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お知らせ
南丹市行政改革大綱（素
案）
に関する意見募集
南丹市の行政改革の指針で
ある第2次行政改革大綱が、
今年度で計画最終年度を迎え
ることから、新たな第3次行
政改革大綱(平成29〜33年
度)の素案を作成しました。
そこで、広く市民の皆さんか
らご意見を募集します。
●募集期限 12月2日(金)午
後5時必着
●公開場所 財務課および各
支所地域推進課
※市ホームページからもご覧
いただけます。
●意見を提出できる方
・市内に住所を有する方
・市内に事務所または事業所
を有する個人および法人、
その他の団体
・市内に所在する事務所また
は事業所に勤務する方
・市内に所在する学校に在学
する方
・市税の納税義務を有する方
●注意事項 提出されるご意
見は日本語に限り、用紙は
【総合問合せ窓口】

指定様式とします。住所、
氏名、連絡先(法人その他の
団体の場合は、その名称、
所在 地、連 絡 先)を必ず 記
入してください。記入がな
い場合は受け付けできませ
ん。また、電 話によるご意
見はお受けできません。
●意見の公表 ご意見の概要
とそれに対する本市の考え
方は市ホームページで一定
期間公表します(ご意見の
概要を公表する場合、氏
名、住所などは公表しませ
ん)。なお、個別の回答は
行いません。
●提出方法 指定様式に必要
事項を記入の上、持参(財
務課または各支所地域推進
課へ提出)、郵送、FAX、E
メールのいずれかでご提出
ください。
財務課
(0771)68-0018
(0771)63-0653
622-8651 南丹市園部町
小桜町47
zaimu@city.nantan.kyo
to.jp

指名手配被疑者の検挙に
ご協力ください
全国では約720人の指名手
配被疑者が逃亡中です。特徴
が似ている、近所付き合いを
避ける、深夜に頻繁な出入り
があるなどの情報があれば、
警察に通報してください。
南丹警察署
(0771)62-0110

(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

市営住宅
（公営住宅）
の入
居者を募集します
●申込資格
①現に住宅に困窮しているこ
とが明らかであること。
②現に市内に住所または勤務
場所があること。
※他に、収入額などの要件が
あります。詳細はお問い合
わせください。
●申込方法 住宅入居申込書
に必要書類を添えて提出し
てください。
※募集案内書および住宅入居
申込書は、11月30日(水)
から住宅課および各支所地
域推進課に備え付けます。
また、市ホームページから
もダウンロードできます。
●受付場所 住宅課および各
支所地域推進課
●受付期間 12月5日(月)〜
16日(金) 午前8時30分〜
午後5時15分(土・日曜日
を除く)
●入居選考 入居資格を有す
る方の中から、「南丹市営
住宅の設置及び管理に関す
る条例」に基づき選考しま
す。
●入居予定 平成29年2月下
旬頃
●その他 募集する住宅など
の詳細は、11月30日(水)
から市ホームページなどに
掲載します。
住宅課
(0771)68-0062

info@city.nantan.kyoto.jp
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南丹市スポーツ・文化賞表彰について
南丹市では、スポーツや文化活動において優秀な成績を収められた方々や団体を表彰しています。
市内小中学校や各関係機関および団体に所属していない方などで、表彰基準に該当される方はご連
絡ください。
●表彰基準
表彰の種類

表彰基準

優秀スポーツ賞

特に優秀な成績を収めた者
①京都府大会または近畿大会およびこれに準ずる大会において出場権を得て全
国大会に出場し、入賞した者または団体
②近畿大会またはこれに準ずる大会において上位入賞(３位以内)した者または
団体
③京都府大会またはこれに準ずる大会において優勝した者または団体

スポーツ賞

優秀な成績を収め、将来その活躍が期待される者
①京都府大会または近畿大会およびこれに準ずる大会において出場権を得て、
全国大会に出場した者または団体
②近畿大会またはこれに準ずる大会において入賞(６位以内)した者または団体
③京都府大会またはこれに準ずる大会において上位入賞(３位以内)した者また
は団体

優秀文化賞

①文化・芸術の分野において、全国大会またはそれに準ずる大会などで、上位
入賞(３位相当)した者または団体
②京都府大会またはこれに準ずる大会、コンクールで最高位の成績を収めた者
または団体

文化賞

①文化・芸術の分野において、全国大会またはそれに準ずる大会などに学校推
薦または予選を経て出場し、入賞した者または団体
②京都府大会またはこれに準ずる大会、コンクールで上位入賞(３位相当)した
者または団体

翔け賞
功労賞

小学校在学中にスポーツおよび文化活動に関し、特に優秀な成績を収めた者ま
たは小学校在学中の者で組織された団体で、スポーツおよび文化活動に関し優
秀な成績を収めた団体または市長がこれらのものに準ずると認めた者
①優秀な選手などの育成、指導に特に功績があった者
②文化の振興および発展に多年にわたり功績のあった者

●対象 平成28年中に収めた成績が対象となります。
●特記事項 個人および団体において、すでに市の表彰を受けた方が再び表彰の推薦を受ける場合
は、前回以上の成績を収めた場合に限ります。
●申込方法 平成29年1月6日(金)までにご連絡ください。
教育総務課
(0771)68-0055

就職支援セミナーと個別
相談会を開催します
専門のキャリ ア カ ウ ン セ
ラーによる就職支援セミナー
と個別相談会を開催します。
お気軽にご連絡ください。
【無料】
＜就職支援セミナー＞
【申込不要】
●日時 12月17日(土)
午前10時〜正午
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●場所 八木東部文化セン
ター
●内容 就職活動の進め方、
応募書類の作成方法、面接
アドバイス、自己ＰＲ方法
など
●定員 30人
＜個別相談会＞【要申込】
●日時 12月17日(土)
午後1時〜5時
●場所 八木東部文化セン
ター

●内容 就職活動に関する相
談や悩みに対してのアドバ
イスなど
●定員 4人
●申込方法 12月9日(金)ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。
人権政策課
(0771)68-0015

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

税務署からのお知らせ
平成28年分の申告書か
ら、納税者のマイナンバー
(個人番号)を記載する必要が
あります。申告書を提出する
際には、番号法に定める本人
確認のため、次のいずれかの
書類の添付をお願いします。
●必要書類
・納税者のマイナンバーカー
ド(個人番号カード)の写し
・納税者の通知カードの写し
および運転免許証などの顔
写真付き身分証明書の写し
園部税務署
(0771)62-0340

企業向け福祉事業所見学
会のお知らせ
下請作業などの受注に向け
て、障がいのある方たちが働
く事業所の企業向け見学会を
開催します。【要申込】
●日程 12月6日(火)
●時間 午前9時15分集合、
午後0時30分頃解散(南丹
市役所駐車場)
●見学 あじさい園→城山共
同作業所→るりけい寮→し
ぜん塾やぎ農園
※各施設を送迎車両で巡回し
ます。
●定員 10人(先着順)
●申込方法 開催日の前日ま
でに、申込先へ電話でお申
し込みください。
●申込先 南丹市障害者就労
支援ネットワーク会議(京
都太陽の園内)
(0771)62-2838
社会福祉課
(0771)68-0007

=メールアドレス

京都丹波農業応援隊関係
事業等説明会を開催
「農産物生産」「流通・販
売」「6次産業化」など、農
業者の新たな取り組みを支援
する「小さな経営革新チャレ
ンジ支援事業」などの補助事
業に関する説明会を開催しま
す。
●日時 12月7日(水)
午後1時30分〜3時
●場所 京都府園部総合庁舎
新館ＡＢＣ
●内容 小さな経営革新チャ
レンジ支援事業などの個別
農業経営体を支援する補助
事業の紹介および説明
●対象 亀岡市、南丹市、京
丹波町に在住の農業者
●申込方法 12月6日(火)ま
でに、電話でお申し込みく
ださい。
南丹農業改良普及センター
(0771)62-0665

第３４回南丹市園部駅伝
競走大会の参加者募集
●日時 12月11日(日)
(受付：ミニ駅伝・ファン
ランの部 午前8時〜、その
他の部 午前10時〜)
●種別
①区対抗の部：南丹市に在住
する高校生以上の同一区で
編成。ただし、区からの出
場チーム数は制限無し。ま
た、同一区での編成が困難
な場合は複数区によるチー
ム編成を認める。
②一般男子の部：南丹市に在
住、在勤または在学する高
校生以上の男子で編成。た
だし、1チーム2人まで中
学生を認める。男女混合の
場合は一般男子の部とす
る。
③一般女子の部：南丹市に在
住、在勤または在学する高
校生以上の女子で編成。た
だし、1チーム2人まで中

=ホームページアドレス

=郵便番号

学生を認める。
④中学生男子の部：南丹市に
在住または在学する中学生
男子で編成。ただし、男女
混合の場合は中学生男子の
部とする。
⑤中学生女子の部：南丹市に
在住または在学する中学生
女子で編成。
※以上、いずれの部も総距離
13.93km、6区間
⑥ミニ駅伝の部(1人1.2km2
区間)
⑦ファンランの部(1.2kmの
ロードレース)
●参加費 いずれも無料
●表彰 各部とも3位まで賞
状を授与します。また①か
ら⑤の部は区間賞を授与し
ます。
●申込方法 11月30日(水)
までに、申込書に必要事項
を記入の上、社会教育課ま
たは園部海洋センター、八
木公民館、日吉町生涯学習
センター、美山支所社会教
育課担当へ提出またはFAX
でお申し込みください。
●その他 詳細は市ホーム
ページでご確認ください。
南丹市体育協会事務局(社
会教育課内)
(0771)68-0057
(0771)63-2850
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相談会

子育て支援（催し）
「みんなおいでよ−！」
を開
催します

１２月のなんでも相談日のお知らせ
身体・知的・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してみませんか。【無料】
●日程など
日程

時間

12月16日(金)

場所
園部まごころステーション
陽だまり
そよかぜ美山
そよかぜ八木
そよかぜ日吉(おいで家)

午後1時〜3時
12月17日(土)
12月26日(月)
12月27日(火)
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
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南丹市無料法律相談会の
お知らせ

行政相談委員による定例
相談所を開設します

京都弁護士会にご協力いた
だき、無料法律相談会を開催
します。お気軽にご利用くだ
さい。【無料・要申込】
●日程 ①12月7日(水)、
②12月20日(火)
●時間 いずれも午後1時〜
4時
●場所 日程①園部公民館3
階小研修室、日程②市役所
日吉支所3階第2会議室
●定員 6人(先着順)
※1人30分以内
●申込方法 前日の正午まで
に、電話でお申し込みくだ
さい。
総務課
(0771)68-0002

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。【無料】
●日時 12月13日(火) 午後
1時30分〜3時30分
●場所 園部公民館3階会議
室
総務省京都行政評価事務所
行政相談課
(075)802-1188
総務課
(0771)68-0002
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102回目となる「みんなお
いでよー！」を開催します。
子どもたちもお母さんも、友
達になって楽しく遊びます。
●日時 12月15日(木)
午前9時30〜正午
●集合場所 南丹市社会福祉
協議会八木支所
●内容 クリスマスとおもち
つき大会(みんなでおもち
つきをして、サンタからプ
レゼントをもらいます。)
※６月の陶芸教室で作った器
が出来上がりましたので、
当日お渡しします。ご参加
ください。
●対象 0歳〜6歳までの家
庭で過ごされている子ども
たち、お父さん、お母さ
ん、おじいちゃん、おばあ
ちゃん、子どもたちを支援
していただく地域の皆さん
●持ち物 マイ皿、マイ箸、
エプロン、お茶など
●参加費 300円
＜ミニ情報＞
子どもたちとお母さんが、
のんびり楽しく過ごせる場所
として、八木支所3階子育て
支援ルームを借りていますの
で、いっしょに遊びません
か。【無料】
●曜日 毎週火、木曜日
●時間 午前10時〜午後3時
子育て支援ボランティア
「すくすくやぎっこ」
090-3993-1236

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

１２月
「託児付きカフェよっ
といで」
のお知らせ
クリスマスシーズンがやっ
てきました。一足早くクリス
マス会を開催します。ご家
族、お友達を誘ってご参加く
ださい。【要申込】
●日時 12月11日(日)
午前10時〜午後1時(受
付：午前9時50分)
●場所 旧平屋小学校(美山
町安掛)
●内容 クリスマススペシャ
ルカフェ
●参加協力金 大人1,000
円、小学生以上300円
●申込方法 12月8日(木)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。
みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
090-6962-6455

子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」
(１２月)
＜各ひろば共通事項＞
※各ひろばとも、南丹市全域
から参加いただけます。
※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。
※昼食はご持参ください。
(ランチタイムは正午〜午
後1時)
※お茶、オムツなどお子さん
に必要な物をお持ちくださ
い。
※12月23日(金)〜平成29年
1月5日(木)は休みです。
＜八木ひろば＞
●日時 毎週月・火・水・金
曜日の午前10時〜午後3時
(祝日除く)
※毎月第1水曜日の午前は休
みます。
※水・金曜日の午後3時〜6
時までは、八 木 防 災 セ ン
=メールアドレス

ター１階で放課後フリー
スペースみんなの居場所
「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
もご利用いただけます。
●場所 コミュニティスペー
ス「気になる木JUJU」(八
木防災センター向かい側)
＜日吉ひろば＞
●日時 毎週火曜日の午前
10時〜午後3時
●場所 日吉町生涯学習セン
ター2階第1会議室
＜美山ひろば＞
●日時 毎週木曜日の午前
10時〜午後3時30分
●場所 美山文化ホール2階
和室
＜園部ひろば＞
●日時 毎週木曜日の午前
10時〜午後3時
●場所 第1・3木曜日は園
部南部コミュニティセン
ター、第2・4木曜日は横
田公民館
＜赤ちゃんへの語りかけ講座＞
赤ちゃんへの語りかけのヒ
ントを「わらべうた」から学
びましょう。【無料】
●日程 12月13日(火)
●時間 八木ひろば：10時
〜11時30分、日吉ひろ
ば：午後1時30分〜3時
※講座は1時間程度で、その後
は質問や交流タイムです。
●講師 子育て文化研究所
＜クリスマスパーティ＞
どなたでも参加できます。
みんなでクリスマスを楽しみ
ましょう。
●日時 12月17日(土)
午前10時〜正午
●場所 八木公民館3階大集
会室
●内容 サンタからのプレゼ
ント、スペシャルゲストなど
●参加費 お子さん1人につ
き300円
※事前予約も受け付けます。
NPO法人グローアップ
080-3857-8119

=ホームページアドレス

=郵便番号

催し
「おとなの読書会」
を開催
します
美山図書室では、2カ月に
1回、大人を対象とした読書
会を開催しています。
●日時 12月1日(木)
午後2時〜4時
●場所 美山文化ホール2階
会議室
●持ち物 好きな本
美山図書室
(0771)68-0046

南丹市文化協会作品展を
開催します
南丹市文化協会登録サーク
ルの日頃の取り組みの成果と
して、作品展示を行います。
●期間 12月3日(土)〜11
日(日)※月曜休館
●時間 午前9時〜午後5時
●場所 日吉町生涯学習セン
ターエントランスホール
●出展作品 書道、絵画、写
真、陶芸、手芸など
南丹市文化協会事務局(社
会教育課内)
(0771)68-0057

「いっしょに作ろう!消しゴ
ムはんこ」
を開催します
クリスマスカードや年賀状
に使える消しゴムはんこを作
りませんか。
【無料・要申込】
●日時 12月10日(土)
午後1時〜
●場所 美山図書室
●対象 小学生以上
●定員 15人(先着順)
●持ち物 カッターナイフ、
彫刻刀
●申込方法 事前に、南丹市
内の図書館または図書室で
お申し込みください。
美山図書室
(0771)68-0046
第261号
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南丹・京丹波林業振興展
を開催します

八木町神吉
「風の市」
のお
知らせ

山や森林のこれからを皆さ
んにも考えていただくため、
講演会を開催します。森林や
林業に興味のある方の参加を
お待ちしています。
＜山の見学会＞【要申込】
●日時 12月10日(土)
午前10時〜11時30分
●集合場所・時間 スプリン
グスひよし駐 車 場 ・ 午 前
10時
※乗り合わせで現地に向かい
ます。
●内容 文化の森(日吉町木
住地内のヒノキ100年生の
林)の見学
●費用 1,000円(弁当代、
保険代)
※当日、受付時に徴収します。
●定員 20人(先着順)
●申込方法 事前に、住所、
氏名、電話番号をFAXでお
申し込みください。
＜森の講演会＞【申込不要】
●日時 12月10日(土) 午後
1時〜4時(開場：午後0時
30分)
●場所 国際交流会館コスモ
ホール
●内容 テーマ「林業の実
態・森林の危機」
・講演(午後1時〜2時15分)
「林業の実態と国産材(仮
題)」 講師：前京都創成大
学教授 荻大陸 氏
・パネルディスカッション
(午後2時30分〜4時)
南丹・京丹波林業振興展実
行委員会 事務局 ㈱八木
木材市場
(0771)42-2225
(0771)42-5854

毎月第2土曜日に地域内外
の皆さんとの親睦、交流を目
的に手づくり市を開催してい
ます。八木町神吉地域のゆっ
たりと流れる時間の中で、楽
しいひとときを過ごしません
か。
●日時 12月10日(土)
午前10時〜午後2時
●場所 八木神吉自治振興会
館前広場(旧神吉小学校横)
※雨天時は神吉自治振興会館
内
●内容 野菜、巻き(鯖)寿
司、手作り弁当、パン、う
どん、たこ焼き、駄菓子、
美山特産品、軍手、はぎ
れ、各種手づくり品、自転
車出張販売修理など
※当日変更になる場合があり
ます。
●イベント 毎年好評のお楽
しみつかみ取り企画 午前
10時〜(1人1回限り無料)
※無くなり次第終了します。
●その他 出展していただけ
る方を募集しています。
※1月〜3月は開催していま
せん。
●主催 風の市を盛り上げる
会
●後援 南丹市
風の市を盛り上げる会
090-6961-1021

平成28年
（2016年）11月25日発行

歴史・健康ウオーキング
の参加者を募集します
船岡鉱山跡、わらなし古墳
などを巡るコースです。【要
申込】
●日程 12月17日(土)
※小雨決行
●コース JR船岡駅前広場
→JR線下赤レンガトンネ
ル→松尾農道→府道地下道
→林松寺→船岡鉱山→大和
谷不動尊堂→NTT無線中
継所(昼食)→わらなし古墳

→JR船岡駅前広場
※かなり高低差のある山道で
す。
●出発場所・時刻 JR船岡
駅前公園広場・午前9時15
分出発
●解散場所・時刻 JR船岡
駅前・午後3時頃
●対象 元気で8km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、雨具(雨天時)
●費用 一般300円(保険代
含む)
●申込方法 12月9日(金)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

「第３回南丹市歴史教室」
の参加者募集
菅原道真存命中の創建とさ
れ、「日本最古の天満宮」で
ある生身天満宮所蔵の文化財
を鑑賞します。
●日時 12月18日(日)
午後1時30分〜4時
●集合場所 生身天満宮駐車
場(園部町美園町)
●案内・説明 丹波史談会会
長 上野榮二氏 氏

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

●参加費 500円(資料代)
●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」とし
て実施しています。
南丹市歴史探勝会
(0771)62-2437

「南丹市園部女性の館」
講
座のご案内
フラワーアレンジメントで
お正月を迎えませんか。女性
の館では、モノづくりを通し
て新しい出会いと触れ合いの
場となることを目的としてい
ます。初めての方も大歓迎で
す。ぜひご参加ください。
＜お正月用フラワーアレンジ
メント＞
●日程 12月28日(水)
●場所・時間 美山文化ホー
ル会議室・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 氏
●定員 各会場20人
●運営協力金 3,000円(材
料費含む)
●申込方法 12月10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

=メールアドレス

美山地域情報
無料法律・登記相談会の
お知らせ
京都司法書士会園部支部に
よる無料法律・登記相談会が
開催されます。お気軽にご利
用ください。【無料・申込不
要】
●日時 12月6日(火)
午後1時〜4時
●場所 市役所美山支所1階
小会議室
京都司法書士会園部支部
相談担当
(0771)63-2336
美山支所地域推進課
(0771)68-0040

みやまスポーツクラブの
つどいのお知らせ
みやまスポーツクラブで
は、誰でも気軽に参加できる
いろんな種目のスポーツを用
意しています。
●費用 会員：無料、会員以
外：1回100円
＜エアロビクスとヨガ①＞
●日時 12月1日(木)
午後8時〜
●場所 美山保健福祉セン
ター
＜よさこい①＞
●日時 12月3日(土)
午後8時〜
●場所 旧平屋小学校
＜ウオーク＞
●日時 12月4日(日)
午前9時〜
●場所 大野ふれあい館前集
合
＜太鼓①＞
●日時 12月5日(月)
午後8時〜
●場所 旧鶴ヶ岡小学校
＜インディアカ①＞
●日時 12月7日(水)
午後8時〜
●場所 旧平屋小学校

=ホームページアドレス

=郵便番号

＜ソフトバレーボール＞
●日時 12月9日(金)
午後8時〜
●場所 旧平屋小学校
＜親子リトミック＞
●日時 12月11日(日)
午前10時〜
●場所 旧平屋小学校
＜エアロビクスとヨガ②＞
●日時 12月15日(木)
午後8時〜
●場所 美山保健福祉セン
ター
＜インディアカ②＞
●日時 12月16日(金)
午後8時〜
●場所 美山小学校
＜よさこい②＞
●日時 12月17日(土)
午後8時〜
●場所 旧平屋小学校
＜バドミントン＞
●日時 12月19日(月)
午後8時〜
●場所 美山中学校
＜太鼓②＞
●日時 12月19日(月)
午後8時〜
●場所 旧鶴ヶ岡小学校
＜その他＞
詳細については「スポーツ
のつどい行事カレンダー」を
ご確認ください。
みやまスポーツクラブ事務
局
090-8571-7125
(クラブマネージャ)
社会教育課美山担当
(0771)68-0044

第261号

7

1

12
月

6
7
8
9
10
11
12
13

00

15
16
17
18
19
20
21
22
23

2

木

3

金

4

土

★図書館だより

日

00
00

★もぎたてニュース

ウェンズデー

10 11 12 13 14
土

日

月

★園部保育所

園部老連
運動会

図書館だより １２月新刊のご案内

ＪＡ

もぎたてウェンズデー

南
丹
市
議
会

15

水

木

★京都あかでみー

ＪＡトピックス

★殿田小学校
4年英語宿泊学習

★もぎたてニュース

★胡麻郷小学校

第7回

★もぎたてニュース

サタデー

ウェンズデー

★園部第二小学校

4年野外学習

4年るり渓合宿

協働みーつけた！

地域の方との交流

すこやかセンター
運動会遊び

火

★協働みーつけた！

京都あかでみー第７回

市民の情報ひろば

南
丹
市
議
会

もぎたてサタデー

南
丹
市
議
会

殿田小４年
宿泊学習

胡麻郷小４年
野外学習

園部第二小４年 るり渓合宿

協働みーつけた！

JA

京都あかでみー第７回

ＪＡトピックス

もぎたてサタデー

もぎたてウェンズデー

30

もぎたてウェンズデー

週報ほか

00

園部老連
運動会

すこやか じ少
センター ゅ年

うサ
いッ
ちカ
30
園部保 地域の方との交流 く｜
ん大
00
もぎたてウェンズデー もぎサタ 杯会
図書館だより

30

週報ほか

00

園部老連
運動会

すこやかセンター
運動会遊び

もぎたてウェンズデー

00

一
般
質
問

一
般
質
問

生
中
継
②

生
中
継
③

生
中
継
④

殿田小４年
宿泊学習

胡麻郷小４年
野外学習

もぎたてサタデー

ウェンズデー
殿田小４年
宿泊学習

胡麻郷小４年
野外学習

もぎたてサタデー

園部第二小４年 るり渓合宿

もぎたてサタデー

もぎたてウェンズデー

もぎたてウェンズデー

ＪＡトピックス

胡麻郷小４年
野外学習

園部第二小４年 るり渓合宿

協働みーつけた！

ＪＡトピックス

00 もぎたてウェンズデー

もぎたてウェンズデー

週報ほか

図書館だより １２月新刊のご案内

30 ＪＡトピックス

京都あかでみー第７回

市民の情報ひろば

殿田小４年
英語宿泊学習

子育てすこやか
センター 運動会遊び

園部第二小４年 るり渓合宿

協働みーつけた！

ＪＡトピックス

園部老連
運動会

00

一
般
質
問

もぎたてサタデー

30 ＪＡトピックス

京都あかでみー第７回

ＪＡトピックス

もぎたてウェンズデー

30

もぎたてサタデー

もぎたてウェンズデー

週報ほか

00
30

9

金

ウェンズデー
週報ほか

★子育てすこやか
センター 運動会遊び

30 ＪＡトピックス

00

8

木

図書館だより １２月新刊のご案内

00

00

7

水

★もぎたてニュース

サタデー

園部老連
運動会

30

00

6

火

ＪＡトピックス

00 もぎたてニュース
30

5

月

12月新刊のご案内

30 ＪＡトピックス

00

14

なんたんテレビ番組表（平成28年12月1日〜15日）

協働みーつけた！

図書館だより １２月新刊のご案内

英語28-③

数28-④

00

園部老連
運動会

00 もぎたてウェンズデー
30

国語28-①

子育てすこやか
センター 運動会遊び

数学24-④

英語28-④

殿田小４年
英語宿泊学習

もぎたてサタデー

園部保育所 地域の方との交流

木

金

土

日

月

数学25-⑤

国語28-②

胡麻郷小４年
野外学習

もぎたてウェンズデー

京都あかでみー第７回

園部第二小４年 るり渓合宿

もぎたてサタデー

もぎたてウェンズデー

市民の情報ひろば

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

じゅういちくんカップ少年サッカー大会2016！ 生中継でお送りします。お楽しみに！！
◇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。

