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納期限のお知らせ

＜令和4年2月28日（月）納期
限＞
・国民健康保険税第9期分
・�後期高齢者医療保険料第8
期分

問市民課
TEL（0771）68-0011
・介護保険料第9期分
問高齢福祉課　
TEL（0771）68-0006
・保育所保育料等2月分　
・保育所延長保育料1月分　
・一時保育料1月分　
・幼稚園給食費2月分　　
・幼稚園預かり保育料1月分
・すこやか学園使用料2月分
問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017
・市営住宅使用料2月分
問営繕課　
TEL（0771）68-0062
・学校給食費2月分
問学校教育課
TEL（0771）68-0056
・�放課後児童クラブ負担金2
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。

※�現在ご利用いただいてい
る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。
終了後は、便利な口座振替
のご利用をお願いします。

京都府知事選挙および南
丹市長選挙のお知らせ
　京都府知事選挙および南丹
市長選挙の期日が決定されま
したので、お知らせします。
＜京都府知事選挙＞
●告示日　
　令和4年3月24日（木）
●投・開票日　
　令和4年4月10日（日）
＜南丹市長選挙＞
●告示日　
　令和4年4月3日（日）
●投・開票日　
　令和4年4月10日（日）
　また、南丹市長選挙におい
ては、次のとおり立候補予定
者等説明会を開催します。
＜南丹市長選挙立候補予定者
等説明会＞
●日時　
　令和4年2月17日（木）
　午後1時30分～
●�場所　南丹市役所3号庁舎
2階第4会議室
●�その他　1陣営2人までの
出席でお願いします。

※�当日、立候補届出関係書類
をお渡しします。

問選挙管理委員会事務局　
TEL（0771）68-0002　

お知らせ

市民健診を実施します

　令和4年度市民健診の申込
受付を開始します。自分自身
の健康のため、家族のため、
毎年健診を受けましょう。
●申込締切　2月25日（金）
●�健診日程　4月12日（火）～
5月19日（木）

※�詳細は、各家庭の送付の「令
和4年度南丹市特定健康診
査・がん検診等のご案内」
またはホームページを確認
してください。

問保健医療課　
TEL（0771）68-0016

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。
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市役所本庁舎の来庁者駐車場について

　南丹市役所新庁舎建築工事の関係で、これまでの来庁者駐車場の大部分が工事ヤードとなること
から、園部幼稚園横の公用車駐車場であった場所を来庁者駐車場としていますのでご利用ください。
　また、工事に伴い本庁舎前駐車場内の通路の一部区間が狭くなっているため、本庁舎敷地内の車
での通り抜けなどはできるだけお控えください。
　長期の工事となり、皆様にはご不便をおかけすることになりますが、ご理解とご協力をお願いい
たします。
●工事期間　令和4年12月20日（火）まで

問総務課　
TEL（0771）68-0002
soumuka@city.nantan.lg.jp

マイナンバーカードなんでも相談会のご案内

　「マイナンバーカードの作り方がわからない」「保険証利用がしたいけど登録方法がわからない」な
どマイナンバーカードに関する相談会を美山支所で開催します。マイナンバーカードの申請を希望
される方は本人確認書類をお持ちください。なお、申請に必要な顔写真撮影は無料で行います。予
約不要ですので、お気軽にお越しください。
●日時　2月24日（木）、3月3日（木）　いずれも午後1時～4時
●場所　美山支所２階美山支所ロビー　マイナンバーカードなんでも相談会特設ブース
※�今回の相談会に限らず、マイナンバーカードの申請方法のご相談は窓口でも受け付けております
ので、本庁市民課または各支所総務課へご相談ください。

問市民課　
TEL（0771）68-0005
shimin@city.nantan.lg.jp
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市府民税申告及び所得税確定申告のご案内

　令和4年1月1日に南丹市にお住まいの方を対象に、令和４年度市府民税申告の相談・受付と簡易
な確定申告をされる方（令和3年分）の相談会を開催します。
●開催期間　2月16日（水）～3月15日（火）
●日程

相談会場 開催日 受付時間

市役所本庁2号庁舎
3階301会議室

期間中の月曜日・火曜日・
　　　　水曜日・金曜日
※祝日を除く

午前９時～11時30分
午後1時～4時（3月15日は3時30分まで）
※�午前・午後とも受付開始の15分前から番
号札を配布します。混雑状況により早め
に受付を終了する場合があります。

※�毎年初日の朝は大変混雑します。混雑緩
和にご協力ください。

美山支所1階大会議室 期間中の木曜日

・�所得税の申告相談については、園部税務署で期間中の土日祝を除く毎日、特設会場を開設されて
います。

・�作成済申告書の提出や収入なしの申告は本庁および各支所窓口でしていただけますが、郵送提出
のご協力をお願いします。

・�確定申告書の控に受付印が必要な方は、税務署で申告するか、税務署へ持参または返信用封筒を
入れて税務署へ提出してください。

・�所得申告が必要な方が申告されていない場合、市窓口での所得に関する証明書の発行ができない
ほか、所得判定が必要な各種制度をご利用の場合は判定ができません。また、期限後に提出され
た申告内容を反映した証明書の発行には1カ月程度かかる場合がありますので、該当される方は期
限内の申告をお願いします。

※申告相談の詳細については、令和４年1月28日発行の「お知らせなんたん」をご覧ください。
問税務課　TEL（0771）68-0004

税務署からのお知らせ

＜確定申告と納税はお早めに＞
税　　目 申告期限 納付期限 振替日

所得税及び復興特別所得税 3月15日（火） 3月15日（火） 4月21日（木）
贈与税 3月15日（火） 3月15日（火）
消費税及び地方消費税 3月31日（木） 3月31日（木） 4月26日（火）

　園部税務署申告会場は、2月16日（水）から3月15日（火）（土、日曜、祝日を除く。）まで開設してい
ます。また、申告相談の受付は午後4時までですが、入場整理券の配付状況により早めに相談受付を
終了する場合がありますのでご注意ください。特に、申告期限間近になりますと申告会場は大変混
雑しますので、感染防止の観点からも、ぜひご自宅からe-Taxをご利用ください。
＜消費税インボイス制度説明会を開催します＞
●日時　
①2月24日（木）　午後3時～4時　（受付：午後2時30分～）
　予約期限：2月17日（木）午後5時
②3月9日（水）　午後3時～4時　（受付：午後2時30分～）
　予約期限：3月2日（水）午後5時
③3月23日（水）　午後3時～4時　（受付：午後2時30分～）
　予約期限：3月16日（水）午後5時
※どの日程の説明会も内容は同じです。
●場所　園部納税協会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
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京都縦貫道・南丹PA出
品者募集説明会のご案内
　八木町農業公社では、京都
縦貫道・南丹PA（パーキングエ
リア）内で催しや地元で栽培さ
れた野菜・名産加工品の直売
を行う出品者を募集します。
　説明会を行いますので、ご
来場をお待ちしております。
●日時　2月26日（土）　
　午後1時30分～
●�場所　八木農村環境公園
「氷室の郷」
●�内容　京都縦貫道・南丹
PA内の仮設テントで、自
家栽培野菜・名産加工品等
の販売に出品できる方
●�対象　農家（個人・グルー
プ団体）、福祉団体、商店
●募集人員　15名
●�直売予定日　令和4年4月
より（毎週土曜日・日曜日
に、南丹PA下り線にて午
前9時～午後3時頃まで直
売実施）

問�八木農村環境公園「氷室の
郷」

TEL（0771）43-1128
FAX（0771）42-4210
　（月曜：休館日）

在宅重度身体障害者介護
者激励金申請のお知らせ
　重度身体障がい者を在宅で
介護されている方を対象に激
励金を支給します。
●�対象者　市民税非課税世帯
で、次の①および②に該当
する方

①�寝たきりの状態が6カ月以
上継続している重度身体障
がい者（20歳以上65歳未
満）と同居し、常時直接介
護している親族など。

②�重度身体障がい者と介護者
の双方が、令和4年2月1日
（基準日）に市内に在住され
ている方。ただし、次のい
ずれかに該当する場合は支
給対象外。

・施設に入所している場合
・�病院などに引き続き3カ月
をこえて入院している場合

・�令和3年8月1日以降に市外
から転入された場合
●助成金額　年額6万円　
※支給は年度内に1回
●�申請方法　問い合わせ先で
申請用紙を配布しますの
で、令和4年2月1日（基準
日）以降に民生委員の証明
を受けていただき、2月28
日（月）までに申請してくだ
さい。

問社会福祉課　
TEL（0771）68-0007
問各支所�総務課�　
八木TEL（0771）68-0022��
日吉TEL（0771）68-0032��
美山TEL（0771）68-0041

未成年心身障害者年金申
請のお知らせ
　未成年の心身障がい者及び
保護者の負担軽減を図るた
め、年金（助成金）を支給しま
す。
●�対象者　市民税非課税世帯
で、次の①および②に該当
する方の扶養者

①�住居および年齢：令和3年
4月1日時点で、市内に3年
以上居住する20歳未満の
方

②�障がいの範囲　いずれかに
該当する方

・�身体障害者手帳1・2級、
精神障害者保健福祉手帳
1・2級又は療育手帳所持
者

・�日常生活を著しく制限され
ているか介護の必要のある
方

・�特別支援学級又は特別支援
学校に在籍している方
●助成金額　年額2万円　
※支給は年度内に1回
●�申請方法　2月28日（月）ま
でに、印鑑、通帳など振込
金融機関が確認できるもの
を持参の上、社会福祉課ま

たは各支所総務課で申請し
てください。

問社会福祉課　
TEL（0771）68-0007
問各支所�総務課�　
八木TEL（0771）68-0022
日吉TEL（0771）68-0032　
美山TEL（0771）68-0041

人材募集

放課後児童クラブ補助員
を募集します
●�勤務期間　令和4年4月1日
から1年間
●�勤務場所　南丹市内放課後
児童クラブ
●�業務内容　小学生の児童が
家庭の代わりとして過ごす
放課後児童クラブで、子ど
もたちが安全、安心に過せ
るよう保育と見守りを行っ
ていただきます。
●募集条件　高校卒業以上
●勤務条件　
＜長期休業時（交代勤務）＞
　�午前7時45分～午後6時30
分

　1日8時間以内（休憩あり）
＜平常時（学期中）＞
　�下校の1時間前～午後6時
30分

※�その他、支援員会議や研修
を午前中に行う場合があり
ます。
●賃金　1時間1,000円
●�募集期間　令和4年2月28
日（月）までの期間、午前8
時30分から午後5時15分
（土・日・祝日を除く）まで
受け付けます。
●�申込方法　会計年度任用職
員申込書（社会教育課に備
え付け）に必要事項を記入
の上、社会教育課へ提出（郵
送可）してください。

〒622-8651　京都府南丹市
園部町小桜町47番地　
南丹市教育委員会社会教育課
宛て（2月28日の消印有効）
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●�採用　書類審査および面接
試験により合否を決定しま
す。

※�面接日は令和4年3月上旬
の予定（日程は、申込者に
別途連絡します）

問社会教育課
TEL（0771）68-0057

南丹市スポーツ推進委員
を公募します
　スポーツ推進委員は、市の
スポーツ事業などの企画運営
を行い、市民の生涯スポーツ
活動推進や市民の健康増進を
図る役割を担っていただきま
す。また、各種団体の行うス
ポーツ事業への協力や、定例
会や研修会を通じて委員とし
て研鑽を積んでいただきま
す。
●�職・身分　非常勤特別職の
地方公務員
●�任期　2年間（令和4年4月
1日～令和6年3月31日）
●�報酬　南丹市特別職の職員
で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例に基
づき支給
●公募人数　8人以内　
※選考により決定
●応募条件　
・南丹市に住所を有する者。
・�令和4年4月1日現在の年齢
が20歳以上の者。

・�スポーツ活動などの実践経
験または、生涯スポーツに
関心、見識のある者。

・�南丹市スポーツ推進委員
規則（教育委員会規則第35
号）第3条の規定による職
務を遂行できる者。
●�応募方法　社会教育課、八
木市民センター、日吉生涯
学習センター、社会教育課
美山担当に備え付けの「南
丹市スポーツ推進委員候補
者略歴書」に必要事項を記
入の上、郵送または持参で
応募してください。南丹市
ホームページからもダウン

ロードできます。
●提出先　社会教育課
　〒622-8651　
　�南丹市園部町小桜町47番
地
●�公募期間　令和4年2月10
日（木）～2月25日（金）

※�郵送は、締切日当日の消印
有効。持参については、締
切日当日の午後5時まで受
付
●�結果通知　決定後、速やか
に応募者に対し、書面にて
通知。

問社会教育課　
TEL（0771）68-0057　

相談会

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。３
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　①3月8日（火）、
　②3月22日（火）
●時間　午後1時～4時
●�場所　日程①八木市民セン
ター会議室3、日程②市役
所美山支所1階小会議室
●�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　

「身体障害者巡回更生相
談」日程変更のお知らせ
　3月10日（木）開催予定の身
体障害者巡回更生相談を次の
とおり変更します。
●日時　3月8日（火）
　午前9時45分～11時15分
●�場所　園部文化会館3階　
研修室
●巡回医師　整形外科
●�内容　補装具交付・修理に
係る判定、医療相談　
●�持ち物　身体障害者手帳、
使用中の補装具、印鑑（支
給申請が必要な場合に使
用）
●�申込方法　3月1日（火）ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。

問社会福祉課
TEL（0771）68-0007

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　3月11日（金）
　午前10時～正午
※相談は1人30分以内です。
●�場所　本庁3号庁舎2階第1
会議室

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

「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　3月2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
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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　3月15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

権利擁護・成年後見セン
ター専門相談のお知らせ
　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
相談を行います。
＜司法書士による相談＞
●日時　3月16日（水）　
　午後2時～3時
●�場所　市役所4号庁舎相談
室
●定員　2人（各30分）
●�その他　3月9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
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）

人形劇団京芸「まんてん
げきじょう」
　南丹市ファミリー・サポー
ト・センター会員の全体交流
会として、人形劇を上演しま
す。子どもも大人もいっしょ
に楽しみましょう。（非会員も
参加可）
●日時　3月5日（土）
　午前10時50分～正午
　（受付：午前10時30分）
●�場所　国際交流会館地階コ
スモホール
●�内容　人形劇団京芸「まん
てんげきじょう」（「ねずみ
のおんがくかい」「ぶんぶく
ちゃがま」約1時間）　
●定員　60人
●�対象　次のいずれかにあて
はまる方（小学生以下は保
護者同伴）

①�南丹市ファミリー・サポー
ト・センター会員とその家
族

②�南丹市在住・在勤の方とそ
の家族
●�申込方法　2月18日（金）ま
でに、住所、氏名、電話番
号を電話またはEメールで
お申し込みください。申込
者には、後日入場券を送付
します。

問�南丹市ファミリー・サポー
ト・センター（南丹市子育
てすこやかセンター内）

TEL（0771）68－0082
問子育て支援課
TEL（0771）68－0017　
�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



第386号 7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

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＞
◆齋藤孝の冒頭文de文学案内（齋藤孝）◆一万円選書（岩田徹）◆「命」の相談室（ゴルゴ松本）◆ハブら
れても生き残るための深層心理学（きたやまおさむ）◆最澄と天台宗のこころ（桑谷祐顕監修）◆鎌倉
殿を歩く（伊東潤）◆大杉栄自叙伝（大杉栄）◆ヒトの壁（養老孟司）◆アカンヒトズカン（野々村友紀
子）◆児童養護施設という私のおうち（田中れいか）◆変形菌ミクソヴァース（増井真那�写真・文）◆
はじめての放射線治療その疑問に答えます（笹井啓資）◆親子でのびやか楽しいキッズヨガ（友永淳子
監修）◆徳田民子さんの工夫のある家仕事◆ムーミンとゆかいな仲間たちワンポイント刺しゅう図案
◆一生ものの副菜（高山かづえ）◆寺田本家発酵カフェの甘酒・酒粕・麴のやさしいおやつ（寺田聡
美）◆今さら聞けない除草剤の話きほんのき（農文協編）◆庭全体が美しく見える剪定の本（田口裕之）
◆林業現場人道具と技vol.20チェーンソーのセルフメンテナンス（全国林業改良普及協会編）◆実践!
はじめての作曲入門2021（竹内一弘、クラフトーン編著）◆大谷翔平～偉業への軌跡～（斎藤庸裕）◆
K-POP・アイドル好きのためのすぐわかるはじめての韓国語（ソンホ）◆真夜中のマリオネット（知念
実希人）◆ミス・パーフェクトが行く！（横関大）◆世界の美しさを思い知れ（額賀澪）◆黄金旅程（馳
星周）◆ひとまず上出来（ジェーン・スー）◆僕たちはどう生きるか（森田真生）◆今を生きるあなたへ
（瀬戸内寂聴）
＜児童書＞
◆北条義時（加来耕三企画・構成・監修）◆日本の47都道府県（講談社編）◆月別カレンダーで１から
わかる！日本の政治（伊藤賀一監修）◆よみがえれ、マンモス！（令丈ヒロ子）◆みんなが知りたい！
宝石のすべて（「宝石のすべて」編集室）◆キリン解剖記（郡司芽久）◆野菜はすごい！（柴田書店編）◆
きもちのことばじてん（青木伸生監修）◆かいけつゾロリきょうふのダンジョン（原ゆたか）◆博物館
の少女（富安陽子）
＜絵本＞
◆ねこまたごよみ（石黒亜矢子）◆アブナイこうえん（山本孝）◆車いすにのったらどうなるの?（ハリ
エット・ブランドル）◆王さまのお菓子（石井睦美）◆トゲトゲくんはね（クォン�ジャギョン）◆こん
なかお、できる?（ウィリアム・コール）◆しあわせぎゅ～っ！（ジーン・リーディ）◆だれかさんのか
たっぽてぶくろ（すずきみほ）◆おひさまがおちないように（クオ�ツェンユアン）◆若冲の絵本（伊藤
若冲画）
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

講演会「みんなで健幸に！歩きたくなるお話」開催について

　寒い冬、身体を動かすのが億劫な季節です。運動不足が気になる方、歩くことはいつでもどこで
も取り組める運動です。この機会にぜひご参加ください。
●日時　2月21日（月）午後1時～2時
※講演会の後、午後2時からなんたん健幸ポイント2021ポイント交換会を実施します。
●会場　国際交流会館イベントホール
●講師　筑波大学人間総合科学学術院　久野譜也教授
●対象　南丹市民、なんたん健幸ポイント参加者
●定員　100人（先着順）
●申込方法　電話またはFAXでお申し込みください。
問保健医療課　TEL（0771）68-0016　FAX（0771）63-0653�
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園部女性の館作品展のご
案内
　女性の館で身に付けた技術
を生かして作成した手作り作
品を、展示および販売します。
●日時　2月26日（土）　
　午前10時～午後3時
●�場所　国際交流会館コスモ
ホール
●内容　
＜サークル展示作品＞
・�書道、花筐、水彩画、冠句、
クレイアート、生け花、和
布、着物リフォーム、さを
り織り
＜講座展示作品＞
・�フラワーアレンジメント、
エコクラフト、こもの物語、
さをり機械織り体験作品、
切り絵、布あそび（干支）、
親子体験（ポーセラーツ）
＜手づくり作品販売＞
・�着物リフォーム、さをり織
り、手づくり小物

※�先着60人に、園部警察と
コラボした手作りエコバッ
クを差し上げます。

問�南丹市園部女性の館運営委
員会（園部女性の館内）

TEL（0771）63-2986

「音訳ボランティア入門
講座」を開催します
　広報誌などの活字を声にし
て、視覚障がいをお持ちの方
にお届けしているボランティ
ア活動があります。情報を声
にする活動を一緒に学びませ
んか？
●日時・内容
・第1回2月26日（土）
　�「見えない」ということ～実
際に体験してみよう～

・第2回3月9日（水）
　発声練習について
・第3回3月23日（水）
　文章の読み方
・第4回3月30日（水）
　実際の広報誌の読み
※�いずれも午後1時30分～午

後3時30分
●�講師　音訳指導者　安田　
知博さん
●�場所　日吉生涯学習セン
ター2階第1会議室
●�申込方法　各回開催の1週
間前までに電話または申込
フォームからお申し込みく
ださい。

申し込みフォーム
※�講座途中からでも参加でき
ます。�

問南丹市社会福祉協議会本所
TEL（0771）72-3220

レディースサッカー体験
会参加者募集
　京都丹波の女子サッカー普
及事業の活動拠点として、レ
ディースチームを創設するこ
とを目的に選手（経験不問）を
募集します。
●日時　2月26日（土）
　午前10時30分～正午
※�午後1時～2時に2022年度
入団説明会を行います。
●�場所　京都聖カタリナ高等
学校グラウンド（体験会は
雨天中止）
●募集対象　
・�ガールズ（現在年長～小学
5年生の女子）

・�レディース（現在小学6年
生・中学生・高校生の女子）
●�持ち物　ボールが蹴れる
靴、動ける服装、飲み物
●�申込方法　2月20日（日）
午後5時までに電話または
メールでお申し込みくださ
い。

シュピーレン京都
ホームページ　　

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　昭

TEL090-8127-8880
spielen@ezweb.ne.jp

園部吹奏楽団第４６回定
期演奏会のお知らせ
　2年ぶりに演奏会を開催す
ることとなりました。久しぶ
りに皆さまとお会いできるの
を楽しみにしています。午後
のひととき、園部吹奏楽団の
演奏をお楽しみください。団
員一同、皆さまのご来場をお
待ちしております。
●日時　3月13日（日）
　午後2時～
　（開場：午後1時30分）
●�場所　園部文化会館大ホー
ル
●内容
・�アンサンブルステージ
　�管打楽器アンサンブル「フ
ルーミン」：Let�It�Go

　�金管五重奏「ゴールドファ
イブ」：グリーン・アベン
チュリン

　�木管アンサンブル「フォレ
ストーン」：炎（ほむら）　
ほか

・ポップスステージ
　�紅蓮華、風笛～あすかの
テーマ～、J-BEST～日本
を勇気づける名曲たち～　
ほか

問園部吹奏楽団　
TEL090-3352-7713
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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

南丹やぎの青空市

　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

丹波自然運動公園からお
知らせ
＜グラウンド・ゴルフ大会＞
●日時　3月15日（火）
　午前9時～競技開始
●場所　補助競技場
●�内容　40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人
●対象　どなたでも
●�申込方法　2月15日（火）
午前9時から前日までに
住所、氏名（ふりがな）、
性別、生年月日、電話番
号、ＦAX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

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
ホームページのバナー広告を
募集しています。
【有料・要申込】
　市ホームページのトップ
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

インターネット生活を始
めませんか
　もっと便利に、安心に。南
丹市情報センターがサポート
します。
●月額定額料金　3,140円
※�プロバイダー料込みの金額
です。

※�有線テレビの加入が必要で
す。（加入分担金と工事費が
それぞれ必要となります。）
●通信速度　100Ｍｂｐｓ
※�ベストエフォート型のサー
ビスです。
●�セキュリティー・サポート
の充実

※�トラブルの際はお問合わせ
ください。

問南丹市情報センター　
TEL（0771）63-1777　
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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）


