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クレジットカード納付の
終了について

　現在ご利用いただいている
市税等のクレジットカード納
付は、「Yahoo!公金支払い」の
サービス終了に伴い、令和3
年度で終了となります。
　サービス終了後は、便利な
口座振替のご利用をお願いし
ます。
●�注意事項　サービス終了に

あたり、納付受付が令和4
年3月30日で終了となりま
す。令和4年3月31日には
納付受付ができませんので
ご注意ください。
●対象の税金・料金
市府民税（普通徴収）、固定資
産税・都市計画税、軽自動車
税（種別割）、国民健康保険税、
後期高齢者医療保険料、介護
保険料
問税務課
TEL（0771）68-0004
問市民課
TEL（0771）68-0011
問高齢福祉課
TEL（0771）68-0006　　　　　
　　　　　　　　 

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。

休廃止マンガン鉱山労働
従事者じん肺健診の実施

　すでに休廃止されたマンガ
ン鉱山にかつて従事していた
方のうちじん肺管理を受けて
いない方を対象に、休廃止マ
ンガン鉱山労働従事者じん肺
健康診断を実施します。
●�日時　申込者と相談の上、

決定します。
●�場所　（一財）京都工場保健

会
●負担金　1,000円　
※ 生活保護を受給されている

方は無料
●�申込方法　12月10日（金）

までに電話でお申し込みく
ださい。

問保健医療課　
TEL（0771）68-0016

お知らせ

年末の交通事故防止府民
運動について

　「令和3年年末の交通事故
防止府民運動」を実施します。
これを機会に、家庭や学校、
職場などで交通安全について
話し合っていただき、交通
ルールの遵守と正しい交通マ
ナーの実践をお願いします。
●運動スローガン　
　「京の暮れ　車同士も　
　 ディスタンス」
●�実施期間　12月1日（水）～

20日（月）
●運動重点　
・ 夕暮れ時と夜間における高

齢者を始めとする歩行者の
交通事故防止

・飲酒運転の根絶
・ 子供の安全確保と信号機の

ない横断歩道における歩行
者優先の徹底

・自転車の安全利用の推進
問危機管理対策室
TEL（0771）68-0021
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「流木無料配布」のお知
らせ

　日吉ダムのダム湖に流れ込
んだ流木を無料でお配りしま
す。丸太状に加工しているた
め、薪に最適です。
●�配布日時　12月13日（月）

～15日（水）
　午前9時30分～午後4時
●�配布場所　日吉ダム管理所

一般駐車場横の仮置場（南
丹市日吉町中神子ヶ谷68）
●�申込方法　11月29日（月）

以降に電話でお申し込みく
ださい。（先着順）

問�独立行政法人水資源機構　
日吉ダム管理所　

TEL（0771）72-0171
※�土日・祝日を除く午前9時
～午後5時（正午～午後1時
を除く）

人材募集

南丹教育局管内
「小・中学校講師登録会」
　南丹管内小・中学校で令和
3年度または令和4年度から
勤務可能な人を募集します。
●日時　12月11日（土）　
　午前9時30分～
※時間指定制
●�場所　サンガスタジアム

by KYOCERA
●内容　講師登録面談
●�申込方法　12月10日（金）

午後5時までに電話もしく
は申込サイトからお申し込
みください。

問京都府南丹教育局学務課
TEL（0771）62-0372
�nantan-k-gakumu@pref.
kyoto.lg.jp
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園部納税協会「無料税務
相談」を開催しています

　公益社団法人園部納税協会
では、近畿税理士会園部支部
の税理士によるさまざまな税
金に関する相談をウェブ会議
システムを活用して非対面型
で行っています。
●�日 時　12月9日、16日、

23日
※いずれも木曜日
　午後1時30分～4時30分
※1人30分以内
●�場所　園部納税協会1階会

議室
●�申込方法　前週木曜日の午

前中までに電話でお申し込
みください。

問園部納税協会
TEL（0771）62-0039

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　12月14日（火） 
　午後1時30分～3時30分
●�場所　園部文化会館3階会

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　
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「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　12月14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

12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
・12月18日（土）
　午後1時～3時　
　そよかぜ美山
・12月20日（月）
　午後1時～3時　
　そよかぜ八木
・12月21日（火）
　午後1時～3時　
　そよかぜ日吉（おいで家）
・12月24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、事前にお問い
合わせ下さい。

問社会福祉課
TEL（0771）68-0007

子育て支援（催し）

子育てすこやかセンター
1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。1月の事業の申
し込み受付は、11月29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
※ 気象警報発表により、事業

を中止する場合がありま
す。
＜子育て広場0歳～＞
●�日時　1月19日（水）　
　 午 前10時30分 ～11時30

分
●�内容　「親子でヨガを楽し

もう」
＜お話会＞
●日時　1月21日（金）　
　午前10時30分～11時
＜親子リトミック＞
●日時　1月26日（水）　
　 午 前10時30分 ～11時30

分
＜子育て講座＞
●日時　1月27日（木）
　 午 前10時30分 ～11時30

分
●�内容　桑原修子講師による
「子どもの力を伸ばす子育
て法」

問�南丹市子育てすこやかセン
ター　

TEL（0771）68-0082

京都丹波子育て応援フェ
スタ
●日時　12月18日（土）
　 午前10時30分～午後3時

30分
●�場所　ガレリアかめおかコ

ンベンションホールほか
●�対象　亀岡市・南丹市・京

丹波町に在住の子育て中の
家庭
●内容��
・ステージ発表
・トークショー
・ 妊娠から出産・子育て相談

コーナー
・ 子どもの遊び・体験コー

ナー
・啓発コーナー
・物販コーナー　ほか
※ トークショーについては人

数制限あり（先着順）
●�参加料　無料（体験等内容

によって一部自己負担あ
り）
●�保育ルーム　あり（事前申

込12月8日（水）まで）当日
の申し込みについては、受
入人数によりお断りするこ
とがあります。

問京都府南丹保健所福祉課　
TEL（0771）62-0361
問子育て支援課　　　
TEL（0771）68-0017

子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」（12月）
＜冬休み＞
○ 12月25日（ 土 ）～1月6日
（木）は、冬休みです。
＜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。

≪裏面につづく≫
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○ 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（12

月27～31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（12
月27・29・31日 を 除 く ）
の 午 後3時 ～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（12月

28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「遊youひよし」2階第
1会議室
＜美山ひろば＞
●�日時　毎 週 木 曜 日（12月

30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（12月

30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2・第4木曜日は
横田公民館
＜絵本の日＆クリスマス会＞

【無料】
　今月の各ひろば絵本の日に
は、クリスマス会も合わせて

開催します。ひろばに来てく
れたお友だちと一緒に楽しみ
ましょう。
○日吉ひろば　12月14日（火）
○八木ひろば　12月15日（水）
○美山ひろば　12月16日（木）
○園部ひろば（横田公民館）　
　12月23日（木）
●�時間　午前10時30分～（1

時間程度）
＜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）
○美山ひろば　12月9日（木）
○ 園 部 ひ ろ ば（ 園 部 南 部 コ

ミュニティセンター）　
　12月16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　12月17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　12月18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　12月20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

LINE Facebook

Instagram
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催し

第6回南丹市文化協会作
品展の開催について

　南丹市文化協会の登録団体
等が、日頃の取組の成果とし
て様々な作品を展示する作品
展を開催します。南丹市内で
活動されている団体の展示を
ぜひご覧ください。
●日時　
　12月3日（金）～17日（金）
　午前9時～午後5時
※土日を除く
※ 開館中は常時見ていただけ

ます。
●�場所　八木市民センター1

階ギャラリー
●�出展　書道、写真、俳句、

短歌、絵画など
問社会教育課
TEL（0771）68-0057

健康づくり教室を開催し
ます
●�日時　12月8日、22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

「南丹市園部女性の館」
講座のご案内
＜布あそび「干支（とら）」の置
物＞
●日時　12月11日（土）
　午後1時30分～3時30分
●場所　園部女性の館
●講師　布2の会
●定員　10人
●運営協力金　1,000円

　（材料費含む）
●持ち物　裁縫道具
●�申込方法　12月4日（土）ま

でに電話でお申し込みくだ
さい。
＜お正月用フラワーアレンジ
メント＞
●日程　12月25日（土）　
●場所・時間　
　 美山文化ホール1階会議

室：午前10時～正午
　 園部女性の館：午後1時30

分～3時30分
●講師　森谷万知子さん
●定員　15人
●運営協力金　3,000円
　（材料費含む）
●�持ち物　花用ハサミ　持ち

帰り袋
●�申込方法　12月18日（土）

までに電話で申し込みくだ
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

なんたにあんキッズカー
ニバルを開催します

　子どもたちのための国際理
解イベントとして、在住外国
人の方と遊びやゲームなどで
交流し、一緒に楽しみましょ
う。
　絵画コンクールの表彰式も
します。
●日時　12月12日（日）　
　午後1時～4時
●�場所　国際交流会館1階イ

ベントホール
●�申込方法　電話、FAX、E

メールのいずれかでお申し
込みください。

問南丹市国際交流協会
TEL�（0771）63-1840（火～金　
午後0時30分～4時30分）

FAX（0771）63-1841
nantania@office.zaq.jp

日吉町胡麻のふるさと
サイクリングツアーの募集

　東胡麻会議所出発で、胡麻
地内のふるさとサイクリング
ツアーを実施します。地域の
歴史や特徴などの説明をさせ
ていただきます。ぜひご参加
ください。
●日時　12月12日（日）
　 午前8時30分出発～正午帰

着
●�場所　東胡麻会議所前（日

吉町胡麻野化10）
※無料駐車場・トイレあり
●年齢制限　小学３年生以上
●�参加費　1名500円（ 当 日

お支払いください）
●�自転車　ご自身の自転車
（どんな自転車でも大丈夫
です。）

※ 自転車のレンタル7台あり
ます。申し込みの際にお申
し出ください。
●�申込方法　12月6日（月）ま

でに電話でお申し込みくだ
さい。

※ けがの対応は、保険に加入
し応急処置はしますが、ご
自身でお願いします。

※ 雨天決行とします。ただし、
大雨警報などの場合は順延
とします。
●�その他　知人で東胡麻（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
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マザーズジョブ「心と向
き合うカラーセラピー」
●日時　12月13日（月） 
　午前10時30分～正午
●�場 所　NPO法 人 グ ロ ー

アップコミュニティスペー
ス気になる木JUJU（南丹
市八木町八木鹿草76）
●�申込方法　電話でお申し込

みください。（先着順）
※ 託児ルーム（生後６か月～

就学前のお子さん対象）の
ご利用は、申し込み時にお
申し出ください。
●�セミナー内容　“カラーセ

ラピー”とは、色を使った
心理療法のこと。

　 　気になる色を選び自分の
内面をひもとくワークを通
して、それぞれの色が持つ
意味や効果を理解し、日々
の暮らしに役立てましょ
う。

問�マザーズジョブカフェ総合
受付

TEL（075）692-3445

みんなおいでよ
冬のボランティア体験

　園部町ボランティア連絡協
議会では、冬のボランティア
体験を実施します。
　「ボランティアって何？」

「何か楽しいことをやってみ
たい」と思われる方は、どな
たでも参加できます。大人も
子どもも、みなさまお揃いで
ぜひお越しください。
●日時　12月19日（日）
　午後1時～4時
●場所　園部文化会館　
●�内容　活動発表、体験、パ

ネル展示など
問�園部町ボランティア連絡協
議会事務局（南丹市社会福
祉協議会園部事務所）　

TEL（0771）62-4125　

第30回新春席書大会参
加者募集

　新しい年を迎え、すがすが
しい気持ちで書き初めにチャ
レンジしてみませんか。文化
協会の書道の先生や会員が丁
寧にアドバイスします。
●日時　1月8日（土）
　午前10時～正午
　（受付：午前9時30分～）
●�場所　園部文化会館3階練

習室
●�参加対象　小学生以上（未

就学児は保護者同伴なら
可）
●�持ち物　筆、文鎮をお持ち

の方はご持参ください（そ
の他については主催者で準
備）
●�申込方法　12月24日（金）

までに、住所、氏名、電話
番号、参加部門を園部文
化会館窓口、郵送、電話、
FAX、Eメールのいずれか
でお申し込みください。
●定員　先着30人
●�備考　テーマは当日発表し

ます。作品は1月18日（火）
～28日（金）の期間、アス
エルそのべ1階ロビーに展
示いたします。

問�園部町文化協会事務局
TEL（0771）63-5820　
FAX（0771）63-5840　
�be-syakai@city.nantan.
lg.jp

〒�622-0014�南丹市園部町上
本町南2番地22　園部文化
会館内（月曜・祝日休館）　

丹波自然運動公園からお
知らせ
＜レディーススポーツデー＞
●�日時　12月1日、8日、15

日、22日（各水曜日）
　午前9時30分～11時30分
●場所　体育館
●�内容　健康体操、軽スポー

ツ
●�参加費　300円（当日受付）

●対象　18歳以上の女性の
　方
＜エンジョイテニス（夜の部）
＞
●�日時　12月6日、20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
＜グラウンド・ゴルフのつど
い＞
●�日 時　12月3日（ 月 例 大

会）、10日、17日（各金曜
日）午前9時～11時45分
●場所　球技場
●参加費　300円（当日受付）
＜障がい者スポーツのつどい
＞
●日時　12月14日（火）
　午後1時30分～3時30分
●場所　体育館
●�内容　卓球バレー、ボッ

チャ、フライングディスク、
グラウンド・ゴルフなど
●参加費　無料（当日受付）
＜スポーツを楽しむ日＞
●日時　12月14日（火）
　午後6時～9時
●場所　体育館
●�内容　バスケットボール、

卓球、テニスなど
●参加費　400円（当日受付）
＜太極拳教室＞
●日時　12月10日（金）
　午後2時～4時
●場所　体育館
●内容　太極拳の基礎を学ぶ
●参加費　500円（当日受付）
●定員　30人
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
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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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◇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）


