子育てすこやか
子育てすこやかセンター
てすこやかセンター３
センター３月事業のお
月事業のお知
のお知らせ
子育てすこやかセンターは、０歳から保育所・幼稚園に入所・入園するまでの子
どもとお母さん・お父さん・お家の人が集うところです。
●ママ
ママ講座
ママ講座「
講座「こどもの事故予防
こどもの事故予防について
事故予防について」
について」 ３月８日（木）午前１０時～１１時
●子育
子育て
子育て広場１
広場１歳児～
歳児～３歳児「
歳児「クッキング」
クッキング」
３月１３日（火）午前１０時～１１時３０分
●子育
子育て
子育て広場０
広場０歳児「
歳児「ベビーマッサージ」
ベビーマッサージ」
３月２２日（木）午前１０時～１１時３０分
●お
お話会・
話会・折り紙を楽しもう ３月２７日（火）午前１０時３０分～１１時
●親子
親子リトミック
親子リトミック ３月２９日（木）午前１０時～１１時
◇問合せ先 南丹市子育てすこやかセンター TEL（0771）68-0082

ＢＳアナログ
ＢＳアナログ放送終了
アナログ放送終了に
放送終了に伴うＮＨＫ受信料契約
ＮＨＫ受信料契約の
受信料契約の留意点について
留意点について

南丹市情報センター
南丹市情報センター なんたんテレビ
なんたんテレビ番組表
テレビ番組表 （３月１日～１５日
１５日）

図書館だより
図書館だより ３月新刊のご
月新刊のご案内
のご案内
南丹市くらしのあんない
南丹市くらしのあんない版
くらしのあんない版

初回 ３月 １日【木】 ６時
初回 ３月１５日【木】 ６時

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

週刊ニュース
週刊ニュースもぎたて
ニュースもぎたて☆
もぎたて☆テレビ

初回 ３月 ３日【土】 ７時

１０日【土】 ７時

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

神吉小学校ジャンプ
神吉小学校ジャンプ集会
ジャンプ集会 （学習発表会）
学習発表会）
園部第二小学校 ６年生を
年生を送る会
摩気小学校 ６年生を
年生を送る会
胡麻郷小学校 ６年生を
年生を送る会
新庄小学校 ６年生を
年生を送る会
八木小学校 卒業を
卒業を祝う会
園部小学校 ６年生を
年生を送る会
西本梅小学校 ６年生を
年生を送る会

初回 ３月 １日【木】 ８時
初回 ３月 ３日【土】 ８時
初回 ３月 ５日【月】 ８時
初回 ３月 ７日【水】 ８時
初回 ３月 ９日【金】 ８時
初回 ３月１１日【日】 ８時
初回 ３月 13 日【火】 ８時
初回 ３月 1５日【木】 ８時

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

南丹市ＣＡＴＶにご加入の方で、ＮＨＫ衛星契約をされており、ＮＨＫ-ＢＳデジ
タル放送が映らない方は、ＮＨＫの受信料契約を衛星契約から地上契約に変更して
いただく必要があります。今一度、ご自身の契約内容をご確認ください。

美山っ
美山っ子音楽フェスティバル
子音楽フェスティバル①
フェスティバル①
美山っ
美山っ子音楽フェスティバル
子音楽フェスティバル②
フェスティバル②
吉富の
吉富の昔話（
昔話（吉富小学校３
吉富小学校３･４年生の
年生の取り組み）

初回 ３月 ８日【木】 ６時
初回 ３月１０日【土】 ６時
初回 ３月１２日【月】 ６時

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

◇問合せ先 【ＮＨＫ受信契約（受信料）について】
ＮＨＫふれあいセンター TEL 0120-151515／050-3786-5003
【ＣＡＴＶについて】
南丹市情報センター TEL（0771）63-1777（月・祝閉館）

南丹市議会３
南丹市議会３月定例会 ③ ３月２日一般質問
④ ３月５日一般質問
⑤ ３月６日一般質問

初回 ３月 ４日【日】 １４時
初回 ３月１０日【土】 １４時
初回 ３月１１日【日】 １４時

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ＪＡトピックス
提供）（毎日）6：30／11：30／18：30／21：30（変更あり）
ＪＡトピックス（ＪＡ京都
トピックス
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

南丹市情報センター
南丹市情報センターの
センターのアナウンサーを
アナウンサーを募集します
募集します
★放送内容が、一部変更になる場合もありますので、
「京都新聞丹波版」または南丹市情報センターホー
ムページをご覧ください。http://www.cans.ne.jp/なんたんネットワーク
ＴＥＬ0771-63-1777 FAX 0771-63-1682 Ｍail: sictv@sic.cans.ne.jp 月曜・
月曜・祝日は
祝日は休館

●募集
募集 嘱託職員１人（男女不問） ●職種
職種 アナウンサー・番組企画 など
●雇用期間
雇用期間 ４月１日～平成２５年３月３１日 ●勤務
勤務場所
勤務場所 南丹市情報センター
※実績、能力などにより、正規職員として採用する場合があります。
●勤務時間
勤務時間 シフト制週５日勤務・午前８時３０分～午後５時１５分
●基本給月額
基本給月額 177,200 円（雇用保険、社会保険、厚生年金に加入）
●応募資格
応募資格 ①アナウンサー業務経験者またはその志がある方、②自主放送番組を通し
て地域の暮らしや絆を深めることに熱意を持って取り組む方、③パソコンでワード、
エクセルを使いこなせる方、④普通自動車免許を有する方、⑤市内在住または３０分
程度で通勤可能な方（遠方地居住者は採用決定後に市内に転居をすることでも可）
●応募方法
応募方法 ３月４日（日）までに、持参または郵送で、履歴書（写真貼付）
、職務
経歴書（異業種を含む）
、アナウンス業務および番組制作業務に関する経歴書を提
出してください。
●採用試験
採用試験 １次（書類）選考の上、３月９日（金）に南丹市国際交流会館で、２
次試験（一般常識、作文、アナウンス、面接）を行います。
●合否通知
合否通知 ３月１６日（金）
※試験・面接および合否通知の日程は変更する場合があります。
◇応募・問合せ先 財団法人南丹市園部国際学園都市センター
TEL（0771）63-1777（月曜・休業） 〒622-0004 南丹市園部町小桜町 62-1

技能修得資金の
技能修得資金の支給申請（
支給申請（第１次申請）
次申請）について
京都府では、中学校・高等学校を卒業されて、技能修得施設（専門学校など）へ
進学される方を支援するために、技能修得資金を支給しています。
●対象
対象 南丹市内に居住し、経済的な理由により技能修得が困難な方
※施設の要件、所得制限などがあります。詳細はお問い合わせください。
●申請方法
申請方法 ３月１日（木）～２１日（水）の期間に、南丹保健所福祉室、社会福
祉課または各支所健康福祉課に備え付けの申請書類に必要事項をご記入の上、申
請してください。
◇申請・問合せ先 南丹保健所福祉室 TEL（0771）62-0363

氷室の
氷室の郷からのお知
からのお知らせ
＜「椎茸栽培教室」を開催します＞
●日時 ３月２５日（日）午前１０時～正午
●場所 八木農村環境公園「氷室の郷」農学舎 ●参加料 3,500 円
●内容 ドリルで穿孔、椎茸菌打ち込み 他 ●持
持ち物 手袋
※菌入り原木５本（定価 700 円/１本）をお持ち帰りいただきます。
●定員
定員 ２０人（先着順） ●申込方法
申込方法 電話でお申し込みください。
＜「わんぱくＤＡＹ」の参加者を募集します＞
当日舞台で特技を披露していただく元気な子どもたちを募集します。個人、グル
ープを問いません。
●日時
日時 ４月２９日（日）午前１０時～午後３時
●場所
場所 八木農村環境公園「氷室の郷」
●募集事例 楽器演奏、歌、踊り、ダンスなど
●申込方法
申込方法 ３月１０日（土）までに電話でお申し込みください。
◇申込・問合せ先 八木農村環境公園「氷室の郷」 TEL（0771） 43-1128（月曜・休業）

