「年中みそづくり
年中みそづくり」
みそづくり」参加者募集

２月「託児付きカフェよっといで
託児付きカフェよっといで」
きカフェよっといで」のお知
のお知らせ

ボランティアグループ「さくらんぼ」と日吉町郷土資料館の共催事業として「年
中みそづくり」を開催します。毎日使うおみそだからこそ、自分で作って郷土の味
を楽しんでみませんか。
●日時 ３月２日（日）午前１０～正午 ●場所 日吉町郷土資料館かやぶき民家
●参加費
参加費 一人 700 円（入館料含） ●持ち物
持ち物 エプロン・三角巾
●募集人数 先着１０人程度 ●申込方法 電話でお申し込みください。

みやま子育てパートナーズ「よっといで」では、子育て応援として月１回「カフ
ェよっといで」をオープンし、子育て中のママさんや家族の方、子どもさんのホッ
とできる居場所作りをしています。今月は、お手軽クッキングとみんなで楽しいラ
ンチです。どなたでもお気軽にご参加ください。
●日時 ２月２４日（月）午前１０時～午後１時 ●場所 美山保健福祉センター
●内容 みんなで楽しくクッキング＆ランチ
●参加協力金 600 円（おいしい無農薬コーヒー付き）
●持ち物 エプロン、三角巾、マスク、お子様の着替えなど
●申込方法
●申込方法 ２月２０日（木）までに問い合わせ先へお申し込みください。
※この事業は、南丹市市民提案型まちづくり活動支援交付金を活用しています。

◇申込・問合せ先 日吉町郷土資料館 TEL（0771）72-1130

アーツギャザリング作品展
アーツギャザリング作品展を
開催します
作品展を開催します

レヨ 絵具 粘
使っ 自由 表
楽 む「ア ツギャ
ザリ グｉｎ 」 参加 れ
品 展示
無料
ア ツギャザリ グ
詳
ＵＲＬ 覧
●日時
水
休み
〜
●場所 ＣｏｃｏＣａｎ
国際交流
レストラ
業
型 ちづ 活動 援交 活
ク
ン、
、 土などを
て、
に 現することを し
ー
ン
八木 に
さ た皆さんの作 を
します。
（
）
ー
ン について、 しくは下記
をご ください。
３月５日（ ）～１６日（日）※月・火曜日は
。
３月５日～７日、１２日～１５日 午前１１時 午後４時
８日、９日、１６日 正午～午後６時
（南丹市
会館１階
ン）
※この事 は、南丹市市民提案 ま
くり
支
付金を 用しています。
◇問合せ先 アーツビレッジ TEL 080-5633-3416
ＵＲＬ http://ameblo.jp/artsgathering/

平成２６
平成２６年度南丹地域就農
２６年度南丹地域就農サポート
年度南丹地域就農サポート講座受講生
サポート講座受講生を
講座受講生を募集

●日時 ４月～１０月までの平日の午後（全１１回）
●場所 京都府園部総合庁舎および現地
●対象 将来中核的農業者を目指す実践農場研修生や就農研修生などを含む
若手農業者（概ね４５歳以下）
●内容 総論講座および各論講座
・総論講座：土壌肥料、病害虫、経営など
・各論講座：
「豆類（枝豆含む）」「施設野菜」「露地野菜」「花き」から選択
●定員 １５～２０人（書類選考の上、３月下旬に受講決定通知を送付します）
●受講料 無料（実費を求めることがあります）
●申込方法 ３月４日（火）（必着）までに、申込書に必要事項をご記入の上、郵送、
持参、ＦＡＸ、Ｅメールのいずれかでお申し込みください。申込書は南丹農業改
良普及センターおよび農政課に備え付けています。
◇申込・問合せ先 南丹農業改良普及センター TEL（0771）62-0665 FAX（0771）63-1864
〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木 21
Ｅメール nanshin-no-nantan-nokai@pref.kyoto.lg.jp

農家宿泊についての
家宿泊についての研修会
についての研修会の
研修会の参加者を
参加者を募集します
募集します

波 食 森 交流
農家宿泊 験型旅
入れ 積極
新 農家宿泊 味
研修
度実際 子 も ち 入れ 家庭
験 話
も参加
●日時
●場所
口 波 労 福祉 Ｆ
●申込方法 電話 ＦＡＸ Ｅメ
ずれ
氏 電話番
み

京都丹 ・ と の
協議会では、
体
行の受け
を
的に
進めており、 たに
にご興 のある方を対象に
会を開催します。当日
は本年
に ど た を受け
たご
の方に体 談を していただきま
す。どなたで
いただけます。
２月２４日（月）午前１０時～正午
京都府立 丹 勤 者
会館 ２ 会議室
、
、
ールのい
かで、住所、 名、
号をご連
絡の上、お申し込 ください。

◇申込・問合せ先 京都丹波・食と森の交流協議会（コーディネーター 井関）
TEL 090-7756-2122 FAX（050）3153-1220
Ｅメール info@shokumori.net

２月「そのべ軽
そのべ軽トラ市
トラ市」開催のお
開催のお知
のお知らせ
まちなかのにぎわい創出を目的に毎月第４日曜日に開催しています。野菜、工芸、
売り手の顔の見える軽トラ市ならではの楽しい市場です。
●日時 ２月２３日（日）午前１０時～午後１時３０分
●場所 園部町本町、美園町（京都銀行園部支店西隣） ●出店数 約４０店
●イベント 食育イベントなど
●駐車場 京都信用金庫園部支店の向かい（臨時駐車場）をご利用ください。
●主催 南丹市中心市街地活性化推進委員会
※廃食用油、ペットボトルの回収もしていますので、ご利用ください。
◇問合せ先 市座プロジェクトチーム TEL（0771）63-2451

◇申込・問合せ先 みやま子育てパートナーズ「よっといで」
TEL（0771）75‐0208/090‐6962‐6455

多胎育児～
多胎育児～先輩ママに
先輩ママに聞
ママに聞いてみよう～
いてみよう～

多胎育児中のパパ・ママは、同じ年齢の複数児を同時に育てるという特有の育児
の困難さもあり、
「周囲に分かってもらえない」と感じることがあるといいます。多
胎育児の先輩ママや参加者同士で、悩みを話したり聞いたりして、仲間づくりをし
てみませんか。
（無料）
●日時 ３月５日（水）午前１０時～１１時
●場所
●場所 八木防災センター２階 ●対象
●対象 多胎育児中のパパ・ママ
●内容
●内容 多胎育児の先輩ママを講師に招いての座談会
●申込方法 電話でお申し込みください。
※託児を行いますので、必要な方は申込みの際にお伝えください。
◇申込・問合せ先 南丹市子育てすこやかセンター TEL（0771）68-0082
ＮＰＯ法人グローアップ TEL 080-3857-8119

飾り巻き寿司教室を
寿司教室を開催します
開催します

飾り巻き寿司とは、完成したお寿司を切ると、断面にお花やパンダなどのモチー
フが出てくる太巻きのことです。飾り寿司インストラクターのこまゆさんが、飾り
巻きの作り方を一から指導してくださいます。（無料）
●日時
●日時 ３月８日（土）①午前の部 午前１０時～（受付：午前９時３０分）
②午後の部 午後１時３０分～（受付：午後１時）
※１組につき、①②いずれか１回のみの参加とします。
●場所
●場所 園部公民館 調理実習室 ●定員
●定員 各回先着１０組
●対象
●対象 ４歳以上で、次のいずれかに該当する方
①南丹市ファミリー・サポート・センターの会員とそのご家族
②市内在住または在勤の方
●講師
●講師 飾り寿司インストラクター こまゆ氏
●申込方法 電話でお申し込みください。
●その他
・３歳以下のお子さんは調理室に入室できません。託児ルーム（無料）をご利用く
ださい。利用希望の方は申込みの際にお伝えください。
・１組（１～３人）で１本巻きます。お子さんが巻く時は、必ず大人の方が一緒に
参加してください。大人がお一人で参加することは可能です。
・当事業は、南丹市ファミリー・サポート・センター会員交流会を兼ねています。
◇申込・問合せ先 南丹市ファミリー・サポート・センター
（南丹市社会福祉協議会本所内） TEL（0771）72-3220

「にっぽん縦断
にっぽん縦断こころ
縦断こころ旅
こころ旅」に手紙をお
手紙をお寄
をお寄せください

ＮＨＫ－ＢＳプレミアムで、「にっぽん縦断 こころ旅（２０１４春の旅）」がス
タートします。３月３１日愛知県をスタート、夏の北海道を目指します。番組では、
皆さんからのお手紙で旅のルートを決定するため、市内の「忘れられない場所、風
景」にまつわる手紙を募集しています。
●応募方法 住所、氏名、電話番号、性別、年齢、思い出の場所、風景にまつわる
エピソードを、番組ホームページ、ＦＡＸ、郵送のいずれかで投稿してください。
●応募期限 ３月１８日（火）必着
●京都府の放送 ４月２１日（月）～２７日（日）
◇投稿先 ＵＲＬ http://www.nhk.or.jp/kokorotabi/
FAX（03）3465-1327 〒150-8001 ＮＨＫ「こころ旅」係 宛
◇問合せ先 ＮＨＫふれあいセンター TEL（0570）066-066/（050）3786-5000

