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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
ますので、事前に確認いただ
きますようお願いします。

お知らせ
携帯電話エリアを整備し
ました
携帯電話等エリア整備事業
を活用し、新たに園部町法京、
八木町神吉の2地区で携帯電
話サービスの利用が可能にな
りました。
●サービス開始時期
令和3年4月1日から
●サービスを提供する事業者
株式会社ＮＴＴドコモ
問 情報課
TEL（0771）
68-0066

新型コロナワクチン接種
のお知らせ

野生鳥獣の被害防止捕獲
を実施しています

新型コロナワクチン接種
は、国の示す接種順位に基づ
き65歳以上の高齢者から順
次接種を開始します。
接種順位ごとの接種時期や
接種方法などについては、改
めてお知らせします。
接種開始に先立ち、令和3
年度中に65歳に達する方（昭
和32年4月1日以前に生まれ
た方）に、4月中旬に新型コ
ロナワクチン接種案内を送付
しますので、同封のクーポン
券や予診票を、ワクチン接種
日まで大切に保管してくださ
い。
なお、65歳以上の対象年
齢で4月末までに案内が届い
ていない方は、お問い合わせ
ください。
問 保健医療課
TEL（0771）
68-0016

シカやイノシシをはじめと
する野生鳥獣による農林作物
などの被害を最小限に食い止
めるため、南丹市猟友会捕獲
班による有害鳥獣駆除を年間
を通して実施しています。
山に入られる際は目立つ服
装をしていただくなど、事故
防止と併せて捕獲に対するご
理解ご協力をお願いします。
また、農作物等の被害が発
生し駆除を要望をされる場合
は、区長さんや農家（農事）組
合長さんを通じて農山村振興
課へご要望をお願いします。
問 農山村振興課
TEL（0771）
68-0012

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 4月21日（水）
午 前10時 ～11時15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

令 和4年
（2022年 ）度 以
降の成人式について
民法改正に伴い、令和4年
4月1日から成年年齢が20歳
から18歳に引き下げられま
す。成年年齢引下げ後の令和
4年度以降の南丹市成人式に
つきましても、20歳を対象
にした式典を継続します。
●名称
南丹市二十歳のつどい
●日時 成人の日の前日
●対象 式典を実施する年度
中に20歳に達する方
※18歳の多くは受験勉強や
就職活動など将来の進路に
関わる大切な時期であるた
め、教育的配慮が必要とな
ります。
≪裏面につづく≫
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20歳は、飲酒や喫煙など
全ての年齢制限が解除される
区切りの年齢であり、重要な
節目であることから、社会教
育の一環として改めて自分に
責任を持ち、自律した成人と
しての自覚を促す機会とし
て、南丹市では成年年齢引下
げ後も20歳を対象に新しい
門出をお祝いします。
問 社会教育課
TEL（0771）
68-0057

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3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31日（月）
●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（高校生及び専
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。
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※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
証明日を設けます。
●日時
①5月7日（金）
午後6時～8時
②5月16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、日吉支所１階
食堂、美山文化ホール会議
室１
※美 山文化ホールは5月7日
（金）のみ
問 子育て支援課
TEL（0771）
68-0017

第11回特別弔慰金が支
給されます
●支給対象者 戦没者などの
死亡当時のご遺族で、令和
2年4月1日時点で、恩給法
による公務扶助料や戦傷病
者戦没者遺族等援護法によ
る遺族年金などの受給者が
いない場合に、次の順番に
よる先順位のご遺族1人に
支給されます。
①令和2年4月1日までに、戦
傷病者戦没者遺族等援護法
による弔慰金の受給権を取
得した方
②戦没者などの子
③戦没者などの父母、孫、祖
父母、兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生
計関係を有していたなどの
要件を満たしているかどう
かにより、順番が入れ替わ
ります。
④上記①～③以外の戦没者な
どの三親等内の親族
問 ＝申込・問合せ先

※戦没者などの死亡時まで引
き続き1年以上の生計関係
を有していた方に限りま
す。
●支給内容 額面25万円、5
年償還の記名国債
●請求期間
令和5年3月31日まで
※請求期間を過ぎると今回の
弔慰金を請求できなくなり
ますので、ご注意ください。
●その他 請求される方の本
人 確 認 書 類（ 運 転 免 許 証、
健康保険の被保険者証な
ど）が必要ですので、ご持
参ください。代理人が手続
きされる場合は、請求者本
人と代理人、両方の本人確
認書類が必要です。
問 福祉相談課
TEL（0771）
68-0023

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（金）ですの
で、納期内に納付してくださ
い。今年度の軽自動車税（種
別割）納税通知書は4月中旬
に発送予定です。
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）
。4月30日以降に
車検を受ける場合は、令和3
年度の納税証明書が必要とな
ります。
スマートフォンのアプリ
（Pay Pay・LINE Pay 請求書
支払い）を使用して納付する
ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

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

軽自動車税（種別割）の減免申請について
4月1日現在において、次の①～④のいずれかに該当される方は、申請により本人または生計を同
一にする方の軽自動車税（種別割）の減免を受けることができます。
（1台のみ）
※自動車税（種別割）の減免と重複して受けることはできません。
軽自動車税（種別割）の減免を申請される方は、納税通知書がお手元に届いた後、申請期限までに
必要書類を揃えて税務課または各支所総務課へ申請してください。
減免の決定者には、後日「軽自動車税（種別割）減免決定通知書」および
「車検用の納税証明書」を送
付します。なお、軽自動車の使用状況によっては減免できないことがありますのでご了承ください。
●申請期限 4月30日（金）まで（本年度より、納期限までに変更しました。）
●必要書類 納税通知書（納付書）、減免申請書、車検証、障害者手帳など障がいの区分および級を
証するもの、運転者の免許証、納税義務者の印鑑・個人番号カードまたは通知カード
※減免申請書の様式は、市ホームページからもダウンロードできます。
●対象
①身体障害者手帳の交付を受けておられる方
※障がいの級別は総合の等級ではなく、個別の等級で判断します。
障がいの区分
障がいの級別
視覚障がい
1～4級までの各級
聴覚障がい
2～4級までの各級
平衡機能障がい
3級および5級
3級
音声機能障がい
（喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る）
上肢不自由
1～3級までの各級
下肢不自由
1～6級までの各級
体幹不自由
1～3級までの各級および5級
上 肢 機 能 1～3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性脳
病変による運動機能障がい
移 動 機 能 1～6級までの各級
心臓機能障がい
じん臓機能障がい
呼吸器機能障がい
1級、3級および4級
ぼうこうまたは直腸の機能障がい
小腸の機能障がい
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい
1～4級までの各級
肝臓機能障がい
②戦傷病者手帳の交付を受けておられる方
障がいの区分
重度障がいの程度または障がいの程度
視覚障がい
特別項症～第6項症までの各項症
聴覚障がい
特別項症～第4項症までの各項症
平衡機能障がい
特別項症～第2項症までの各項症（喉頭摘出による音
音声機能障がい
声機能障がいがある場合に限る）
≪裏面につづく≫
＝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366号
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障がいの区分

重度障がいの程度または障がいの程度
特別項症～第6項症までの各項症
特別項症～第6項症までの各項症および第1款症～第
3款症までの各款症

上肢不自由
下肢不自由
体幹不自由
心臓機能障がい
じん臓機能障がい
呼吸器機能障がい
特別項症～第3項症までの各項症
ぼうこうまたは直腸の機能障がい
小腸の機能障がい
肝臓機能障がい
③療育手帳の交付を受けておられる方のうち、重度の障がい（京都府発行の場合は療育手帳A）を有
する方
④精神障害者保健福祉手帳の交付を受けておられる方のうち、１級の障がいを有する方
●その他 その構造がもっぱら身体障がい者などの利用に供するための軽自動車（賃貸借により他に
貸し付けるものは除く）も減免の対象となります。
問 税務課
TEL（0771）
68-0004


令和3年度人間ドックの利用助成について
南丹市国民健康保険被保険者および後期高齢者医療被保険者の方を対象とした令和3年度短期人間
ドック利用助成の申請を4月16日（金）より受け付けします。
（年度内に1人1回限り）
受診日は5月1日（土）以降で予約してください。
●自己負担金
①国民健康保険被保険者：各受診機関の短期人間ドック受診費用のおおむね3割
②後期高齢者医療被保険者：各受診機関の短期人間ドック受診費用から11,000円を差し引いた額（本
年度から変更になります）
※基本健診部分以外のオプションは、全額個人負担となります。オプションの内容は、各医療機関
によって異なります。
●取扱医療機関
医療機関名
電話番号（ご予約・お問合せ先）
京都中部総合医療センター（健診センター直通） （0771）42-2566
明治国際医療大学附属病院
（0771）72-1221
京都工場保健会
（0120）823-053
御池クリニック
（075）823-3080
四条烏丸クリニック
（0120）012-770
京都予防医学センター
（075）811-9137
京都桂病院
（075）392-3501
※全ての医療機関で、頭部MRI（脳ドック）の受診ができます。
※頭部MRI（脳ドック）は、オプション（全額個人負担）です。
●利用方法
①受診を希望される医療機関に受診日、受診内容の予約をしてください。
②被保険者証を持参の上、受診日の2週間前までに市民課または各支所総務課で人間ドック利用助成
の申請書を提出してください。
（申し込み時に予約いただいた受診日、受診内容等を確認します）
③後日、市から送付する短期人間ドック「利用券」を必ず持参の上、取扱医療機関で受診してください。
なお、予算の範囲内での助成となりますので、ご希望に添えない場合があります。
※人間ドック利用券の申請をせずに受診された場合は、全額個人負担となりますのでご注意くださ
い。
●対象者
＜国民健康保険短期人間ドック利用助成の対象となる方＞
南丹市国民健康保険被保険者で次の①～③全てに該当する方
①南丹市国民健康保険に6カ月以上加入している方
4
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問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

②納期到来の国保税を完納している世帯に属する方
③当該年度に南丹市市民健診を受けていない方
※令和3年度内に次の年齢に到達される方、または、令和2年度内に一度も医療機関などで受診され
なかった世帯の方は、令和3年度の人間ドック基本健診部分の自己負担金が無料となります。
（オプ
ションは全額個人負担）
・満30歳…平成3年4月2日～平成4年4月1日生まれ
・満40歳…昭和56年4月2日～昭和57年4月１日生まれ
・満50歳…昭和46年4月2日～昭和47年４月１日生まれ
・満60歳…昭和36年4月2日～昭和37年４月１日生まれ
＜後期高齢者短期人間ドック利用助成の対象となる方＞
南丹市民の方で、次の①～③全てに該当する方
①京都府後期高齢者医療広域連合の被保険者である方
②納期到来の後期高齢者医療保険料を完納している方
③当該年度に南丹市市民健診を受けていない方
問 市民課
TEL（0771）
68-0011


人材募集
南丹市職員採用試験の実施について
令和3年度（令和3年10月採用および令和4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
平成8年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた人で、大
（大卒のみ） 学を卒業または令和4年3月末までに卒業見込みの人
一般事務
5名程度
昭和56年4月2日から平成8年4月1日までに生まれた人で、高
社会人試験 等学校以上の学校を卒業し、民間企業などでの職務経験が3年
以上ある人
平成8年4月2日以降に生まれ、令和4年3月末までに保育士資
一般試験
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56年4月2日以降に生まれた人で「保育士」または「幼稚園
幼稚園教諭
社会人試験 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6年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた人で、短
一般試験
大以上の学校において、土木の専門課程を卒業した人または
技師職
令和4年3月末までに卒業見込みの人
若干名
（土木・水道）
昭和56年4月2日以降に生まれた人で、土木関係または水道関
社会人試験
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30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10日(月)まで
●受付時間 午前8時30分～午後5時15分
※市ホームページからもダウンロード可能
※要項配布、受付ともに土・日・祝日を除く
●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
＝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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相談会

新刊図書のご案内

出張がん個別相談のお知
らせ

南丹市立図書館「新刊図書」のご案内

「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 4月20日（火）
午後1時30分～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
たは看護師
●申込方法 実施日前日の午
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
ンターでは電話および対面
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
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南丹市立図書館の新刊図書の一部を紹介します。
＜一般書＞
◆毎日を自分らしく生きるための小さいノート活用術（高橋拓
也）◆思考からの逃走（岡嶋裕史）◆わたしの、本のある日々（小
林聡美）◆マンガでわかる災害の日本史（磯田道史）◆渋沢栄一
（鹿島茂編）◆心、震える世界の旅先◆新人のための『仕事のミス
ゼロ』チェックリスト50（藤井美保代）◆保育のピアノ伴奏12か
月人気156曲（西東社編集部編）◆世界史は化学でできている（左
巻健男）◆かぐわしき植物たちの秘密（田中修，丹治邦和）◆野生
ミツバチの知られざる生活（トーマス・シーリー）◆図解自力で
治す！慢性副鼻腔炎アレルギー性鼻炎（北西剛）◆ひとり暮らし
で知りたいことが全部のってる本（主婦の友社編）◆もっと！魔
法のてぬきおやつ（てぬキッチン）◆小さい農業で暮らすコツ（新
藤洋一）◆農家が教える草刈り・草取りコツと裏ワザ（農文協編）
◆山を買う（福崎剛）◆南正時の知られざる廃線（南正時）◆ディ
ズニー切り紙あそび（桜まあち）◆水のように（浪花千栄子）◆最
大効果のウォーキング
（中野ジェームズ修一）◆人がつなぐ源氏
物語（伊井春樹）◆和菓子迷宮をぐるぐると（太田忠司）◆飛び立
つ君の背を見上げる（武田綾乃）◆転職の魔王様（額賀澪）◆ヴィ
ンテージガール（川瀬七緒）◆遠足はたまごサンド（渡辺淳子）◆
時効の果て（堂場瞬一）◆ろうの両親から生まれたぼくが聴こえ
る世界と聴こえない世界を行き来して考えた30のこと（五十嵐
大）◆少年は世界をのみこむ（トレント・ダルトン）
＜児童書＞
◆モノのなまえ事典（杉村喜光）◆なんではだかははずかしいの?
（NHKEテレ「Q〜こどものための哲学」制作班編）◆ドラえもん探
究ワールド地理が学べる世界の家づくり（藤子・ F・不二雄）◆名
文に学ぶ授業に役立つ書くコツ!１読書感想文（白坂洋一監修）◆
高校生からの韓国語入門（稲川右樹）◆わたしの気になるあの子
（朝比奈蓉子）◆青の読み手（小森香折）◆図書室の奥は秘密の相
談室（櫻井とりお）◆やさしい旧約聖書物語（犬養道子）◆やさし
い新約聖書物語（犬養道子）
＜絵本＞
◆はからはじまるカルシウムのはなし（伊沢尚子）◆ぴぽん
（内田
麟太郎）◆うろおぼえ一家のおかいもの（出口かずみ）◆はらす
きー（あきやまただし）◆おにぎり!（石津ちひろ）◆会いたくて会
いたくて（室井滋）◆１１１本の木（リナ・シン）◆クマとこぐま
のコンサート（デイビッド・リッチフィールド）◆しりとり（安野
光雅）◆いぬとふるさと（鈴木邦弘）
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

問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

催し
令和3年度「さくら楽習
館」受講生募集
絵手紙や栄養講座などの生
涯学習講座「さくら楽習館」を
開講します。お誘い合わせの
上お申し込みください。
●期間
令和3年4月～令和4年3月
●内容 開講式、閉講式を含
め5回開催
●受講資格 南丹市在住の市
民
●受 講料 参加講座1回につ
き100円。講座内容により
実費徴収の場合あり
●申 込方法 社会教育課
（市
役 所 本 庁2号 庁 舎 １ 階 ）、
八木市民センター、日吉生
涯学習センター、社会教育
課美山担当（美山支所内）の
いずれかへ、お申込みくだ
さい。
（申込用紙は各事務所
に備え付けてあります）申
し込みされた方には、講座
の案内を送付します。
※1年を通して募集していま
す。
※申込時期により、終了して
いる講座があります。
問 社会教育課
TEL（0771）
68-0057
FAX（0771）
63-2850

春季特別展「岡村宇太郎
花鳥・動物画の魅力」
南丹市園部町出身の画家岡
村宇太郎が没後50年の節目
をむかえることからその画業
を振り返る回顧展を開催しま
す。併せて宇太郎が所属した
国画創作協会メンバー19人
の作品を紹介します。
●日時 5月16日（日）まで
午前9時～午後5時
※入館は閉館30分前まで
●場所 南丹市立文化博物館
●入 館 料 大 人310円 高
＝メールアドレス

校・大学生200円 小・中
学生100円
※市内在住・在校の小・中学
生は無料
※20名以上の団体は2割引
※身体障がい者手帳・療育手
帳・精神障がい者保健福祉
手帳・戦傷病者手帳を持つ
方とその介護者は半額
問 文化博物館
TEL（0771）
68-0081
毎 週 月 曜 日、5月6日（ 木 ）
休館※5月3日（月）は開館

南丹市園部女性の館講座
のご案内
物作りを通した出会いと触
れ合いの場づくりを目的に講
座を開催します。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8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23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

HP ＝ホームページアドレス

英会話講座の受講生を募
集します（社会人対象）
社会人対象の英会話講座の
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。
＜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 いずれも10名（先着
順）
●申込方法 希望教室、住所、
氏名、年齢、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。
＜ 社 会 人 英 会 話 講 座（ リ フ
レッシュ・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12日～7月14日
の毎週水曜日 午後7時～
8時30分
●場 所 アスエルそのべ 3
階 小研修室
●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
●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14日～7月16日
の毎週金曜日 午後2時～
3時30分
●場所 iスタやぎ 会議室1
●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
≪裏面につづく≫

〒 ＝郵便番号・住所
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●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11日～7月13日
の毎週火曜日 午後7時～
8時30分
●場 所 アスエルそのべ 3
階 小研修室
●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
●参 加費 9,000円（全10回
分）※初回徴収
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

南丹やぎの青空市
4月 か ら、 め ぇ め ぇ マ ー
ケットとして開催します。
詳しくはお電話で。
●日時 毎月第4土曜日
午前10時～午後3時
●場所 八木町本町通り商店
の駐車場
●出店参加費 参加店募集中
年会費1店舗3,000円
参加費毎回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（めぇめぇマーケット）
廣瀨
TEL 090-4290-2084

8

令和3年（2021年）4月9日発行

地域密着型の直売所「～
自然の恵み～畑郷家」
日吉町畑郷で育った農薬・
化学肥料不使用の野菜や山の
一番水で育てた減農薬米のほ
か、地域の方が制作された自
然素材の工芸品を販売してい
ます。
●日時 毎週土曜日、日曜日
午前9時～午後5時
※平 日も販売していますが、
電話をいただいてから野菜
の収穫をします。
●場 所 日 吉 町 畑 郷 八 坂
45-1
問 畑郷家
TEL（0771）
74-0330

丹波自然運動公園からお
知らせ
＜太極拳教室＞
●日時 4月23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
＜丹波ちびっこまつり＞
●日時 5月5日（水・祝）
午前10時～午後3時
●場所 子どもの広場・体育
館周辺
●内 容 乗 り 物 コ ー ナ ー、
フラ イ ン グ デ ィ ス ク コ ー
ナー、ステージコーナー、
お楽しみコーナー、特設売
店など。この日だけは子ど
もたちが主役！
＜ツリークライミング教室＞
【要予約】
●日時 5月5日（水・祝）
午 前10時 ～ 午 後3時30分
（体験時間約60分）
●場所 こどもの広場
●内容 専用のロープを使用
して木に登る
●参加費 1,000円
●定員 80人（先着順）
●対象 小・中学生
●申込方法 前日までに、住
問 ＝申込・問合せ先

所、氏名、年齢、電話番号
をご記入の上、はがき、Ｆ
ＡＸ、Ｅメールのいずれか
でお申し込みください。
＜テニス教室 昼の部＞
【要予約】
●日時 5月12日～6月30日
の全8回（毎週水曜日）
午後1時30分～3時30分
●場所 テニスコート
●内容 初心者・初級者向け
のテニス教室。初めての方
歓迎です！
●参加費 5,000円
●定員 50人
●対象 18歳以上
●申込方法 当日までに、住
所、氏名、年齢、電話番号
をご記入の上、はがき、Ｆ
ＡＸ、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。参加される
前に開催状況を必ずご確認
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

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
＝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366号
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なんたんテレビ（11ch）番組表（令和3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）
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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