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11月は児童虐待防止推
進月間です
　幼い命が奪われるなど児童
虐待のニュースが後を絶た
ず、心を痛めておられる方、
何かできないかと思っておら
れる方も多いのではないで
しょうか。
　児童虐待は社会全体で解決
すべき課題です。虐待を受け
たと思われる子どもがいた
り、児童虐待かもと思われた
ときは、迷わず児童相談所や
地域の相談窓口へご連絡くだ
さい。
　また、子育て家庭が孤立す
ることがないよう、地域で温
かく見守り相談しやすい地域
づくりにもご協力ください。
＜出産や子育ての悩み、「虐待
かな？」と思ったときの連絡
先＞
問�児童相談所全国共通ダイヤ
ル　

TEL189�（いちはやく）
問�京都府家庭支援総合セン
ター　

TEL（075）531－9900
問�南丹市子育て支援課（家庭
児童相談担当）　

TEL（0771）68－0028
問子育て支援課
TEL（0771）68－0028

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、事前に問い合わせ先に
確認いただきますようお願いします。

納期限のお知らせ

＜令和3年11月30日（火）納期
限＞
・�固定資産税・都市計画税第
4期分

問税務課
TEL（0771）68-0004
・国民健康保険税第6期分
・�後期高齢者医療保険料第5
期分

問市民課
TEL（0771）68-0011
・介護保険料第6期分
問高齢福祉課　
TEL（0771）68-0006
・保育所保育料等11月分　
・保育所延長保育料10月分
・一時保育料10月分
・幼稚園給食費11月分　　
・�幼稚園預かり保育料10月
分

・�すこやか学園使用料11月
分

問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017
・市営住宅使用料11月分
問営繕課　
TEL（0771）68-0062
・学校給食費11月分　　　
問学校教育課　
TEL（0771）68-0056
・�放課後児童クラブ負担金
11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

配偶者等からの暴力をな
くす啓発期間について
　毎年11月12日から25日は
「配偶者等からの暴力をなく
す啓発期間」です。DV（ドメ
スティック・バイオレンス　
夫婦や恋人などの親しいパー
トナー間で行われる暴力）は、
心身を傷つけ、人権を著しく
侵害する決して許されない行
為です。
　“暴力を許さない社会づく
り”の運動を展開します。
問人権政策課　
TEL（0771）68-0015
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令和３年度くらしの資金
貸付（年末分）のご案内
　くらしの資金貸付制度は、
病気や失業、不慮の事故、災
害など、思わぬ災難に見舞わ
れて、生活のためにどうして
も緊急一時的な資金を必要と
している家庭に活用していた
だくための貸付制度です。
●�受付期間　11月16日（火）
～30日（火）
●貸付額　10万円以内
●�返済方法　毎月割賦償還
（最長20回）
問南丹市社会福祉協議会本所
TEL（0771）72-3020
各事務所　
問園部TEL（0771）62-4125
問八木TEL（0771）42-5480
問日吉TEL（0771）72-0947
問美山TEL（0771）75-0020

歯周病予防健診を実施し
ています
　南丹市では大切な歯を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、
この機会にご利用ください。
●期間　12月まで
※�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
●�費用　無料（治療が必要な
場合、治療分は保険診療と
なります）

問保健医療課
TEL（0771）68-0016

都市計画の案にかかる公
聴会の意見を募集します
　南丹市では次の要領で新火
葬場の都市計画の案に対して
公聴会で述べていただく意見
を募集します。
　なお、意見の提出者は公聴
会において、公述者として意見
を直接述べていただきます。
●�募集の内容　南丹都市計画
（火葬場）の決定に係る意見
※�都市計画の案は、都市計画
課で閲覧できます。
●�公述日時　12月21日（火）
午後2時～
●�公述場所　南丹市役所本庁
1号庁舎3階防災会議室
●�公述対象者　南丹市都市計
画公聴会規則第4条に定め
る者（南丹市民・募集に関
する都市計画の区域内にお
ける土地所有者など）
●�公述申出の方法　11月26
日（金）午後5時までに南丹
市都市計画公聴会規則第1
号様式（南丹市ホームペー
ジまたは都市計画課窓口で
配布）に必要事項を記入し
てメール・FAX・持参・郵
送提出

※�郵送の場合は11月26日必
着

※�意見が重複する場合は公述
人の調整をさせていただく
場合がございます。あらか
じめご承知おきください。

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

「毒物劇物危害防止運動」
実施中です
　毒物や劇物は、農薬・燃料
など私たちの身近な場所で使
用されていますが、吸引や接
触によって中毒になるなど人
体への影響が強いことから取
り扱いには十分な注意が必要
であり、取り扱いをひとつ間
違えると重大な被害が生じる
ことがあります。�
　そのため、毒物劇物を取り
扱う際には、正しい使用・保
管管理・廃棄を行うことが大
切です。
・�正しい使用方法を守りま
しょう。

・�盗難にあわないよう、鍵の
かかる専用の保管庫に入れ
ましょう。

・�容器、保管場所には「医薬
用外毒物」、「医薬用外劇物」
と正しく表示しましょう。

・�飲食物の容器には、絶対入
れ替えてはいけません。

・�廃棄は決められた方法で行
いましょう。

・�常に在庫を確認し、盗難ま
たは紛失の際にはすぐに警
察に通報しましょう。

・�毒物・劇物を飛散・流出等
させ、他の住民への危害が
生じると考えられる場合
は、すぐに保健所、警察署
または消防機関に通報しま
しょう。

問�京都府南丹保健所環境衛生
課衛生・検査係　

TEL（0771）62-4754

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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指名手配被疑者の検挙に
ご協力を
　全国では約570人の指名手
配被疑者が逃亡中です。
　指名手配被疑者の発見に
は、皆さんのご協力が必要で
す。
　指名手配被疑者によく似た
人を見かけた場合、どんなこ
とでも結構です。
南丹警察署に通報してくださ
い。

京都府警察ホームページ
問京都府南丹警察署
TEL（0771）62-0110

秋季火災予防運動の実施
について
　火災が発生しやすい時季を
迎えるにあたり、火災に対す
る予防意識の啓発を図り、火
災発生を防止し、高齢者を中
心とする死者の発生を減少さ
せるとともに、財産の損失を
防ぐため秋季火災予防運動を
実施します。
●�実施期間　11月9日（火）～
15日（月）
●�防火標語　令和3年度全国
統一防火標語

　�「おうち時間�家族で点検�
火の始末」
●重点目標　
①住宅防火対策の推進
②放火火災防止対策の推進
③林野火災予防対策の推進
④�乾燥時及び強風時の火災発
生防止対策の推進
●主な取り組み　
・�消防車等による防火啓発パ
レード（14日）

・啓発チラシの配布
・�啓発サイレンの吹鳴午後9
時1分間長符一声

※�園部・八木・日吉は、11
月9日（火）～15日（月）

　�美山は、11月15日（月）午
後9時

※�火災とお間違いのないよ
う、よろしくお願いします。
●火の用心7つのポイント
・�家のまわりに燃えやすいも
のを置かない。

・�寝たばこやたばこの投げ捨
てをしない。

・�天ぷらを揚げるときは、そ
の場を離れない。

・�家庭や事業所では、たき火
をしない。

・�子供には、マッチやライ
ターで遊ばせない。

・�電気器具は正しく使い、た
こ足配線はしない。

・�ストーブには、燃えやすい
ものを近づけない。
＜住宅防火　いのちを守る　
7つのポイント＞
●3つの習慣
・寝たばこは、絶対やめる。
・�ストーブは、燃えやすいも
のから離れた位置で使用す
る。

・�ガスこんろなどのそばを離
れるときは、必ず火を消す。
●4つの対策
・�逃げ遅れを防ぐために、住
宅用火災警報器を設置す
る。

・�寝具、衣類及びカーテンか
らの火災を防ぐために、防
炎品を使用する。

・�火災を小さいうちに消すた
めに、住宅用消火器等を設
置する。

・�お年寄りや身体の不自由な
人を守るために、隣近所の
協力体制をつくる。

問危機管理対策室　
TEL（0771）68-0021

消費税インボイス制度説
明会を開催します
●日時
①11月24日（水）
　午後2時～3時
　受付：午後1時30分～
　�予約期限：11月17日（水）
午後5時

②12月8日（水）
　午後2時～3時
　受付：午後1時30分～
　�予約期限：12月1日（水）午
後5時

※①②は同一内容です。
●場所　園部税務署2階会議
　室
●�申込方法　予約期限までに
電話でお申し込みくださ
い。

問�園部税務署法人課税第1部
門

TEL（0771）62-0136

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。
　品の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付け
ておりますので、ご相談から
具体的な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
下記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　
TEL68-0019
�f u r u s a t o - o u e n@c i t y .
nantan.lg.jp
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南丹市スポーツ・文化賞表彰について

　南丹市では、スポーツや文化活動において優秀な成績を収められた方々や団体を表彰しています。
被表彰者の推薦について、市内小中学校や各関係機関および団体に所属されていない方で、南丹市
スポーツ・文化賞の表彰基準に該当される方はご連絡ください。
●南丹市スポーツ・文化賞表彰基準

表彰の種類 表彰基準

優秀スポーツ賞

　特に優秀な成績を収めた者(小学生以下を除く。）
①�京都府大会または近畿大会もしくはこれに準ずる大会において出場権を得て
全国大会に出場し、入賞した者または団体

②�近畿大会またはこれに準ずる大会において上位(3位以内）入賞した者または
団体

③京都府大会またはこれに準ずる競技大会において優勝した者または団体

スポーツ賞

　優秀な成績を収め、将来その活躍が期待される者(小学生以下を除く。）
①�京都府大会または近畿大会もしくはこれに準ずる大会において出場権を得
て、全国大会に出場した者または団体

②近畿大会またはこれに準ずる大会において入賞(6位以内）した者または団体
③�京都府大会またはこれに準ずる競技大会において上位(3位以内）入賞した者
または団体

優秀文化賞

　特に優秀な成績を収めた者(小学生以下を除く。）
①�文化・芸術の分野において、全国大会またはそれに準ずる大会などで、上位(３
位相当）入賞を収めた者または団体

②�京都府大会またはこれに準ずる大会・コンクールで最高位の成績を収めた者
または団体

文化賞

　優秀な成績を収め、将来その活躍が期待される者(小学生以下を除く。）
①�文化・芸術の分野において、全国大会またはそれに準ずる大会などに学校推
薦または予選を経て出場し、入賞した者または団体

②�京都府大会またはこれに準ずる大会・コンクールで上位(3位相当）入賞を収
めた者または団体

翔け賞

　小学生以下で、大会などにおいて、スポーツまたは文化活動に関し、特に優
秀な成績を収めた者または小学生以下の者で組織された団体で、大会などにお
いてスポーツまたは文化活動に関し優秀な成績を収めた団体または市長がこれ
らのものに準ずると認めた者

功労賞 ①優秀な選手などの育成、指導に10年以上携わり、特に功績があった者
②文化の振興および発展に10年以上にわたり功績のあった者

●対象　今回の表彰は、令和3年中に収められた成績が対象となります。
●特記事項
（1）�既に表彰を受けた個人が再び同一の表彰の推薦を受ける場合は、同じ競技もしくは分野の上位大

会にて優秀な成績を収めた場合、または異なる競技もしくは分野の大会において成績を収めた場
合に限ります。

（2）�既に表彰を受けた団体が再び同一の表彰の推薦を受ける場合は、前回以上の成績を収めた場合に
限ります。

●留意事項
・�推薦内容について、スポーツ・文化賞表彰選考委員会において選考を行い、被表彰者を決定します。
選考の結果、推薦区分の変更や選考外となる場合もありますので、候補者に対し期待を過度にか
けないようご配慮の上、推薦をいただきますようお願いします。

・選考は厳正に行いますが、結果についての疑義への関与、理由の説明は一切行いません。
・�推薦調書の内容については、個人情報保護の観点から、スポーツ・文化賞表彰にかかる一連の事
務手続き以外の目的には一切使用しません。
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・当賞は、一定の順位・功績も加えて選考を行います。
※�推薦にあたっては、あらかじめ推薦される組織・団体等において厳正な評価のうえ、推薦をお願
いします。特に推薦に値する功績を明記し、組織的な観点で評価を加えた推薦となるよう、ご協
力をお願いします。

・推薦方法について、自薦および他薦によるものとします。
・�推薦調書の様式については、南丹市ホームページからダウンロードができますので、ご活用くだ
さい。
●申込方法　12月3日（金）までにご連絡ください。
問教育総務課　TEL（0771）68-0055　FAX（0771）63-2850

新型コロナワクチン集団接種予約のお知らせ

　12歳以上の接種券が届いている方で、希望されるすべての方を対象に受け付けます。
●集団接種日程

予約開始日 １回目の接種日 ２回目の接種日 備考
11月16日（火）

午前9時 11月27日（土） 12月18日（土） 小中学生も接種できる
小児科医が対応します。12月7日（火）

午前9時 12月18日（土） 令和4年
1月15日（土）

※1回目を予約すると自動的に2回目接種日の予約が同じ時間で確保されます。
●受付時間　午後5時から6時まで
●場所　国際交流会館イベントホール
●受付人数　11月27日（土）　30人、12月18日（土）18人
●�悪天候時の対応　南丹市に「暴風警報」もしくは「特別警報」が発表されている場合、接種は中止し
ます。中止の連絡は、防災無線、市ホームページ、市CATV、市公式LINEで案内します。
●予約時に必要な情報
　①氏名②生年月日③電話番号④接種券の番号⑤住所⑥性別⑦メールアドレス（任意）
●インターネット予約（専用予約ウェブページ）
　https://jump.mrso.jp/262137/　
　市のホームページにもリンクがあります。
　右のＷＥＢ予約2次元バーコードをスマートフォンなどで読み取り、
　専用サイトへアクセスしてください。
●電話予約　予約コールセンター（フリーダイヤル）　TEL（0120）770-397
　電話番号のお掛け間違いにご注意ください。午前9時～午後5時（祝日を除く月曜日～金曜日）
●接種当日は、体温を測定し、発熱（37.5℃以上）や体調不良などの時は接種を控えてください。
※当日のキャンセルは、保健医療課へご連絡ください。　TEL（0771）68-0016
●当日の持ち物
①接種券
②記入した予診票　
※接種日当日15歳以下の接種者は、保護者の同意、同伴が必要です。
③本人確認書類（運転免許証、保険証など）
④お薬手帳（あれば）
※①、②は、先に送付しましたオレンジ色の封筒に入れて持参してください。
●当日の服装　注射の際、半そでシャツなど肩を出しやすい服装、マスクの着用
＜新型コロナワクチンを接種しない方に対する接種の強要や差別の防止について＞
　ワクチン接種は、強制ではありません。接種を希望されない方や病気等の理由で接種ができない
方が、接種の強要、差別や不利益を受けることがないよう皆様のご理解とご協力をお願いします。
問南丹市コロナワクチン接種コールセンター
TEL（0120）770-397（フリーダイヤル）
　午前9時～午後5時（土日祝日除く）
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相談会

京都府（園部総合庁舎）
無料法律相談のお知らせ
　京都府では、法律問題でお
困りの方のために、弁護士に
よる無料法律相談を実施して
います。お気軽にご利用くだ
さい。
●日時　11月29日（月）
　午後1時30分～4時30分
●�場所　京都府園部総合庁舎
1階
●定員　8人（先着順）
※１人20分以内
●�申込方法　11月24日（水）
午前9時以降に電話でお申
し込みください。

問�京都府南丹広域振興局園部
地域総務防災課

TEL（0771）62-0360

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。
12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。
●�日程　①12月1日（水）、②
12月21日（火）
●�時間　いずれも午後1時～
午後4時
●�場所　日程①南丹市園部文
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　12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
※1人30分以内
●�申込方法　12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いた
します。
＜司法書士による相談＞
●�日 時　 令 和4年1月19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
※1人30分以内
●�申込方法　令和4年1月12
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いた
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

子育て支援（催し）

「ひとり親家庭交流会」
のお知らせ
　南丹市に在住のひとり親家
庭を対象に、親子のふれあい
と参加者相互の交流を深める
ことを目的として開催しま
す。多数のご参加をお待ちし
ています。
●日時　12月12日（日）　
　午前9時～正午
●�場所　八木市民センター３
階文化ホール、花パピヨン
（八木町八木上野）
※�園部町・日吉町にお住まい
の方については、送迎バス
を用意しますので、ご利用
の方は申し込み時にお申し
出ください。
●�内容　DVD鑑賞会と寄せ
植え講習会
●参加費　1家庭500円
●持ち物　園芸用スコップ
●�申込方法　11月19日（金）
までに母子寡婦福祉会会員
は各支部長までお申込みく
ださい。

　�　会員以外の方について
は、申込用紙（子育て支援
課、各支所総務課に備え付
け）に記入の上、お申し込
みください。
●�その他　寄せ植え講習会は
屋外で行いますので、防寒
着をご用意ください。

　�　感染症拡大防止のためマ
スクの着用をお願いしま
す。参加当日はご家庭で検
温をしていただき、体温
37.5℃以上の場合は参加
をご遠慮ください。

問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017
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すくすくやぎっこ「みん
なおいでよ！」
　子どもたちもお母さんも、
お友達になって楽しく遊びま
しょう。
●日時　11月18日（木）
　午前10時～正午
●�場所　八木市民センター3
階子育て支援ルーム
●�対象　0～3歳までの未就
園児とその保護者
●�内容　みんなで楽しく遊び
ましょう
●�持ち物　お茶、手拭きタオ
ル、マスク
●�参加費　300円
問子育て支援ボランティア
　「すくすくやぎっこ」
TEL090-2389-9965

きょうと婚活応援センタ
ー「南丹スポット」開催
●�日時　11月23日（火・祝）
　正午～午後５時
●�場所　STIHLの森京都（府
民の森ひよし）
●�対象　独身で結婚を前向き
に検討しておられる方
●�内容　同センターの会員登
録（登録は本人のみ）、すで
に会員の方の相談会
●�申込方法　電話またはメー
ルでお申し込みください。

問きょうと婚活応援センター
　�（火～土曜の午前11時～午
後7時）※日・月曜、祝日
休み

TEL（075）222-1158
�konkatsu-yoyaku@pref-
kyoto-konkatsu.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＞
◆書くだけでラクになる自分を動かす手帳術（主婦の友社編）◆
書物と貨幣の五千年史（永田希）◆危ない読書（佐藤優）◆名著の
ツボ（石井千湖）◆マンガでわかる考古遺跡発掘ワーク・マニュ
アル（今井しょうこ）◆フリーランス＆個人事業主のための確定
申告（山本宏監修）◆マンガでわかる思春期のわが子と話したい
性のこと（直井亜紀）◆山に生きる（三宅岳）◆命をどこまで操作
してよいか（澤井努）◆認知症の始まりは歩幅でわかる（谷口優）
◆男のヘルスマネジメント大全（石川雅俊）◆最近、地球が暑く
てクマってます。（水野敬也、長沼直樹）◆ヘアゴム１本でなんと
かする（保科真紀）◆「からだ温め」万能だれで免疫力アップごは
ん（藤井恵）◆田舎暮らし毒本（樋口明雄）◆日本の食と農の未来
（小口広太）◆ペットが死について知っていること（ジェフリー・
M・マッソン）◆魂を撮ろう（石井妙子）◆ミニチュアおりがみ
ベーカリー（横田洋子）◆1秒で心をつかめ。（魚住りえ）◆超シル
バー川柳�毎日が宝もの編（みやぎシルバーネット、河出書房新社
編集部編）◆翼の翼（朝比奈あすか）◆月曜日の抹茶カフェ（青山
美智子）◆本が紡いだ五つの奇跡（森沢明夫）◆三国志名臣列伝�魏
篇（宮城谷昌光）◆君の顔では泣けない（君嶋彼方）◆アルテミス
の涙（下村敦史）◆女子大小路の名探偵（秦建日子）◆尼将軍（三田
誠広）◆だれも死なない日（ジョゼ・サラマーゴ）
＜児童書＞
◆なぜ、穴を見つけるとのぞきたくなるの?（石川幹人）◆宮本常
一と民俗学（森本孝）◆古典がおいしい！平安時代のスイーツ（前
川佳代、宍戸香美）◆感染症と人類の歴史1移動と広がり（おおつ
かのりこ）◆洞窟少年と犬のシロ（祓川学）◆かんたん！カードマ
ジック事典（沢しんや監修）◆天の台所（落合由佳）◆もうひとつ
のアンデルセン童話（斉藤洋）◆湖の中のレイチェル（K.R.アレグ
ザンダー）◆物語王さまとかじや（ジェイコブ・ブランク）
＜絵本＞
◆バーナバスのだいだっそう（ファン・ブラザーズ）◆まっくろ
（高崎卓馬）◆オリーとおちばのまほう（ニコラ・キルン）◆キリ
ンのなやみごと（ジョリ・ジョン）◆かくれんぼねこ（つじにぬき）
◆すくすくいのち（はまのゆか）◆トミーのぼうけん（おのけい
こ）◆オノモロンボンガ（アルベナ・イヴァノヴィッチ＝レア再
話）◆ぼくの！わたしの！いや、おれの！（アヌスカ・アレプス）
◆つきのばんにん（ゾシエンカ）
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
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郷土資料館「紙芝居」の
お知らせ
　郷土資料館では、秋季企画
展「南丹の災害史」の関連事業
として、美山町在住の「おは
なしボランティア赤ずきん」
の皆さんによる紙芝居「忘れ
ない－二八水（にじゅうはっ
すい）の記憶－」を開催しま
す。　　
　この紙芝居は昭和28年に
西日本に襲来した台風13号
の体験の記憶を語り継ぐため
に作られたものです。皆さん
のご参加をお待ちしていま
す。
●日時　11月23日（火・祝）
　午後1時30分～3時
●�場所　日吉町郷土資料館か
やぶき民家

●定員　15人
●�申込方法　氏名、電話番号
を、電話・FAX・Eメール
のいずれかでお申し込みく
ださい。

問日吉町郷土資料館　　
TEL（0771）68-0069
FAX（0771）72-1130
�h-museum@city.nantan.
lg.jp

「寄せ植え教室」の開催
について
　花は毎日の生活に潤いを与
えてくれます。家庭で楽しめ
る冬の花々を活かした「寄せ
植え」の教室を開催しますの
で、ガーデニングの第一歩と
して参加してみませんか。
　先着順のため定員になり次

第受付を終了させていただき
ますので、ご了承ください。
●日時　12月4日（土）
　�第一部：午後1時～、第二
部：午後2時～
●場所　道の駅京都新光悦村
●�費用　3,000円（花苗・土
代含む、当日徴収、鉢につ
いては別途1,000円）
●定員　各10名（先着順）
●�講師　園部町「花」友の会　
会員
●�申込方法　電話でお申し込
みください。

問�園部町「花」友の会事務局
　（農業推進課内）
TEL（0771）68-0060

催し

ＮＨＫ「日本最強の城スペシャル」参加者募集

　市制15周年と「アスエルそのべ」リニューアルオープンを記念して、ＮＨＫ文化セミナー「日本最
強の城スペシャル」を開催します。
●日時　12月5日（日）午後２時～3時30分（開場は午後1時30分）
●会場　園部文化会館「アスエルそのべ」大ホール
●内容　ＮＨＫ総合で放送中のお城の魅力が100％わかる「日本最強の城スペシャル」。
　�　お城博士として番組に出演している城郭考古学者の千田嘉博さんをゲストに迎え、国内に3万以
上あるといわれるお城を歴史・文化などさまざまな視点からお話しいただく、お城好き必見のセ
ミナーです。
●�申込方法　11月22日（月）午後11時59分までにインターネットでＮＨＫ京都放送局ホームページ
（https://www.nhk.or.jp/kyoto/）の「イベント・公開情報」に掲載の専用申し込みフォームから、
住所・氏名・電話番号・メールアドレスを入力してください。
●備考
・�同一メールアドレスでの複数申し込みはできません。
・�応募多数の場合は、抽選のうえ、当選者あてに入場整理券（1枚で１人入場可。席指定）を11月25
日（木）頃に発送します。抽選から外れた方には、11月26日（金）午後5時以降にメールでお知らせ
します。

・�受信拒否設定をされている方は、あらかじめnhkcul.co.jpからのメールを受信できるよう、設定
の変更をお願いします。フリーメールアドレスで申し込まれた場合は、メールを受信できないこ
とがあります。

・�参加人数の定員は新型コロナウイルス感染症の拡大状況により判断します（開催を中止する場合が
あります）。

問NHK京都放送局
TEL（075）251-1111（平日　午前10時～午後5時）
※自動音声案内で④番を選択してください。
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「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　12月5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」
●定員　20人（先着順）
●�運営協力金　500円�（高校
生以下は無料）
●�申込方法　電話でお申し込
みください。

問わっかっか！
TEL080-9753-9402�

フリーアナウンサー桑原
征平さん講演会
　第一線で活躍される方に学
ぶ講演会を次のとおり開催し
ます。
●日時　12月12日（日）
　午前10時30分～正午
●�場所　リーガロイヤルホテ
ル京都
●�講師　桑原征平さん（フ
リーアナウンサー、種智院
大学客員教授）
●�内容　「いつまでもイキイ
キと豊かに暮らすために」
●�定員　100人（定員を超え
た場合は抽選）
●�申込方法　11月24日（水）
午後5時までに、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）411-0081
HP�京都府市町村職員厚生会で
検索

初心者のためのスマホ教
室を開催します
　スマホを触ってみたい・興
味があるといった市民の皆さ
ん向けに、実際に操作しなが
ら楽しさや基本的な操作が体
験できるスマホ教室を開催し
ます。
●日時　12月15日（水）
　�午前の部：午前10時～11
時、午後の部：午後1時～
2時
●�場所　八木市民センター3
階第1・2研修室
●�講師　ドコモショップ園部
店スマホ教室スタッフ
●�対象者　市内に在住あるい
は在勤の方で、スマホを
もってない方、初心者の方

※�当日スマホ（らくらくス
マートフォン）の貸出を行
います
●定員　各回10人（先着順）
●�申込方法　11月22日（月）
～12月10日（金）の間に住
所、氏名、電話番号を、電
話でお申し込みください。

※�1月にも同じ内容の教室を
開催する予定です。

問情報課　
TEL（0771）68-0066

「高齢者のためのスマート
フォン教室」を開催します
　「スマホをこれから買おう
かな」、「スマホを持っている
が使い方がまだまだよく解ら
ない」など高齢者の要望に応
え、教室を開催します。
●�日時　12月2日（木）、16
日（木）�

　いずれも午前9時～11時
※途中参加可
●�場所　東胡麻会議所（日吉
町胡麻野化10）　

※無料駐車場・トイレあり
●�参加費　1名500円（当日
お支払いください）
●�申込方法　第1次締め切り
11月26日（金）・第2次締
め切り12月10日（金）、　
期限までに電話でお申し込
みください。
●�講 師　「 ゲ ス ト ハ ウ ス
GOMA」東裏篤史氏ご夫妻
●�持ち物　自分のスマホ（な
くてもOK）、ボールペン、
ノート　
●�その他　知人で東胡麻区
（約70戸）を引っ越し先の
選択肢の1つとして検討し
ている方はお申し出くださ
い。当会で古民家を徒歩案
内できます。

問�東胡麻文化振興会　会長　
芦田俊孝

TEL090-7870-6550

レディースサッカー入団体験会参加者募集

　経験不問・未経験者大歓迎！京都府中北部の女子サッカー普
及事業の活動拠点として、2022年4月に南丹市を本拠地とする
レディースチームを創設することを目的に団員を募集します。
●日時　11月27日（土）　午前9時30分～11時
●場所　京都聖カタリナ高等学校　グランド
●募集対象　幼児・小学生（ガールズ）
　現小学6年生・中学生・高校生（レディース）
●持ち物　ボールが蹴れる靴・動ける服装
・飲み物（ボールは用意します。）
●申込方法　参加希望日の前日（金）正午
　までに電話・メールでお申し込みください。
問特定非営利活動法人シュピーレン京都　クラブ代表　宮宇地
TEL090-8127-8880
spielen@ezweb.ne.jp

シュピーレン京都
公式ホームページ
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「陽だまりコンサート・きさ
らぎフェアー」開催します
●日程　1月16日（日）
●�会場　園部文化会館「アス
エルそのべ」
●内容
＜1階ロビー：展示・販売コー
ナー＞
●時間　午後1時～4時
●�展示　女性会・女性の館の
手作り作品
●�販売　「園部まごころス
テーション陽だまり」の
クッキー、エコ石けんなど
＜大ホール：河合多恵子コン
サート～武満徹ＳＯＮＧＳと
美しい日本のうた～＞
●�時間　午後2時～（開場は
30分前）
●�出演　ボーカル：河合多恵
子　ピアノ：村尾亜計実　
パーカッション：田中良太
●入場料　500円　
●定員　100名（先着順）
●�申込方法　12月24日（金）
までに、窓口・電話・ＦＡ
Ｘ・Ｅメールいずれかの方
法で下記申込先に住所・氏
名・電話番号をご連絡くだ
さい。　　　　　　　

※�当日券の発行は申し込み状
況と新型コロナウイルス感
染症の拡大状況により判断
します。（中止の際は市ホー
ムページ・CATVなどで発
表します）。

問南丹市女性会事務局
　（園部文化会館内）　
※月曜・祝日休館
TEL（0771）63-5820　
FAX（0771）63-5840　
�be-syakai@city.nantan.
lg.jp

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

丹波自然運動公園からお
知らせ
＜天文教室＞
●日時　12月11日（土）
　午後7時～9時
●場所　丹波天文館
●�内容　月・木星・土星・冬
の星座などを観望
●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　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。

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

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・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

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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日吉・美山地域情報

令和3年度「除雪対策事
業」のお知らせ
　自力での除雪が困難な高齢
者世帯などに対して、除雪に
要する経費の一部を支援しま
す。
●�対象　日吉地域および美山
地域在住で、次の①～③の
いずれかに該当する方

①�65歳以上の高齢者のみで
構成されている世帯

②母子世帯
③�障がい者（身体障害者手帳
1級～4級、療育手帳、精
神障害者保健福祉手帳の交
付を受けた者）を含む世帯
●�支援内容　高齢者世帯など
からの依頼に基づき、次の
除雪作業を委託事業者が行
います。なお、本事業によ
る支援は当該集落に除雪車
が出動した場合に限りま
す。

①住居敷地内の除雪作業
※�実際に居住のため使用され
ている人家とし、車庫や倉
庫などとして使用されてい
る建物は除きます。玄関先
から公道までの間および屋
外トイレなど日常生活を営
む上で必要不可欠な設備ま
での通行を確保する幅員1
ｍ以内の除雪作業としま
す。

②�屋根からの落雪に伴う除雪
作業（住居軒下から2ｍ以
内）

③住居の屋根の雪下ろし作業
●�支援期間　12月1日（水）～
令和4年3月15日（火）
●�負担金　除雪に要する費
用の1割相当額（1時間当た
り250円、除雪機器使用時
は350円）を、直接除雪委
託事業者にお支払いくださ
い。
●�申請方法　11月26日（金）
までに南丹市高齢者等除雪

対策事業申請書（問合せ先
に備え付け）に必要事項を
記入の上、居住する地区の
民生児童委員の意見を付け
て申請してください。なお、
除雪委託事業者の体制（人
員の都合など）により、利
用者登録ができない場合が
あります。

問高齢福祉課　　　
TEL（0771）68-0006
問日吉支所総務課　
TEL（0771）68-0030
問美山支所総務課　
TEL（0771）68-0040

令和３年度「除雪委託事
業者」を募集します
　「南丹市高齢者等除雪対策
事業」を実施するため、令和
3年度の除雪事業者を募集し
ます。
●業務内容
①住居敷地内の除雪作業
②�屋根からの落雪に伴う住居
敷地内の除雪作業

③住居の屋根の雪下ろし作業
●�業務期間　12月1日（水）～
令和4年3月15日（火）

※�気象状況により前後する場
合があります。
●�登録対象事業者　対象者へ
の的確な除雪体制が整い、
完了報告など、市の要請す
る業務および事務が期限内
にできる市内の事業者
●�委 託 料　1時 間 当 た り
2,500円（除雪機器使用時
は3,500円）

※�うち1割相当分は除雪支援
対象者が負担します。
●�登録方法　11月26日（金）
までに高齢福祉課、日吉支
所または美山支所に、登録
申請書を提出してくださ
い。

問高齢福祉課　　　　
TEL（0771）68-0006
問日吉支所総務課　　
TEL（0771）68-0030
問美山支所総務課　　
TEL（0771）68-0040

南丹市メール配信サービ
ス受信設定について
　南丹市ではスマートフォン
や携帯電話、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
が、このたび、ソフトバンク
が迷惑メール対策を強化され
たことから、ソフトバンクの
キャリアメールを利用され、
次の送信元メールアドレスを
受信許可設定されていない方
には、南丹市子ども安心メー
ルやなんたんメールが届かな
い可能性があります。
　メール配信サービスを受信
するためには、送信元メール
アドレスを受信許可設定する
必要がありますので、ご対応
をお願いします。
　なお、受信許可の設定方法
が不明な方は、携帯事業者の
ソフトバンクにお問い合わせ
ください。
●受信許可が必要なアドレス
・南丹市子ども安心メール
�nantan-edc@raiden.
　ktaiwork.jp
・なんたんメール
nantan-city@raiden.
　ktaiwork.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）


