課および各支所に備え付け
ています。市ホームページ
からもダウンロードが可能
です。

※�外国語の申請書などもあり
ます。必要な方は、お問い
合わせください。
●�申込期間　申し込みは随時
受け付けていますが、次回
の関係機関に配付する台帳
へ掲載を希望される方は、
5月14日（金）までに福祉相
談課または各支所総務課で
お申し込みください。

問福祉相談課　
TEL（0771）68-0023

八木市民センター臨時休
館のお知らせ
　八木市民センターは、八木
支所電気設備点検のため臨時
休館します。
　ご不便をお掛けしますが、
ご理解いただきますようお願
いします。
●休館日　
　2月20日（土）終日
問八木市民センター
　（月曜・祝日休館）
TEL（0771）68-0026
TEL（0771）42-3132 

八木図書室の臨時休館の
お知らせ
　八木図書室は、八木支所電
気設備点検のため臨時休館し
ます。
　ご不便をお掛けしますが、
ご理解いただきますようお願
いします。
●休館日　2月20日（土）
　午前10時〜午後1時
問八木図書室　
TEL（0771）68-0027�　

確定申告期間中の園部税
務署臨時駐車場について
　2月16日（火）から3月15日
（月）まで（土・日・祝日を除
く。）、園部税務署への来署者
用の臨時駐車場を設置しま
す。
　駐車の際には、駐車場付近
に案内板を設置しますのでご
覧いただき、職員、警備員の
案内に従い駐車をお願いしま
す。
※�昨年の臨時駐車場から、場
所を変更しておりますので
ご注意ください。

※�近隣の方の迷惑となります
ので、駐車場以外の場所に
は駐車しないようお願いし
ます。

問園部税務署　
TEL（0771）62-0340

蔵書点検に伴う図書館休
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。
　ご不便をおかけしますが、
ご理解いただきますようお願
いします。
●�対象館　八木図書室、日吉
図書室

※�中央図書館・美山図書室は
通常通り開館します。
●�期間　2月22日（月）〜26
日（金）

※�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

　 南 丹 市 役 所 の 公 式
Facebook（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。

問秘書広報課
TEL（0771）68-0065

南丹市役所公式Face 
bookをご覧ください
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第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画（中間案）に関する意見募集について

　南丹市では、障がいのある人もない人もともに安心して暮らせる地域共生社会のまちを実現する
ため、「南丹市第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画」の策定作業を進めております。
　このたび、市民の皆さんへ計画中間案をお示しして、ご意見・ご提言を募集します。

計画中間案の公開
　市役所社会福祉課・各支所総務課に備え付けています。
　南丹市ホームページ（URL:http://www.city.nantan.kyoto.jp/）
でも公開しています。

意見の募集期限 2月8日（月）必着

意見を提出できる方

・市内に住所を有する方
・市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
・市内に所在する事務所または事業所に勤務する方
・市内に所在する学校に在学する方
・市税の納税義務を有する方

意見の提出方法

　指定様式にご記入の上、次のいずれかの方法で提出してください。
・持参　社会福祉課または各支所総務課まで
・郵送　〒622-8651　南丹市園部町小桜町47　社会福祉課あて
・FAX　（0771）68-1166　社会福祉課あて
・電子メール　s-fukushi@city.nantan.lg.jp

意見の提出様式
　社会福祉課および各支所総務課に備え付けています。
　南丹市ホームページ（URL:http://www.city.nantan.kyoto.jp/）
からも入手できます。

注意事項

・提出されるご意見は日本語に限り、用紙は指定様式に限ります。
・�住所・氏名・連絡先（法人その他団体などは名称・所在地・連絡先）
は必ず記入してください。

※�記入がない場合、ご意見は無効となり受け付けできません。また、
電話によるご意見は受け付けませんのでご了承ください。

意見の公表
　提出いただいた意見の概要とそれに対する本市の考え方はホーム
ページで一定期間公表します。（住所、氏名などは公表しません）
　なお、個別の回答は行いません。

問社会福祉課　
TEL（0771）68-0007　
FAX（0771）68-1166

南丹市役所では、次のSNSを開設しています。南丹市のイベ
ントや季節ごとの風景などを掲載していますので、ぜひご覧
ください。

南丹市公式SNSをご覧ください

LINE インスタグラム YouTube

　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、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

南丹市ホームページバ
ナー広告募集中（有料）
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人材募集

令和3年度南丹市会計年度任用職員の募集

　令和3年4月の南丹市国民健康保険南丹みやま診療所の設置に伴い、令和3年度の会計年度任用職
員を募集します。
●募集職種（勤務場所：南丹市国民健康保険南丹みやま診療所）

職種 人数 報酬 備考（資格・勤務形態等）

看護師 若干名 217,000円/月看護師（准看護師）免許
2交替勤務（土日祝勤務有）
報酬は週37.5時間勤務の場合
夜勤等別途報酬あり准看護師 若干名 175,000円/月

看護師 若干名 1,440円/時間看護師（准看護師）免許
短時間勤務（週30時間未満、土日祝勤務有）
夜勤等別途報酬あり准看護師 若干名 1,160円/時間

看護・介護助手 若干名 151,900円/月通所リハビリテーション等の補助

診療放射線技師 若干名 1,380円/時間診療放射線技師免許
短時間勤務（週30時間未満）

臨床検査技師 若干名 1,380円/時間臨床検査技師免許
短時間勤務（週30時間未満）

医療事務 若干名 151,900円/月医療事務の実務経験を有すること。

用務員 若干名 940円/時間短時間勤務（週30時間未満）

運転手 若干名 1,250円/時間
普通自動車第一種免許
通所リハビリテーション送迎車両の運転
短時間勤務（週30時間未満）

●任用期間　令和3年4月1日から1年間
●募集条件　備考欄に免許等の記載がある職種は、資格を有している方に限ります。
●勤務形態　備考欄に特に記載が無い場合原則週5日（月〜金）、午前8時30分〜午後5時までの勤務
※職種により異なる場合がありますので、お問合せください。
●�募集期間　令和3年2月12日（金）までの期間、午前8時30分〜午後5時15分（土・日・祝日を除く）
まで受け付けます。
●�申込方法　会計年度任用職員申込書（人事課および各支所総務課に備え付け・ホームページからダ
ウンロード可）に必要事項を記入の上、人事課へ提出（郵送可）してください。（免許証写しも添付）

　〒622-8651　京都府南丹市園部町小桜町47番地　南丹市役所　人事課　宛て
※2月12日の消印有効
●採用　書類審査および面接試験により合否を決定します。
※面接日は2月21日（日）の予定（時間は、申込者に別途連絡します。）
問人事課
TEL（0771）68-0008
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相談会

行政相談委員による定例
相談所の開設について
　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9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）802-1100
問総務課　　　　　  　　
TEL（0771）68-0002　

司法書士「無料登記法律
相談会」を開催します
　京都司法書士会では、毎年
2月を相続・遺言推進月間と
して、無料登記法律相談会を
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
にぜひ一度ご相談ください。
　開催を中止する場合があり
ますので、事前にご確認くだ
さい。
●日時　2月20日（土）
　午後1時〜4時
●�場所　国際交流会館2階・
第1、第2研修室

問京都司法書士会　
TEL（075）241-2666

2月のなんでも相談日の
お知らせ
　南丹市が委嘱している身体
障害者・知的障害者・精神障
害者相談員が、障がいに関す
る相談に応じます。日ごろの
悩みや不安を相談員に相談し
てみませんか。
●日程・場所
・2月16日（火）
　午後1時〜3時
　そよかぜ日吉（おいで家）
・2月20日（土）
　午後1時〜3時　
　そよかぜ美山
・2月22日（月）
　午後1時〜3時　
　そよかぜ八木
・2月26日（金）
　午後1時〜3時　
　�園部まごころステーション
陽だまり

※�日程が変更になる場合があ
りますので、事前にお問い
合わせ下さい。

問社会福祉課
TEL（0771）68-0007

子育て支援(催し)

令和2年度多胎児育児家
庭のつどい開催のお知らせ
　双子や三つ子などの育児を
されているパパ・ママのみな
さん、子育てに悩みや不安は
ありませんか。同じ多胎育児
中の方で集まり、経験を話し
たり聞いたりして、悩みや不
安、喜びや楽しさを共感でき
る仲間づくりをしましょう。
●日時　3月14日（日）　
　午前10時30分〜正午
　（受付:午前10時〜）
※�開始時間の15分前にはお
集まりください。

※�気象警報発表時はや新型コ
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。

●�場所　南丹市子育てすこや
かセンター
●�内容　人形劇団そらまめに
よる人形劇、参加者の交流
●�対象　多胎育児中または多
胎出産予定の家庭（10組ま
で）
●�申込方法　事前にお申し込
みください。

問 南丹市子育てすこやかセン
ター　

TEL（0771）68-0082

子育てすこやかセンター
3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。3月の事業の
申し込み受付は、1月25日
（月）から行います。
●�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0歳〜＞
●日時　3月4日（木）
　�午前10時30分〜11時30
分
●�内容　お話ポケットによる
「絵本の読み聞かせ他」

＜お話会＞　
●日時　3月17日（水）
　午前10時30分〜11時
＜親子リトミック＞　　
●�日時　3月19日（金）、25
日（木）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
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子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」(2月)
※�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。

※�お茶、オムツなどお子様に
必要な物をお持ちくださ
い。

※�予約が必要なものは事前に
電話でお申し込みくださ
い。

※�予定が変更する場合があり
ます。南丹市ホームペー
ジ、NPO法人グローアッ
プLINE・フェイスブック・
インスタグラム、電話にて
確認をお願いします。

＜八木ひろば＞
●�日時　毎週月〜金曜日の午
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　日吉生涯学習セン
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4木曜日は横田公
民館

＜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9日（火）
○八木ひろば　2月17日（水）
○美山ひろば　2月18日（木）
○園部ひろば（横田公民館）　
　2月25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18日（木）

○美山ひろば　2月25日（木）
●�時間　午前10時15分〜正
午　

※先着5組
●参加費　300円
＜産後からだケア＞【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19日（金）　
　午前10時〜正午　
※先着5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
いまでの産婦の方
●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22日（月）　
・�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5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（託児付きの方
は午前の部での参加となり
ます。）

＜おめでとうの日＞【無料】
　1・2・3月生まれお誕生日
をお祝いします。おうちで作
れる写真付きバースデーカー
ドをプレゼントします。対象
の方はスタッフにお声かけく
ださい。（写真のお渡しが後日
になる場合があります）
●�日時　2月の各ひろば開催
日　終日
●�対象　1・2・3月生まれの
お子さん

　�LINE　�　　フェイスブック

インスタグラム

問NPO法人グローアップ
TEL080-3857-8119
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催し

人権教育・啓発推進協議
会人権研修会の開催
　南丹市人権教育・啓発推進
協議会では、市内におけるあ
らゆる人権問題の解決に向け
て活動を行っています。新型
コロナウイルスが流行してい
るなか、改めて人権について
考えてみませんか。
　皆さんのご参加をお待ちし
ています。
●日時　2月21日（日）�
　午後1時30分〜3時30分
●�場所　国際交流会館イベン
トホール　
●�内容　「コロナ禍の中、差
別と人権について考える」
●�講師　関西大学社会学部教
授　内田龍史さん
●�対象　南丹市在住・在勤・
在学の方
●定員　80人（先着順）
●�申込受付開始日　1月25日
（月）
●�申込方法　住所、氏名、電
話番号を、持参、電話、
FAX、Eメールのいずれか
でお申し込みください。後
日参加引換券をお送りしま
す。

問人権政策課　　　
TEL（0771）68-0015　
FAX（0771）63-2850

jinken@city.nantan.lg.jp

健康づくり教室を開催し
ます
●�日時　2月10日、24日（各
水曜日）午前10時30分〜
正午
●�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

※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

地域活動はじめの一歩塾
の参加者を募集します
　京都丹波地域の若者を対象
に、地域活動について学ぶ3
日間の連続セミナーを開催し
ます。座学やワークを通じ
て、「自分が持ってる能力って
何?」「誰かの役に立つことっ
て何?」という疑問を解決す
るヒントを見つけてくださ
い。
●日時　
・2月21日（日）
　午後1時〜午後4時30分
・2月23日（火・祝）
　午後1時〜午後4時30分
・2月28日（日）
　午後1時〜午後4時
※全日参加が基本です。
●会場　ガレリアかめおか
●�対象　もうちょっと今の自
分を活躍させたい若者、リ
アルなまちづくりに興味が
ある若者
●�申込方法　2月17日（水）ま
でに、二次元バーコードよ
りお申し込みください。

問NPO法人テダス
　 （火〜土　午前10時〜午後

7時）
TEL（0771）68-3555

 tedasu0827@design.zaq.
jp

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1日、15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3日、10日、17
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歳以上の女性の
方

＜エンジョイテニス（昼の部）
＞
●�日時　2月3日、10日、17
日、24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5日（月例大会）、
12日、19日、26日（各金
曜日）

　午前9時〜11時45分
●場所　陸上競技場
●参加費　300円（当日受付）
●対象　どなたでも
※�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
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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50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（50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、八木図書室
【日吉地域公共施設】日吉生涯学習センター、日吉図書室、日吉町郷土資料館
【美山地域公共施設】美山文化ホール、美山図書室
【�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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第361号 11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



12
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