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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。

子育て世帯生活支援特別給付金のお知らせ

　新型コロナウイルスの影響が長期化する中で、低所得の子育
て世帯の生活を支援するため給付金を支給します。給付金額は
対象児童1人につき5万円です。（令和3年3月31日時点で18歳未
満の児童、障がいのある児童の場合は20歳未満。令和4年2月末
までに生まれた児童も対象。）
　支給にあたって対象となる養育要件と所得要件により申請が
不要な場合と必要な場合があります。
●所得要件
（1）令和3年度市民税（均等割）が非課税である者
※�未申告の方は申告が必要です。支給後、所得更正により課税
となった場合は返還が必要です。

（2�）新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降
の収入が急変し、市民税非課税相当の収入となった家計急変者

●対象者と申請の必要の有無
養育要件 所得要件

支給対象者 （1）市民税（均
等割）非課税 （2）家計急変者

①�令和3年4月分の児童手当受
給者

公務員以外
不要 必要

②�令和3年4月分の特別児童扶
養手当受給者 不要 必要

③�新規児童手当受給者、増額
改定認定者

公務員以外
不要 必要

④�新規特別児童扶養手当受給
者、増額改定認定者 不要 必要

⑤その他対象児童の養育者
　�（平成15年4月2日～平成
18年4月1日生まれの高校
生を養育する保護者）

必要 必要

※①②の（1）に該当する方は7月21日に支給済みです。
※�子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）を受給して
いる方は対象となりません
●�申請方法　令和4年2月28日（月）（消印有効）までに対象となる
方は必要書類を添えて提出してください。
●申請書提出先　子育て支援課
問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017
kosodate@city.nantan.lg.jp

お知らせ

八木町「夜市」開催中止
について
　例年、八木町夏の風物詩と
して開催しております「夜市」
は新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止のため、昨年
度に引き続き今年度も中止す
ることに決定しました。
　非常に残念でありますが、
ご理解賜りますようお願いし
ます。
問南丹市商工会
TEL（0771）42-5380
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令和３年度児童扶養手当
現況届の提出について
　児童扶養手当を受給されて
いる方（全額支給停止となっ
ている方も含みます）は、毎
年１回8月に現況届を提出す
る必要があります。
　この現況届によって11月
分以降の受給資格を審査しま
す。対象者には必要書類を送
付しますので、期限までに提
出してください。
　現況届を2年間続けて提出
されないと、手当を受ける資
格がなくなりますのでご注意
ください。
●提出期間　
　8月2日（月）～31日（火）
●�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

小規模企業共済制度のご
案内
　廃業や退職時に備えて、小
規模企業の経営者や役員の方
のために、国がつくった安心
でお得な退職金積み立て制度
です。商工会、金融機関など
で加入手続きできます。
＜特徴＞
①�掛金は全額所得控除でき
ます。月々の掛金は1,000
円～70,000円で自由に設
定。（500円刻み）
②�経営者の退職金として受け
取れます。（共済金の受取り
時にも税制メリットがあり
ます）

問�（独）中小企業基盤整備機構
共済相談室

TEL050-5541-7171
HP「小規模共済」で検索

令和３年度中学校卒業程
度認定試験実施について
　就学義務猶予免除者など
の中学校卒業程度認定試験
は、病気などやむを得ない事
由で、保護者が義務教育諸学
校に就学させる義務を猶予ま
たは免除された方などについ
て、中学校卒業程度の学力が
あるかどうか認定するために
国が行う試験です。合格され
た方は高等学校の入学資格が
得られます。
●試験期日　
　令和3年10月21日（木）
●�願書受付期間　
　令和3年9月3日（金）まで
●�受験資格　次の（１）から
（４）までのいずれかに該当
する方。

（1�）就学義務猶予免除者であ
る方または就学義務猶予
免除者であった方で、令
和4年3月31日までに満
15歳以上になる方

（2�）保護者が就学させる義務
の猶予または免除を受け
ず、かつ、令和4年3月31
日までに満15歳に達する
方で、その年度の終わり
までに中学校を卒業でき
ない（（4）に掲げる方を除
く）と見込まれることにつ
いてやむを得ない事由が
あると文部科学大臣が認
めた方

（3�）令和4年3月31日までに
満16歳以上になる方（（1）
および（4）に掲げる方を除
く）

（4�）日本の国籍を有しない方
で、令和4年3月31日まで
に満15歳以上になる方

●�出願方法　受験を希望され
る方が直接文部科学省に出
願してください。
●京都府における試験場
　�京都産業大学　むすびわざ
館（3階302教室）
　�〒600-8533　京都市下京
区中堂寺命婦町1-10

●�その他　受験案内および願
書などは、南丹市教育委員
会学校教育課にあります。

問�京都府教育庁指導部学校教
育課　　

TEL（075）414-5823

特定動物について

　「動物の愛護及び管理に関
する法律」では、人の生命、
身体または財産に害を加える
おそれがある動物として政令
で特定動物（にしきへび科の
一部、おおとかげ科の一部な
ど）が定められていますが、
昨年6月1日から飼養・保管
に係る規制が変更されていま
す。
　愛玩目的および販売目的で
飼養または保管することが禁
止（※①）され、繁殖により生
まれた動物（交雑種）が新たに
規制の対象（※②）となってい
ますので、ご注意ください。
※�①令和2年5月31日までに
飼養または保管の許可を得
ている個体は、令和2年6
月1日以降も継続して飼養
することが可能です。現在
得ている許可の有効期限の
末日以降も継続して飼養さ
れる場合は、南丹保健所へ
お問い合わせください。
※�②親のどちらかが特定動物
である場合は、その子はす
べて許可の対象です。親が
両方とも交雑種である場合
は、その子は対象ではあり
ません。

「特定動物リスト」で検索

問南丹保健所環境衛生課
TEL（0771）62-4754
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人材募集

八木町農業公社の臨時職
員を募集します
　公益財団法人八木町農業公
社では臨時職員を募集しま
す。
●�募集期間　令和3年7月26
日～令和4年3月31日まで
●�応募方法　電話でお問い合
わせください。応募方法や
質問にお答えします。
勤務場所①＜南丹市八木バイ
オエコロジーセンター＞
　施設内の軽作業および堆肥
運搬作業をしていただきま
す。
●�募集年齢　平成14年～昭
和37年生まれの方
勤務場所②＜南丹市八木学校
給食共同調理場＞
　学校で子供たちに提供する
給食の調理補助をしていただ
きます。
　子育て中の元気な方も歓迎
します。夏休みなど学校の休
暇中はお休みしていただける
のでお子さんをお持ちの方で
も安心して働いていただけま
す。
●�募集年齢　平成14年～昭
和47年生まれの方

問�公益財団法人八木町農業公
社

TEL（0771）43-1128

京都中部広域消防組合消
防職員募集
　京都中部広域消防組合で
は、令和3年度職員採用試験
を行います。
●�採用予定　5名程度（消防
職員　初級・上級）
●受験資格
＜�初級＞　平成12年4月2日
～平成16年4月1日に生ま
れた人（学歴は問わないが、
高等学校卒業程度の学力が
必要です）

＜�上級＞　平成7年4月2日～
平成12年4月1日に生まれ
た人（学歴は問わないが、
大学卒業程度の学力が必要
です）
※�その他身体的条件などの受
験資格を定めています。
●第１次試験　
　令和3年9月19日（日）
　午前9時～正午
　（受付：午前8時15分～）
●�試験会場　京都中部広域消
防組合消防本部3階大会議
室
●�受付期間　8月16日（月）ま
での午前9時～午後5時（土
曜日、日曜日、祝日を除く）
※�郵送による申し込みは、8
月12日の消印分までに限
り、受け付けます。
●�その他　受験申込書は、消
防本部、消防署、分署、出
張所および構成市町（亀岡
市、南丹市、京丹波町）の
市役所、支所にあります。
また、消防組合のホーム
ページからダウンロードで
きます。

問�京都中部広域消防組合消防
本部総務課

TEL（0771）22-9580

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　8月10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　

「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　8月10日（火）
　午後1時30分～4時　
●場所　八木市民センター
●�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

８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
・�8月21日（土）午後1時～3
時　そよかぜ美山
・�8月23日（月）午後1時～3
時　そよかぜ八木
・�8月24日（火）午後1時～3
時　そよかぜ日吉（おいで
家）
・�8月27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、事前に下記ま
でお問い合わせください。

問社会福祉課
TEL（0771）68-0007
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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
で出張相談を行いますのでご
利用ください。
●日時　8月17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

子育て支援（催し）

子育てすこやかセンター
９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。9月の事業の
申し込み受付は、7月26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　9月2日（木）午前10
時30分～11時30分
●�内容　おはなしポケットに
よる絵本の読み聞かせ
＜子育て講座＞
●�日時　9月7日（火）午前10
時30分～11時30分
●�内容　髙屋歯科医院髙屋翔
歯科医師による「手づかみ
食べのススメ～健全な口の
成長のために～」
＜お話会＞
●�日時　9月15日（水）午前
10時30分～11時
＜子育て広場0歳～＞
●�日時　9月24日（金）午前
10時30分～11時30分
●�内容　子育て発達支援セン
ター土屋成輝作業療法士に
よる「0歳遊びのススメ～
ハイハイの大切さ～」
＜親子リトミック＞　
●�日時　9月29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

子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」（８月）
＜お盆休み＞
○�8月7日（土）～15日（日）
は、お盆休みです。
＜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（8
月9日～8月13日を除く）、
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（8月
9日・11日・13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（8月10
日を除く）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（8月12
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
＜園部ひろば＞
●�日時　毎週木曜日（8月12
日を除く）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
＜�おめでとうの日＞
　ひろばに来ているみんな
で、7・8・9月生まれのお誕
生日をお祝いします。
○日吉ひろば　8月3日（火）
○美山ひろば　8月5日（木）
○八木ひろば　8月24日（火）
○園部ひろば（横田公民館）　
　8月26日（木）
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●時間　午前10時30分～正
　午
●�内容　うた、読み聞かせ、
写真入りお誕生日カードづ
くりなど
＜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　8月17日（火）
○美山ひろば　8月19日（木）
○八木ひろば　8月25日（水）
○園部ひろば（横田公民館）　
　8月26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）
○�園部ひろば（園部南部コ
ミュニティセンター）　8
月19日（木）
○美山ひろば　8月26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　8月20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　8月21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　8月23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

「京のプレミアム米コン
テスト」を開催します！
　京都府全エリアを対象とし
たお米のコンテストを今年も
開催します。生産者の皆様か
らの出品を募集します。
●�対象　おいしいお米づくり
に取り組む京都府内の農業
者および組織
●�申込方法　インターネット
の専用ページからお申し込
みください。
●�応募期間　8月1日（日）～
31日（火）

「京のプレミアム米コンテス
ト」申し込み

問京都府農林水産部農産課
TEL（075）414-4967
nosan@pref.kyoto.lg.jp

HP�「京のプレミアム米コンテ
スト」で検索

LINE

Instagram

Facebook
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南丹市健幸・食育レシピ
コンテスト作品募集
　「めざせ　ぼくも、わたし
も野菜シェフ」
　野菜をたくさん使ったおす
すめのレシピを紹介してみま
せんか？たくさんの応募をお
待ちしています。
●�募集内容　身近な野菜を
使ったレシピ
・�家庭や学校給食で日常的に
使用する野菜（にんじん、
玉ねぎ、キャベツ、大根、
水菜、壬生菜、チンゲン菜、
小松菜、ほうれん草、じゃ
がいも）を積極的に使った
もの）
※�野菜を積極的に使ったもの
であれば、魚・肉・卵・大
豆製品・ごはん・麺など品
を組み合わせてもよい。
●�対象�南丹市在住の小中学
生
●�応募方法　9月30日（木）必
着で保健医療課に提出して
ください。応募用紙は保健
医療課に設置しているほ
か、南丹市ホームページか
らもダウンロードできま
す。

レシピコンテスト作品募集
●�賞および表彰　参加者全員
に参加賞、受賞者に賞状と
賞品を贈呈します。
※�令和4年1月頃に表彰式を
行う予定です。
●�各賞について　最優秀賞
（小中学生各部門1名）・
優秀賞（小中学生各部門2
名）・学校給賞（若干名）
●�その他　1人で複数のレシ
ピの応募、家族で一緒に考
えたレシピも可能です。書
類の返却はしません。
　�　応募された項目の著作権
などの権利は南丹市に帰属

京都府統計グラフコンクールの作品募集について

　統計に親しんでいただくとともに、統計グラフの表現技術の
向上を図るため、京都府統計グラフコンクールを実施します。
●�応募対象　京都府内の学校に在学する人および府内に居住ま
たは勤務する人
●応募資格・課題・規格

応募資格 課題

手書き
統計グ
ラフの
部　　

第1部 小学校1・2年生 自分で観察・調査した結果
をグラフにしたもの第2部 小学校3・4年生

第3部 小学校5・6年生
自由第4部 中学生

第5部 高校生以上・一般

パソコン統計
グラフの部 小学生以上・一般

自由（小学校4年生以下の場
合は自分で観察・調査した
結果をグラフにしたもの）

※仕上げ寸法　72.8cm×51.5cm（B2判）
※�市販のB2判で規格より大きい場合は切ってお使いください。
なお、規格は厳守してください。
●�提出先　作品に応募作品票を添付して、京都府政策企画部企
画統計課（〒602-8570　京都市上京区下立売通新町西入）ま
たは市役所総務課（〒622-8651　南丹市園部町小桜町47番
地）へご提出ください。
●�申込締切　9月9日（木）
※市役所へ提出される場合は、9月2日（木）必着
●�その他　作品作成および応募に関する注意事項など詳細につ
いては、募集要領をご確認ください。募集要領、応募作品票
はホームページ（「京都府統計グラフコンクール作品募集」で検
索）からダウンロードできます。

問京都府政策企画部企画統計課　
TEL（075）414-4487
問総務課　
TEL（0771）68-0002

日吉町郷土資料館講演会のお知らせ

　郷土資料館では、夏季企画展「戦争－忘れてはいけないこと、
語り継がねばならないこと」を開催しています。展示会をより深
く理解していただくために「満蒙開拓青少年義勇軍」についての
講演会を開催します。皆様のご参加をお待ちしております。
●日時　8月15日（日）午後1時30分～3時
●場所　南丹市日吉町郷土資料館かやぶき民家
●講師　田中仁さん（戦争遺跡に平和を学ぶ京都の会会員）
●募集人数　15人
●�申込方法　当日までに住所、氏名、携帯番号を電話または
FAXでお申し込みください。

問日吉町郷土資料館　　
TEL（0771）68-0069
FAX（0771）72-1130
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パソコン会計実務教室　
開催のご案内
　納税協会推奨会計ソフト
「みんなの青色申告」を使用し
た、個人事業者を対象にした
会計ソフトの実務研修です。
パソコンによる会計処理の簡
略化に加え、国税電子申告納
税システム（ｅ-Ｔａｘ）にも
対応しています。1教室につ
き少数14名限定・講師2人体
制の2日間コースで親切丁寧
に指導します。
※�文字入力・マウス操作など、
パソコンの基本操作程度が
必要です。
●�日時　8月24日（火）、25
日（水）午前10時～午後4時
30分
●�場所　公益社団法人園部納
税協会2階会議室
●�内容　各種伝票入力・試算
表・決算書など
●�受講料　会員無料、非会員
4,000円（当日徴収）
●�持ち物　筆記用具（パソコ
ン、ソフトは用意します）
●定員　14人（先着順）
●�申込方法　電話でお申し込
みください。

問公益社団法人園部納税協会
TEL（0771）62-0039　

農林センター施設公開を
開催します！
　取り組んでいる研究内容の
紹介や、収穫体験を通して、
農業の魅力を知っていただく
ため、施設を公開します。
　エダマメの収穫体験、場内
を巡るクイズラリーなどの催
しを行います。
●日時　8月25日（水）
　午前9時30分～正午
　�（受付は午前11時30分ま
で）
●�場所　京都府農林水産技術
センター�農林センター（亀
岡市余部町和久成9）

し、チラシや印刷物、レシ
ピにより調理した商品の販
売・販売促進などに使用す
る場合があります。

問保健医療課　
TEL（0771）68-0016

言葉を交わさない「往復
書簡」4人展
＜展示＞
　太田良子（ガラス作家）、郡
佑見子（絵画・版画）、タケモ
リチエコ（ワイヤーアート）、
吉田和代（絵画造形）。4人の
異なるジャンルのつくり手た
ちによる言葉ではない書簡の
軌跡を展示いたします。
●�日時　7月27日（火）～8月
29日（日）月曜休館
　午前10時～午後4時30分
　�（入館料：500円　郷土資
料館共）
●�場所　美山かやぶき美術館
（美山町島朴ノ木21）
＜ワイヤーツリーづくり体験
－机上に風景を置く―＞
●�日時　7月31日（土）①午前
11時～、②午後2時～
●場所　美山かやぶき美術館
●�対象　中学生以上はお一人
で参加可。お子様は保護者
同伴
●定員　各先着6人
●所要時間　約1時間
●�参加費　2,500円（材料費、
入館料込み）
●�申込方法　電話でお申し込
みください。

問美山かやぶき美術館
TEL（0771）75-1777

●�定員　50組（小学生以下の
子供さんとその同伴者の
（100人程度）
●�申込方法　8月2日（月）～
20日（金）までに住所、氏
名、電話番号をEメールで
お申し込みください。

問�京都府農林センター環境部
TEL（0771）22-0424
ngc-norin@pref.kyoto.lg.jp

美山町文化協会作品展の
ご案内
　日頃の活動の成果を展示し
ます。皆様ぜひお越しくださ
い。
●�開催期間　8月2日（月）～
10月22日（金）
●�開催場所　美山支所�玄関
ロビー周辺
●�展示内容　書道、俳句、そ
の他作品
●展示予定
①�8月2日（月）～31日（火）
　�泰友書道会・城山句会・早
蕨キルトサークル
②�8月31日（火）～9月30日
（木）
　�泰友書道会・八ヶ峰句会・
水彩画サークル
③�９月30日（木）～10月22日
（金）
　�平屋八日会・高友句会・押
花ふしぎな花倶楽部

問美山町文化協会事務局
TEL（0771）68-0044



令和3年（2021年）7月21日発行8 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

健康づくり教室を開催し
ます
●�日時　8月11日、25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

丹波自然運動公園からお
知らせ
＜ファミリープールオープン
中！＞【要予約】
●�期間　8月31日（火）まで　
午前９時～午後５時
●�内容　ジャグジープール、
ウォータースライダー、
25ｍおよび遊泳プール、
せせらぎプール
※造波プールは中止
●�入場料　一般710円、高校
生510円、小・中学生300
円、幼児100円
●�その他　新型コロナウイル
ス感染症対策として、事前
予約が必要となります。
　�詳しくは公園ホームページ
をご確認ください。
　�きょうと子育て応援パス
ポート利用可能。
＜エンジョイテニス（夜の部）
＞
●�日 時　8月2日、16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
＜キッズ天文教室＞【要予約】
●�日時　8月28日（土）午後1
時30分～3時30分
●�場所　丹波天文館
●�内容　太陽や月について学
ぼう（小学低学年向け）
●参加費　300円

●定員　20名（予定）
●�対象　幼児（4歳～）小学低
学年（保護者同伴）
●�申込方法　7月28日（水）～
8月21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

園部地域情報

グラウンド・ゴルフ府民
総体園部町予選会の開催
●�日時　8月4日（水）午前9時
～（受付8時30分）
※雨天予備日　8月6日（金）
●�場所　園部公園スポーツ広
場
●�対象　園部町内在住者（参
加費、申込不要）
●�プレー方法　24ホールス
トロークプレーによる個人
ゲーム
●�プレー規則　公益社団法人
日本グラウンド・ゴルフ協
会のルールおよび本大会の
申し合わせ事項
●�選考方法　成績上位20名
の方を園部町代表として南
丹市予選会（9月7日）に出
場いただきます。

問�園部町グラウンド・ゴルフ
協会

TEL（0771）62-3137

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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Nantan_Free_Wi-Fiステッカー

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
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TEL（0771）63-1777　FAX（0771）63-1682　 sictv@sic.cans.ne.jp　HP http://nantantv.or.jp/

なんたんテレビ（11ch）番組表（令和3年8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）


