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お知らせ
平成28年度橋梁定期点
検の実施ついて
市道を安心して通行してい
ただくため、橋梁の定期点検
を実施します。
点検中は片側交互交通など
の規制を行う場合があり、利
用者の皆さんにご不便をお掛
けしますが、ご理解とご協力
をお願いします。
●調査期間 10月下旬〜平
成29年2月末
●調査時間 午前9時〜午後
5時
※1橋あたりの点検時間は、
数時間から半 日 程 度 で す
が、橋長により更に時間を
要する場合があります。
道路河川課
(0771)68-0051

【総合問合せ窓口】

平成28年度南丹市戦没
者追悼式のお知らせ

府職員出前語らい・専門
職員派遣について

先の大戦で尊い命を失われ
た戦没者の方々を追悼し、世
界の恒久平和を願い、南丹市
戦没者追悼式を挙行します。
会場の都合上、南丹市各町
遺族会の代表者(160人)にご
参列いただきます。参列者の
取りまとめは各町遺族会でお
世話になります。
●日時 10月24日(月)
午前10時〜
●場所 日吉町生涯学習セン
ター
●主催 南丹市
社会福祉課
(0771)68-0007
各支所市民生活課
八木(0771)68-0022
日吉(0771)68-0032
美山(0771)68-0041

京都府の重点施策や福祉、
環境など暮らしに身近なテー
マについて、府職員が直接出
向いて説明し、府民の皆さん
と意見交換します。【派遣費
無料】
●申込方法 希望日の4週間
前までにお申し込みくださ
い。
※詳細はお問い合わせいただ
くか、ホームページをご確
認ください。
京都府府民総合案内・相談
センター
(075)414-4234
http://www.pref.kyoto.
jp/demae/

秋はバスでエコなお出か
けをしませんか

自賠責保険および自賠責共
済は、万一の自動車事故の際
の基本的な対人賠償を目的と
して、自動車損害賠償保障法
に基づき、原動機付自転車を
含む全ての自動車に加入が義
務付けられています。自賠責
保険および自賠責共済なしで
運行することは法令違反です
のでご注意ください。
国土交通省近畿運輸局京都
運輸支局
(075)681-9765

11月の土・日・祝日(合計
10日間)は、市内を運行する
バスで、大人1人につき、同
伴の小学生以下2人までの運
賃が無料になります。秋の行
楽シーズンは、市内の路線バ
スをご利用ください。なお、
大人は通常どおり運賃が必要
です。また定期利用は対象外
です。
地域振興課
(0771)68-0019

(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

自賠責保険・共済の期限
切れにご注意ください

info@city.nantan.kyoto.jp
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要約筆記者養成講座（前
期）
の募集について

「音訳ボランティア講座」を開催します
広報誌などの活字を声にして、視覚に障がいのある方にお届け
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。【無料・要申込】
●日程・内容など
回

日程
内容
講師
10月21日 実践編「実際の広報誌を 京都ライトハ
第２回
(金)
読んでみよう①」
ウス
1 1 月 4 日 実践編「実際の広報誌を
第３回
澤江功子 氏
(金)
読んでみよう②」
1 2 月 2 日 技術編「実際に録音して 音 訳 ボ ラ ン
第４回
(金)
みよう」
ティア
●場所 南丹市社会福祉協議会本所農事研修室
●時間 いずれも午後1時30分〜3時30分
●申込方法 各回の2日前までに、電話でお申し込みください。
●その他 都合のつく回の参加で構いません。お気軽にご参加く
ださい。※第1回は10月7日(金)に終了しています。
●主催 音訳ボランティア(かわせみ、やまびこの会、日吉、美
山こだまグループ)
※この講座は、赤い羽根共同募金「じぶんの町を良くする活動助
成」を活用しています。
南丹市社会福祉協議会本所
(0771)72-3220

骨粗しょう症健診のお知らせ
骨粗しょう症とは、骨量が少なくなって骨がもろくなり、骨折の
危険が高くなった状態のことです。この度、骨粗しょう症健診を実
施します。この機会に受診していただき、ライフスタイルに合わせ
た骨粗しょう症対策にお役立てください。【無料・要申込】
●日程など
実施日

11月28日
(月)

場所

定員

日吉保健福祉センター

60人

美山保健福祉センター

60人

受付時間
午前9時〜
10時30分
午後1時30分〜
3時

11月30日
八木保健福祉センター 90人 午後1時〜4時
(水)
午前9時〜11時
12月21日
南丹市役所301会議室 150人
(水)
午後1時〜4時
●内容 問診、骨密度測定(かかとの骨に超音波を当てて測定)、
結果指導、試食(簡単、おいしい、カルシウムいっぱいメニュー)
●対象 南丹市に住民票を有するおおむね20歳〜70歳までの女
性
●申込方法 11月4日(金)までに、電話でお申し込みください。
※各会場定員になり次第、締め切ります。
保健医療課
(0771) 68-0016
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要約筆記者の養成を行いま
す。要約筆記は、聴覚に障が
いのある方のために、話の内
容をその場で文字にして伝え
ることです。【要申込】
●日程
・共通講座６日間：11月16
日、30日、12月7日、21
日、平成29年1月11日、
25日(いずれも水曜日)
・コース別1日：手書きコー
ス平成29年2月1日(水)、
PCコース2月8日(水)
●時間 午前10時〜午後4時
(休憩を除く5時間)
●場所 京都府聴覚言語障害
センター(城陽市)
●対象 要約筆記者として登
録し、活動が可能な方
●受講料 無料(ただし、テ
キスト代として3,400円が
必要)
●申込方法 10月31(月)ま
でに、住所、氏名、年齢、
希望コースを記入の上、
FAXまたははがきでお申し
込みください。
※京都府外に在住の方は、勤
務先または通学先を追記し
てください。
京都府聴覚言語障害セン
ター
(0774)30-9000
(0774)55-7708
610-0121 城陽市寺田林
ノ口11番64 京都府要約
筆記者養成講座事務局 宛

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

歳末たすけあい募金助成
事業の申請について
年末年始に、住民同士のつ
ながりづくりを目的とした事
業を実施される団体に助成し
ます。本事業は、歳末たすけ
あい募金を原資に実施するも
のです。
●対象 市内の非営利団体
(ボランティア活動、市民
活動、当事者活動などを行
う団体)
●対象事業 12月1日〜平成
29年1月31日に実施され
る事業で、本事業の目的に
合う事業
●助成金額 1事業につき
5万円以内
●対象経費 会議費、事務
費、備品購入費、交通費な
どその他事業実施に必要な
経費
※備品購入費については、活
動の発展に役立つかどうか
という観点から、必要性、
使用頻度などにより判断し
ます。
※人件費は対象外です。
※飲食費については、レクリ
エーションとして調理し、
交流する場合の材料につい
てのみ対象とし、その他は
対象外です。
●申請方法 11月4日(金)ま
でに、問合せ先および各支
所市民生活課、社会福祉協
議会各支所窓口に備え付け
の申請用紙に必要事項を記
入の上、必要書類を添えて
問合せ先または各支所市民
生活課、社会福祉協議会各
支所窓口に提出してくださ
い。
●審査方法 南丹市共同募金
委員会が申請書類とヒアリ
ングで審査します。
※審査日は別途連絡します。
●その他 助成決定後、助成
金をお支払いします。事業
終了後は、必ず報告書、決
算書を提出してください。
=メールアドレス

南丹市社会福祉協議会地域
福祉課
(0771)72-3220
社会福祉課
(0771)68-0007

激励金助成事業の申請に
ついて
皆さんからお寄せいただい
た歳末たすけあい募金を原資
に、激励金助成事業を実施し
ます。該当する方は申請して
ください。
●助成対象者 南丹市に住民
票を有する在宅の方で、①
または②に該当される方
①身体障害者手帳1級、精神
障害者手帳1級、療育手帳
Aのいずれかをお持ちの方
②要介護5の方
※ただし、①②いずれも生活
保護世帯は除く
●助成額 激励金として１人
当たり5,000円を助成
※激励金については、民生児
童委員の方からお渡しいた
だきます。
●申請方法 10月31日(月)
までに、問合せ先または各
支所市民生活課、社会福祉
協議会各支所窓口で申請し
てください。電話でも受け
付けます。
南丹市社会福祉協議会地域
福祉課
(0771)72-3220
社会福祉課
(0771)68-0007

=ホームページアドレス

=郵便番号

かかりつけ薬局やお薬手
帳を活用しましょう
薬をどの薬局でもらうかは
自由に選べますが、顔なじみ
で信頼できる、いわゆる「か
かりつけ薬局」を選んでおく
ことをお勧めします。また、
飲んでいる薬を「お薬手帳」
に記録し、携帯することもお
勧めします。
●かかりつけ薬局のメリット
・薬の服用の記録を管理して
もらえる
・薬の重複やよくない飲み合
わせを未然に防止できる
・気軽に薬の相談ができる
●お薬手帳のメリット
・突然の事故や入院、災害時
に、服薬中の薬の情報を正
確に伝えられ、医師が効率
的に診察できる
※京都府では、スマートフォ
ン版お薬手帳(京都e-お薬
手帳)のサービスも始まっ
ていますので、併せてご利
用ください。
南丹保健所環境衛生室
(0771)62-4754

第258号

3

京都府最低賃金のお知ら
せ
京都府最低賃金(地域別最
低賃金)を、平成28年10月2
日から改正しています。
●適用対象 京都府内の事業
場で働く全ての労働者およ
びその使用者
●改正後金額 時間額831円
(24円引き上げ)
※特定の産業については、京
都府最低賃金より高い金額
の特定(産業別)最低賃金が
定められている場合があり
ます。
●注意事項 京都府内の使用
者は、この金額よりも低い
金額で労働者(パートタイ
マー、アルバイトなどを含
む）を使用することはでき
ません。
●除外賃金 最低賃金には次
の賃金は算入されません。
①臨時に支払われる賃金(結
婚手当など)
②1カ月を越える期間ごとに
支払われる賃金(賞与など)
③時間外、休日および深夜手
当など
④精・皆勤手当、通勤手当、
家族手当
京都労働局賃金室
(075)241-3215

人材募集
南丹市営バス臨時職員を
募集します
●職種 市営バス運転手
●勤務場所 日吉町または美
山町
●募集人数 3人
●日額賃金 10,300円
●募集資格 60歳未満の大
型二種免許保持者
※バス(路線、貸切)乗務経験
のある方が望ましい。
●勤務時間 運行路線により
異なりますので、お問い合
4
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わせください。
●勤務日数 月により異なり
ますが、月20日程度
●受付期間 随時(土・日・
祝日は除く) 午前8時30分
〜午後5時15分
●提出書類 ①臨時職員登
録申込書(総務課、各支所
地域推進課に備え付け)、
②資格を証明する書類(写
し)、③運転記録証明書(過
去3年間)
●提出先 総務課または各支
所地域推進課
●採用 面接により任用者を
決定します。面接日は後日
お知らせします。
総務課
(0771)68-0008

相談会
「きこえと補聴器の相談
会」
を開催します
きこえの相談や補聴器相談
を、毎月第4水曜日に行って
います。【申込不要】
●日程 ①10月26日、②11
月16日、③12月21日(い
ずれも水曜日)
●時間 午後1時〜3時
●場所 ふない聴覚言語障害
センター(園部公民館2階)
●対象者 聞こえにくい方や
補聴器を必要とされている
方(難聴者、中途失聴者、
そのご家族など)
●内容
・日程①②：補聴器相談(補
聴器の調整、修理、電池交
換、購入、視聴など)
・日程③：聴力測定(予備検
査程度の簡単な測定)、き
こえの相談(福祉機器、福
祉制度など相談)
●相談料 無料(補聴器修理
費用、電池代などは別途必
要)
●その他 身体障害者手帳や
補聴器をお持ちの方は、当
日ご持参ください。言語聴

覚士によるきこえの相談を
ご希望の方は、お問い合わ
せください。
ふない聴覚言語障害セン
ター
(0771)63-6448

身 体 障 害 者 巡 回更 生相
談のお知らせ
●日時 ①11月8日(火) 午
前10時〜11時、②11月
10日(木) 午前10時〜11
時30分
●場所 ①日吉はーとぴあ保
健センター、②瑞穂保健福
祉センター
●巡回医師 ①整形外科医、
②耳鼻科医
●内容 補装具交付および修
理に係る判定と医療相談
【無料・要申込】
●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 10月28日(金)
までに電話でお申し込みく
ださい。
社会福祉課
(0771)68-0007

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

子育て支援
平成29年度市立保育所の利用申し込みについて
平成29年度において、南丹市立保育所の利用を希望される方
は、次のとおりお申し込みください。
●入所対象 市内在住で、父母などの保護者のいずれもが、家庭
で保育することが困難な場合にある子ども (転入予定の方も含む)
●市立保育所の概要
保育所名
園部保育所

所在地
園部町木崎町

城南保育所

園部町城南町

八木中央保育所
(八木中央幼児学園長時部)
八木東保育所
(八木東幼児学園)

八木町西田
八木町北屋賀

日吉中央保育所

日吉町保野田

胡麻保育所
興風保育所

日吉町胡麻
日吉町田原

みやま保育所

美山町島

知井保育所

美山町中

入所対象児
1歳児〜5歳児
0歳児(満6カ月児)、
2歳児〜5歳児
1歳児〜5歳児
0歳児(満6カ月児)
〜5歳児
0歳児(満6カ月児)
〜5歳児
1歳児〜5歳児
1歳児〜5歳児
0歳児(満1歳児)
〜5歳児
1歳児〜5歳児

※入所対象児の年齢は、平成29年4月1日現在の年齢です。０歳
児については( )内の月年齢に達してからが対象になります。
※城南保育所の1歳児については、平成29年度の新規申し込みの
受け付けは行いません。
※興風保育所については、希望者が少数の場合、第2希望の保育
所への入所となります。

平成29年度市立幼稚園の利用申し込みについて
平成29年度において、南丹市立幼稚園の利用を希望される方
は、次のとおりお申し込みください。
●入園対象 市内在住の満3歳から小学校就学までの間にある子
ども(転入予定の方も含む)
●市立幼稚園の概要

幼稚園名
所在地
入園対象児
園部幼稚園
園部町小桜町 3歳児〜5歳児
八木中央幼稚園
八木町西田
3歳児〜5歳児
(八木中央幼児学園短時部)
※入園対象児の年齢は、平成29年4月1日現在の年齢です。
●申請書類など 施設型給付金・地域型保育給付費等支給認定申
請書、幼稚園利用申込書
※利用案内および提出書類は、10月20日(木)から配布します。
各受付場所に備え付けるほか、市ホームページからもダウン
ロードできます。
●受付期間 11月1日(火)〜22日(火) ※土・日・祝日は除く
=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

●申請書類など 施設型給付
費・地域型保育給付費等支
給認定申請書、保育施設及
び保育事業利用希望申込書
のほか、世帯の状況に応じ
て添付書類として就労等証
明書、医師の診断書、課税
証明書などが必要となりま
す。
※利用案内および提出書類
は、10月20日(木)から配
布します。各受付場所に備
え付けるほか、市ホーム
ページからもダウンロード
できます。
●受付期間 11月1日(火)〜
22日(火) ※土・日・祝
日は除く
●受付場所 各保育所、子育
て支援課および各支所市民
生活課
※開所および開庁時間内にお
越しください。
●利用料 市町村民税額を用
いて算定します。
子育て支援課
(0771)68-0017
※各保育所にもお問い合わせ
いただけます。

●受付場所 各幼稚園、子育
て支援課および各支所市民
生活課
※開園、開庁時間内にお越し
ください。
●利用料 月額7,000円(平
成28年度実績)
※市町村民税額を用いて算定
します。
※八木中央幼稚園は、給食費
3,500円が別途必要です。
子育て支援課
(0771)68-0017
園部幼稚園
(0771)68-0083
八木中央幼児学園
(0771)42-5189
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平成２９年度「すこやか学
園」
の入園申し込み
平成29年度において、幼
児の館「すこやか学園」の入
園を希望される方は、次のと
おりお申し込みください。
●施設名 幼児の館「すこや
か学園」
※すこやか学園とは、集団の
中での遊びの場を通じ、子
どもの心身の健全な発達を
助長し、また親同士が子育
てについて学び合い、親子
が触れ合い、育ち合うこと
を目的に、保育を必要とし
ない2歳児を対象に、保護
者同伴で利用いただく施設
です。
●所在地 園部町小桜町(園
部幼稚園内)
●定員 20人×2学級
●入園対象 市内在住の2歳
児とその保護者(転入予定
の方も含む)
※入園対象児の年齢は、平成
29年4月1日現在の年齢で
す。
●開設日 週2日(月、木曜
日クラスと火、金曜日クラ
ス)
※クラスは指定できません。
クラス編成は 園 で 行 い ま
す。
●開設時間 午前中2時間
●使用料 月額2,000円
●提出書類 入園申込書
※利用案内および入園申込書
は、10月20日(木)から配
布します。各受付場所に備
え付けるほか 、 市 ホ ー ム
ページからもダウンロード
できます。
●受付期間 11月1日(火)〜
22日(火) ※土・日・祝
日は除く
●受付場所 園部幼稚園、子
育て支援課および各支所市
民生活課
※開園および開庁時間内にお
越しください。
※定員を超えて申し込みが
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あった場合は、抽選で入園
者を決定します。
子育て支援課
(0771)68-0017
園部幼稚園
(0771)68-0083

子育て支援（催し）
10月
「託児付きカフェよっ
といで」
のお知らせ
子育て中のママさんや家族
の方、子どもさんがホッとで
きる居場所作りをしていま
す。今月は親子リトミックで
す。先生の歌や音楽に合わせ
て、楽しく体を動かしましょ
う。【要申込】
●日時 10月31日(月)
午前10時〜正午(受付：午
前9時50分)
●場所 美山保健福祉セン
ター
●内容 親子リトミックとカ
フェ
●講師 小谷里美先生
●参加協力金 500円
※無農薬コーヒーと手作りお
菓子付き
●申込方法 10月28日(金)
までに、電話、ＳＭＳ
(ショートメッセージサー
ビス)、LINE(ライン)のい
ずれかでお申し込みくださ
い。
※当日参加も可能ですが準備
の都合上、期限までにお申
し込みください。
みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
090-6962-6455

フリー託児ルームを開設
します
市内在住の方なら、どなた
でもご利用いただけます。
お子さんは、南丹市ファミ
リー・サポート・センターの
「まかせて会員」がお預かり
します。【要申込】
●日時 11月17日(木)
午前10時〜午後4時
※利用時間自由
●場所 園部公民館2階和室
●利用料 1時間350円
●対象年齢 生後6カ月から
保育所、幼稚園に入園前の
お子さん
●定員 10人程度
※申し込み多数の場合は、調
整することがあります。
●申込方法 10月24日(月)
〜11月4日(金)の間に、電
話でお申し込みください。
●その他
・お昼をはさんで託児を希望
される方は、お弁当、お茶
の準備をお願いします。
・体調不良(風邪気味、発熱
など)のお子さんはお預か
りできません。
・送迎は保護者で行ってくだ
さい。
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）
(0771)72-3220

子育てすこやかセンター
11月事業のお知らせ
＜共通事項＞
●対象 市内在住の保育所、
幼稚園就園までの親子限定
とします。
●申込方法 参加希望の方
は、事前に来所いただく
か、電話でお申し込みくだ
さい。
●集合時間 開始時間の15
分前までにお集まりくださ
い。
※気象警報発令時、事業が中

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

止になる場合があります。
＜日曜講座＞
●日時 11月6日(日) 午前
10時〜11時30分
●内容 小谷里美先生による
「パパと一緒 に リ ト ミ ッ
ク!」〜頭と心とからだを
リフレッシュ〜
＜子育て広場1歳〜＞
●日時 11月11日(金) 午前
10時30分〜11時30分
●内容 「親子で3B体操」
＜子育て広場0歳〜＞
●日時 11月14日(月) 午前
10時30分〜11時30分
●内容 「おはなしポケット
＆ミニ栄養相談」
●持ち物 バスタオル
＜お話会＞
●日時 11月16日(水)
午前10時30分〜11時
＜あげます・ください会＞
●日時 11月18日(金) 午前
10時30分〜11時
※育児用品を持ち帰られる方
は、マイバッグをご持参く
ださい。
※提供物品が少ない場合、開
催を中止します。
＜歌＆折り紙＞
●日時 11月21日(月) 午前
10時30分〜11時30分
※「日本よし笛の会京都美山
教室」協力参加
＜ベビーマッサージ＆ミニ講
座＞
●日時 11月24日(木) 午前
10時30分〜11時30分
●持ち物 バスタオル
＜多胎育児家庭のつどい＞
●日時 11月27日(日) 午前
10時〜正午
●内容 「岡本助産師を囲ん
での座談会＆交流会」
南丹市子育てすこやかセン
ター
(0771)68-0082

=メールアドレス

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＞
◆ダライ・ラマ子どもと語る(クラウディア・リンケ)◆戦争ま
で(加藤陽子)◆天皇陵謎解き完全ガイド(中山良昭監修・著)◆世
界の国旗(メトロポリタンプレス編著)◆花森安治と『暮しの手
帖』(山田俊幸、岩崎裕保編著)◆城下町・門前町・宿場町がわか
る本(外川淳)◆もしもごはん(今泉マユ子)◆子どもの心の育てか
た(佐々木正美)◆鳴く虫ハンドブック(奥山風太郎)◆頭痛女子バ
イブル(五十嵐久佳監修)◆おうちでできるヘアカット＆アレンジ
(ZACC監修)◆薬味食堂(尾田衣子監修)◆白籏史朗喰いしん坊日
記(白籏史朗)◆新怖い絵(中野京子)◆星野道夫 風の行方を追っ
て(湯川豊)◆切らずに1枚で折る爬虫類・両生類折り紙(フチモト
ムネジ)◆かんたんおしゃれな実用雑貨折り紙(折居和美監修)◆
「接続詞」の技術(石黒圭)◆左遷社員池田リーダーになる(鈴木
孝博)◆ゆけ、おりょう(門井慶喜)◆ラヴィアンローズ(村山由佳)
◆たてもの怪談(加門七海)◆猿の見る夢(桐野夏生)◆ホームズ四
世(新堂冬樹)◆脳を最高に活かせる人の朝時間(茂木健一郎)◆二
度泣いた少女(堂場瞬一)◆ラストレシピ(田中経一) ◆渡る老後に
鬼はなし(橋田壽賀子)◆あしたの君へ(柚月裕子)
＜児童書＞
◆ずかん細菌(鈴木智順監修)◆となりに生きる動物たち(共同通
信社写真部)◆ネットのルール(関和之マンガ・イラスト)◆暗号
学(稲葉茂勝)◆わたしたちの家は、ちょっとへんです(岡田依世
子)◆アリスのうさぎ(斉藤洋)◆もりモリさまの森(田島征三)◆坂
の上の図書館(池田ゆみる)◆駅鈴[はゆまのすず](久保田香里)◆
綾瀬はるか｢戦争｣を聞く2 (TBSテレビ「NEWS23」取材班編)
＜絵本＞
◆おたからパン(真珠まりこ)◆ひゃっくん(竹中マユミ)◆もぐら
くんのすてきなじかん(ダニエラ・クロート)◆タトゥとパトゥの
へんてこドリーム(アイノ・ハブカイネン、サミ・トイボネン)◆
やきそばばんばん(はらぺこめがね)◆エイハブ船長と白いクジラ
(マヌエル・マルソル)◆ひつじのショーン おもいでの木(アー
ドマン・アニメーションズ原作)◆絵本 あなのあいたおけ(プレ
ム・ラワット)◆アマミホシゾラフグ(江口絵理)◆もりがもえた
(きむらゆういち)
中央図書館
(0771)68-0080
八木図書室
(0771)68-0027
日吉図書室
(0771)68-0036
美山図書室
(0771)68-0046

=ホームページアドレス

=郵便番号
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催し
「外国人のための日本語
教室」
を開催します
市民ボランティアと1対1
で勉強します。【無料・要申
込】
●日時
①10月16日〜12月18日(毎
週日曜日・全10回) 午後6
時〜7時30分
②10月20日〜12月22日(11
月3日を除く毎週木曜日・
全9回) 午後6時30分〜8時
※日曜日か木曜日のどちらか
で勉強します。
※期間の途中からでも、また
全回出席できなくても受講
できます。
●場所 国際交流会館2階
協会事務所または研修室
●対象 市内在住または在勤
の外国人の方
●申込方法 事前に、住所、
氏名、電話番号(自宅・携
帯)を、電話、FAX、Eメー
ルのいずれかで連絡の上、
お申し込みください。
●その他
※お知り合いで外国人の方が
おられましたら、紹介をお
願いします。
※外国人の日本語支援を行う
市民ボランティアも募集し
ています。関心がある方は
協会に連絡の上、見学に来
てください。
南丹市国際交流協会
(0771)63-1840
※火〜金曜日の午後0時30分
〜4時30分
(0771)63-1841
nantania@office.zaq.jp
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郷土資料館秋季特別展を
開催します
丹波地域で生産される木材
や薪の流通について、残され
た資料を基に紹介します。
●開催期間 12月4日(日)ま
で
●開催時間 10・11月：午
前9時〜午後5時、12月：
午前10時〜午後4時
※入館はいずれも閉館の30
分前まで
●場所 日吉町郷土資料館
●内容 日吉町天若地区周辺
では、森林資源を活用した
林業と、大堰川を利用した
筏流しや舟運、川漁などを
季節ごとに組み合わせなが
ら生活していました。本展
では大堰川水運をテーマ
に、そのような暮らしの一
端を紹介します。
●入館料 大人200円、高
校・大学生150円、小・中
学生100円
※市内在住、在学の小・中学
生は無料
※20人以上の団体は2割引
※身体障がい者手帳、療育手
帳、精神障がい者保健福祉
手帳、戦傷病者手帳を持つ
方とその介護者は半額
●休館日 毎週火・水曜日、
11月24日(木)
※11月23日(水)は開館しま
す。
日吉町郷土資料館
(0771)68-0069

「Ｃｌ
ｕｂ Ｊ-ＷＥＳＴの森 森
づくりイベント」
を開催

ルバスを午前9時55分〜午
後0時55分の間で、1時間
ごとに運行します。
●内容など
＜自然観察＞【要申込、無
料】 午前10時30分〜、
午後2時〜
＜体験・実演コーナーなど＞
【先着順、無料】
・薪割体験：正午〜
・燻製づくりミニ講座：午後
1時〜、午後1時40分〜、
午後2時20分〜
・バウムクーヘンづくり：午
後1時〜
・森のクイズラリー：受付午
前10時30分〜午後2時
・地元農産物のミニ販売コー
ナー：午前10時30分〜
・おにぎり、豚汁ふるまい：
正午〜(先着100人)
※当日、会場で配布のチラシ
を提示すると、スプリング
スひよし温泉入浴割引およ
び売店、レストランでの割
引などの優待が受けられま
す。
※開始時間や内容が変更にな
る場合があります。ご了承
ください。
●申込方法 10月18日(火)
までに、氏名、連絡先を電
話、FAX、Eメールのいず
れかで連絡の上、お申し込
みください。
※申し込み多数の場合は抽選
とします。
公益社団法人京都モデル
フォレスト協会
(075)823-0170
kyomori@kyoto-modelf
orest.jp

秋のさわやかな一日、森に
親しんでいただく多彩なイベ
ントを開催します。
●日時 10月22日(土)
午前10時30分〜
※雨天中止
●場所 スチールの森京都
(府民の森ひよし)
※JR園部駅から無料シャト
=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

まちなか賑わい
「そのべ軽
トラ市」
開催のお知らせ
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、
うまいもんなど、売り手の顔
が見える軽トラ市ならではの
楽しい市場です。【入場無
料】
●日時 10月23日(日) 午前
10時〜午後１時30分
●場所 園部町本町通り
●出店数 約30店
●駐車場 市役所駐車場など
の来場者駐車場をご利用く
ださい。
●イベント ハロウィンイベ
ント「ジャンボかぼちゃに
絵を描こう」、こども広場
●主催 南丹市中心市街地活
性化推進委員会
●その他
※出店者やボランティアス
タッフは随時募集していま
す。
※廃食用油の回収もしていま
すので、ご利用ください。
市座プロジェクトチーム
(0771)63-2451

あうる京北からのお知ら
せ
秋のゴルフ実践レッスンを
行います。シングルプレー
ヤーから、状況に応じた適切
な指導を受けながら18ホー
ルをラウンドします。
●日時 10月27日(木)
午前9時46分〜(集合：午
前9時)
●場所 太閤担カントリーク
ラブ (0771)82-1111
●参加費
・ラウンドレッスン9,000円
・初心者6,500円
※70歳以上はゴルフ場利用
税600円が免除
●申込方法 10月20日(木)
までに、電話でお申し込み
ください。
=メールアドレス

※申込多数の場合は抽選しま
す。
あうる京北(京都府立ゼミ
ナールハウス)
(075)854-0216

丹波自然運動公園からお
知らせ
＜共通事項＞
当日受け付けの事業は申し
込み不要です。
＜太極拳教室＞
●日時 10月28日(金)
午後2時〜4時
●場所 体育館
●内容 太極拳の基礎を学ぶ
●費用 500円(当日受付)
●定員 30人
＜丹波公園まつり＞
●日時 11月3日(木・祝)
午前9時〜午後3時頃
●場所 公園一帯
●内容 京都丹波ロードレー
ス、京都丹波ふるさと特産
展うまいもの市、菊花展、
ツリークライミング教室な
ど、多彩な催しがいっぱ
い。
＜ツリークライミング教室＞
【要申込】
●日時 11月3日(木・祝)
午前10時〜午後3時30分
(体験時間約120分)
●場所 こどもの広場
●内容 専用のロープを使用
して木に登る
●参加費 2,000円
●定員 45人
●対象 小学生以上
●申込方法 当日までに、住
所、氏名、年齢、電話番
号を記入の上、はがき、
FAX、Eメールのいずれか
でお申し込みください。
＜京都サンガF.Cサッカー教
室＞【要申込】
●日時 11月26日(土)
午前10時〜正午
●場所 陸上競技場
●内容 京都サンガF.Cサッ

=ホームページアドレス

=郵便番号

カースクールの小学生サッ
カー指導
●参加費 300円
●定員 200人
●対象 小学生
●申込方法 11月19日(土)
までに、住所、氏名、年
齢、電話番号を記入の上、
はがき、FAX、Eメールの
いずれかでお申し込みくだ
さい。
丹波自然運動公園
(0771)82-0560
(0771)82-0480
kouen@kyoto-tanbapar
k.or.jp
622-0232 京丹波町曽根
崩下代110-7

歴史・健康ウオーキング
の参加者を募集します
平成21年10月に実施し
た、好評のコースを再度実施
します。秋真っ盛りの中、京
都一周トレイル東山コースを
歩き、蹴上から大文字山へ登
り、銀閣寺側へ下山します。
●日程 10月30日(日)
※雨天中止
●コース JR園部駅⇒JR二
条駅⇒地下鉄蹴上駅→日向
大神宮→七福思案処→大文
字山山頂(466m)→大文字
山火床(330ｍ)・弘法大師
堂→銀閣寺前バス停
※行程のほぼ全てが山道で、
約7ｋｍです。山中にトイ
レはありません。
※状況により、コースを変更
する場合があります。
●集合場所・時刻 JR園部
駅改札口：午前7時50分集
合
※午前8時14分発普通京都行
乗車(園部駅以外で乗車さ
れる方は事前にご連絡くだ
さい)
●解散場所・時刻 京都市バ
ス銀閣寺前バス停：午後3
時30分
≪裏面に続く≫
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●対象 元気で7km以上歩
ける方
●定員 70人(先着順)
●持ち物 弁当、水筒、健康
保険証の写し、汗拭きタオ
ル、帽子、手袋、雨具(雨
天時)
●費用 会員：無料、一般：
300円(資料、保険代)
※交通費は各自でご負担くだ
さい。
●申込方法 10月24日(月)
までに、電話でお申し込み
ください。
※目的はウオーキングです。
観光旅行ではありませんの
で、集団行動をお守りくだ
さい。
※健康、体調のすぐれない方
の参加はご遠慮ください。
※歩きやすい服装、履きなれ
た靴で参加してください。
※参加者は、自己責任で自分
の健康管理を し て く だ さ
い。
※参加者のけがや事故、他に
与えた損害な ど に つ い て
は、本会は一切、責任を負
いません。
Nantan健歩会
090-1911-4229
保健医療課
(0771)68-0016

美山育成苑「第25回苑ま
つり」
を開催します
●日時 10月30日(日)
午前10時15分〜午後2時
●場所 美山育成苑体育館、
グラウンド
●内容
・イベント：和太鼓演奏(大
野地区小学生)、吹奏楽
演奏(亀岡市吹奏楽団)、
フォークソング(あぜみち)
・バザー：日用品バザー(正
午〜)
・模擬店：たこ焼き、しめじ
ご飯、うどん、焼きそば、
カレー、飲み 物 、 ポ ッ プ
コーン、手作りパン、フラ
10
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ンクフルト、利用者の作品
など
・展示：利用者の生活、行
事、作業風景の紹介と作品
展示
●後援 南丹市ほか
美山育成苑苑まつり実行委
員会
(0771)75-1561

第１７回京都丹波手作り市
ｉ
ｎるり渓を開催します
京都丹波地域の活性化を目
的として開催します。【入場
無料】
●日時 10月30日(日)
午前10時〜午後4時
●場所 るり渓温泉駐車場
●出店内容
・手作り品：アクセサリー、
陶器、着物リメイク服、木
工品、かばん、子供服、な
ど
・食品：はちみつ、ジャム、
キムチ、ちりめん山椒、焼
きそば
・ミニライブ、木工いとのこ
実演、体験もあります。
●後援 南丹市
京都丹波クラフト友の会
080-1503-1448

第7回トレーニング機器
使用講習会を開催します
●日時 11月2日(水)
午後7時〜
●場所 南丹市八木フィジカ
ルセンター(京都府立口丹
波勤労者福祉会館内)
●内容 トレーニング機器の
正しい使い方、健康・安全
なトレーニング法
●講師 京都府スポーツ振興
課 谷村侑子 氏
●費用 無料
●持ち物 体育館シューズ
●主催 NPO法人八木町ス
ポーツ協会
●後援 南丹市教育委員会

NPO法人八木町スポーツ
協会
(0771)42-5484

美山ふるさと祭を開催し
ます
市民相互の交流、地域の活
性化を図ることを目的とし
て、美山ふるさと祭を開催し
ます。【入場無料】
●日時 11月3日(木・祝)
午前8時45分〜午後3時
※雨天決行
●場所 市役所美山支所およ
び美山文化ホール周辺
●内容
①野外ステージ (午前10時
〜午後3時) ：もくもくコ
ンクール表彰式、市民参加
ステージ、ゆるキャラ集
合、やしろ優ステージ
②テント販売(午前8時45分
〜午後3時)：郷土食や特
産品、加工食品などの販
売、フリーマーケット
③お楽しみ福引大会抽選会：
午後2時〜3時(受付：午前
9時〜午後1時)
※お楽しみ福引大会に参加す
る場合は、この記事が掲載
された「お知らせ」を総合
案内テントにお持ちくださ
い。福引券と交換します。
④展示体験コーナー(午前8
時45分〜午後3時)：ふれ
あいバザー、農林産物品評
会・即売会、献血ほか
⑤南丹・京丹波木材まつり：
木工教室
●主催 美山ふるさと祭実行
委員会
※都合によりプログラムを変
更する場合があります。
美山ふるさと祭実行委員会
事務局（美山支所地域推進
課）
(0771)68-0040

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

平成28年度「女性の館」
随時講座のご案内

第４２回南丹市園部町文化祭を開催します
毎年恒例の園部町文化祭を今年も開催します。お誘い合わせの
上、ぜひご来場ください。【無料・申込不要】
●内容
＜お茶席＞
●日時 11月3日(木・祝) 午前11時〜午後2時
●場所 おいで〜なかわべ(旧川辺小学校)ランチルーム
●費用 200円(お菓子付き)
＜出演の部＞
●場所 おいで〜なかわべ(旧川辺小学校)体育館
●日時・出演団体
日時

11月3日(木・祝)
午後1時〜5時25分
11月5日(土)
午後0時50分〜2時40分

出演団体(出演順)
響弦会、チャーミーママ、河鹿合
唱団、山口理恵、富本クラブBEAT
BOX、 HOPE dance circle
3Ｂ体操サークル、神心流尚道館園
部支部園部町文化協会部、童謡・唱
歌ひまわり

11月6日(日)
五十鈴会、日舞川勝流えりや会、雅
午前11時〜11時40分、
美流雅美会、園部吹奏楽団
午後1時〜3時50分

※時間は、進行状況により前後する場合があります。
※11月12日(土)以降の催しは、次号のお知らせ「なんたん」に
掲載する予定です。
＜出展の部＞
●時間 いずれも午前9時〜午後5時
※各会期の最終日は午後4時30分まで
●場所 園部公民館
●日時・出演団体
日時

第一会期
11月5日(土)
〜6日(日)

第二会期
11月12日(土)
〜13日(日)

出展団体
面友会、園部短歌会、うたがき短歌会、如月
短歌会、あらくさ短歌会、参の会淇光句会、
園部白朱会、すぎなの会、土筆会、墨寿会、
硯友会、どんぐり、個人出展 ほか

嵯峨御流淇水会、池坊華月会、池坊清々会、
花すみれ、華泉会、秋霜会、ほととぎすの
会、丹光会、園部写友会、撮朗会、童画サー
クル、園部町絵手紙サークル、城南町いきい
きサロンあじさい会、谷口久美子キルト教
室、こぶし会、聖家族幼稚園、園部幼稚園、
園部保育所、城南保育所、丹波支援学校、園
部共同作業所、個人出展 ほか

園部町文化協会事務局(園部公民館内)
(0771)63-5820(月・祝日休館)

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

女性の館では、さまざまな
手作り作品に取り組むととも
に、受講生の交流を深めてい
ます。初めての方も大歓迎で
す。【要申込】
＜クレイアート「粘土で作る
バラの花とクリスマスグッ
ズ」＞
●日時 10月27日(木)、11
月4日(金) 午後1時30分〜
3時、11月11日(金) 午前
10時〜正午
●講師 長井久容 氏
●持ち物 手拭き用タオル
＜布あそび「干支(とり)」の
置物＞
●日時 11月5日(土)
午前10時〜正午
●講師 布2の会
●持ち物 裁縫道具
＜山野草を楽しむ(苔玉・寄
せ植え)＞
●日時
・苔玉：11月12日(土)
午前10時〜正午
・寄せ植え(お正月用)：
12月10日(土) 午前10時
〜正午
●講師 黒木勝 氏
●持ち物 剪定バサミ、持ち
帰り用袋
＜共通事項＞
●場所 園部女性の館
●運営協力金 各講座とも
1回500円
●申込方法 10月22日(土)
までに、電話でお申し込み
ください。
園部女性の館運営委員会
(園部女性の館内)
(0771)63-2986
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「南丹将棋教室」
１１月開
催日のお知らせ

「南丹市歴史教室」
の参加
者を募集します

「心あたたまる料理教室＆
居場所」
参加者募集

共通の趣味を通じて世代を
超えた仲間づくりをしません
か。初心者の方もお気軽にお
申し込みください。【要申
込】
●日程 11月5日(土)、
13(日)、19日(土)、27日
(日)
●時間 ※途中退館可
・初心者コース：午前10時
〜正午
・経験者コース：午後1時〜
5時
●場所 園部公民館
●対象 小学生以上ならどな
たでも可 ※初心者可
●費用 一般：500円、高校
生以下：300円(兄弟姉妹
の場合は2人で500円)
※いずれも1回当たりの費用
※別途資料代必要
●講師 日本将棋連盟公認普
及指導員、アマ6段 大山
勝義 氏
●申込方法 園部公民館に備
え付けの申込書に必要事項
を記入の上、窓口提出、郵
送、Eメール、FAXのいず
れかでお申し 込 み く だ さ
い。
※申込書は、市ホームページ
からもダウンロードできま
す。
※申込期限はありませんが、
参加者が多数 に な る 場 合
は、募集を終了することが
あります。
●その他 申し込み後の連絡
は、講師から 直 接 入 り ま
す。
※10月の最終日が23日(日)
から30日(日)に変更され
ました。
園部公民館(月・祝日休館)
(0771)63-5820
(0771)63-2850
be-syakai@city.nantan.
kyoto.jp

市内の史跡を巡る歴史教室
を今年度４回開催します。
＜第1回南丹市歴史教室＞
八木町諸畑清源寺の木喰上
人作の十六羅漢像と、八木町
北屋賀の安楽寺に移築されて
いる旧園部城の太鼓楼を訪れ
ます。
●日時 11月6日(日)
午前10時〜午後3時 (集
合：午前9時30分)
●集合場所 園部公園
※移動は自家用車乗り合わせ
●案内・説明 南丹市文化財
保護審議会会長 河原信之
氏
●参加費 500円(資料代、
志納金)
●持ち物 弁当、水筒
＜第2回南丹市歴史教室＞
園部藩の初代藩主小出吉親
の父小出吉政の屋敷跡や大坂
冬の陣ゆかりの地を訪ねま
す。
●日時 11月9日(水)
午前10時〜午後3時 (集
合：午前8時)
●集合場所 JR園部駅
●案内・説明 南丹市文化財
保護審議会会長 河原信之
氏
●参加費 500円(資料代)
※交通費、入館料は自己負担
＜共通事項＞
●申込方法 事前に、住所、
氏名、電話番号を、電話ま
たはFAXで連絡の上、お申
し込みください。
●主催 南丹市歴史探勝会
●後援 南丹市
●協力 丹波史談会
※この事業は「南丹市市民提
案型まちづくり事業」を活
用しています。
南丹市歴史探勝会
(0771)62-0538、
090-1915-9537(午前9時
〜午後5時)
(0771)62-0697

手軽にできる家庭料理をみ
んなで作って食べましょう。
料理ができなくても大丈夫で
す。料理の後はゆっくりお
しゃべりを楽しみます。
●日程 11月5日、12月3
日、平成29年1月7日、2
月4日、3月4日(毎月第1
土曜日)
●時間 午前10時30分〜午
後2時
●場所 こむぎ山健康学園2
階調理実習室
●対象 料理を習いたい方、
人と交流を持ちたい方、障
がいをお持ちの方など、ど
なたでも
●定員 10人(先着順)
●参加費 500円
●持ち物 エプロン、タオル
●申込方法 事前に住所、氏
名、年齢、電話番号を電
話、FAX、Eメールのいず
れかで連絡の上、お申し込
みください。
※一緒に活動してくださる支
援スタッフも募集中です。
料理やボランティア活動に
興味がある方、お気軽にお
問い合わせください。
※この事業は「南丹市市民提
案型まちづくり活動支援交
付金事業」を活用していま
す。
ハートフルクッキング
080-6122-7342
(0771)72-0524
personcenter.a＠gmail.
com

平成28年
（2016年）10月14日発行

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

八木地域情報
介護予防事業の参加者を
募集します
体操や脳トレ、創作活動な
どを通じ、仲間と共に心身の
健康アップをして、介護予防
に取り組みませんか。見学も
していただけます。
●日程 お住まいの地域によ
り開催日が異なります。
・東、北地区：毎週火曜日
・神吉地区：毎週水曜日
・西地区：毎週木曜日
・南地区：毎週金曜日
※祝日を除く
●時間 午前10時30分〜午
後3時
●場所 八木西地区自治振興
会館(火、木、金曜日)、八
木神吉地区自 治 振 興 会 館
(水曜日) ※ご自宅から会
場までの送迎があります。
●対象 おおむね65歳以上
で、要介護認定を受けられ
ていない方
●利用料 1回850円(昼
食、レクリエーション材料
費、おやつ代金)
●申込方法 事前に電話でお
申し込みください。
南丹市社会福祉協議会八木
支所生きがい通所事業担当
(0771)42-5480

日吉地域情報
日吉町文化祭「ステージ
発表の部」を開催します
今年も日吉町 文 化 祭 「 ス
テージ発表の部」を開催しま
す。お誘い合わせの上、お気
軽にご来場ください。
●日時 11月6日(日)
正午〜午後5時(予定)
●場所 日吉町生涯学習セン
ターホール

=メールアドレス

※日吉町内各地域から送迎バ
スを運行します。時刻表な
どについては別途案内しま
す。
●内容 大正琴、舞踊、コー
ラス、オカリナ、篠笛、
琴、バレエなど
※お茶席もあります。
日吉町文化交流協会事務局
(日吉町生涯学習センター
内)
(0771)72-3300

フロアカーリング大会を
開催します
平成28年度南丹市体育協
会日吉地域大会として開催し
ます。フロアカーリングは、
氷上で行うカーリングをもと
に、屋内で手軽に楽しめるよ
うに開発されたゲームで、
ターゲット(目標)にいかに近
づけることができるかを競
う、誰にでもできる体育館の
カーリングです。初心者の方
には指導も行います。
●日時 11月11日(金) 午後
8時〜(受付：午後7時30
分)
●場所 日吉ユースホール
●対象 市内在住、在勤、在
学生の中学生以上の方(個
人参加)
●申込方法 11月9日(水)
午後5時までに、住所、氏
名、電話番号を電話または
FAXで連絡の上、お申し込
みください。
●運営主管 ひよし総合型地
域スポーツクラブ
南丹市体育協会日吉地域
事務局(日吉町生涯学習セ
ンター内)
(0771)72-3300
(0771)72-3311

=ホームページアドレス

=郵便番号

美山地域情報
美山ふれあいマルシェを
開催します
道の駅「美山ふれあい広
場」で、美山ふれあいマル
シェを開催します。多くの利
用者の皆さんに感謝を込め、
美山の食材を使った加工食品
の販売やお楽しみ抽選会な
ど、楽しい企画が盛りだくさ
んです。
●日時 10月23日(日)
午前10時〜午後4時
●場所 道の駅「美山ふれあ
い広場」
●内容 ミニステージ、加工
食品の販売、ガラガラ抽選
会
南丹市道の駅美山ふれあい
広場活性化連絡協議会事務
局(美山支所地域推進課内)
(0771)68-0040

「美山町文化祭」
を開催し
ます
皆さんお誘い合わせの上、
ぜひお越しください。
●日時 10月29日(土)
午後1時〜
※展示は午前10時〜
●場所 美山文化ホール大
ホール(舞台)、ギャラリー
(展示)
●舞台内容 よし笛、コーラ
ス、民謡、大正琴、オカリ
ナ、フォークソングなどを
予定
●展示内容 書道、絵画、水
彩画、ちぎり絵、俳句、押
花、能面、キルト作品など
を予定
●主催 美山町文化協会
社会教育課美山担当
(0771)68-0044
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運動会

ふくしの森

京都あかでみー
第６回
JAトピックス

デー

日吉中央保
運動会

ふくしの森

胡麻郷小学校
運動会

美山小学校
運動会

もぎたて ウェンズ

30

園部保育所
運動会

デー

もぎたて サタデー

運動会

市民の情報ひろば

胡麻郷小学校
運動会

美山小学校
運動会

★日吉中央保

ふくしの森

もぎたて ウェンズ

もぎたて サタデー

デー

ＪＡトピックス

00

運動会

京都あかでみー
第６回
市民の情報ひろば

もぎたて ウェンズ

殿田小学校
運動会

30

サタデー
週報ほか

★園部保育所

胡麻郷小学校
運動会

美山小学校
運動会

京都あかでみー
第５回

協働みーつけた！

ウェンズデー

もぎたて サタデー

月

ＪＡトピックス

京都あかでみー
第６回

デー

31

日

★もぎたてニュース

JAトピックス

八木東小学校
運動会

もぎたて サタデー

土

★ふく
しの森

運動会

美山小学校
運動会

もぎたて ウェンズ

30

29 30

金

京都あかでみー
第６回

京都あかでみー
第５回

協働みーつけた！

木

★胡麻郷小学校

運動会

ＪＡトピックス

00

27 28

★もぎたてニュース

サタデー

京都あかでみー
第５回

協働みーつけた！

30

★もぎたてニュース

ウェンズデー

協働みーつけた！

26

月
火
水
★京都あかでみー
第6回
JAトピックス

★もぎたてニュース

30

もぎたて サタデー

デー

週報ほか

00
30

20 21 22 23 24 25

ＪＡトピックス

00

00

11

17

日

00

9

なんたんテレビ番組表（平成28年10月16日〜31日）

協働みーつけた！
英27-①

00

国語26-③

殿田小学校
運動会

00
30

八木東小学校
運動会

もぎたて サタデー
日

月

京都あかでみー
第５回
英語27-②
数学27-③

火

美山小学校
運動会

もぎたて ウェンズ

水

デー
木

金

京都あかでみー
第６回
国語26-④ 数学27-④
胡麻郷小学校
運動会

もぎたて サタデー
土

日

月

ふくしの森

火

英語27-③

国語26-⑤

園部保育所
運動会

日吉中央保
運動会

市民の情報ひろば

もぎたて ウェンズ

水

デー
木

金

もぎたて サタデー
土

日

月

インターネットを便利に、安心に！ 南丹市情報センターがサポートします！！
◇南丹市情報センター
(0771)63-1777
【発行】南丹市情報政策課
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受付時間：午前8時30分～午後5時（月・祝日休業）
(0771)63-1682
sictv@sic.cans.ne.jp
http://nantantv.or.jp/
622-8651 南丹市園部町小桜町47

（0771）68-0065

（0771）63-0653

本紙は環境への配慮から、FSC®森林認証紙、ベジタブルインク（植物油）を採用しています。

