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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。

発令された場合は、全員避難
してください。
問危機管理対策室　
TEL（0771）68-0021

7月は「社会を明るくす
る運動」強調月間です
　今年で第71回を迎えた「社
会を明るくする運動」は、す
べての国民が、犯罪や非行の
防止と、あやまちを犯した人
の立ち直りについて理解を深
め、それぞれの立場において
力を合わせ、犯罪や非行の無い
安全で安心な地域社会を築こ
うとする全国的な運動です。
　南丹市でも、毎年、強調月
間の期間中に啓発活動を行っ
ています。
～犯罪や非行を防止し、立ち
直りを支える地域のチカラ～
問人権政策課　
TEL（0771）68-0015

児童手当の現況届・定期
払についてのお知らせ
　6月分以降の手当を受け
取っていただくためには現況
届の提出が必要です。必要書類
を添えて提出してください。
　提出がない場合および必要
な添付書類が不足する場合
は、6月分以降の手当がお支
払いできなくなりますのでご
注意ください。
●現況届提出期限　
　6月30日（水）
●定期払スケジュール
　10月、2月、6月にそれぞ
れの前月分までの手当を支給
します。支給日は10日です。

問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017
�kosodate@city.nantan.lg.jp

国民年金保険料免除につ
いて
　経済的な理由などで国民年
金保険料を納付することが困
難な場合には、保険料の納付
が免除・猶予となる「保険料
免除制度」や「納付猶予制度」
があります。
　令和3年度分（令和3年7月
分から令和4年6月分まで）国
民年金保険料免除の受付は、
令和3年7月1日から開始され
ます。市役所または年金事務
所で手続きをしてください。
　また、失業などにより保険料
を納付することが経済的に困
難になったものの、申請を忘
れていた期間がある方はご相
談ください。申請時点の2年1
カ月前の月分までさかのぼっ
て申請することができます。
　保険料が納め忘れの状態
で、万一、障害や死亡といっ
た不慮の事態が発生すると、
障害年金や遺族年金を受けら
れない場合があります。
問ねんきん加入者ダイヤル：
TEL（0570）003-004
※�050で始まる電話でおかけ
になる場合は�

TEL（03）6630-2525（一般電話）
問�日本年金機構京都西年金事
務所

TEL（075）323-1170
〒�615-0883　京都府京都市
右京区西京極南大入町81

HPhttps://www.nenkin.go.jp/

お知らせ

避難情報が改正されまし
た
　災害対策基本法の改正によ
り、令和３年5月20日から「避
難勧告」は廃止され「避難指
示」に一本化されました。
　新たな警戒レベルは、レベ
ル3が「高齢者等避難」、レベ
ル4が「避難指示」、レベル5
が「緊急安全確保」です。避難
指示は、これまでの避難勧告
のタイミングで発令されるこ
とになります。
　警戒レベル４「避難指示」が
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市営住宅（公営住宅）の
入居者を募集します
●申込資格　
①�現に住宅に困窮しているこ
とが明らかであること。
②�現に市内に住所または勤務
場所があること。
※�他に、収入額などの要件が
あります。詳細はお問い合
わせください。
●�募 集 す る 住 宅　7月2日
（金）以降に、市役所、各支所
等に掲示するほか、市ホー
ムページに掲載します。
●�募集期間　7月６日（火）～
16日（金）
　�午前8時30分～午後5時15
分（土・日・祝日を除く）
●�申込方法　住宅入居申込書
に、必要書類を添えて提出
してください。
　�　なお、提出方法は持参の
ほか、必要書類を同封の上、
郵送も可能とします。ただ
し、募集期間内に営繕課に
必着すること。
※�入居者募集案内書、提出書
類様式は7月2日（金）から
各受付場所にて配布するほ
か、市ホームページからも
ダウンロードできます。
●�受付場所　営繕課および各
支所総務課
※�各支所総務課での受付は、
持参による申し込みの場合
に限ります。
●�入居選考　入居資格を有す
る方の中から、「南丹市営住
宅の設置及び管理に関する
条例」に基づき選考します。
●�入居予定　令和3年9月下
旬

問営繕課　
TEL（0771）68-0062

空き家を活用した文化芸
術活動を募集します
　空き家や空き店舗を活用し
た、誰もが気軽に文化芸術に
親しめる場づくりを支援する
「南丹市ものづくりのまち推
進活動支援補助金」の活用団
体を募集します。
●�対象事業　令和3年度中に
南丹市内で実施される空き
家等を活用した展示会やも
のづくり体験等の事業
●�対象団体　南丹市民、南丹
市内に就学または勤務する
者、南丹市内の文化団体な
どで構成される文化振興を
目的とする団体（法人格の
有無は問いません。）
●�対象経費　事業の実施に係
る会場費、運搬費、購入・
修繕費、謝金・旅費、宣伝費、
資料作成費、事務費など
●補助予定件数　2件
●交付率　2分の1以内
●�交付上限額　20万円（南丹
市以外の補助制度と併用
可）
●�募集期間　6月28日（月）～
8月31日（火）
※�詳細は市ホームページもし
くは地域振興課や各支所備
え付けの募集要項をご確認
ください。

問地域振興課　
TEL（0771）68-0019　
chiiki@city.nantan.lg.jp

南丹市緑の基本計画改訂
案への意見募集
　南丹市では、緑の基本計画
の中間年次を迎えましたの
で、計画の改訂作業を行って
います。
　「南丹市民の意見提出手続
（パブリック・コメント手続）
要綱」に基づき、改訂案への
市民の皆さんのご意見を募集
します。
●�募集期間　7月1日（木）～�
30日（金）午後5時まで（郵
送のみ当日消印有効）
●�改訂案の閲覧場所　都市計
画課または南丹市ホーム
ページ
●�対象者　市内在住者・在勤
者・市税納税義務者等の南
丹市民の意見提出手続（パ
ブリック・コメント手続）
要綱第2条第3項に定める
市民等
●�意見の提出方法　閲覧場所
に備え付けの意見募集様式
（ホームページからもダウ
ンロード可）に記入の上、
Eメール、郵送、FAXまた
は開庁時間内に都市計画課
へ提出してください。

問都市計画課　
TEL（0771）68-0052�　
FAX（0771）63-0654
tokei@city.nantan.lg.jp

南丹市公式SNSをご覧ください

　南丹市では、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 YouTubeInstagram
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人材募集

南丹市行政改革推進委員
の公募について
　南丹市では、市が策定する
行政改革大綱について調査、
審議するため「南丹市行政改
革推進委員会」を設置します。
行政改革と市民協働を積極的
に推進するため、市民の方々
より委員を公募します。
●�応募資格　南丹市内に住所
を有する満18歳以上の方
（高校生を除く）または、市
と連携協定を締結している
大学等の学生の方。ただし
本市の市議会議員および職
員を除きます。
●募集人員　2名
●任期　委嘱の日から1年間
●�選考方法　選考会において
書類選考します。
●�応募方法　7月20日（火）ま
で（午後5時必着）に、専用
の応募用紙（南丹市のホー
ムページからダウンロード
できます）に①住所、②氏
名、③生年月日、④年齢、
⑤電話番号、⑥職業、⑦応
募動機、⑧南丹市の行政改
革に対する意見、提言⑨市
の審議会等の委員経験の有
無を記載し、郵送・Ｅメー
ル・ＦＡＸのいずれかでご
応募ください。

問人事課
TEL（0771）68-0008　
FAX（0771）63-0653
jinji@city.nantan.lg.jp　

停電情報の確認方法につ
いて
　夏場、特に台風発生時には
強風を伴う飛来物や倒木など
により停電することがありま
す。
　お住まいの地域が停電した
場合は、関西電力送配電ＨＰ
で確認していただくか、同社
コンタクトセンターへお問い
合わせください。
●停電情報の確認方法
　「関西送配電　停電」で検
索。関西電力送配電ＨＰ「停
電情報」をクリックいただく
と、地域で停電発生時は、停
電地域や停電軒数等が市町
村、地区ごとに表示されます。

関西電力送配電ＨＰ「停電情
報」

　お手持ちのスマートフォン
に停電情報が届く「停電情報
アプリ（関西電力送配電）」も
ありますので、ご利用くださ
い。

「停電情報アプリ（無料）」
問�関西電力送配電コンタクト
センター

TEL0800-777-3081（通話無料）
問危機管理対策室
TEL（0771）68-0021�

自衛隊各種採用試験に関
するご案内
＜航空学生＞
●�概要　自衛隊パイロットを
養成します。
●受付締切　9月9日（木）　
●�第１次試験期日　9月20日
（月・祝）　　　　
＜一般曹候補生＞
●�概要　基幹要員である陸・
海・空曹を養成します。
●受付締切　9月6日（月）
●�第１次試験期日　9月16日
（木）から9月19日（日）まで
の間で、いずれか一日を指
定。
＜自衛官候補生＞
●�概要　所要の教育を経て3
カ月後に2等陸・海・空士
に任官します。
●�受付締切　年間を通じて受
付
●�第１次試験期日　受付時に
お知らせします。
＜その他＞
・�令和4年3月高等学校卒業
予定者または中等教育学校
卒業予定者のための採用試
験は、9月16日以降に行い
ます。
＜採用説明会について＞
●開催日　7月18日（日）
●�時間　午前10時～午後3　
時
●場所　亀岡募集案内所
●�内容　パジェロ・バイクの
展示・写真パネル展示、自
衛官の仕事と生活および採
用種目についての説明
●�対象　どなたでもご参加い
ただけます。

問�防衛省自衛隊　亀岡募集案
内所

〒�621-0815亀岡市古世町西
内坪34-26

TEL（0771）24-4170
HP�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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子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」（7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。
＜八木ひろば＞
●�日時　毎週月～金曜日（7
月22日・23日を除く）、
第4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（7月
23日を除く）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（7月22
日を除く）の午前10時～午
後3時30分
●�場所　美山保健福祉セン
ター

相談会

７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
・�7月17日（土）午後1時～3
時　そよかぜ美山
・�7月26日（月）午後１時～３
時　そよかぜ八木
・�7月27日（火）午後１時～３
時　そよかぜ日吉（おいで
家）
・�7月30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
合わせください。

問社会福祉課　
TEL（0771）68-0007

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
相談会を開催いたします。お
気軽にご利用ください。
●�日程　①7月13日（火）、②
27日（火）
●�時間　いずれも午後1時～
午後4時
●�場所　日程①八木支所1階
市民ルーム、日程②美山支
所1階小会議室
●�定員　6人（先着順）
※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　

子育て支援（催し）

子育てすこやかセンター
8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。8月の事業の
申し込み受付は、6月28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
※�気象警報発表等により、事
業を中止する場合がありま
す。
＜子育て広場1歳～＞
●�日時　毎週火曜日と、8月
5日（木）、12日（木）の午前
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。
＜ベビーマッサージ＞
●�日時　8月26日（木）　午前
10時30分～11時30分
※�バスタオルをご持参くださ
い。
＜親子リトミック＞
●�日時　8月27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
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＜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　7月24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
＜縁日＞
　夏の楽しいお祭り遊びをお
楽しみください。軽食も販売
します。
●�日時　7月24日（土）午前
10時～午後1時
●場所　八木防災センター
●�内容　ゲームコーナー・お
にぎり・フライドポテト・
フランクフルトなど
●�参加費　1家庭500円（有
料ブースで使えるチケット
付き）
＜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　7月26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

健康づくり教室を開催し
ます
●�日時　7月14日、28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

舌（ぜつ）ヒデ子　河童
さんの焼き物と書画展
　素朴でユーモラスな焼き物
と書画の河童さんや生き物た
ちが、かやぶき民家にくつろ
いでおります。ほのぼのとし
た雰囲気をご一緒にどうぞ。
●日時　7月25日（日）まで
　�午前10時～午後4時30分
（入館料500円　郷土資料
館共）
※月曜休館
●�場所　美山かやぶき美術館
（美山町島朴ノ木21）
問美山かやぶき美術館　
TEL（0771）75-1777

＜園部ひろば＞
●�日時　毎週木曜日（7月22
日を除く）の午前10時～午
後3時
●�場所　第1・第3・第5木曜
日は園部南部コミュニティ
センター
　第2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。
○美山ひろば　7月8日（木）
○日吉ひろば　7月13日（火）
○八木ひろば　7月21日（水）
○�園部ひろば（園部南部コ
ミュニティセンター）　7
月29日（木）
●�時間　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）
○八木ひろば　7月9日（金）
○日吉ひろば　7月20日（火）
●�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　7月16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

LINE

Instagram

Facebook
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元気アップ体操教室のお知らせ

　なつかしい曲や明るい音楽に合わせて気持ち良く体を動かすリズム体操、筋トレ、脳トレ、ストレッ
チを行います。南丹市介護予防サポーター「元気アップなんたん」の仲間と一緒に、楽しく体を動か
して生きいきとした元気な生活をめざしませんか。
●日程

会場 時間 日程

旧摩気小学校（園部） 午前10時30分～正午
7月5日、12日、19日、26日、８月２日、
23日、30日、９月６日、13日、27日
（各月曜日）

こむぎ山健康学園
（園部） 午後2時～3時30分

７月8日、15日、29日、８月５日、19日、
26日、９月２日、９日、16日、30日　
（各木曜日）

美山保健福祉センター
（美山） 午後2時～3時30分

７月6日、13日、27日、８月３日、17日、
24日、31日、９月７日、14日、21日
（各火曜日）

八木老人福祉センター
（八木） 午前10時30分～正午

７月2日、9日、16日、30日、８月６日、
20日、27日、９月10日、17日、24日
（各金曜日）

殿田とーくほーる（日吉） 午前10時～11時30分
７月2日、9日、16日、30日、８月６日、
20日、27日、９月３日、17日、24日
（各金曜日）

日吉生涯学習センター
（日吉） 午後2時～3時30分

７月2日、9日、16日、８月６日、20日、
27日、９月３日、1０日、17日、24日
（各金曜日）

●体操指導　「元気アップなんたん」（南丹市介護予防サポーター）
●参加費　500円/回、10回前払いは3,500円（上記日程で10回有効）
●参加方法　直接会場にお越しください。
※会場の都合で日程変更になる場合があります。��
問NPO法人元気アップAGEプロジェクト（横山）　TEL080-4242-4734
保健医療課　TEL（0771）68-0016

「南丹市介護予防サポーター養成講座」受講生募集

　健康と運動のコツを楽しみながら身につけ、介護を受けずにすえながく暮らせる地域を作るため
のサポーター（応援者）になりませんか。
●�目的　介護予防と健康づくりに関する基礎知識を身につけ、家族や自分自身の介護予防と、ボラ
ンティアとして地域の体操教室に参加するなど、できる範囲で介護予防に取り組むサポーターを
養成する。
●対象　市内在住で次のいずれかに該当する方
・地域と自分自身の健康づくりに関心がある方
・地域のために何か活動したいと思っている方
・家族や友人が介護を受けずに健康でいられる方法を知りたい方
●内容　運動・お口の健康・栄養など、介護予防と健康づくりに関する基礎知識
●講座プログラム

月日 時間 講座テーマ
8月25日（水） 午前9時30分～10時30分 オリエンテーション・仲間づくりのゲーム

午前10時45分～11時45分 音楽体操でサビない体と頭を作ろう【実習】
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月日 時間 講座テーマ

8月27日（金） 午前9時30分～10時30分 介護予防サポーターの活躍事例
午前10時45分～11時45分 手と腕を強くする筋トレ【実習】

9月1日（水） 午前9時30分～11時45分 元気を測る体力測定【実習】

9月3日（金） 午前9時30分～10時30分 高齢者の心身の特徴
午前10時45分～11時45分 食事はあなたの健康を作る�～栄養の知識～

9月8日（水） 午前9時30分～10時30分 転倒予防の音楽体操【実習】
午前10時45分～11時45分 お口は元気な体の入り口�～口腔衛生の知識～

9月10日（金）
午前9時30分～10時10分 足腰を強くする筋トレ【実習】
午前10時20分～11時 さまざまな体力の話
午前11時10分～正午 修了式・懇親会

※可能な限り、全てのテーマを受講してください。
※なんたん健幸ポイント対象事業です
●場所　国際交流会館コスモホール
●定員　30人
●申込方法　7月30日（金）までに、電話でお申し込みください。
問保健医療課　TEL（0771）68-0016

第22回トレーニング機器
使用講習会開催
　機器を使用したいと思われ
る方は、必ず受講してくださ
い。
●日時　7月16日（金）
　午後８時～　
※�体育館シューズをご持参く
ださい。
●�場所　南丹市八木フィジカ
ルセンター（府立口丹波勤
労者福祉会館内）
●�内容　トレーニング機器の
正しい使い方、健康・安全
なトレーニング法
●定員　10名（先着順）
●�申込方法　住所、氏名、携
帯番号を電話・FAX・Eメー
ルのいずれかでお申し込み
ください。

問�ＮＰＯ法人八木町スポーツ
協会（口丹波勤労者福祉会
館）

TEL（0771）42-5484�
FAX（0771）42-5684
fualx504@cans.zaq.ne.jp

丹波自然運動公園からお
知らせ
＜グラウンド・ゴルフのつど
い＞
●�日時　7月2日（月例大会）、
9日、16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）
＜エンジョイテニス（夜の部）
＞
●�日 時　7月5日、19日（ 各
月曜日）午後6時～9時
●場所　テニスコート
●参加費　400円（当日受付）
●対象　18歳以上
＜太極拳教室＞
●�日 時　7月9日、23日（ 各
金曜日）午後2時～4時
●�場所　体育館（23日は旧宿
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
問丹波自然運動公園
TEL（0771）82-1045　
FAX（0771）82-0480
�kouen@kyoto-tanbapark.
or.jp

園部地域情報

摩気高山子ども未来塾　
塾生募集
　南丹市教育委員会と共催で
「京のまなび教室」として7年
目を迎えた未来塾は、令和3
年度の塾生募集を開始しま
す。「学ぶことは楽しい！」を
キーワードに知的好奇心に迫
る授業を、7月17日（土）から
年間11回準備しています。
　6月末に園部小学校と園部
第二小学校で配布の「塾生募
集のお知らせ」の「申込書」に
住所・氏名・学年・連絡先を
記入して、7月11日（日）まで
に郵送してください。
●�郵送先　〒622-0055� 園
部町宍人市場111�
　旧摩気小学校
問小林康夫　
TEL080-4253-6489
koba276489@yahoo.co.jp
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