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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。

新型コロナウイルス感染
症生活困窮者自立支援金
　社会福祉協議会の生活福祉
資金特例貸付（緊急小口資金、
総合支援資金）において、こ
れ以上特例貸付を利用できな
い状況になったにもかかわら
ず、なお経済的に困窮されて
いる世帯を対象に、新型コロ
ナウイルス感染症生活困窮者
自立支援金の支給申請を受け
付けます。
●�支給対象者　社会福祉協議
会の総合支援資金の再貸付
まで利用された方、または、
再貸付を申し込んだものの
貸付を受けられなかった方
で、かつ、次の①から③ま
で該当する方
①�世帯の月収が、住民税均等
割非課税となる年収の12
分の1の額に生活保護の住
宅扶助基準額を足した額以
下であること。
②�世帯の預貯金額が、住民税
均等割非課税となる年収の
12分の1の額の6倍以下で
あること。
③�ハローワークへ求職申込み
手続きをして、求職活動に
取り組んでいること。
●支給額　
①単身世帯月額60,000円
②2人世帯月額80,000円
③�3人以上世帯月額100,000
円
●�支給期間　支給決定から3
カ月間
●受付期限　8月31日（火）
問福祉相談課　
TEL（0771）68-0023

納期限のお知らせ

＜令和3年8月31日（火）納期
限＞
・�市府民税（普通徴収）第2期
分　　

問税務課　
TEL（0771）68-0004
・国民健康保険税第3期分
・�後期高齢者医療保険料第2
期分

問市民課　
TEL（0771）68-0011
・介護保険料第3期分　　　
問高齢福祉課
TEL（0771）68-0006
・保育所保育料等8月分
・保育所延長保育料7月分
・一時保育料7月分　
・幼稚園預かり保育料7月分
問子育て支援課
TEL（0771）68-0017
・市営住宅使用料８月分
問営繕課　
TEL（0771）68-0062
・学校給食費８月分
問学校教育課　
TEL（0771）68-0056
・�放課後児童クラブ負担金8
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
血です。多くの方のご協力を
お願いします。
●日時　8月25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
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令和３年度南丹市戦没者
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、世
界の恒久平和を願い、南丹市
戦没者追悼式を挙行します。
●日時　10月18日（月）　
　午前10時～
●�場所　日吉生涯学習セン
ター
●�参列申込方法　各町遺族会
員の方は、所属されている
遺族会にお問い合わせくだ
さい。
　�　遺族会員でない方は、8月
27日（金）までに福祉相談
課および各支所に備え付け
の申込書に必要事項をご記
入のうえご提出ください。
　�　なお、申込多数の場合は、
過去の参列状況などにより
選考させていただきます。

問福祉相談課
TEL（0771）68-0023

戦没者遺児による慰霊友
好親善事業について
　先の大戦で父などを亡くさ
れた戦没者遺児を対象とし
て、旧戦域を訪れ、慰霊追悼
を行うとともに、同地域の住
民との友好親善を図ることを
目的に実施されます。
　実施時期や申込期限など詳
細のお問い合わせおよび参加
のお申し込みについては、（一
財）京都府遺族会までご連絡
ください。
●参加費　10万円
●�実施地域　トラック諸島、
パラオ諸島、ミャンマー・
タイ、フィリピン、ソロモ
ン諸島、マリアナ諸島、マー
シャル諸島、台湾・バシー
海峡、東部ニューギニア、
西部ニューギニア、ミャン
マー

問（一財）京都府遺族会事務局
TEL（075）393-6050

令和３年度母子家庭人間
ドックの実施について
●�実施時期　令和4年1月～3
月（平日の午前中）
●�場所　京都第一赤十字病院
健診センター
●費用　無料
●�対象　母子家庭の母親（令
和3年4月1日現在、満30
歳以上65歳未満の人で現
に児童扶養手当を受給して
いる人）
●�申込方法　8月31日（火）ま
でに申込書（南丹保健所、
子育て支援課、各支所に備
え付け）に必要事項を記入
の上、84円切手を貼った
返信用封筒を添えて、南丹
保健所福祉課へ持参または
郵送でお申し込みくださ
い。

問京都府南丹保健所福祉課　
TEL（0771）62-0361
〒�622-0041　南丹市園部町
小山東町藤ノ木21

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継
続申請受付を行います。
●�受付期間　9月1日（水）～
10月29日（金）
●�受付時間　午前9時～午後
5時（正午～午後1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症
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

水道量水器の取替につい
て
　南丹市では計量法に基づき
8年ごとに水道量水器の取り
替えを行っています。
　対象のご家庭などに「南丹
市量水器交換業務従事者証」
を持った水道工事業者がお伺
いし無償で取り替えをします
のでご協力をお願いします。
　なお、量水器取り替え後、
出始めの水が濁ったり、空気
（白濁も含む）が出る場合は、
蛇口を開けてしばらく様子を
見てください。
問上水道課　
TEL（0771）68-0053

雨水タンクの購入経費の
一部を補助します
　雨水を貯めることにより、
雨水の利活用や防災対策など
に役立てていただくため、雨
水タンク購入経費の4分の3
を乗じた額（上限45,000円・
千円未満切り捨て）を補助し
ます。
●雨水タンク利用のメリット
・�植物への水やりや夏季の水
まきなどに利用できる
・�短時間豪雨に対する出水を
軽減・抑制できる
●補助対象となる雨水タンク
　�　雨水を雨どいから分岐器
具を介して、貯留する施設
で100L以上の貯留量があ
るもの。ただし、雨水タン
クとして市販されていない
ものは補助金対象外となり
ます。
●補助交付条件など
・�南丹市内で雨水タンクを設
置する建物を所有する個人
または法人であること
・�市税、下水道受益者負担金
および分担金、上下水道料
金の滞納がないこと
・�所有（使用）する建物１戸に
つき、雨水タンク1基
・�設置に係る工事費用・配達
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費・雨どいにかかる費用・
塗装費などは補助対象外
・�雨水タンク本体を購入する
前に申請書を提出すること
※�予算の範囲内での補助とな
ります。

問下水道課
TEL（0771）68-0054

マイナンバーカードの出
張申請のご案内
　マイナンバーカード普及策
の一つとして、南丹市職員が
職場や地域集会所などに出向
いて、マイナンバーカードの
申請を受け付ける「出張申請」
の取り組みを行います。
　出張申請当日に、本人確認
書類などマイナンバーカード
の申請に必要な物を持参して
いただき、顔写真を撮影の上、
申請を受け付けます。カード
は後日、申請者本人のご住所
に郵送しますので一度も市役
所へ出向くことなくマイナン
バーカードを受け取ることが
できます。
●�対象の企業・団体　市内の
各種団体・自治会や市内に
事業所を有する企業など
●�マイナンバーカードの交付
申請が可能な方
①�南丹市民であり申請日から
約2カ月以内に他市町村へ
転出する予定がない方
②�出張申請当日において、マ
イナンバーカードの交付申
請を行っていない方
③�申請者本人が（15歳未満の
方および成年被後見人の方
は法定代理人とともに）会
場で申請できる方
●出張条件
①�5名以上の申請が見込まれ
ること。
②�原則として、平日の午前
10時から午後4時に実施で
きること。
③�申請団体において、会場手
配、申請者の取りまとめ、
申請書の配布や広報周知が

行えること。
●�申込方法　実施希望日の1
カ月前までに、団体名（企
業名）、実施会場、実施希
望日、担当者名、連絡先を
メールまたは電話でお申し
込みください。

問市民課　
TEL（0771）68-0005
shimin@city.nantan.lg.jp

南丹市営バス１日券およ
び２日券の販売について
　南丹市営バスでは、令和3
年9月1日から、1日乗車券を
1,200円（現在1,500円）、ま
た発行日から2日間利用でき
る2日乗車券を1,500円で販
売します。
　ぜひこの機会に、南丹市営
バスをご利用いただき、お得
な料金で市内を周遊くださ
い。
　1日券および2日券は南丹
市営バス車内で販売しており
ますので、購入される際は乗
車時に運転手へお声掛けくだ
さい。
　なお、1日券、2日券の対
象となるのは日吉町・美山町
を主に運行する「南丹市営バ
ス」のみで、「ぐるりんバス」、
「デマンドバス」、「京阪京都交
通路線バス」、「西日本JRバス
路線バス」は対象となりませ
んので、ご注意ください。
問地域振興課
TEL（0771）68-0019

荒廃農地等利用状況調査
および農地パトロール
　市内の農地を対象に荒廃農
地等利用状況調査および農地
パトロールを実施します。
　令和2年度において農地法
に係る許認可を受けた土地
や、荒廃農地を主な対象農地
とします。
　調査に伴い、農業委員およ
び農地利用最適化推進委員と
職員が農地に立ち入ることが
ありますので、あらかじめご
了承ください。
●�期間　8月30日（月）～9月
3日（金）の5日間

問農業委員会事務局
TEL（0771）68-0067

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。
　ご提案をいただいた場合、
返礼品の条件を満たしている
か審査のうえ、各種ふるさと
納税ポータルサイトに掲載し
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
ご興味のある方はお問合せく
ださい。
●�返礼品の登録条件　次のい
ずれかに該当するもの
①�市内で生産、製造されてい
るもの
②�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
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南丹市農業委員・農地利用最適化推進委員のお知らせ

　令和3年7月から新体制になりました。
　農地に関するご相談は、お近くの農業委員、または農地利用最適化推進委員にご相談ください。
ただし、申請に関する署名委員は、担当地区の農業委員になります。
●農業委員（順不同）

委員名 担当地区 住所・電話番号

野中　好 元町、小山東町、小山西町、城南町、栄町、美
園町、小桜町、横田、黒田 園部町城南町�（0771）62-0660

杉森　義弥 上木崎町、河原町、内林町、木崎町、瓜生野、
熊崎、新堂、千妻、曽我谷 園部町曽我谷�（0771）62-0409

野村　健　〇 船岡、高屋、大戸、熊原、佐切、越方 園部町越方　�（0771）62-3586

西田　輝夫 竹井、仁江、船阪、大西、宍人、半田、口人、
口司 園部町口司　�（0771）62-0798

奥村　善晴 殿谷、埴生、南大谷、若森、天引、南八田、法
京、大河内 園部町埴生　�（0771）65-0210

浅田　均 日置、刑部、北広瀬 八木町日置　�（080）5335-0719
中川　能季 氷所、青戸、屋賀、北屋賀、西田、観音寺 八木町氷所　�（0771）42-4195

齊藤　延久 八木、柴山、鳥羽、玉ノ井、美里、室河原、木
原、池ノ内、南広瀬、大薮、八木嶋 八木町八木　�（0771）42-5883

松本　國夫 船枝、山室、室橋、諸畑、野条、池上 八木町山室　�（0771）42-3125
川勝　芳明 神吉 八木町神吉　�（0771）44-0528

湯浅　照夫 殿田、田原（東雲）、中世木、生畑、木住、中、
天若 日吉町生畑　�（0771）72-0520

大沢　泰一 四ツ谷、佐々江、田原（彰徳・興風・和田・新シ・
片野） 日吉町田原　�（080）1446-2899

吉田　正美 保野田、志和賀 日吉町志和賀�（0771）72-0868
谷口　定己 胡麻、上胡麻、畑郷 日吉町上胡麻�（0771）74-1046

林　昭男 原、板橋、宮脇、下吉田、長谷、島、上司、和
泉、静原、鶴ケ岡、盛郷、福居、高野、豊郷 美山町原�　　（0771）75-1085

渡部　康子 又林、下平屋、上平屋、安掛、野添、長尾、深
見、荒倉、内久保 美山町安掛　�（090）7101-8448

梅津　義明 萱野、大野、三埜、肱谷、小渕、向山、樫原、
音海 美山町小渕　�（0771）75-1223

上田　純二� ◎－ 美山町鶴ケ岡�（0771）76-0003

長野　敏　 南、北、中、下、知見、河内谷、江和、田歌、
芦生、白石、佐々里 美山町河内谷�（0771）77-0627

※◎は会長職のため担当地区なし、〇は職務代理です。
●農地利用最適化推進委員（順不同）

委員名 担当地区 住所・電話番号
森　爲次 元町、小山東町、小山西町、城南町、栄町、美

園町、小桜町、横田、黒田
園部町黒田�　（0771）62-3215

内藤　政博 瓜生野、熊崎、新堂、千妻、曽我谷 園部町新堂�　（0771）62-0946
寺尾　義延 上木崎町、河原町、内林町、木崎町 園部町内林町�（0771）62-4633
内藤　彰 船岡、高屋、大戸、熊原、佐切、越方 園部町船岡�　（0771）63-0065
辻田　榮治 竹井、仁江 園部町竹井�　（0771）62-1931
関　隆宏 船阪、大西、宍人 園部町船阪　�（0771）68-3739
中西　一美 半田、口人、口司 園部町口人　�（0771）62-2186
野々口　善文 天引、南八田、法京、大河内 園部町大河内�（090）5166-3780
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●農地利用最適化推進委員（順不同）
委員名 担当地区 住所・電話番号
奥村　成和 殿谷、埴生、南大谷、若森 園部町若森�　（0771）65-0631
小早川　健一 西田、刑部、北広瀬 八木町西田　�（0771）42-3412
齊藤　昌久 観音寺、日置、氷所 八木町観音寺�（0771）43-2024
川勝　清 屋賀、北屋賀、青戸 八木町青戸　�（0771）42-4111
向　真一郎 玉ノ井、八木嶋、大薮、南広瀬 八木町玉ノ井�（090）6971-7616
今西　滋 池ノ内、木原、室河原、美里、鳥羽 八木町木原　�（0771）42-3405
波部　尚徳 八木、柴山 八木町八木　�（0771）42-2011
樋口　眞弘 諸畑、野条、池上 八木町諸畑　�（0771）42-2790　
橋本　治樹 船枝、山室、室橋 八木町室橋　�（0771）42-2996
綿井　幸二 神吉 八木町神吉　�（090）7497-1532
吉田　陽子 殿田、田原（東雲）、中世木、生畑、木住、中、

天若
日吉町殿田　�（0771）72-0073

井上　雅晶 四ツ谷、佐々江、田原（彰徳・興風・和田・新シ・
片野）

日吉町四ツ谷�（0771）73-0012

前田　利治 上胡麻、畑郷 日吉町上胡麻�（0771）74-0223
和田　貴士 胡麻 日吉町胡麻　�（0771）74-0528
吉田　勝 保野田、志和賀 日吉町保野田�（0771）72-0123
倉内　裕 原、板橋、宮脇、下吉田、長谷、島、上司、和

泉、静原
美山町島　　�（0771）75-1190

三﨑　正子 又林、下平屋、上平屋、安掛、野添、長尾、深
見、荒倉、内久保

美山町内久保�（090）4039-2985

藤原　忠司 萱野、大野、三埜、肱谷、小渕、向山、樫原、
音海

美山町肱谷　�（0771）75-0500

谷本　みどり 福居、豊郷 美山町豊郷　�（0771）76-0712
南條　勝和 鶴ケ岡、盛郷、高野 美山町鶴ケ岡�（0771）76-0682
野口　則彰 南、北、中、下、知見、河内谷、江和、田歌、

芦生、白石、佐々里
美山町田歌　�（0771）77-0206

問農業委員会事務局　
TEL（0771）68-0067

南丹市公式ＬＩＮＥアカウント開設しています

　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。
　お気軽に友だち登録をしていただき、各種情報をチェックし
てみてはいかがでしょうか。また、家族の方やお友達の皆さん
にも教えてあげてください。
●登録方法
①�「ＩＤ検索」の場合は「ｎａｎｔａｎ．ｌｉｎｅ」を入力し検索
してください。
②�「友だち検索」の場合は「公式アカウント」から「南丹市」を検索
してください。
③�右の2次元バーコードを読み取ってください。
問秘書広報課
TEL（0771）68-0065
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南丹市国民健康保険南丹みやま診療所診療予定

月 火 水 木 金

午前

総合内科
中村医師

総合内科
中村医師

総合内科
中村医師

総合内科
中村医師

内科
尾嵜医師

－ －

小児科（第1・3・5週）
整形外科（第2・4週）
京都中部総合医療セン
ター医師

内科
京都中部総合医療
センター医師

総合内科
西岡医師

午後 － － －
内分泌内科（最終
週のみ）
矢倉医師

精神科・心療内科
（隔週）
石澤医師

夜間 総合内科
中村医師 － － 内科

尾嵜医師 －

＜午前の診療＞
●受付　午前8時30分～11時30分
●診療　午前9時～正午
※京都中部総合医療センター医師は午前10時からの診療です。
※京都中部総合医療センターの担当医は次のとおりです。
　内科　第1週　辰巳医師、第2～5週　服部医師
　小児科　第1週　河瀬医師、第3週　青井医師　第5週　合田医師
　整形外科　琴浦医師、大友医師、平田医師
＜午後の診療＞　予約制
※事前に電話で予約してください。
＜夜間の診療＞
●受付　午後４時30分～6時30分
●診療　午後5時～7時
※総合内科では、内科、外科、小児科を診察します。
問南丹市国民健康保険南丹みやま診療所
TEL（0771）75-1113

南丹市国民健康保険美山林健センター診療所診療予定

月 火 水 木 金

午後 － － － 総合内科
中村医師

総合内科
西岡医師

●受付　午後1時30分～3時30分
●診療　午後2時～4時
※総合内科では、内科、外科、小児科を診療します。
問南丹市国民健康保険美山林健センター診療所
TEL（0771）76-0201
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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

一般事務 5名程度
一般試験
（大卒・短大卒・
高卒）

平成8年4月2日から平成16年4月1日までに生まれ
た人

保　育　士
幼稚園教諭 若干名

一般試験
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

社会人試験
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

技　師　職
（土木・水道） 若干名

一般試験

平成8年4月2日から平成16年4月1日までに生まれ
た人で、高等学校以上の学校において、土木または
建築の専門課程を卒業した人または令和4年3月末
までに卒業見込みの人

社会人試験
昭和56年4月2日以降に生まれた人で、土木関係ま
たは水道関係の設計業務、施工管理などの実務経験
が3年以上ある人

一般事務
（診療所関係） 若干名 社会人試験

昭和56年4月2日以降に生まれた人で、高等学校以
上の学校を卒業し、民間企業などでの医療事務（受
付・会計・診療報酬請求全ての事務）に従事した経
験が3年以上ある人

看護師
准看護師 若干名 社会人試験

昭和56年4月2日以降に生まれた人で「看護師」また
は「准看護師」の実務経験が3年以上あり、看護師免
許証または准看護師免許証を有する人

※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　10月31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　9月21日（火）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
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京都府立農業大学校
令和４年度学生募集
＜推薦＞
●�受付期間　9月17日（金）～
30日（木）
●�試験日　10月29日（金）　
午前10時～
＜前期＞
●�受付期間　11月29日（月）
～12月13日（月）
●�試験日　令和4年1月11日
（火）午前9時20分～
＜後期＞
●�受付期間　令和4年1月21
日（金）～2月2日（水）
●�試験日　令和4年2月18日
（金）午前9時20分～
※�高校、大学、市町村、ＪＡ
などの長の推薦による出願
が可能です。

問京都府立農業大学校
TEL（0773）48-0321

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）
＜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）～19日（日）の間で、
いずれか一日を指定。
＜自衛官候補生＞
●�概要　任期制の自衛官。資
格や技術を身に付け、就職・
進学・継続を選択します。
●�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。
＜採用説明会のご案内＞
●�日時　月曜日～金曜日
　午前9時～午後5時
※�土・日・祝日の説明会につ
いては、平日営業時間内に
予約いただければ実施しま
す。
●場所　亀岡募集案内所
●�内容　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　どなたでも参加でき
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

集落支援員の募集について

　市内の集落の実情を把握し、維持・活性化対策を推進するために集落支援員を募集します。
●職種および勤務場所など

職種 勤務場所 人数 賃金 備考

集落支援員 南丹市役所日吉支所 1人 月額151,900円 通勤手当支給、社会保険・雇
用保険加入

●募集要件　次の①～⑤すべての要件を満たす方
①集落を元気にするために熱意を持って活動できる方
②心身ともに健康で誠実かつ責任を持って業務を行うことができる方
③普通自動車運転免許を有している方
④パソコン（ワード、エクセル、メールなど）の一般的な操作ができる方
⑤地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない方
●主な活動内容
・集落の巡回、関連する会議への出席、集落の維持・活性化のための支援
・各種助成金の相談対応
・各種団体との連絡調整　など
●勤務時間　週37.5時間
　原則、土日祝日は休日ですが、業務の内容により勤務することがあります。
●任用期間　令和3年11月1日～令和4年3月31日　※更新あり
●募集期間　令和3年8月16日～令和3年9月15日　※土日祝日除く
　　　　　　午前8時30分～午後5時
●採用　面接試験により採否を決定します。面接試験は10月に実施する予定です。
●申込方法　申込書に必要事項を記入のうえ、地域振興課または各支所総務課にご提出ください。
　　　　　　申込書は各提出先に備え付けています。
問地域振興課　
TEL（0771）68-0019
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相談会

「行政書士による無料相
談会」開催のお知らせ
　相続、成年後見、農地など
の不動産売買・賃貸、各種許
認可手続などでお困りやお悩
みの方、まちの身近な法律家・
行政書士が相談に応じます。
相談は無料で予約も不要です
ので、お気軽にお越しくださ
い。
●日時　9月1日（水）　
　午後1時30分～4時
●�場所　八木市民センター研
修室（市役所八木支所3階）

問京都府行政書士会第3支部
TEL（075）692-2500

京都ジョブパーク出張相
談会のお知らせ
　コロナ禍で離職せざるをえ
なくなった方、転職をお考え
になっている方などを対象に
相談会を実施します。予約な
しでもご利用いただけます。
●日時　
・8月24日（火）
　午前10時～正午
�・9月14日（火）
　午前10時～正午
※相談は1人30分以内です。
●�場所　市役所2号庁舎3階
302会議室

問京都府雇用推進室　
TEL（075）682-8913
問商工課　　　　
TEL（0771）68-1008

子育て支援（催し）

「ほめて ハッピー☆smile
講座」を開催します
　子どもは、「ほめられる」こ
とで「愛されている、認めら
れている」という自信が育ち
ます。そこで、「ほめる育児」
をテーマに登録制のシリーズ
講座を開催します。少人数で
お互いの悩みを共感し、そし
て、ほめて子育てができるよ
う講座を受講してみません
か。
●�日時　9月8日（水）、22日
（水）、10月7日（木）、20
日（水）
※各日午前10時～11時30分
※�全4回とも欠席のないよう
参加してください。
●�場所　市役所4号庁舎2階
会議室
●対象者　幼児の保護者
●募集人数　10人
●�内容　講話、意見交流、ほ
めかたロールプレイなど　
●�講師　子育て支援課　
　支援員　今井美智代
●�託児　希望者には託児（無
料）を行います。
●�申込方法　8月25日（水）ま
でに住所、氏名、電話番号、
託児希望の有無を、電話、
FAX、Eメールのいずれか
でお申し込みください。

問子育て支援課
TEL（0771）68-0017　
FAX（0771）68-1166
�kosodate@city.nantan.
lg.jp

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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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＞
◆私たちの真実（カマラ・ハリス）◆世界なんでもランキング（地球の歩き方編集室）◆本当に君は総
理大臣になれないのか（小川淳也、中原一歩）◆夫婦をやめたい（南和行）◆女性受刑者とわが子をつ
なぐ絵本の読みあい（村中李衣編）◆移住。（朝日新聞出版編）◆あえるよ！山と森の動物たち（今泉忠
明）◆血糖値にホントにいいこと帳（板倉弘重監修）◆子どもの幸せは腸が7割（藤田紘一郎監修）◆薬
に頼らないアロマ的セルフケアレシピ（小野江里子）◆買わない暮らし。（筆子）◆感じのいい、大人服
（美濃羽まゆみ）◆ひとりぶんのレンチンスパイスカレー（印度カリー子）◆手軽においしく発酵食の
レシピ（真野遥監修）◆透明和菓子ごよみ（鳥居満智栄）◆長谷川町子（長谷川町子美術館監修）◆海の
むこうで（M.B.ゴフスタイン）◆本の力（酒井京子）◆蝸牛登山画帖（やまとけいこ）◆フィールド言語
学者、巣ごもる。（吉岡乾）◆そのまま使えるオンラインの“場づくり”アイデア帳（ワークショップ探
検部）◆食卓で読む一句、二句。（夏井いつき、ローゼン千津）◆君と歩いた青春（小路幸也）◆ブラザー
ズ・ブラジャー（佐原ひかり）◆パンダより恋が苦手な私たち（瀬那和章）◆マルチの子（西尾潤）◆ま
りも日記（真梨幸子）◆作家と犬（平凡社編集部編）◆日本の原風景（安野光雅）◆まるさんかく論理学
（野崎昭弘）
＜児童書＞
◆防災ハンドメイド（辻直美）◆高校受験で成功する!中学生の「合格ノート」教科別必勝ポイント55
（小澤淳監修）◆教科書の外で出会う、ぼくらの身のまわりの理科（うえたに夫婦）◆ナメクジはカタ
ツムリだった？（武田晋一写真・文）◆Fができない（升井純子）◆ホカリさんとなつのともだち（はせ
がわさとみ）◆きっと、大丈夫（いまたあきこ）◆３１センチの約束（嘉悦洋）◆さよならのたからばこ
（長崎夏海）◆ラスト・フレンズ（ヤスミン・ラーマン）
＜絵本＞
◆いたいときのおまじない（角野栄子）◆としょかんのきょうりゅう（鈴木まもる）◆あんなにあんな
に（ヨシタケシンスケ）◆はげたかのオーランドー（トミー・ウンゲラー）◆きょうりゅうレディ（リン
ダ・スキアース）◆コップのすいえい（二宮由紀子）◆パンダツアー（のはなはるか）◆どうぶつせん
きょ（アンドレ・ホドリゲス、ラリッサ・ヒベイロ他）◆真夜中のちいさなようせい（シンソンミ）◆
へんしんへんしんフルーツポンチ（山本祐司）
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

催し

南丹市地域おこし協力隊活動報告会を開催します

　本年8月で任期満了を迎える南丹市地域おこし協力隊２名の活動報告会を開催します。
　都市部から移住し、それぞれの知識や経験を生かして地域活動に取り組んできた隊員が、3年間の
活動を通じて気づいたこと、得たことなどを報告します。ぜひご参加ください。
●日時　8月22日（日）午後2時～3時30分
●会場　市役所2号庁舎3階301会議室
●報告者　根井真由美隊員、山内光雅隊員
●内容　隊員による報告、質疑応答
問地域振興課　
TEL（0771）68-0019
chiiki@city.nantan.lg.jp
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八木町文化協会主催
「俳句講座」参加者募集
　俳句を趣味にされている方
も俳句をつくったこともない
初めての方も参加できる俳句
講座です。ちょっと俳句づく
りを経験してみませんか？秋
を迎えるひととき八木町文化
協会くれなゐ句会が主催する
俳句講座に参加して楽しんで
ください。
●日時　9月25日（土）
　午前10時～正午
●�場所　八木市民センター文
化ホール（八木支所3階）
●講師　岩城久治さん
●�対象者　南丹市在住・在勤
の成人
●�参加定員　俳句をつくっ
て参加する人（先着15人）、
俳句は作らず参加する人
（先着25人）
●持ち物　筆記用具
●申込期間　
①俳句を作って参加したい方
　8月17日（火）～28日（土）
②�俳句は作らず参加したい方�
8月17日（火）～9月11日
（土）
●�申込方法　申込期間内に住
所、氏名、電話番号を八木
市民センターにお越しいた
だくか、電話またはＦＡＸ
でお申し込みください。
●�その他　お申し込みいただ
いた方には「詳細要項」を郵
送します。
　�　俳句を作って参加する人
には、「お題」をお知らせし
ます。期日までに事務局に
投句してください。

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

府民総体（ゴルフ競技）
の参加者を募集します
　京都府民総合体育大会（ゴ
ルフ競技）の参加者を募集し
ます。
●大会日時　11月11日（木）
　受付：午前７時　
　スタート：午前８時
●�大会会場　クラウンヒル
ズ京都ゴルフ倶楽部（南丹
市日吉町保野田）
●募集人数　6人
※�応募者多数の場合は、事務
局にて選考を行います。
●�参加資格　令和3年4月1日
に18歳以上で、本年4月
30日以前から南丹市に在
住または在勤している方
●�申込方法　8月27日（金）ま
でに住所、氏名、年齢、電
話番号、平均スコアをご記
入の上、FAXまたは郵送で
お申し込みください。

問�南丹市ゴルフ協会事務局：
吉田（クラウンヒルズ京都
ゴルフ倶楽部内）

TEL（0771）72-1234　
FAX（0771）72-1238
〒�629-0301　南丹市日吉町
保野田池ヶ谷1番地

第15回南丹市ボウリング
交流大会を開催します
　南丹市民ボウリング交流
大会を開催します。どなたで
もお気軽にご参加ください。
　なお、この大会は第44回
京都府民総合体育大会およ
びマスターズ南丹市代表選
考会を兼ねています。
●日時　9月4日（土）
　午後7時30分開始
　（午後7時受付）
●�会場　アルプラザボウル
（亀岡市篠町野条）　
　ＴＥＬ（0771）24-3386

●競技方法　
①�1人4ゲームトータルピン
にて順位決定。
②�性別、年齢によってハン
ディ有。
●�参加資格　18歳以上の南
丹市内在住または在勤者
（高校生は不可）
　�　府民総体の出場資格は、
18歳以上の社会人に限る。
　�　マスターズは、50歳以
上に限る。
●�参 加料　1人2,000円（当
日受付にて徴収。貸し靴代
は別途必要）
●�申込方法　8月31日（火）午
後5時までに住所、氏名、
年齢、性別、電話番号を電
話またはＦＡＸでお申し込
みください。
●�その他　表彰は、優勝者に
トロフィ（持ち回り）を授
与。成績により賞品があり
ます。（参加賞もあります）
　�　会場への道中ならびに競
技中の負傷について、主催
者は一切の責任を負いませ
ん。

問�南丹市ボウリングクラブ事
務局　

TEL090-4303-1450
問園部海洋センター
TEL（0771）68-0084
問社会教育課　　　　　
TEL（0771）68-0057　
FAX（0771）63-4434
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野外ライブ出演者募集

　地域で活躍する地元アー
ティストの出演者を募集しま
す。
　ライブを盛り上げる「賑わ
いゾーン」の出店者（約30店
舗）も募集します。
●�開催日　10月17日（日）
　午前10時～
●�場所　八木町大堰川メモリ
アル広場
●�申込方法　8月31日（火）午
後５時までに電話でお申し
込みください。
※�週間予報で当日が雨天・荒
天の場合は中止します。

問�京都南丹Yagi-JAM実行委
員会�廣瀨　

TEL090-4290-2084

「わっかっか！歌声喫茶」
を開催します
　昔懐かしい童謡・唱歌や昭
和の歌を生伴奏で一緒に歌
い、楽しいひと時を過ごしま
せんか。暑い時期のため、会
場を変更して開催します。
●日時　9月5日（日）
　午後2時～3時30分
●�場所　スプリングスひよし
2階交流サロン
●�運営協力金　500円（中学
生以下は無料）
●定員　20人（先着順）
●�申込方法　前日までに電話
でお申し込みください。

問わっかっか！
TEL080-9753-9402�　
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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
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丹波自然運動公園からお
知らせ
＜太極拳教室＞
●日時　8月27日（金）
　午後2時～4時
●場所　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
＜テニス教室（夜の部）＞
（要予約）
●�日時　9月6日～10月25日
の全8回（毎週月曜日）午後
7時～9時
●場所　テニスコート
●�内容　初心者・初級者向け
のテニス教室。
●参加費　6,000円
●定員　20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。
＜マスターズテニス大会＞
（要予約）
●日時　9月15日（水）
　午前9時～
●場所　テニスコート
●�内容　予選リーグ戦～決勝
トーナメント
●参加費　2,000円（1ペア）
●�定員　男女別ダブルス／各
32組　※先着順
●�対象　男子60歳以上、女
子50歳以上
●�申込方法　8月15日（日）か
ら9月8日（水）までに、参
加者の住所、氏名、年齢、
電話番号をご記入の上、は
がき、ＦＡＸ、Ｅメールの
いずれかでお申し込みくだ
さい。
＜ツリークライミング教室＞
（要予約）
●�日時　9月23日（木・祝）①
午前10時～②午後12時15
分～③午後2時～（体験時
間約90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　2,000円
●定員　各回10人（先着順）
●対象　小学生以上
●�申込方法　8月23日（月）～
前日までに、住所、氏名、
年齢、電話番号をご記入の
上、はがき、FAX、Ｅメー
ルのいずれかでお申し込
みください。
＜グラウンド・ゴルフ大会＞
（要予約）
●日時　9月28日（火）
　午前９時～
●�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　8月28日（土）午
前9時より団体受付開始。
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

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
ホームページにバナー広告
を募集しています。月平均
18,000件のアクセスがある
市のホームページにあなたの
企業を紹介しませんか。【有
料・要申込】
●期間　3カ月以上
●場所　市ホームページの
　トップページ最下部
●定数　20企業
　市ホームページ下部にある
「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

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
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