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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。

ふるさと納税の返礼品を
募集します
　南丹市にふるさと納税をさ
れた方にお送りする返礼品を
募集します。
　返礼品の登録は随時受け付
けておりますので、ご相談か
ら具体的な返礼品の提案まで
興味のある方はお問い合わせ
ください。
●返礼品の登録条件
　�　次のいずれかに該当する
もの
・�市内で生産、製造されてい
るもの
・�市内で提供されるサービ
ス、役務

問地域振興課　
TEL（0771）68-0019
�f u r u s a t o - o u e n@c i t y .
nantan.lg.jp

令和３年夏の交通事故防
止府民運動について
●�運動スローガン　「ゆずり
合う　笑顔が行き交う　京
の夏」
●�実施期間　7月21日（水）～
31日（土）
●運動重点
・�信号機のない横断歩道にお
ける歩行者優先の徹底
・�子どもと高齢者の交通事故
防止
・自転車の安全利用の推進
・飲酒運転の根絶
問危機管理対策室　
TEL（0771）68-0021

納期限のお知らせ

＜令和3年8月2日（月）納期限
＞
・�固定資産税・都市計画税第
2期分　　

問税務課　
TEL（0771）68-0004
・国民健康保険税第2期分
・�後期高齢者医療保険料第1
期分

問市民課
TEL（0771）68-0011
・介護保険料第２期分
問高齢福祉課　
TEL（0771）68-0006
・保育所保育料等7月分　　
・保育所延長保育料6月分
・一時保育料6月分　
・幼稚園給食費７月分　　
・幼稚園預かり保育料6月分
・すこやか学園使用料7月分
問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017
・市営住宅使用料7月分
問営繕課　
TEL（0771）68-0062
・学校給食費7月分
問学校教育課　
TEL（0771）68-0056
・�放課後児童クラブ負担金７
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

サマージャンボ宝くじの
発売について
　この宝くじの収益金は、市
町村の明るく住みよいまちづ
くりに使われます。
●�発売期間　7月13日（火）～
8月13日（金）
●抽せん日　8月25日（水）
●�当せん金額　1等5億円、
前後賞各1億円�ほか
●価格　1枚300円
問�（公財）京都府市町村振興協
会

TEL（075）411-0200
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令和３年度京都府戦没者
追悼式のお知らせ
　先の大戦で尊い命を失われ
た戦没者の方々の追悼と、遺
族の慰謝、激励とともに、平
和への思いを新たにするた
め、京都府戦没者追悼式が実
施されます。
●日時　10月14日（木）
　午後1時30分～
●場所　国立京都国際会館
●主催　京都府
●�参列対象　戦没者の親族や
特に希望される方
※�戦没者には軍人、軍属およ
び準軍属のほか、空襲被害
者など戦災死没者を含みま
す。
●参列申込方法
＜各町遺族会の会員の方＞
　各町遺族会にて参列者の取
りまとめをお世話になってい
ます。所属されている遺族会
にお問い合わせください。

＜上記以外の方＞
　7月30日（金）までに、福祉
相談課までご連絡ください。
　なお、参列者の選考は、京
都府において過去に未参加の
方および参列回数の少ない方
を優先して行われます。選考
の結果、参列いただけない場
合がありますので、あらかじ
めご了承のうえお申し込みく
ださい。
●�その他　今後の新型コロナ
ウイルス感染症の拡大状況
によっては、参列者数が縮
小される可能性があり、お
申し込みいただいても参列
いただけない場合がありま
す。

問福祉相談課　
TEL（0771）68-0023

薬物乱用は
「ダメ。ゼッタイ。」
　少年・少女の間に大麻が蔓
延しつつあることが深刻な問
題となっています。インター
ネットなどから大麻は無害な
ど誤った情報を得たことによ
り警戒心が薄れてきていま
す。
　また、周囲の人から誘われ
て、好奇心や興味本位で薬物
に手を染めるケースが多くみ
られます。「1回ぐらいなら」
と思っていても、薬物の効果
が切れるとまた使いたくな
り、次第に自分の意志では止
められなくなります。
　薬物乱用は自分だけの問題
ではなく薬物入手のための犯
罪や、興奮状態での交通事故
などにもつながる大きな社会
問題です。
　薬物乱用に対する理解を深
め、絶対に手を出さないとい
う自覚が大切です。
問�京都府南丹保健所環境衛生
課

TEL（0771）62-4754

市有財産売払い（公募型プロポーザル方式）について

　市有財産を公募型プロポーザル方式により売払いします。
　公募型プロポーザル方式とは、購入希望者が施設の活用について企画提案を行い、提案内容が最
も優れた方に売り払う方式です。
　プロポーザルに参加するには事前に参加申請が必要です。参加を希望される方は、総務課および
各支所総務課に備え付けの令和3年度南丹市美山町旧平屋保育所売払い事業公募型プロポーザル実施
要領をご確認の上、お申し込みください。なお、実施要領は南丹市ホームページでもご覧いただけ
ます。
●参加申込期間　7月12日（月）～8月6日（金）
●売払い物件

種別 物件の所在
建物の名称

地目
種類
築年月日

地積
延床面積（㎡）

土地 南丹市美山町安掛墓ノ元13番 宅地 2669.29

建物 旧平屋保育所 保育所
昭和61年1月新築 401.04

問総務課　
TEL（0771）68-0002
�
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歯周病予防健診はお早め
に
　大切な歯を1本でも多く守
るために、節目年齢の方に歯
周病予防健診を無料で実施し
ております。ぜひ、この機会
をご利用ください。
●期間　7月～12月
※�12月最終開業日（診療日）
は直接、医療機関にご確認
ください
●�実施場所　南丹市内の医療
機関
●�対象年齢　30・35・40・
45・50・60・65・70歳（基
準日：令和4年3月31日）
※�対象の方には、すでに受診
票を郵送しています。
●�健診内容　むし歯の有無・
歯周ポケットの測定・歯肉
の状態・歯石沈着の確認な
ど
※�治療が必要な場合、治療分
が保険診療となります。

問保健医療課
TEL（0771）68-0016

20歳を迎える方へ国民年
金制度のご案内
　国民年金は、年をとったと
き、病気や事故で障害が残っ
たとき、家族の働き手が亡く
なったときに、働いている世
代みんなで支えようという
考えで作られた仕組みです。
20歳以上の方は国民年金に
加入し保険料を納付する必要
があります。
　20歳になられた方向けに、
国民年金制度の内容やメリッ
ト、保険料の納付方法や免除
の手続きなどをわかりやすく
動画でご案内しています。ぜ
ひ、ご覧ください。

日本年金機構ホームページ　
問市民課
TEL（0771）68-0011

職場で新型コロナに感染
した場合の労災保険
　対象となるのは
・�感染経路が業務によること
が明らかな場合
・�感染経路が不明の場合で
も、感染リスクが高い業務
に従事し、それにより感染
した蓋然性が強い場合
＜�例１＞複数の感染者が確認
された労働環境下での業務
＜�例２＞顧客との近接や接触
の機会が多い労働環境下で
の業務
※�医師、看護師や介護の業務
に従事される方について
は、業務外で感染したこと
が明らかな場合を除き、原
則として対象

厚生労働省ホームページ
問園部労働基準監督署
TEL（0771）62-0567

骨粗しょう症健診のお知らせ

　「骨粗しょう症」とは、骨量が少なくなって骨がもろくなり骨折の危険が高くなった状態です。自
覚症状がないため気がつきにくく、健診をとおして現在の骨量を認識していただくことで、将来骨
折などによる要介護状態を未然防止することにもつながります。
　この機会に受診いただき、ライフスタイルに合わせた骨粗しょう症対策に役立ててください。
●日程など

実施日 会場 定員 受付時間
8月19日（木） 日吉生涯学習センター 60人 午後1時30分～3時
8月24日（火） 氷室の郷 60人 午後1時30分～3時

8月27日（金） 南丹市役所2号庁舎301会議室 120人 午前9時30分～11時
午後1時～2時30分

8月30日（月） 美山保健福祉センター 60人 午後1時30分～3時
●�健診内容　骨密度測定（踵の骨に超音波をあてて測定）、結果指導、南丹市食生活改善推進員によ
る啓発（カルシウム豊富なメニューの紹介）
●対象者　南丹市に住民票がある20歳～70歳の女性（令和４年3月末時点で70歳）
●申込方法　7月26日（月）までに電話でお申し込みください。（先着順）
問保健医療課　
TEL（0771）68-0016
�
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国民健康保険被保険者証
の更新について
　本年7月末で有効期限を迎
える被保険者証の一斉更新を
行います。
●�交付方法　簡易書留にて加
入世帯ごとに世帯主に郵送
します。原則、住所地への
交付のため、郵便局での転
送サービスはご利用できま
せん。
●発送時期　7月中旬から下
　旬
※�配達時に不在の場合は、郵
便局で保管されますので、
期限内にお受け取りくださ
い。
※�郵便局での保管期限を過ぎ
たものは、市役所に返送さ
れますので、市民課までご
連絡ください。
●その他
①�国民健康保険税に滞納があ
る場合は、別途、短期被保
険者証の交付について通知
します。（市民課または支所
で交付します。）
②�国民健康保険の加入者で新
しい被保険者証が７月末に
なっても届かない場合や、
すでに他の健康保険に加入
されているにもかかわらず
新しい国民健康保険の被保
険者証が届いた場合は、市
民課へご連絡ください。勤
務先の健康保険に加入され
た方は、国民健康保険の資
格喪失手続きが必要です。
●有効期限　
　　令和４年７月31日まで
　�　70歳到達により被保険
者証兼高齢受給者証に切り
替わる方、または75歳到
達で後期高齢者医療制度に
移行する方は有効期限が異
なります。有効期限までに
新しい被保険者証をお送り
します。

問市民課　
TEL（0771）68-0011

国民健康保険限度額適用
認定証等の更新について
　現在交付している国民健康
保険限度額適用認定証および
限度額適用・標準負担額減額
認定証については、有効期限
が令和3年7月31日となって
います。対象の方には７月初
旬に認定証の交付申請書を郵
送しています。8月１日以降
も認定証が必要な方は、7月
15日（木）までに申請をして
いただくと7月下旬に新しい
認定証を郵送します。なお、
7月16日（金）以降に申請され
た場合、新しい認定証は8月
以降に随時郵送します。
＜注意事項＞
・�令和3年度の所得申告をし
ていない国民健康保険加入
者がいる世帯は、最も高い
所得区分で判定されます。
正しい所得区分で判定する
ために、必ず所得の申告を
してください。
・�国民健康保険税に滞納があ
る世帯の方には、「限度額適
用認定証」を交付できない
場合があります。
※�令和3年10月から保険証ま
たはマイナンバーカードに
より、医療機関において、
オンライン資格確認等シス
テムを用いたオンライン資
格確認が予定されておりま
す。限度額認定証等は、事
前に申請する必要がありま
したが、今後オンライン資
格確認が導入された医療機
関では、原則として、限度
額証等の提示が不要となり
ます。そのため、限度額認
定証等の一斉更新（郵送）は
今年度で終了とさせていた
だきます。

問市民課　
TEL（0771）68-0011

後期高齢者医療被保険者
証の更新について
　本年7月末で有効期限を迎
える被保険者証の一斉更新を
行います。
●�交付方法　簡易書留にてお
一人ずつに郵送します。原
則、住所地への交付のた
め、郵便局での転送サービ
スはご利用できません。8
月1日（日）以降に、医療機
関で受診するときは、新し
い後期高齢者医療被保険者
証（橙色）を提示してくださ
い。
●発送時期　
　　7月中旬から下旬
※�配達時に不在の場合は、郵
便局で保管されますので、
期限内にお受け取りくださ
い。
※�保管期限を過ぎたものは、
市役所に返送されますの
で、市民課までご連絡くだ
さい。
●�その他　「限度額適用・標
準負担額減額認定証」「限度
額適用認定証」をお持ちの
方で、引き続き認定証の対
象となる方は、新しい認定
証をあわせてお送りします
（世帯に税の未申告者がい
ると所得区分の判定ができ
ないため、認定証の更新が
できないことがあります。
その際は、申告されたうえ
で、改めて認定証の申請が
必要となります）。
●有効期限　
　　令和4年7月31日まで
　�　現在お持ちの被保険者証
（うぐいす色）は、8月1日
（日）以降は使用できませ
ん。有効期限が切れた被保
険者証は、市民課または各
支所総務課に返却いただく
か、細かく切ってご自身で
破棄してください。

問市民課　
TEL（0771）68-0011
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令和３年度の後期高齢者医療保険料について

　令和3年度の後期高齢者医療保険料について、保険料率及び低所得の方に対する軽減措置の内容が
決定しましたので、お知らせします。
　なお、令和3年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書は、7月中旬に発送します。
＜令和3年度保険料率＞
　京都府における令和３年度の保険料率（年額）
　京都府の保険料（限度額64万円）＝均等割（被保険者一人当たり53,110円）
　＋所得割額総所得金額等－基礎控除（43万円）×9.98％（京都府の所得割率）
＜所得の低い方の軽減措置＞
　均等割額の軽減
軽減割合 総所得金額等（被保険者全員＋世帯主）が下記の基準を超えない世帯
7割 【基礎控除額（43万円）＋10万円×（給与所得者等の数－１）】を超えない世帯

5割 【基礎控除額（43万円）＋28.5万円×被保険者数
＋10万円×（給与所得者等の数－１）】を超えない世帯

2割 【基礎控除額（43万円）＋52万円×被保険者数
＋10万円×（給与所得者等の数－１）】を超えない世帯

　均等割7割軽減の区分について、令和2年度は所得に応じて軽減区分が7.75割か7割に分かれてお
りましたが、均等割軽減特例措置の見直しにより、令和3年度からは7割軽減となります。
＜被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置＞
　制度加入の前日まで会社の健康保険や共済組合の被扶養者であった方は、次のとおり保険料が軽
減されます（国民健康保険や国民健康保険組合の加入者は該当しません）。
　後期高齢者医療制度の資格取得時から
①所得割額がかかりません。
②均等割額が資格取得から2年間は、5割軽減（3年目以降は軽減なし）。
問市民課　
TEL（0771）68-0011
�

老人医療費支給制度につ
いて
　老人医療費支給制度は、医
療保険に加入している方で一
定の条件に該当する高齢者を
対象に、入院・通院などにか
かる医療費の自己負担額の一
部を南丹市が助成する制度で
す。
●�対象者　南丹市にお住まい
の、社会保険や国民健康保
険に加入している65歳以
上70歳未満の方で、本人
およびその属する世帯の生
計を主として維持する者が
所得税を課せられていない
方。（原則、所得税非課税世
帯の方）
●�受給者証交付申請　高齢福
祉課または各支所で申請し
てください。審査のうえ、

後日結果を通知いたしま
す。
●申請時に必要なもの
・健康保険被保険者証（写）
・印鑑
※�本制度は、該当の有無を判
定するために所得税の確認
が必要になります。所得が
ない場合にも所得税の申告
をお願いします。
※�7月は同制度の受給者証の
更新月です。現在、交付を
受けている方で引き続き対
象となる方には、8月1日
から使用できる受給者証を
7月中に郵送します。（手続
きの必要はありません。）
　�交付を受けていない方で手
続きがまだの方や、新たに
対象となると思われる方は
申請してください。
※�市民税非課税世帯の方に交

付する「福祉医療費の一部
負担金限度額適用認定証」
も、7月が更新月です。手
続きがまだの方や、新たに
対象となると思われる方は
申請してください。
　�なお、現在交付を受けてい
る方で引き続き対象となる
方は手続きの必要はありま
せん。

問高齢福祉課
TEL（0771）68-0006
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人材募集

船井郡衛生管理組合 
夏期短期臨時職員募集
　船井郡衛生管理組合では、
夏期の短期臨時職員を募集し
ます。
●�労働期間　採用日～令和3
年9月30日まで
●�業務内容　一般廃棄物収集
業務（技能労務）
●�募集期間　募集定員に達す
るまで
●募集人員　若干名
●�応募資格　昭和56年4月2
日から平成14年4月1日ま
でに生まれた方で、体力的
に収集業務に支障がない方
●�応募方法　船井郡衛生管理
組合に備え付けの応募申込
書に必要事項を記載のう
え、直接持参ください。
●�労働条件　船井郡衛生管理
組合までお問い合わせくだ
さい。

問船井郡衛生管理組合総務課
TEL（0771）42-3425

相談会

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　7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。

明るい選挙啓発ポスター
および標語作品の募集
　明るい選挙推進の一環とし
て、明るい選挙啓発ポスター
および標語作品の募集が行わ
れます。たくさんの応募をお
待ちしています。
＜啓発ポスターの部＞
●�内容　明るい選挙の推進を
表すポスター
●対象　
①�児童・生徒の部：府内小・中・
高校の児童、生徒
②一般の部：府内に居住の方
●�用紙など　色彩は自由。画
用紙の四ツ切または八ツ切
か、それに準ずる大きさ。
ポスターで使用する啓発標
語は「明るい選挙」に限らず
自由に考えてください。
●注意事項　
①�作品裏面右下に学校名（ふ
りがな）、所在地、学年お
よび氏名（ふりがな）を記入
②�作品裏面右下に氏名（ふり
がな）、年齢および住所を
記入
※�1人1点、自作・未発表の
ものに限ります。
＜啓発標語の部＞
●�内容　明るい選挙の推進
を表す標語（概ね20文字以
内）
●�対象　府内小・中・高校の
児童、生徒および府内に居
住の方
●�用紙など　応募用紙を南丹
市選挙管理委員会事務局へ
ご請求ください。
●�注意事項　1人1点、自作・
未発表のものに限ります。
＜共通事項＞
●�賞　各賞に賞状と賞品を贈
呈します。
●�応募方法　9月10日（金）必
着で、小・中・高校生の方
は、学校を通じて南丹市選
挙管理委員会へご提出くだ
さい。一般の方は、直接、
南丹市選挙管理委員会へご
提出ください。

●�その他　作品は掲載、展示
などに使用します。

問�南丹市選挙管理委員会事務
局

TEL（0771）68-0002
FAX（0771）63-0653

マリンレジャーを安全に

　海で泳ぐ場合は、ライフ
セーバーや監視員が常にいる
「海開きをしている海水浴場」
で泳ぐようにしましょう。海
水浴を安全に楽しむために、
「遊泳区域内で泳ぐ」「小さな
子供から目を離さない」「お
酒を飲んだら泳がない」を守
りましょう。プレジャーボー
トを楽しむ方は、「発航前に機
関や燃料等の点検の実施」「常
時見張りの徹底」「救助支援者
の確保」を確実に行い「ライフ
ジャケットを必ず着用」しま
しょう。
　また、海の事件・事故は
「118番」（海上保安庁緊急通
報用電話番号）へ通報をお願
いします。

海上保安庁ホームページ
問舞鶴海上保安部　
TEL（0773）76-4120
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の紹介
●�申込方法　電話でお申し込
みください。

問保健医療課　
TEL（0771）68-0016

南丹市無料法律相談会の
お知らせ
　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。
●日時　8月4日（水）
　午後1時～4時
●�場所　園部文化会館3階　
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　

「マザーズジョブカフェ」
無料巡回相談
●日時　8月13日（金）
　午前10時～午後4時
※1人50分
●�場所　ハローワークプラザ
かめおか（亀岡市役所向い、
スカイビル5階）
●相談内容
＜ひとり親自立支援コーナー
＞
　ひとり親家庭のお母さん・
お父さんのための「くらしに
必要な情報提供や紹介」から
「就労相談」までをワンストッ
プで支援します。ひとり親に
なるかもしれないと思われて
いる方、事実上ひとり親であ
る方も対象です。
＜ママさんコンシェルジュ
コーナー＞
　子育て中の方が就職するに
当たって必要な保育の相談、
仕事と子育ての両立に役立つ
情報の紹介など、ママさんの
再就職を支援します。

※�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）

TEL0120-078-394

「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　7月20日（火）
　午後1時30分～4時　
●�場所　日吉生涯学習セン
ター
●�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

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　7月28日（水）
　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・保健師によ
る個別相談（予約制）、禁煙
補助剤・禁煙方法について

●�申込方法　8月3日（火）ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。（先着順）

問ひとり親自立支援コーナー
TEL（075）662-3773
問�マザーズジョブカフェ（マ
マさんコンシェルジュコー
ナー）

TEL（075）692-3445

南丹市権利擁護・成年後
見センター専門相談
　南丹市権利擁護・成年後見
センターでは、本人・家族・
福祉関係者を対象に、成年後
見制度やそれに伴う遺言、相
続に関する相談を受ける専門
相談を実施します。
＜弁護士による相談＞
●日時　8月18日（水）
　午後2時～午後3時
●�場所　市役所4号庁舎相談
室
●定員　2人（各30分）
●�その他　8月11日（水）まで
に電話でお申し込みくださ
い。予約がない場合は中止
します。
＜司法書士による相談＞
●日時　9月15日（水）
　午後2時～午後３時
●�場所　市役所4号庁舎相談
室
●定員　2人（各30分）
●�その他　9月8日（水）まで
に電話でお申し込みくださ
い。予約がない場合は中止
します。
＜社会福祉士による相談＞
●�日時　月曜日～木曜日（祝
祭日を除く）午前9時～午
後4時
●�場所　市役所またはご自宅
に訪問します。
●�その他　事前に予約をいた
だいた方が優先となりま
す。

問福祉相談課　
TEL（0771）68-0023
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子育て支援（催し）

ファミリー・サポート・センター事業のご案内

　南丹市ファミリー・サポート・センターは、子育ての援助をしたい人（まかせて会員）と、子育て
の援助を受けたい人（おねがい会員）が相互援助を行う会員組織です。
＜「まかせて会員」を募集します＞
　保育所の送迎など、子育ての援助にご協力いただける「まかせて会員」を募集します。「まかせて会
員」への登録には、安全な活動のための講習受講が必要です。
＜「まかせて会員」講習会＞
　第1回講習会を開催します。すでに「まかせて会員」の方でも、フォローアップ講習として受講可能
です。なお、同内容の第2回講習会を、10月27日（水）・11月10日（水）にも開催します。また、12
月に別途、救急救命講習を実施する予定です。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止により、予定が変更になる場合があります。

開催日 時間 会場 講座概要

8月19日（木）

午前9時30分～10時30分
市役所4号庁舎
2階会議室

会員活動
午前10時30分～正午 発達障がい
午後1時～2時30分 子どもの病気
午後2時30分～4時 子どもの事故と予防

８月20日（金）

午前9時～正午 園部保育所 保育実習（子どもの発達
と生活習慣、遊び）

午後1時30分～3時
市役所3号
庁舎2階
第1会議室

子どもの栄養と食生活

●�申込方法　8月10日（火）までに、住所、氏名、電話番号、託児の希望を来所、電話、FAX、Eメー
ルのいずれかの方法でお申し込みください。
※�講習は、第1回講習会と第2回講習会で、数回に分けて受講することもできます。
※�託児を行います（無料）。ご希望の方は、申し込みの際に必ずお伝えください。詳細は、別途ご連
絡します。
＜「おねがい会員」を募集します＞
　南丹市在住・在勤で生後3か月から小学校6年生までの子どもの保護者が登録できます。
●利用時間　午前7時～午後8時（12月29日～1月3日を除く）
●�利用料金　（子ども一人あたり）平日：1時間あたり700円、土・日・祝日は1時間あたり800円。
30分未満の送迎活動に限り、400円＋ガソリン代。生活保護受給世帯・ひとり親世帯・登録初年
利用に助成あり。

問南丹市ファミリー・サポート・センター（南丹市子育てすこやかセンター内）
TEL（0771）68-0082
問子育て支援課
TEL（0771）68-0017　　
FAX（0771）68-1166
kosodate@city.nantan.lg.jp
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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＞
◆あの人が好きって言うから…有名人の愛読書50冊読んでみた（ブルボン小林）◆穴太頭と穴太衆
（戸波亮）◆ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が上手に働くための本（對馬陽一郎）◆現場
で役立つ！介護技術＆急変時対応の知識（前川美智子監修）◆花街の引力（三浦展）◆日本人が知らな
い「スーホの白い馬」の真実（ミンガド・ボラグ）◆理系研究者の「実験メシ」（松尾佑一）◆方向音痴っ
て、なおるんですか？（吉玉サキ）◆もっとディープに！カラス学（杉田昭栄）◆なぜサーファーにハ
ゲはいないのか（渡辺新）◆戦國の山めぐり（萩原さちこ監修）◆京都レトロモダン建物めぐり（片岡れ
いこ）◆なぜ妻は「手伝う」と怒るのか（佐光紀子）◆好きな模様で編むかごバッグ（Ronique）◆ワタナ
ベマキの梅料理（ワタナベマキ）◆ダチョウ博士の人畜無害のすゝめ（塚本康浩）◆いつでも君のそば
にいる（リト@葉っぱ切り絵）◆世界一細かすぎる筋トレ図鑑（岡田隆）◆臨床の砦（夏川草介）◆風は
山から吹いている（額賀澪）◆悲しみの夜にカピバラが教えてくれた大切なこと（瀧森古都）◆リボル
バー（原田マハ）◆満天の花（佐川光晴）◆幕末紀（柴田哲孝）◆神の悪手（芦沢央）◆地獄への近道（逢坂
剛）◆輝け！浪華女子大駅伝部（蓮見恭子）◆この歳になってわかったこと（祖父江逸郎）◆海をあげる
（上間陽子）◆キリギリスのしあわせ（トーン・テレヘン）
＜児童書＞
◆わかる!役に立つ!法律の教科書（夏目麻央監修）◆すごすぎる天気の図鑑（荒木健太郎）◆日本サン
ショウウオ探検記（関慎太郎写真・文）◆チャンキー松本のチョキチョキ切りえ教室（チャンキー松本）
◆けんか餅（桐生環）◆チョコレートのおみやげ（岡田淳）◆科学探偵怪奇事件ファイル（佐東みどり、
石川北二他）◆イカル荘へようこそ（にしがきようこ）◆ボーダレス・ケアラー（山本悦子）◆少年弁護
士セオの事件簿7無実の共犯者（ジョン・グリシャム）
＜絵本＞
◆あおいろペンギン（ペトル・ホラチェック）◆つちのこをさがせ！（塚本やすし）◆まいごのたまご
にいちゃん（あきやまただし）◆ひとがつくったどうぶつの道（キムファン）◆アインシュタイン（トー
ベン・クールマン）◆あら、そんなの！（高橋和枝）◆ぽっかりライトせんせい（はっとりひろき）◆しょ
うぼうしゃ、てんけんよし！（片平直樹）◆野ねずみきょうだいの草花あそび初夏から秋まで（相澤悦
子）◆おてんきガールズ（アキ）
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

南丹市公式ＬＩＮＥで災害情報が配信されます

　南丹市では、公式ＬＩＮＥを開設し、イベント情報や市政情
報などを発信しています。
　南丹市関係の気象警報や地震情報などをメールで配信する「な
んたんメール」がＬＩＮＥでも受信可能です。各種警報（大雨情
報、竜巻注意報、土砂災害警戒情報、震度3以上の地震情報、園部
川・由良川情報など）が配信されますので、ぜひご登録ください。
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）
　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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催し

林真理子さん講演「日本、
京都を見つめ直そう」
　直木賞受賞作家の林真理子
さんの講演会を開催します。
●日時　8月22日（日）
　午後1時30分～3時
●�場所　ホテルグランヴィア
京都
●�定員　100人（定員を超え
る申込の場合は抽選）
●�申込方法　7月22日（木）午
後5時までに、京都府市町
村職員厚生会のホームペー
ジからお申し込みくださ
い。

問�一般財団法人京都府市町村
職員厚生会

TEL（075）411-0084
HP�h t t p s : / / www . k y o t o -
koseikai.or.jp

美山町文化協会
「俳句募集」について
　美山町文化協会では、今年
度も市民の皆様から俳句作品
の募集を行います。ふるって
ご応募ください。
●基準　
・�定型（17文字）有季（季節は
問いませんが、季語が入っ
ていること）
・�未発表の作品であること。
●�応募方法　官製はがきなど
に3句以内を記載して、美
山町文化協会事務局（社会
教育課美山担当）へ送付し
てください（様式は問いま
せん）。
●�募集期間　7月12日（月）～
9月10日（金）
●�応募資格　南丹市在住・在
勤の方
●�表彰　厳正な審査のうえ、
小・中学生と一般（高校生
を含む）の部門ごとに、特
選・準特選・佳作を選考し
ます。

　�各部門の特選受賞者は10
～11月頃に表彰を行う予
定です。

問美山町文化協会事務局
TEL（0771）68-0044

「南丹市園部女性の館」
随時講座のご案内
　夏休み親子体験講座として
真っ白な陶器フォトスタンド
に転写シールを貼り、オリジ
ナルポーセラーツ（フォトス
タンド）を作ります。親子で
楽しんで下さい。
●日時　7月31日（土）　
　�午前10時30分～午後12時
30分　
●場所　園部女性の館
●講師　渡邉真弓さん
●定員　15人
●�運営協力金　小さいサイ
ズ1,500円、大きいサイズ
1,700円（材料費含む）
※�こども（小学生以上）のみ・
大人のみの参加も、大歓迎
です。
●持ち物　雑巾・ハサミ
●�申込方法　7月17日（土）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

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

めぇめぇマーケット

　めぇめぇマーケットを開催
しています。
　みんなのTERAKOYAおお
いがわ・わざどころPON・
コミュニティスペース気にな
る木JUJU・ TOCCO・南丹
やぎの青空市などの拠点にて
イベントを開催中。
●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
の駐車場や本町横町通り、
商店街通り周辺など

問めぇめぇマーケット　廣瀨
TEL090-4290-2084

丹波自然運動公園からお
知らせ
＜木工教室＞【要予約】
●�日時　7月24日（土）午後1
時30分～4時
●場所　旧宿泊所会議室
●�内容　ミニ椅子作りに挑戦
しよう
●参加費　1,200円
●定員　25人
※定員になり次第受付終了
●�対象　どなたでも（小学生
以下は保護者同伴）
●�申込方法　7月17日まで
に、住所、氏名、年齢、電
話番号を、はがき、ＦＡＸ、
Ｅメールのいずれかでお申
し込みください。
＜天体望遠鏡作り＞【要予約】
●日時　8月7日（土）
　午後3時～午後5時
●場所　管理棟無料休憩室
●�内容　自分だけの天体望遠
鏡を作ろう！
●�参加費　3,000円（三脚は
別途料金・カメラ三脚代用
可能）
●定員　25人
※定員になり次第受付終了
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●対象　どなたでも
●�申込方法　7月31日（土）
までに、住所、氏名、年
齢、電話番号を、はがき、
FAX、Eメールのいずれか
でお申し込みください。
＜天文教室＞【要予約】
●日時　8月14日（土）
　午後7時30分～9時30分
●場所　丹波天文館
●�内容　月・木星・土星・夏
の星座などを観望してみよ
う
●参加費　300円
●定員　3家族
●�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、はがき、FAX、Eメー
ルのいずれかでお申し込み
ください。
＜親と子の山村体験＞
【要予約】
●�日時　9月18日（土）～19
日（日）午後1時30分開講～
翌日正午閉講
●�場所　レストハウスおよび
公園周辺の農地
●�内容　稲刈り、キャンプ
ファイヤーなど
●�参加費　大人5,000円、子
ども4,000円（宿泊代及び
食事代含む）1泊2食付き
●�定員　10家族
●�対象　小学生と保護者（幼
児も可・ご相談ください）
●�申込方法　7月18日（日）か
ら9月11日（土）までに、住
所、氏名、年齢、電話番号
を、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
�kouen@kyoto-tanbapark.
or.jp

〒�622-0232　京都府船井郡
京丹波町曽根崩下代110-7

インターネット生活を始
めませんか
　もっと便利に、安心に。南
丹市情報センターがサポート
します。
●月額定額料金　3,140円
※�プロバイダー料込みの金額
です。
※�有線テレビの加入が必要で
す。（加入分担金と工事費が
それぞれ必要となります。）
●通信速度　100Ｍｂｐｓ
※�ベストエフォート型のサー
ビスです。
●�セキュリティー・サポート
の充実
※�トラブルの際はお問合わせ
ください。

問南丹市情報センター　
TEL（0771）63-1777　

南丹市公式Instagramを
ご覧ください
　南丹市役所の公式Ｉｎｓｔ
ａｇｒａｍ（インスタグラム）
を開設しています。
　南丹市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。

問秘書広報課
TEL（0771）68-0065

南丹市メール配信サービ
スにご登録ください
　南丹市ではスマートフォ
ン、携帯電話、パソコンなど
のメール機能を活用した情報
配信サービスを行っていま
す。登録は送信アドレス宛て
に空メールを送信いただき、
返信されたメールに従い手続
きをお願いします。
※�迷惑メールの受信拒否設定
などをされている方は、空
メール送信前に送信元メー
ルアドレスの受信許可を
行ってください。
＜子ども安心メール＞
　市内の幼児や小中学生など
の保護者向けに不審者や危険
動物の出没などの情報を配信
します。
●空メール送信先
touroku.nantan-edc@
　raiden.ktaiwork.jp

●受信許可が必要なアドレス
nantan-edc@raiden.kt
　aiwork.jp
＜なんたんメール＞
　南丹市に関係する各種警
報、大雨情報、竜巻注意報、
土砂災害警戒情報、震度３以
上の地震情報などが発表され
た場合、メール配信されます。
●空メール送信先
info.nantan-city@raid
　en.ktaiwork.jp

　

●受信許可が必要なアドレス
nantan-city@raiden.kt
　aiwork.jp
問秘書広報課
TEL（0771）68-0065
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◇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）


