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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。

ため池の適正な管理につ
いて
　ため池は、日ごろから堤体
の草刈りなどの適正な管理を
お願いします。特に、豪雨や
長雨に備え、次の点に注意し
てください。
●�洪水吐（こうずいばき）は、
ため池の規定水位を保つた
めの重要な施設です。土の
うや角落しなどでせき上げ
して貯水量を増やすこと
は、ため池の決壊を招く恐
れがありますので、絶対や
めましょう。
●�洪水吐に流木などの浮遊物
がある場合、流れを阻害し
ますので除去しましょう。
●�天気予報に注意し、降雨に
備え、事前に池の水位を下
げましょう。（増水時に水位
を下げるため、ため池に近
づくことは大変危険です。）
●�農閑期には、低水位管理を
行い、ため池下流の安全を
確保しましょう。
※�濁った漏水など、異変に気
付かれた場合はご連絡くだ
さい。

問農業推進課
TEL（0771）68-0060

納期限のお知らせ

＜令和3年5月31日（月）納期
限＞
・�固定資産税・都市計画税第
1期分

問税務課
TEL（0771）68-0004
・保育所保育料等5月分
・保育所延長保育料4月分
・一時保育料4月分
・幼稚園給食費5月分
・幼稚園預かり保育料4月分
・すこやか学園使用料5月分
問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017
・市営住宅使用料5月分
問営繕課　
TEL（0771）68-0062
・学校給食費5月分
問学校教育課
TEL（0771）68-0056
・�放課後児童クラブ負担金5
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、市税や一部料金
では、スマートフォンアプ
リやクレジットカードで納
付が可能です。

お知らせ

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。
●日程　6月11日（金）
　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
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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
お願いいたします。
●対象館　美山図書室
※�中央図書館・八木図書室・
日吉図書室は通常通り開館
します。
●�期間　６月21日（月）～25
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

情報公開制度などの実施
状況について
　南丹市情報公開条例および
南丹市個人情報保護条例の規
定により、令和２年度におけ
る情報公開制度および個人情
報開示制度の実施状況を取り
まとめましたので、お知らせ
します。
●情報公開制度
　請求件数82件
　　処理状況
　　　公開件数44件
　　　部分公開件数9件
　　　非公開件数12件
　　　不存在件数17件
　　　取下件数0件
※�実施機関別の請求内訳は、
市長（水道事業および下水
道事業の管理者の権限を行
う市長を含みます。以下同
じ。）に対する請求が68件、
教育委員会への請求が14
件でした。

※�請求者区分の内訳は、「市内
個人」が15件、「市内法人」
が44件、「市内在勤個人」が
1件、「利害関係人」が14件、
「その他」が8件でした。
●個人情報開示制度
　請求件数9件
　　処理状況
　　　開示件数4件
　　　部分開示件数5件
　　　非開示件数0件
　　　不存在件数0件
　　　取下件数0件
※�実施機関別の請求内訳は、
市長に対する請求が9件で
した。
※�請求者区分の内訳は、「本
人」が9件でした。

問総務課　
TEL（0771）68-0002　
FAX（0771）63-0653

クラブミーティングルー
ム登録団体を募集します
　日吉生涯学習センターで
は、令和3年度クラブミー
ティングルーム利用に係る登
録申請を受け付けています。
登録された団体はクラブミー
ティングルームを年間に何度
でも利用できます。
●�使用期間　7月1日～令和4
年3月31日
●使用時間　
　午前9時～午後10時
●�休室日　日吉生涯学習セン
ターの休館日に準じます。
●登録団体　
（1）�団体の構成員が５人以上

であって、その半数以上
が市内に住所を有する者
または市内に通勤（通学）
する者であること

（2）�生涯学習または文化芸術
活動の推進に寄与する団
体であること

（3）�センターの運営に積極的
に協力できる団体である
こと

●�登 録 料　 年 間15,620円
（10月以降の半期分は、
7,810円）
●�申込方法　6月24日（木）ま
でに団体構成員名簿、活動
実績・活動計画関係書類を
添付し、日吉生涯学習セン
ターまで申し込みくださ
い。

問日吉生涯学習センター
TEL（0771）72-3300　
FAX（0771）72-3311

令和３年度地域交響プロ
ジェクト交付金について
　京都府は、見守り・生活支
援、子育て、ひきこもり、防
災などの課題に地域が継続し
て取り組めるよう地域交響プ
ロジェクト交付金を交付しま
す。
　詳しくは京都府ホームペー
ジまたは地域振興課・各支所
総務課で配架している募集要
領で確認してください。
●募集期間　
　6月30日（水）まで
問地域振興課
TEL（0771）68-0019
FAX（0771）63-0653

chiiki@city.nantan.lg.jp

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
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令和３年度慰霊巡拝の実施について

　旧主要戦域や遺骨収容のできない海上において、戦没者を慰霊するため、慰霊巡拝が実施されます。
慰霊巡拝地域 実施予定期間 申込締切日地　　名

１ ビスマーク諸島 10月��9日（土）～10月16日（土） 6月��2日（水）
２ トラック諸島 10月22日（金）～10月27日（水） 6月11日（金）
３ ミャンマー 11月11日（木）～11月19日（金） 6月11日（金）
４ 硫黄島（１次） 11月��9日（火）～11月10日（水） 7月��7日（水）
５ フィリピン（１班・２班・３班） ��2月17日（木）～�2月24日（木） 9月��3日（金）
６ 硫黄島（２次） ��3月��1日（火）～�3月��2日（水） 10月15日（金）
※�今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況や現地の治安状況を踏まえ、慰霊巡拝の実施が見合
わされる場合があります。
※実施予定期間は、相手国の都合により変更される場合があります。
※参加遺族については選考基準があり、巡拝費用についても参加者負担があります。
問福祉相談課　
TEL（0771）68-0023

●助成予防接種実施期間　
　令和4年3月31日（木）まで
●助成申請受付期間　
　令和4年3月31日（木）まで
●�助成金額　麻しん風しん
（ＭＲ）予防接種は、6,000
円
　�風しん（Ｒ）予防接種は、
4,000円
　�　ただし、助成回数は平成
25～令和2年度事業を含め
1人1回のみです。
　�　予防接種費用が助成金額
を下回る場合は、低い方の
金額を助成します。
　�　生活保護世帯の方は、全
額助成となります。
●�申請方法　医療機関で予防
接種を受け、費用を全額支
払い後、保健医療課または
各支所窓口で申請の手続き
を行なう。
●必要書類　
①�予防接種費用助成金交付申
請書
②印鑑
③�助成金振込先の金融機関口
座番号が確認できるもの
④�医療機関発行の予防接種領
収書の原本（氏名、予防接
種名、接種日、金額記載の
ものレシート不可）�

令和3年度風しん予防接
種費用助成事業について
　風しんは妊娠初期に感染す
ると、胎児に先天性風しん症
候群をおこす可能性がありま
す。感染を予防するためには、
予防接種が効果的です。
　南丹市では、先天性風しん
症候群の発生を予防するため
の対策として、次のとおり風
しんの予防接種費用を一部助
成します。
●�助成対象者　接種当日、南
丹市に住民票を有する方
で、風しんの抗体検査等で
抗体価が低く（注1）、かつ
下記のいずれかに該当する
方
①妊娠を希望する女性
②抗体価が低い妊婦の同居者
（注�1）HI法又はEIA法による

検査で、HI価が1:16以下、
あ る い はEIA-IgG価8.0�
未満を「抗体価が低い」と
判定する）ただし、過去に
助成を受けた方は、対象
となりません。

●�助成対象予防接種　麻しん
風しん（ＭＲ）予防接種また
は、風しん（Ｒ）予防接種

⑤�風しん抗体検査結果（母子
手帳可）
⑥�抗体価の低い妊婦の同居者
は母子手帳・同居の妊婦の
風しん抗体検査結果（母子
手帳に記載されていれば不
要）・同居の有無が分かる
書類（保険証、免許証等）�
⑦�風しん予防接種費用助成金
請求書
●�助成方法　助成決定者に
は、助成決定金額を指定口
座に振り込みます。
※�注意事項　女性は、予防接
種前1カ月から予防接種後
2カ月は避妊しなければな
りません。妊娠中の人は、
予防接種は受けられませ
ん。
※�京都府が風しん抗体検査の
助成事業を実施しておりま
す。詳しくは南丹保健所
　�TEL（0771）62-4751にお問
い合わせください。

問保健医療課
TEL（0771）68-0016
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指定難病医療受給者証を
お持ちの方へ　　
　現在お持ちの受給者証の有
効期間の終了が近づいてきて
います。引き続き支給認定を
申請される方は、次の期間内
に手続きを行ってください。
●�受付期間　6月1日（火）～7
月30日（金）
●�受付時間　午前9時～正午
および午後1時～5時
※土日祝日を除く
●�受付場所　京都府南丹保健
所
※�新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、可能な限り、
郵送での申請をお願いしま
す。

問京都府南丹保健所保健課　
TEL（0771）62-2979

人材募集

南丹市地域おこし協力隊
の募集について
　市では「定住促進」を重点
テーマに掲げて、市の魅力や
特長を十分に発揮し、将来に
わたって持続可能なまちづく
りを進めています。本年度、
地域おこし協力隊として「定
住促進と移住支援」「地域資源
を活用した起業や特産品開発
等のサポート」「情報発信」「隊
員の特性を生かした地域振興
に関する活動」を行う方を新
たに募集します。
　市民の皆さまのご家族、ご
友人などで、南丹市へのＵ
ターンやＩターンをお考えの
方がおられましたら、募集に
ついてお知らせいただきます
ようお願いします。
●応募要件
※�詳細は市ホームページをご
覧いただくかお問い合わせ
ください。

・�現在、都市地域等に居住さ
れている方で、委嘱後、南
丹市に住民票を移すことの
できる方
・�令和3年4月1日現在で20
歳以上50歳未満の方
・地域の活性化に意欲のある
　方
・普通自動車免許を持つ方
・�ワード・エクセルなどのパ
ソコンの基礎的な操作がで
きる方　ほか
●募集人数　若干名
●�活動時間　1月あたり120
時間（1日当たり7時間30
分の16日間相当）
●�任用期間・任用形態　令和
3年9月1日から任期1年以
内での委嘱（最大3年まで
延長が可能です）
●待遇
・�隊 員 謝 礼 と し て 月 額
205,000円を支払います
・�傷害保険および個人賠償責
任保険に加入します
・�雇用関係はありませんので
健康保険、雇用保険には加
入しません
●募集期間　
　6月9日（水）まで
●�応募方法　市ホームページ
から様式をダウンロード
し、郵送または持参してく
ださい

問地域振興課
TEL（0771）68-0019

chiiki@city.nantan.lg.jp

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　6月8日（火）
　�午後1時30分～午後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　

女性相談日のお知らせ

　女性が直面するさまざまな
悩みを、専門の女性カウンセ
ラーがともに受けとめ、整理
するお手伝いをします。どん
なことでもご相談ください。
●�日 時　6月9日、23日、7
月14日、28日
※いずれも水曜日
①午後１時～、②午後２時～
※相談は１人１時間以内
●�申込方法　事前に電話でお
申し込みください。

問人権政策課　
TEL（0771）68-0015

南丹市公式SNSをご覧ください

　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。

LINE YouTubeインスタグラム
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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

子育て支援（催し）

子育てすこやかセンター
７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。7月の事業の
申し込み受付は、5月31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
※�気象警報発表時は、事業を
中止する場合があります。

＜子育て広場0歳～＞
●�日時　7月8日（木）午前10
時30分～11時30分
●�内容　栄養士による「ゆっ
くり、あんしん、離乳食」

＜子育て広場１歳～＞
●�日時　7月6日、13日、20
日、27日（毎週火曜日）　
　�午前10時30分～11時30
分
●内容　水遊び
※�水着（水遊び用パンツ、お
むつ）、タオル、着替え、
帽子、お茶をご持参くださ
い。

＜お話会＞
●日時　7月14日（水）
　午前10時30分～11時
＜親子リトミック＞
●日時　7月28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

子育てすこやかセンター
日曜講座開催のお知らせ
　平日は仕事のため、南丹市
子育てすこやかセンターに来
ることができないお父さん、
お母さんが子どもと一緒に遊
び、子育て仲間と出会い、子
育てが楽しいと感じるきっか
け作りを目的として、日曜講
座を開催します。
●�日時　7月25日（日）午前
10時～11時30分（受付：
9時30分～）
※�9時45分までにお集まりく
ださい。
●�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
よる人形劇鑑賞
●�対象　0歳から保育所、幼
稚園に入園するまでの子と
その親
●�定員　家族10組（先着順）
●�申込方法　開催日までに電
話で申し込んでください。
※�気象警報発表時は、事業を
中止する場合があります。

問 南丹市子育てすこやかセン
ター　

TEL（0771）68-0082

子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」（６月）

＜各ひろば共通事項＞
○�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。
○�お茶、オムツなど、お子さ
んに必要な物をお持ちくだ
さい。
○�要申込の講座は、事前にお
電話ください。
○�予定を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Ｌ
ＩＮＥ・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。

６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
・�6月19日（土）午後1時～3
時　そよかぜ美山
・�6月21日（月）午後1時～3
時　そよかぜ八木
・�6月22日（火）午後1時～3
時　そよかぜ日吉（おいで
家）
・�6月25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、事前にお問合
せください。

問社会福祉課
TEL（0771）68-0007

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　6月15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
●�予約　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。
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＜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
（ジュジュ）」（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、 同
場所で、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利
用できます。
※�車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2・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　6月8日（火）
○美山ひろば　6月10日（木）
○八木ひろば　6月16日（水）
○園部ひろば（横田公民館）　
　6月24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）　６
月17日（木）
○�美山ひろば　6月24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　6月18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　おおむね産後６カ月
くらいまでの産婦の方
●参加費　700円
＜マタニティ　カフェ＞
　長いようで短いマタニティ
ライフ。同じ気持ちで、同じ
地域で、同じ時間を過ごして
いる人と情報を共有できるっ
て素敵ですね。楽しくお茶を
しながら話して、気分転換し
ませんか。
●日時　6月19日（土）　
　午前10時30分～正午
●�場所　コミュニティスペー
ス「気になる木ＪＵＪＵ」
●対象　妊娠中の方
●参加費　300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　6月28日（月）午前
10時～11時30分※先着
15名程度
●�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

問ＮＰＯ法人グローアップ
TEL080-3857-8119

催し

歌声喫茶を開催します

　季節の童謡・唱歌や懐かし
いヒットソングなどを生伴奏
で一緒に歌い、楽しいひと時
を過ごしませんか？６月は会
場をこれまでより広い旧五ケ
荘小学校の体育館に変更し開
催します。
●日時　6月6日（日）
　午後2時～午後3時半頃
●�場所　森の学舎五ケ荘　体
育館�（旧五ケ荘小学校）�
●運営協力費　500円
※中学生以下は無料��
※�水分補給用の飲み物をご持
参ください

問わっかっか！　
TEL080-9753-9402　

minori.earth@gmail.com

LINE

Instagram

Facebook
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健康づくり教室を開催し
ます
●�日 時　6月9日、23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、
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

すぎなの会　書展 
ありがとう森与兵衛先生
　園部で50年余りご指導頂
いた森先生への感謝をこめ
て、先生の書とともに「すぎ
なの会書展」を開催します。
●�日時　6月18日（金）～20
日（日）午前9時～午後5時
ただし、20日は午後4時ま
で
●�場所　園部文化会館3階大
研修室

問小林康夫　
TEL080-4253-6489

koba276489@yahoo.co.jp

生涯学習講座「パンづく
り教室」受講者募集
　気軽においしくつくれる手
ごねパンづくり教室を開講し
ます。今回は「クロックツナ」
を作ります。
●�日時　6月24日（木曜日）、
午前10時～午後1時
●�場所　八木市民センター
（八木支所3階）料理実習室
●�講師　竹内由美さん、永
田真由美さん（MAMA’S��
BREAD）
●�受講料　1,000円（材料費
を含む）
※�参加時にお支払いくださ
い。
●�準備物　エプロン・三角巾・

マスク・手拭きタオル・布
巾2枚、あればデジタルス
ケールとミトン
●�対象者　南丹市在住・在勤
の成人
●定員　先着10人
●�申込方法　6月1日（火）～
22日（火）の間に八木市民
センターにお越しいただく
か、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。

問八木市民センター　
TEL（0771）42-3132　
FAX（0771）42-3133
　（月曜・祝日休館）

南丹市生涯学習講座「イ
ラスト教室」受講者募集
　イラストレーター上仲竜太
さんによるイラスト教室を開
講します。日々の暮らしの中
でイラストを楽しみ、誰でも
簡単にイラストを描いたり
作ったりするコツを教えてい
ただきます。いろいろな分野
のお仕事や趣味に活かすこと
ができます。
　上仲竜太さんのイラスト作
品を6月1日（火）より八木支
所1階ギャラリーで展示しま
す。
●�日時　6月26日（土）、7月
3日（土）、いずれも午後3
時～午後5時
●�場所　八木市民センター
（八木支所3階）研修室1・2
●�費用　受講料1,000円（材
料費を含む）
※�初回参加時にお支払いくだ
さい
●�内容　今回は穴開けハトメ
で形を切り抜いて動物のイ
ラストをつくります。ペン
や絵筆の画材の描線とはま
た違った表現となり面白い
効果が生まれます。
●�持ち物　小型のハンマー
（金槌）、カッターナイフ、
30㎝ものさし、ハサミ、
筆記用具

●�対象者　南丹市在住・在勤
の成人
●�定員　先着10人
●�申込方法　6月1日（火）～
22日（火）の間に八木市民
センターにお越しいただく
か、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。

問八木市民センター
TEL（0771）42-3132
FAX（0771）42-3133
　（月曜・祝日休館）

令和３年度女性の館講座
の受講生を募集します
　女性の館では、さまざまな
手作り作品に取り組むととも
に、受講生の交流を深めてい
ます。初めての方も男性の方
も大歓迎です。
＜フラワーアレンジメント＞
　生花、ドライフラワー、アー
ト類を使って、四季折々のフ
ラワーアレンジメントを行い
ます。
●�日 程　7月3日、8月7日、
9月4日、10月2日、11月
6日、12月4日（各土曜日）
●時間・場所　
　�午前10時～正午：美山文
化ホール1階会議室
　�午後1時30分～3時30分：
園部女性の館
●講師　森谷万知子さん
●定員　15人
●�持ち物　生け花用はさみ、
持ち帰り袋

＜こもの物語＞
　ハナミズキ壁掛け、パッチ
ワークのカバン、干支壁掛け
を作ります。
●�日 程　7月2日、8月6日、
9月3日、10月1日、11月
5日、12月3日（各金曜日）
●�時間　いずれも午前10時
～正午
●場所　園部女性の館
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●講師　沼田尚美さん
●定員　15人
●持ち物　裁縫道具
＜布あそび＞
　手毬をつくります。12月
は来年の干支をつくります。
●�日程　7月10日、8月14日、
9月11日、10月9日、12
月11日（各土曜日）
●�時間　いずれも午前10時
～正午
●場所　園部女性の館
●講師　布2の会
●定員　15人
●持ち物　裁縫道具
＜エコクラフト＞
　クラフトテープでカバン、
籠を編みます。
●�日 程　7月6日、8月3日、
9月7日、10月5日、11月
2日、12月7日（各火曜日）
●�時間　いずれも午後1時30
分～3時30分
●場所　園部女性の館
●講師　中村裕予さん
●定員　15人
●�持ち物　洗濯ハサミ20個、
工作用ハサミ、ボンド

＜さをり織り＞
　さをり織りの機械織り体験
をします。
●�日時　7月29日、8月26日、
9月30日、10月28日（ 各
木曜日）のいずれか一日�
●�時間　いずれも午前10時
30分～午後3時30分（一日
講座）
●場所　園部女性の館
●講師　松本悦子さん
●定員　15人
●持ち物　裁縫道具、お弁当
＜切り絵＞
　切り絵の体験をします。
●�日時　7月10日、8月14日、
9月11日、10月9日（各土
曜日）
●�時間　いずれも午後1時30
分～3時30分
●場所　園部女性の館
●講師　津村陽子さん

●定員　15人
●持ち物　細目のカッター
＜共通事項＞
●�運営協力金　各講座とも1
回500円
※�初回講座時に全回数分をお
支払いください。材料費は
別途必要です。
●対象　どなたでも
●�申込方法　6月19日（土）ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。申込者には、はがき
で詳細を連絡します。
※�各講座の都合により講座を
中止したり、日程を変更す
る場合があります。

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

丹波自然運動公園から
お知らせ

＜レディーススポーツデー＞
●�日時　6月2日、9日、16日、
23日、30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

＜グラウンド・ゴルフのつど
い＞
●�日時　6月4日（月例大会）、
11日、18日、25日（各金
曜日）午前9時～11時45分
●場所　球技場
●参加費　300円（当日受付）
＜さつき山野草展＞
●�日時　6月4日（金）～6月6
日（日）午前9時～午後5時
●�場所　京都トレーニングセ
ンター　入口ロビー
●�内容　愛好家の方々によっ
て丹精こめて育て上げられ
た作品を展示
●入場料　無料

＜天文教室＞【要予約】
●�日時　6月26日（土）午後7
時～9時
●場所　丹波天文館
●�内容　月・金星・春～夏の
星座などの観望してみよう
●参加費　300円
●定員　3家族（予定）
●�対象　小学生以上（小・中
学生は保護者同伴）
●�申込方法　前日までに、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。

＜グラウンド・ゴルフ大会＞
【要予約】
●�日時　6月29日（火）午前9
時～競技開始
●�場所　陸上競技場・補助競
技場
●�内容　48ホールストロー
クプレーによる個人戦
●�参加費　1,500円（お弁当・
お茶付き）
●定員　240名（予定）
●対象　どなたでも
●�申込方法　5月29日午前9
時より受付開始。住所、氏
名（ふりがな）、性別、生年
月日、電話番号、ＦＡＸ番
号を必ずご記入の上、はが
き、ＦＡＸ、Ｅメールのい
ずれかでお申し込みくださ
い。
※�当日受け付けの事業は申し
込み不要です。ご参加され
る前に必ず開催状況をご確
認ください。

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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なんたんテレビ（11ch）番組表（令和3年6月1日〜15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）


