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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。

下水道へ接続し衛生・水
質環境を向上させよう
　南丹市では、生活に関わる
衛生環境や水質環境の向上の
ために、全市水洗化に取り組
んでいます。
　家庭の水回りやトイレを水
洗化すると、し尿および生活
雑排水（台所、風呂および洗
濯などの排水）は、下水処理
施設または合併処理浄化槽で
適切に処理され、河川などに
放流されます。
　このように水洗化すること
によって次のような効果が期
待できます。
（１�）トイレの水洗化によっ
て、臭いもなくなり快適
な生活がおくれます。

（２�）家庭からの雑排水が下水
道に流れ、家の周りの衛
生環境が向上します。

（３�）下水処理されたきれいな
水が川に流れ、水環境が
向上します。

問下水道課　
TEL（0771）68-0054

下水道に流してはいけな
いものについて
　最近頻繁に下水道施設にタ
オルなどが流れ込み、マン
ホールポンプの故障の原因に
なっています。ポンプが故障
しますと汚水が流れなくなり
マンホールから汚水があふれ
てしまいます。
　下水道は何でも流せるとい
うものではありません。各家
庭におかれましては、水に溶
けない紙やタオル類、ゴム類
など下水道へ流してはいけな
いものについては、十分注意
していただきますようお願い
します。
　下水道施設に詰まりが発生
し、その原因者が特定できた
場合には、それらに係る費用
を負担いただくことがありま
す。
問下水道課　
TEL（0771）68-0054

お知らせ

お知らせなんたん第374
号のお詫びと訂正
　お知らせなんたん第374号
（令和3年8月13日発行）の4
ページに掲載しました「南丹
市農業委員・農地利用最適化
推進委員のお知らせ」の記事
において、委員名に脱字があ
りましたので、お詫びして訂
正します。
（誤）長野
（正）長野　敏
問秘書広報課
TEL（0771）68-0065

令和3年度全国労働衛生週間

　10月1日から10月7日までは、「令和3年度全国労働衛生週間」
です。
　今年度のスローガンは、「向き合おう！　こころとからだの　
健康管理」です。日常での労働衛生活動の総点検をお願いします。�
　また、新型コロナウイルス感染防止に向けた、副スローガン、
「うつらぬうつさぬルールとともに　みんなで守る健康職場」に
基づき、職場環境のみならず日常生活において、「三密」になって
いないか点検をお願いします。
問園部労働基準監督署
TEL（0771）62-0567
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クリーンマス（分離マス）
の清掃について
　台所から、家の外につな
がっている1つ目のマスが
「クリーンマス」です。
　クリーンマスは分離マスと
も呼ばれ、台所から出る細か
い調理くずや、水と一緒に流
れ出た油分を分別します。
　クリーンマスは、月に1～
2回程度清掃を行う必要があ
ります。清掃を怠ると、排水
管が詰まり、排水工事が必要

となる場合があります。忘れ
ないよう定期的に清掃を行っ
てください。
●清掃方法
　蓋を開けると、上部に油分
が溜まっているので、おたま
やひしゃくで油分を新聞紙な
どにすくい上げます。また、
固形物を除去するカゴが付い
ていますので、カゴにたまっ
たごみも新聞紙などの上にあ
け、水気を切って燃えるごみ
として処理してください。す
くい上げた後は、ホースを

使ってマスやカゴに付いてい
る油分を落とします。
　カゴの網目に詰まりがある
時は食器用洗剤などをかけ、
ブラシでこすると細かい汚れ
も落ち、きれいになります。
　クリーンマス下流側にある
マスの蓋も開け、油分が溜
まっていないか確認してくだ
さい。
問下水道課　
TEL（0771）68-0054

高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ

　高齢者を対象にインフルエンザの予防接種を公費（一部個人負担）で実施します。希望される方は
期間内に実施医療機関で接種してください。
●対象者　南丹市に住民登録があり、以下の①、②のどちらかに当てはまる方
①65歳以上の接種希望者（接種日に65歳以上の方）
②60歳以上65歳未満で、「心臓・じん臓・呼吸器の機能」または「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の
機能」に日常生活に支障をきたす程度の障がいのある方で、接種を希望される方
●自己負担金　1,500円（1人につき、年度内1回）
●申込方法　南丹市内の実施協力医療機関に直接お申し込みください。
※�対象者の方で、特別な事情（市外の医院で病気の管理中であるなど）により下表の実施医療機関以
外での接種を希望される方は、医療機関によっては、公費での接種ができない場合があります。
接種するまでに保健医療課までお問い合わせください。
●実施期間　10月1日（金）～12月28日（火）　
　（診療日は医療機関によって異なりますので、必ず医療機関にお問い合わせください）
●�接種費用の免除　生活保護世帯の方は接種費用が免除されます。必ず接種するまでに、保健医療
課または各支所窓口で申請してください。
●実施医療機関（順不同）
医　療　機　関　名 電話番号 医　療　機　関　名 電話番号

川西診療所 （0771）62-0139 京都中部総合医療センター
（旧公立南丹病院）

（0771）42-2510
げんの耳鼻咽喉科 （0771）68-1313
園部病院
（旧園部丹医会病院）

（0771）62-0515 胡麻佐野診療所 （0771）74-0022

高屋こども診療所 （0771）68-1155 藤岡五ヶ荘診療所 （0771）73-0203
冨井内科医院 （0771）68-2550 吉田医院 （0771）72-0022
西田医院 （0771）68-1105 明治国際医療大学附属病院 （0771）72-1221
仁丹医院 （0771）62-0234 山田医院 （0771）42-2306
広野医院 （0771）62-0218 南丹みやま診療所 （0771）75-1113
南八田診療所 （0771）65-0048 美山林健センター診療所 （0771）76-0201
きむら診療所 （0771）43-0860
※ワクチン数に限りがありますので実施できない場合があります。ご了承ください。
問保健医療課　
TEL（0771）68-0016　
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納期限のお知らせ

＜令和3年9月30日（木）納期
限＞
・�固定資産税・都市計画税第
3期分　

問税務課　
TEL（0771）68-0004
・国民健康保険税第4期分
・�後期高齢者医療保険料第3
期分

問市民課　
TEL（0771）68-0011
・介護保険料第4期分
問高齢福祉課　
TEL（0771）68-0006
・保育所保育料等9月分
・保育所延長保育料8月分
・一時保育料8月分
・幼稚園給食費9月分
・すこやか学園使用料9月分
問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017
・市営住宅使用料9月分
問営繕課　
TEL（0771）68-0062
・学校給食費9月分
問学校教育課　
TEL（0771）68-0056
・�放課後児童クラブ負担金9
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。

人材募集

南丹市会計年度任用職員
（一般事務）の募集
　会計年度任用職員を募集し
ます。
●�募集職種　一般事務（介護
認定審査会事務）
●勤務場所　高齢福祉課
●人数　1名
●給料　151,900円/月
※週5日勤務の場合
●�備考（資格・勤務形態等）　
パソコン（ワード・エクセ
ル）の一般的な操作ができ
る方。
●�任用期間　任用決定日～令
和4年3月31日（更新する
場合有）
●�勤務形態　原則週5日（月
～金）、午前8時30分～午後
5時までの勤務。社会保険・
厚生年金・雇用保険加入
●�応募締切　任用者が決定次
第、募集を締め切りますの
で、お問い合わせください。
●�申込方法　会計年度任用
職員申込書（人事課および
各支所総務課に備え付け、
ホームページからダウン
ロード可）に必要事項を記
入の上、人事課へ提出（郵
送可）してください。
　〒622-8651
　�南丹市園部町小桜町47番
地
　南丹市役所人事課宛て
●�採用　書類審査および面接
試験により合否を決定しま
す。
※�面接は随時実施します。（日
程は申込者に別途連絡しま
す）

問高齢福祉課　　
TEL（0771）68-0006 

自衛隊各種採用試験に関
するご案内

＜防衛大学校学生一般＞

●�概要　幹部自衛官を養成し
ます。
●受付締切　10月27日（水）
●�第一次試験日　11月6日
（土）および11月7日（日）

＜防衛医科大学校医学科学生
＞
●�概要　医師である幹部自衛
官を養成します。
●受付締切　10月13日（水）
●�第一次試験日　10月23日
（土）

＜防衛医科大学校看護学科学
生＞
●�概要　保健師・看護師であ
る幹部自衛官を養成しま
す。
●受付締切　10月6日（水）
●�第一次試験日　10月16日
（土）

＜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。
●�受付期間　年間を通じて
行っております。11月以
降の採用試験の実施につい
ては未定です。

＜採用説明会について＞
●日時　
・�平日　午前10時～正午、
午後1時～午後3時、
　午後3時～午後5時
・土日祝　事前予約制　
※�平日営業時間内での事前予
約をお願いします。
●会場　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　学生・一般・保護者
の方など、どなたでもご参
加いただけます。

問 防衛省自衛隊　京都地方協
力本部　亀岡募集案内所

TEL（0771）24-4170
〒 621-0815亀岡市古世町西

内坪34-26
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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相談会

「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　9月21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

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　9月21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。

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

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
相談会を開催します。10月
の開催予定は下記のとおりで
すので、お気軽にご利用くだ
さい。
●日時　①10月6日（水）、
　②10月19日（火）
●時間　
　いずれも午後1時～4時
●�場所　日程①園部文化会館
3階会議室、日程②日吉生
涯学習センター第2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　

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　10月20日（水）
　午後2時～3時
●�場所　市役所4号庁舎相談
室
●定員　2人（先着順）
※1人30分以内
●�申込方法　10月13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　11月17日（水）
　午後2時～3時
●�場所　市役所4号庁舎相談
室
●定員　2人（先着順）
※1人30分以内

●�申込方法　11月10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。
●�申込方法　お電話でお申し
込みください。

問福祉相談課　
TEL（0771）68-0023

多重債務無料法律相談の
ご案内
　借金の返済でお悩みの方を
対象に、弁護士が相談に応じ
ます。借金問題は必ず解決で
きます。まずはお問合せくだ
さい。
●日時　10月26日（火）
　午後5時～6時30分
※1人30分以内
●場所　園部文化会館会議室
●�申込方法　10月25日（月）
午後4時までに電話でお申
し込みください。
※�上記以外の無料相談会場も
ご案内しています。まずは
ご相談ください。

問 南丹市消費生活相談窓口
（商工課内）　
TEL（0771）68-0100
問 南丹広域振興局商工労働観

光係　
TEL（0771）23-4438
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子育て支援（催し）

「子どもの病気
ホームケアの基本」講座
　夜間や休日、病院の休診時
にお子さんのけがや体調不良
があれば、その対応に慌てて
しまいます。家庭で対応する
ための知識や救急医療の受診
の目安などについて学びま
しょう。託児スタッフも配置
していますので、お子さんと
一緒にお越しください。
●日程・場所　
＜休日開催＞
※事業開催時間のみ開館
・10月2日（土）
　子育てすこやかセンター
・11月6日（土）
　美山保健福祉センター
＜平日開催＞
・10月13日（水）
　子育てすこやかセンター
●�時間　いずれも午後1時30
分～3時
●�対象　乳幼児期の子を育て
る親　※託児（無料）あり
●定員　各日程10人
●�講師　高屋こども診療所　
高屋和志院長
●�内容　先生のお話（子ども
の病気と対応・予防接種）、
質疑応答
●�申込方法　各日程の5日前
までに希望日、住所、氏名、
電話番号、託児希望の有無、
質問・相談内容を、電話ま
たはEメールでお申し込み
ください。

問子育て支援課
TEL（0771）68-0017　　

 kosodate@city.nantan.lg.jp

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＞
◆スラスラ読めるPythonふりがなプログラミング（ビープラウ
ド監修）◆怒りの扱い方大全（戸田久実）◆沈没船博士、海の底
で歴史の謎を追う（山舩晃太郎）◆世界でいちばん幸せな男（エ
ディ・ジェイク）◆漂流者は何を食べていたか（椎名誠）◆「非モ
テ」からはじめる男性学（西井開）◆身体を痛めない介護術（岡田
慎一郎）◆賢い子はスマホで何をしているのか（石戸奈々子）◆
最新の国際基準で見わける雲の図鑑（岩槻秀明）◆昆虫館はスゴ
イ！（全国昆虫施設連絡協議会）◆虫のぬけがら図鑑（安田守）◆
オンナたちの甲状腺（山内泰介）◆結局、自律神経がすべて解決
してくれる（小林弘幸）◆分水嶺（河合香織）◆こころが整う台所
（高木ゑみ）◆生のまま！野菜＆フルーツ最新冷凍術（島本美由
紀）◆バス趣味入門（加藤佳一）◆いまこそ使いたい時刻表活用術
（木村嘉男）◆上村松園（上村松園画）◆夢がかなうおとなの絵日
記術（吉沢深雪）◆作ってあそぶ!ままごと&ごっこ（まるばやしさ
わこ）◆武道論（内田樹）◆自宅でマスターはじめての太極拳（鵜
沼宏樹監修）◆朗読ワークショップ（青木裕子）◆聖徳太子と蘇我
入鹿（海音寺潮五郎）◆あなたにオススメの（本谷有希子）◆変な
家（雨穴）◆白光（朝井まかて）◆ロータスコンフィデンシャル（今
野敏）◆出絞と花かんざし（佐伯泰英）
＜児童書＞
◆世界のふしぎ断面図鑑（リチャード・プラット）◆世界でいち
ばん優しいロボット（岩貞るみこ）◆SDGｓでわかる今ない仕事
図鑑ハイパー（澤井智毅監修、宇野カオリ心理学監修）◆がっか
り妖怪大図鑑（村上健司）◆親子で学ぶ!科学的思考力を育む自学
のススメ（渕上正彦）◆すごい植物最強図鑑（田中修監修）◆ホタ
ルイカは青く光る（阿部秀樹写真と文）◆「イミがわからない・・・」
がなくなる！こども読解力（齋藤孝）◆どっちでもいい子（かさい
まり）◆コレットとわがまま王女（ルイス・スロボドキン）
＜絵本＞
◆ぼくは川のように話す（ジョーダン・スコット）◆むかしむか
しあるところに子ヤギが（ダン・リチャーズ）◆宿題ファイター
（よしながこうたく）◆ちいさなジーコ（ひらまつりつこ）◆おや
すみとおはようのあいだ（スギヤマカナヨ）◆すいめん（高久至写
真・文）◆くろねこのほんやさん（シンディ・ウーメ）◆妖怪俳句
（石津ちひろ俳句）◆れいちゃんのきせつのせいかつえほん（すと
うあさえ）◆とわちゃんとシナイモツゴのトトくん（田島征三）
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

里親になりませんか

　さまざまな事情のため家族と暮らすことのできなくなった子どもを自分の家庭に受け入れ、温か
く愛情を持って育ててくださる里親さんを募集しています。
　関心のある方は、京都府家庭支援総合センターへご相談ください。
問京都府家庭支援総合センター
TEL（075）531-9600
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農×移住フィールド連続
講座＠日吉・中世木地域
　農産物栽培を主な目的とし
た小規模の農地活用に必要な
基礎知識とワザを計2日間で
習得する連続講座です。
　農地に関する様々なルール
や手続き、南丹市の“農”の現
況などに関する座学と、草刈
のための刈り払い機講習や農
作業体験などの実技を、地域
のプロから学びます。
　田んぼや畑で何かつくりた
いけど、どうしたらよいかわ
からないという方、大歓迎で
す。
●日時　
・1日目10月2日（土）　
・2日目10月23日（土）
　�午 前9時45分 ～午後4時
（両日とも）
※�原則、2日間ともご参加く
ださい。
●場所　日吉町中世木
●参加費　1,500円（2日間）
※�昼食は各自でご用意いただ
くか、ご希望の場合は、地
元食材を使ったお弁当（別
料金）を手配できます。
●�申込方法　9月28日（火）ま
でに電話またはEメールで
お申し込みください。

問つむぎ
TEL（0771）74-1327

info@tsumugi-kyoto.net

���ホームページ

京都・南丹園部城祭り秋
開催中止について
　9月26日開催予定の「京都・
南丹　園部城祭り秋」は新型
コロナウイルス感染症の拡大
防止のため、中止することを
決定いたしました。
　楽しみにしていただいてお
りました皆さんには、残念で
はありますが、ご理解いただ
きますようよろしくお願いし
ます。
問 京都・南丹園部城祭り事務

局（南丹市商工会本所）
TEL（0771）42-5380

親子の畑交流会Family 
Harvest
　日吉町胡麻にある広々とし
た畑で、親子で集い、野菜を
育てながら、里山の自然の中
でいろいろな遊びを楽しみま
せんか。火起こしやかまど炊
きごはんに挑戦してみましょ
う。小学生以下保護者同伴。
●�開催日時　9月23日（木・
祝）午前10時集合午後4時
解散
●�参 加 費　1家 族1,000円
（保険・昼食費込み）
●�申込方法　9月20日（月・
祝）までに電話、Eメール、
LINEのいずれかでお申し
込みください。集合場所に
ついては申し込みの際にお
伝えします。

問 さとやまさんかく
TEL（0771）74-1327

 satoyamasankaku@gmail.
com

　　��LINE

催し

「ひよし水の杜フェスタ
2021」開催中止について
　 令 和3年10月 開 催 予 定
の「ひよし水の杜フェスタ
2021」は新型コロナウイル
ス感染症の拡大防止のため、
中止することを決定いたしま
した。
　楽しみにしていただいてお
りました皆さんには、残念で
はありますが、ご理解いただ
きますようよろしくお願いし
ます。
問 ひよし水の杜フェスタ実行

委員会事務局（南丹市商工
会日吉支所）　　

TEL（0771）72-0224

「美山ふれあいマルシェ」
の開催中止について
　例年、道の駅ふれあい広場
で開催しております「美山ふ
れあいマルシェ」は新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大
防止のため、中止することを
決定いたしました。
　楽しみにしていただいてお
りました皆さんには、残念で
はありますが、ご理解いただ
きますようよろしくお願いし
ます。
問 美山ふれあいマルシェ実行

委員会事務局（美山ふるさ
と株式会社　中井）

TEL（0771）75-0815
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花ノ木医療福祉センター
ボッチャ体験参加者募集
●日時　10月2日（土）
　午後1時開場（受付開始）
　午後1時30分開始　
　午後3時30分終了
●�場所　花ノ木医療福祉セン
ター多目的室
●内容　　
・�花ノ木のサポーター活動の
紹介
・�障害者、高齢者のスポーツ
「ボッチャ」の紹介と体験
●定員　20人（先着順）
●�申込方法　9月24日（金）ま
でにセンター備え付けの参
加申込書を花ノ木医療福祉
センターへ持参いただく
か、FAXまたは郵送でお申
し込みください。
※�申込書はホームページから
もダウンロードできます。

問 花ノ木医療福祉センターボ
ランティア委員会 俣野

〒 621-0018亀岡市大井町小
金岐北浦37-1

TEL（0771）23-0701
FAX（0771）22-8348
HP「花ノ木」で検索

「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？旧五ケ荘小学校体育
館に会場を変更して開催しま
す。
●日時　10月3日（日）　
　午後2時～3時30分
●�場所　「森の学舎五ケ荘（旧
五ケ荘小学校）体育館」先着
20人
●運営協力金　500円�
※高校生以下は無料
問わっかっか！
TEL080-9753-9402 　

なんたん元気づくり体操
体験講座参加者募集
　なんたん元気づくり体操体
験講座の参加者を募集致しま
す。初心者の方でも楽しく参
加できます。
●日時　10月6日（水）
　午後2時～3時
●場所　クアスポくちたん　
　�体育館（南丹市八木町西田
金井畠9）
●�対象者　健康体操に興味の
ある方
●�内容　体験講座「なんたん
元気づくり体操」　講師　
大阪滋慶学園　山口典孝さ
ん
●定員　20名（先着順）
●�申込方法　9月24日（金）ま
でに、住所、氏名、電話番
号を、電話またはFAXでお
申し込み下さい。

問 南丹保健所保健課健康・母
子保健支援係　

TEL（0771）62-4753  　
FAX（0771）63-0609

生涯学習講座「キッズ・ヨ
ガ」参加者募集について
　キッズヨガは、ヨガを通し
て呼吸と動き、リラクゼー
ションに意識を向けながら子
どもの心身のバランスのより
良い発育と成長をサポートし
ます。アメリカで開発された
プログラムをもとに講習しま
す。是非、親子で体験してみ
てください。
●日時　
・1回目10月9日（土）
　午前10時～11時
・2回目10月23日（土）
　午前10時～11時
●�場所　八木市民センター子
育て支援ルーム
●�講師　吉田奈帆さん（全
米YogaAl iance 認 定
RYT500キッズヨガ�イン
ストラクター）
●�対象者　南丹市在住・在勤

の親子（6歳～12歳の子ど
もと親）
●定員　親子7組（先着順）
●�参加費　1回につき500円
（親子1組）
●�準備物　ストレッチ運動な
ど楽に動ける服装、ヨガ
マットまたは大きめのタオ
ル、飲み物
●�申込方法　9月14日（火）～
10月5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。
●�その他　2回連続で受講し
ていただくことを基本にし
ていますが、どちらか1回
だけのお申し込みも受け付
けます。

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
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第２８回南丹市チャリティ
ゴルフ大会参加者募集
●日程　10月13日（水）
※�開始時間は申込者にお知ら
せします。
●�場所　るり溪ゴルフクラブ
●�参加資格　大会趣旨に賛同
いただける方
●�競技方法　（ダブルペリア
方式）ハーフで集計し18
ホール終了後に成績表を配
布します。
●�参加費　11,000円（チャ
リティ金、昼食、プレイフィ
を含む）
●�申込方法　9月30日（木）ま
でに、住所、氏名、電話番
号を明記の上（グループで
申し込む場合は、住所お
よび電話番号は代表者の
み明記）、郵便はがきまた
はFAXでお申し込みくださ
い。（電話での申し込みは不
可）
※�できるだけ4人1組でお申
し込みください。
※�新型コロナウイルス感染症
対策のため懇親会（表彰式）
は行いません。

問 るり溪ゴルフクラブ
TEL（0771）65-0221
FAX（0771）65-0810

今日から始める太極拳入
門のお知らせ
　令和3年度図書館を利用し
た学び講座「今日から始める
太極拳入門」を開催します。
これからも健康でいるために
何か運動をしたい！とお考え
の方、太極拳をはじめてみま
せんか。
●日時　10月15日（金）
　午後1時30分～3時30分
●�場所　美山文化ホール1階
ギャラリー（ホール棟）　　
●定員　15名（先着順）
●�申込方法　最寄りの図書
館・図書室カウンターに直
接または電話にてお申し込
みください。

問美山図書室　
TEL（0771）68-0046
HP「南丹市立図書館」で検索

京都南丹Yagi-JAM　野
外ライブ
●日時　10月17日（日）
　午前10時～午後4時30分
●�場所　南丹市八木町大堰川
メモリアル広場（八木駅よ
り徒歩6分）
●内容�
・�地元アーティスト他の野外
ライブ開催。
・�「賑わいゾーン」地産地消の
お店約30店舗が出店
※�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
員会事務局　廣瀨

TEL090-4290-2084

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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丹波自然公園からお知ら
せ

＜キノコ教室＞
●日時　10月7日（木）
　午後1時30分～4時
●場所　公園管理棟及び園内
●�内容　実際に身近なキノコ
を採取して毒キノコの見分
け方などを学びます。
●参加費　500円
●定員　40人
●対象　どなたでも
●�申込方法　10月3日（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。

＜テニス大会＞
●日時　10月13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
●対象　18歳以上の方
●�申込方法　9月13日（月）～
10月6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。

＜天文教室＞
●日時　10月16日（土）
　午後7時～9時
●場所　丹波天文館

●�内容　月・木星・土星・秋
の星座などを観望しよう
●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　9月16日（木）
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。

＜ゲートボール大会＞
●日時　10月26日（火）
　午前9時～
●場所　陸上競技場（予定）
●�内容　予選リーグ～決勝
トーナメント
●参加費　1チーム2,000円
●定員　20チーム
●対象　どなたでも
●�申込方法　10月19日（火）
までに、チーム名、チーム
代表者の住所、氏名、年齢、
電話番号、チーム全員の氏
名、弁当（別途料金）の個数
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

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

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 YouTubeInstagram
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【発行】 南丹市秘書広報課 〒622-8651 南丹市園部町小桜町47 TEL（0771）68-0065 FAX（0771）63-0653

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9月16日〜30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）


