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お知らせ
秋季全国火災予防運動の
実施について
火災が発生しやすい時季を
迎えるにあたって、予防意識
の啓発を図り火災の発生を防
止し、事故や財産の損失を防
ぐことを目的に実施します。
●期間 11月9日(木)〜15
日(水)
●統一標語 「火の用心 こ
とばを形に 習慣に」
●重点目標
①住宅防火対策の推進
②放火火災予防対策の推進
③林野火災予防対策の推進
④乾燥時および強風時の火災
発生防止対策の推進
●主な取り組み
①消防車などによる防火啓発
パレードの実施(12日(日)
午前中)
②消防団員による防火訪問、
啓発チラシの配布など
③啓発サイレンの吹鳴(期間
【総合問合せ窓口】

中午後9時)信号符1分間
長符一声(美山地域は15日
(水)のみ)
※火災とお間違いのないよう
にお願いします
＜火の用心 ７つのポイント＞
①家の周りに燃えやすいもの
を置かない
②寝たばこやたばこの投げ捨
てをしない
③天ぷらを揚げるときは、そ
の場を離れない
④家庭や事業所では、たき火
をしない
⑤子どもには、マッチやライ
ターで遊ばせない
⑥電気器具は正しく使い、た
こ足配線はしない
⑦ストーブには、燃えやすい
ものを近づけない
＜住宅防火 いのちを守る−
３つの習慣・４つの対策−＞
●3つの習慣
・寝たばこは、絶対やめる
・ストーブは、燃えやすいもの
から離れた位置で使用する
・ガスコンロなどのそばを離
れるときは、必ず火を消す
●4つの対策
・逃げ遅れを防ぐために、住
宅用火災警報器を設置する
・寝具、衣類およびカーテン
からの火災を防ぐために、
防炎品を使用する
・火災を小さいうちに消すた
めに、住宅用消火器などを
設置する
・お年寄りや身体の不自由な
方を守るために、隣近所の
協力体制をつくる
総務課
(0771)68-0002
(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

クマ出没に係る注意喚起
と被害防止対策について
これからの季節は、クマが
冬眠に備えるため、食べ物を
求めて活発に行動します。
クマの誘引物である栗や柿
などの果実、養蜂箱などを
狙って、集落内へ出没する
ケースも数多く見受けられま
すので、クマの出没には十分
ご注意ください。また、不要
な栗や柿などの果実は除去す
るなど、クマを寄せ付けない
環境づくりにもご協力くださ
い。
＜有効な被害対策＞
●クマにあわないために
・クマの活動時間帯である夕
方から朝にかけての外出は
できるだけ控えましょう。
・クマは音やにおいに敏感で
す。音の出るものを携帯し
ましょう。
●クマを寄せ付けないために
・誘引物を除去しましょう。
栗や柿などの果実は早期に
収穫し、収穫する予定のな
い果実や地面に落ちた果実
は早期に除去しましょう。
収穫しない野菜の放置もや
めましょう。また、生ごみ
は野外に放置せず、田畑へ
の残飯まきもやめましょ
う。養蜂箱も撤去しましょ
う。万一撤去できない場合
も、通学路沿いなど人の通
る場所にあるものは移動さ
せましょう。
≪裏面につづく≫
info@city.nantan.lg.jp
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・環境整備をしましょう。山
と集落の間にクマが潜みや
すいヤブや草むらがある場
合は、刈り取って見通しを
良くしましょう。
農林整備課
(0771)68-0012
各支所地域推進課
八木(0771)68-0020
日吉(0771)68-0030
美山(0771)68-0040

里山利用事業補助金交付
申請受付のお知らせ
丹波栗生産振興のため、市
内の里山などに栗の苗木を植
栽するための苗木購入経費の
一部を補助します。
●対象 生産者で組織する南
丹市内の団体
●補助対象となる品種など
丹沢、美玖里 、 筑 波 、 銀
寄、ぽろたん
※1申請当たり10本以上で、
市内業者からの購入に限る
◆補助率 2分の1以内
●申請方法 11月30日(木)
までに、補助金交付申請書
を提出してください。
※期日を過ぎてからの申請は
受け付けません。
※詳細はお問い合わせくださ
い。
農林整備課
(0771)68-0012
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南丹市競争入札参加資格審査申請の受付について
南丹市が発注する測量・建設コンサルタント等業務、物品・役
務などに係る競争入札(または見積りによる調達)に参加を希望さ
れる方は、入札参加資格審査申請書を提出してください。
●受付期間 11月1日(水)〜30日(木) ※土・日・祝日を除く
午前9時〜正午、午後1時〜5時
※郵送の場合は、11月30日(木)の消印有効。
●提出書類 市ホームページ「事業者の方へ」の「入札・契約情
報」から入手してください。
●提出部数 1部
●提出方法 要領記載の書類を上から順に重ねたものをとじて、
持参または郵送で監理課まで提出してください。
●有効期間 平成30年4月1日〜平成32年3月31日(2年間)
※建設工事については、平成30年4月1日〜平成31年3月31日ま
で(1年間)
●その他 建設工事については、定期受付が平成28年11月に終
了しており、今回は申請漏れまたは業種の追加などを対象とし
ています。既に申請済みもしくは変更がない場合は、追加申請
は不要です。
＜申請できない者＞
●測量・建設コンサルタント等業務
①測量法、建築士法などの規定による登録を受けていない者
②南丹市が発注した測量等業務に関係する債務を履行していない
者
●物品・役務など
①営業に関し、許可、認可などを必要とする場合において、これ
を得ていない者
●建設工事
①建設業法第3条の規定による国土交通大臣または都道府県知事
の許可を受けていない者
②建設業法第27条の23に規定する経営に関する客観的事項の審
査を受け、かつ総合評定値(P点)の通知を受けていない者
※当該資格審査申請日の1年7カ月前までの間の決算日を審査基
準日とする最新のもの。
③南丹市が発注した建設工事に関係する債務を履行していない者
●共通事項
①成年被後見人および被保佐人ならびに破産者で復権を得ない者
②市税、消費税および地方消費税を滞納している者
③資格審査申請書およびその添付書類に故意に虚偽の事実を記載
した者
④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法
律第77号)第2条第2号に規定する暴力団もしくはその関係者
が経営している者または暴力団などが経営に実質的に関与して
いる者、および暴力団などに対する資金などの供給または便宜
の供与を行っている者など。
監理課
(0771)68-0086

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

浄化槽に係る各種届出に
ついて

ＢＳプランサービス終了の
お知らせ

浄化槽の設置や管理者を変
更したときは、浄化槽法によ
り、各種届出が義務付けられ
ています。それぞれ適切な届
出をお願いします。
●浄化槽を設置する場合
「浄化槽設置届出書」の提
出が必要です 。 一 般 的 に
は、施行業者に工事と併せ
て委託します。
●浄化槽を使用開始された場
合 使用開始日から30日
以内に「浄化槽使用開始報
告書」の提出が必要です。
併せて「保守点検に関する
委託契約書の写し及び清掃
に関する委託 契 約 書 の 写
し」も提出が必要です。
●浄化槽の管理者を変更され
た場合 変更の日から30
日以内に「浄化槽管理者変
更報告書」を提出してくだ
さい。
●浄化槽の使用を廃止・休止
する場合 廃止・休止した
日から30日以内に「浄化
槽使用廃止届」または「浄
化槽使用休止届」を提出し
てください。
また、専門業者に依頼して
最終清掃を行 っ て い た だ
き、「最終清掃の実施を確
認できる完了報告書」を併
せて提出してください。
※各届出書の様式は、市ホー
ムページからダウンロード
していただけます。なお、
下水道課にも備え付けてい
ます。
※添付書類や専門業者など詳
細は、市ホームページをご
覧いただくか、お問い合わ
せください。
下水道課
(0771)68-0054

南丹市では、ケーブルテレ
ビ(CATV)の安定運用とサー
ビスの向上を図るため、本年
度中に八木・日吉・美山地域
のCATV設備の更新工事を行
います。これにより市全域に
おいてBS/CSパススルー方
式のテレビ視聴サービスが提
供できることから、現在、有
料付加サービスとしてご利
用いただいている「BSプラ
ン」については、次のとおり
サービス提供を終了させてい
ただきます。
長らくの間、「BSプラ
ン」をご利用いただきありが
とうございました。
●ＢＳプランサービス終了日
平成29年10月31日
※BS/CSパススルー方式と
は、BS/CSデジタル放送
電波を周波数や形態を変更
せず、ご家庭のＢＳ対応テ
レビやレコーダーで直接受
信できるよう、そのまま送
信する方式のことです。テ
レビにセットトップボック
ス(STB)を設置する必要が
ありません。
●注意事項
・平成29年11月1日以降、
BSプランの新規加入およ
びSTBの機種変更、増設が
できなくなります。
・BS/CSパススルー方式
は、有線テレビ放送契約
(月額1,540円)に附属する
サービスです。ただし、有
料番組を視聴される際は、
別途番組提供会社との契約
(NHK衛星契約含む)が必要
となります。
・ご使用のSTBは、BSプラ
ンサービス終了後、順次回
収させていただきます。詳
しくはＢＳプラン加入者様
宛てに送付した通知をご覧
ください。

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

南丹市情報センター
(0771)63-1777

人材募集
南丹市社会教育委員を公
募します
市民の皆さんの声を、広く
社会教育の振興に反映させる
ため、社会教育委員を公募し
ます。
●募集人数 2人
※公募以外の委員を含めた委
員定数は12人
●任期 平成30年4月1日〜
平成32年3月31日
※２年間
●職務内容 社会教育委員会
議において、社会教育の振
興に係る提案などを協議い
ただきます。
●対象 次の①〜③全てに該
当する方
①市内に在住、在勤、在学中
の20歳以上の方
②社会教育について関心があ
り、社会教育委員会議(年
３回〜５回程度、平日の昼
間に開催)に出席できる方
③国または地方公共団体の議
員および公務員でない方
●報酬 会議に出席された際
には、規定の報酬額をお支
払いします。
●応募方法 11月1日(水)〜
11月30日(木)の間に、応
募申込書など、必要書類を
社会教育課に提出してくだ
さい。
※応募申込書は、問い合わせ
先にご連絡いただくか、市
ホームページからダウン
ロードしてください。
※応募書類は返却しません。
●選考方法 応募書類に基づ
き選考委員会で1次審査を
行い、1次選考通過者に対
し２次選考を実施します。
社会教育課
(0771)68-0057
第283号
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相談会
行政書士による無料相談
会を開催します
相続、成年後見、農地など
不動産の売買・賃貸、各種許
認可手続きなどでお困りやお
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。【無料・申込不要】
●日時 11月1日(水)
午後1時30分〜4時
●場所 八木公民館1階和室
●主催 京都府行政書士会第
3支部
京都府行政書士会第3支部
(075)468-3238

京都府ひとり親家庭自立
支援センターの巡回相談
家庭の状況や養育費、職業
適性などの相談や就職活動に
役立つセミナーの案内など、
自立を支援します。
【無料・要申込】
●日時 11月9日(木)
①午後1時30分〜2時30
分、②午後2時30分〜
3時30分、③午後3時30分
〜4時30分
●場所 市役所4号庁舎福祉
事務所
●対象 ひとり親家庭やこれ
からひとり親になろうとす
るお母さん、お父さん
●申込方法 11月6日(月)ま
でに、電話でお申し込みく
ださい。
子育て支援課
(0771)68-0017

多重債務無料相談会のご
案内
（京都市内）
借金の返済でお悩みの方を
対象に、弁護士、司法書士お
よび相談員が相談に応じま
す。【無料・要申込】
●日時 11月16日(木)
4
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午前10時〜午後3時
●場所 近畿財務局京都財務
事務所(京都市左京区丸太
町川端東入ル東丸太町)
●持ち物 契約書、返済予定
表、取引明細書、領収書、
ローンやクレジットに利用
しているカード、督促状な
ど
※資料がなくても相談できま
す。
●申込方法 事前に電話でお
申し込みください。
近畿財務局京都財務事務所
総務課
(075)752-1417

出張がん個別相談会のお
知らせ
がんに関わるさまざまな相
談をお受けする窓口として、
出張個別相談会を行います。
【無料・要申込】
●日程 11月21日、12月
19日(各火曜日)
●時間 いずれも午後１時〜
３時30分
●場所 南丹保健所
●相談員 保健師および看護
師
●申込方法 実施日前の平日
午後4時までに、電話でお
申し込みください。
※出張相談以外に、がん総合
相談支援センターでは通常
相談(電話および対面)も実
施しています。月〜金(祝
日、年末年始を除く)の午
前9時〜正午、午後1時〜4
時
京都府がん総合相談支援セ
ンター
0120-078-394

聞きします。
【無料・要申込】
●日時 11月24日(金) 午後
1時30分〜3時30分
●場所 地域活動支援セン
ターそよかぜ八木(八木町
八木鹿草86番地5)
●対象 現に生活困窮状態に
ある方であればどなたでも
※生活保護受給者を除く
●申込方法 11月21日(火)
までに、電話でお申し込み
ください。
南丹市社会福祉協議会地域
福祉課生活相談センター
(0771)72-3220

多重債務無料法律相談の
ご案内(南丹市内)
借金の返済でお悩みの方を
対象に、弁護士が相談に応じ
ます。借金問題は必ず解決で
きます。まずはお問い合わせ
ください。【無料・要申込】
●日時 11月28日(火)
午後5時〜6時30分
※1人30分以内
●場所 園部公民館
●申込方法 11月27日(月)
午後4時までに、電話でお
申し込みください。
※上記以外の無料相談会場も
案内しています。まずはご
相談ください。
南丹市消費生活相談窓口
(商工観光課内)
(0771)68-0100
南丹広域振興局商工労働観
光室
(0771)23-4438

出張くらしの相談会を開
催します
家計や仕事など暮らしに関
する困りごとの相談をお受け
します。また、年金についての
相 談も社 会保険 労務士がお
=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

禁煙相談会を開催します
禁煙しようとしてもなかな
か難しいのが現実です。吸い
たくなった時の対応から禁煙
補助剤の使い方まで、個別の
相談に応じます。初めてチャ
レンジする方、何度も挑戦し
ているけれど今度こそはとい
う方はぜひご参加ください。
【要予約・無料】
●日時 11月３0日(木)
午後２時〜３時30分
●内容 薬剤師や保健師によ
る個別相談(禁煙補助剤、
禁煙方法についての紹介)
●場所 いきいきオアシス日
吉コミュニティルーム(日
吉ゆう薬局に隣接)
●申込方法 事前に、電話で
お申し込みください。
※この事業は、平成29年度
なんたん健康ポイント事業
の対象事業です。禁煙に成
功された方は30ポイント
を進呈します。
保健医療課
(0771)68-0016

11月のなんでも相談日
のお知らせ

≪右列につづく≫

日程
11月18日(土)
11月24日(金)

時間
午後1時
〜3時

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

11月27日(月)
11月28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

子育て支援
平成３０年度放課後児童クラブの募集について
平成30年度入部申し込みにあたり、入部希望者説明会を開催
します。「入部のしおり」や申込用紙などをお渡ししますので、
新規に入部を希望される方は、住所のある地区の説明会に必ず出
席してください。
※夏休み期間のみ希望される方や年度途中に入部の可能性がある
方も出席してください。
※継続して入部される方には、児童クラブや社会教育課を通して
「入部のしおり」などをお渡ししますが、できる限り参加くだ
さい。
●放課後児童クラブとは 保護者が就労などの理由により、昼間
家庭にいない児童を主な対象として、放課後や長期休暇などに
家庭に代わって生活する場です。
●入部基準 原則として、南丹市内の小学校に在学している児童
で、家庭において保育を受けられない場合に限る。
●説明会日程 ※時間はいずれも午後7時30分〜
地区名

園部

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
(新1年生)
11月30日(木)
園部小区域
(新2年生以上)
12月5日(火)
園部第二小区域 12月7日(木)

八木

11月28日(火)

日吉

12月1日(金)

美山

12月8日(金)

場所

市役所2号庁舎3階
301会議室

八木公民館3階大集会室
日吉町生涯学習セン
ター2階会議室
美山文化ホール1階会
議室

※都合が合わない場合は、別の会場に出席してください。不参加
の場合、申し込みをお断りする場合があります。
※放課後児童クラブについて十分に理解いただいた上で、入部の
申し込み手続きを行ってください。
社会教育課
園部(0771)68-0057 八木(0771)68-0026
日吉(0771)68-0035 美山(0771)68-0044

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号
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子育て支援(催し)
よっといでひろば開設日
のお知らせ(11月)
伸び伸び子どもを遊ばせた
り、お茶を飲んだり、好きな
ことをおしゃべりしましょ
う。
●日時 11月8日(水)
午前10時〜午後2時
●場所 旧平屋小学校(美山
町安掛)
●参加費 無料
＜ミニ手芸教室＞
●日時 11月8日(水)
午前10時〜11時
●内容 小さなかご作りパー
ト２
講師：井爪三代子 氏
●材料費 500円
みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
090-5061-9756

子育てつどいの広場ぽこ
ぽこくらぶ(１1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 。
【無料】
※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。
＜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)
※11月6日(月)の午前は休み
ます。
●場所 コミュニティスペー
ス「気になる木JUJU」
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(八木防災センター向かい
側)
※毎週水・金曜日の午後3時
〜6時まで、八木防災セン
ター１階でみんなの居場
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。
※車でお越しの場合は、市役
所八木支所に駐車してくだ
さい。
＜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(祝日
除く)
●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(祝日除く)
●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
※11月30日(木)は休みま
す。
＜「絵本の日」＞
「絵本はまだ早いかな」と
悩むお父さんお母さんに向け
て、親子の時間を作るきっか
けになる本を紹介します。
【無料】
●八木ひろば：11月8日(水)
●園部ひろば：11月9日(木)
(横田公民館)
●美山ひろば：11月9日(木)
●日吉ひろば：11月21日
(火)
※各ひろばとも午前11時30
分〜正午
＜託児付き講座「外カフェ」
＞
子育てや家事に待ったなし
のお母さんたち。たまには自
分についてお話しませんか。
お子さんはスタッフがお預

かりします。(毎回テーマ
があります。)【要予約】
●日時 11月16日(木)
午前10時30分〜正午
●場所 園部ひろば(南部コ
ミュニティセンター)
●定員 7組(先着順)
●参加費 300円
●申込方法 事前に電話でお
申し込みください。
＜おめでとうの日＞
ひろばに来ているお友達の
お誕生日のお祝いをみんなで
しましょう。今回は、10・
11・12月生まれのお友達の
お祝いをします。【無料】
●美山ひろば：11月16日
(木)
●日吉ひろば：11月21日
(火)
●八木ひろば：11月22日
(水)
●園部ひろば：12月7日(木)
※各ひろばとも午前10時30
分〜正午
●内容 うた、読み聞かせ、
写真入りお誕生日カード作
りなど
NPO法人グローアップ
080-3857-8119

みんなおいでよ−！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。【要申込】
●日時 11月16日(木)
午前9時30分〜正午
●場所 市役所八木支所3階
子育て支援ルーム
●内容 料理教室〜地元でと
れた旬の野菜を使ってから
だにやさしい料理〜
※くるみの会の方に教えてい
ただきます。子どもたちは
スタッフと遊びます。
●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

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

していただく 地 域 の 皆 さ
ん。
●持ち物 マイ皿、マイ箸、
マイコップ、エプロン、三
角巾、お手ふき、お茶など
●参加費 300円
＜すくすくやぎっこミニ情報
＞
子どもたちとお母さんが、
のんびり楽しく過ごせるよう
に、支援ルームを借りていま
す。【無料】
●曜日 毎週火、木曜日
●時間 午前10時〜午後3時
●場所 市役所八木支所３階
子育て支援ルーム
子育て支援ボ ラ ン テ ィ ア
「すくすくやぎっこ」
090-7486-1735

託児付きカフェよっとい
でのお知らせ(１１月)
子育て中のママさんや家族
の方、お子さんがホッとでき
る居場所づくりをしていま
す。今月は人気のリトミック
です。【要申込】
●日時 11月22日(水)
午前10時〜正午
(受付：午前9時50分)
●場所 旧平屋小学校(美山
町安掛)
●内容 親子リトミック＆カ
フェ 講師：小谷里美 氏
●参加協力金 500円(無農
薬コーヒーと手作りおやつ
付き)
●持ち物 タオル、お子さん
の着替え、お茶など
※運動しやすい服装でお越し
ください。
●申込方法 11月20日
(月)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。

=メールアドレス

みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
090-6962-6455

催し
特別展「麻田浩展～小さ
な絵の世界～」
を開催
●開催期間 11月26日(日)
まで
●開館時間 午前9時～午後
5時(入館は午後4時30分
まで)
●場所 南丹市立文化博物館
●内容 麻田浩(1931～
1997)は南丹市八木町出
身の日本画家麻田辨自の二
男として生まれました。ア
ルフォルメルの影響を受
け、抽象絵画やシュルレア
リスム的な作品を発表し、
渡仏を機に制作した宗教的
な精神性を込めた独自の作
品は、国内外で高い評価を
受けました。
本年は麻田浩没後20年
に当たることから、初期か
ら晩年までの中・小作品を
中心に紹介します。またこ
れまで紹介されることのな
かった創作ノート、モチー
フ、画材などもあわせて展
示し魅力に迫ります。
●入館料 大人300円、学生
200円、小人100円(20人
以上の団体は2割引)
●休館日 毎週月曜日
南丹市立文化博物館
(0771)68-0081

秋季企画展「湖底に眠る
ふるさとの記憶」
を開催
日吉ダム移転者離村式か
ら30年という節目の年を迎
え、中・天若での暮らしや風
景などを精力的に撮影され
た、写真家新保隆久氏の作品
展を開催しています。また、
生業の歴史や道具などもあわ

=ホームページアドレス

=郵便番号

せて紹介しています。
●期間 11月26日(日)まで
※火・水曜日は休館
●時間 午前9時～午後5時
(入館は午後4時30分まで)
●場所 日吉町郷土資料館
●費用 大人200円、高校・
大学生150円、小中学生
100円
※市内在住の小学生は無料、
20人以上の団体は2割引
※11月19日(日)、 23日
(木・祝)は「関西文化の
日」のため入館無料
日吉町郷土資料館
(0771)68-0069

「第６回中世木棚田ひな祭
り」
を開催します
限界集落であった中世木も
昨年２組の家族が移住され、
限界集落から脱しました。来
年には１組の夫婦が牧山に移
住されます。子どもの声が聞
こえる里で皆さんのお越しを
お待ちしています。【無料】
●日時 11月5日(日)
午前10時～午後4時
●場所 日吉町中世木公民館
周辺
●主催 日吉町中世木区
●後援 南丹市、世木地域振
興会
※この事業は平成29年度南
丹市集落支援事業です。
中世木棚田ひな祭り実行委
員会
090-3356-2928

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。
＜エンジョイテニス(夜の部)
＞
●日時 11月6日、20日(各
月曜日) 午後6時～9時
●場所 テニスコート
≪裏面につづく≫
第283号
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●参加費 400円(当日受付)
●対象 18歳以上
＜レディーススポーツデー＞
●日時 11月8日、15日、
22日、29日(各水曜日) 午
前9時30分～11時30分
●場所 体育館
●内容 健康体操、軽スポー
ツ
●参加費 300円(当日受付)
●対象 18歳以上の女性の
方
＜グラウンド・ゴルフのつど
い＞
●日時 11月10日(月例大
会)、17日、24日(各金曜
日) 午前9時～11時45分
●場所 球技場
●参加費 300円(当日受付)
＜太極拳教室＞
●日時 11月10日(金)
午後2時～4時
●場所 体育館
●内容 太極拳の基礎を学ぶ
●参加費 500円(当日受付)
●定員 30人
＜障がい者スポーツのつどい
＞
●日時 11月14日(火) 午後
1時30分～3時30分
●場所 体育館
● 内 容 卓 球 バレ ー 、ボッ
チャ、フライングディスク、
グラウンド・ゴルフなど
●参加費 無料(当日受付)
＜スポーツを楽しむ日＞
●日時 11月14日(火)
午後6時～9時
●場所 体育館
●内容 バドミントン、卓
球、テニスなど
●参加費 400円(当日受付)
＜ガーデニング教室＞
【要申込】
●日時 11月26日(日)
午後2時～4時
●場所 旧宿泊所会議室(予
定)
●内容 クリスマスの寄せ植
え
●参加費 2,500円
●定員 30人
8
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●申込方法 11月23日
(木・祝)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。
＜摘み菜教室＞【要申込】
●日時 12月3日(日)
午前10時～午後3時
●場所 レストハウス(予定)
●内容 「摘み菜で彩るパー
ティ」身近な草花を摘ん
で、料理方法を学びます。
●参加費 2,000円(昼食代
含む)
●定員 30人
●申込方法 11月30日(木)
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-tanbapark.
or.jp
622-0232 京丹波町曽根
崩下代110-7

まちの保健室開催のお知
らせ
明治国際医療大学看護教員
による、健康相談と健康づく
りサロン「まちの保健室」を
開設します。【無料】
●日時 ①11月7日(火)、②
11月21日(火) いずれも午
後1時30分～3時
●内容 ①認知症の話、脳の
活性化ゲーム、みんなで話
そう、なんでも相談②糖尿
病予防、糖尿病を悪化させ
ないためのなんでも相談
●場所 いきいきオアシス日
吉コミュニティルーム(日
吉ゆう薬局に隣接)
明治国際医療大学看護学部
地域保健看護学講座
(0771)72-1182

企業・団体向け人権研修
の開催について
職場での人権意識の高揚を
目的に、「企業・団体向け人
権研修」を実施します。今回
は、ハラスメントのない職場
づくりを考えます。企業・団
体関係者以外の方(個人)も参
加できます。ぜひご来場くだ
さい。【無料・申込不要】
●日時 11月10日(金)
午後3時～4時30分
●場所 市役所本庁2号庁舎
3階301会議室
●テーマ 「ハラスメントの
ない職場づくりにむけて」
講師：公益財団法人京都市
男女共同参画推進協会
●主催 南丹市人権教育・啓
発推進協議会
人権政策課
(0771)68-0015

八木町神吉「風の市」の
お知らせ
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。
●日時 11月11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、弁当、うどん、パン、
シフォンケーキ、たこ焼
き、駄菓子、美山特産品、
軍手、はぎれ、各種手づく
り品販売、自転車販売修理
など
※当日変更になる場合があり
ます。
●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

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

女性限定 はじめての将
棋教室を開催します

秋の亀岡登山教室の参加
者を募集します

園部公民館 秋の自習室
を開催します

園部町文化祭体験コーナー
の一環で、女性限定の将棋教
室を開催します。全くの初心者
でも参加できますのでお誘い
合わせの上、お気軽にご参加
ください。
【無料・申込不要】
●日時 11月12日(日)
午後1時～3時
●場所 園部公民館
●対象 女性
●講師 大山勝義氏アマ6段
(日本将棋連盟公認棋道指
導員)
園部町文化協会事務局(園
部公民館内(月・祝日休館))
(0771)63-5820

登山に必要な講義と実際に
登山を行う教室です。【無
料・要申込】
●日時 ①講義：11月15日
(水) 午後7時～8時40分、
②登山：11月19日(日) 終
日(詳細は講義で説明)
※講義と登山がセットです。
●場所 ①講義：ガレリアか
めおか、②登山：京都一周
トレイルの大文字山コース
●対象 登山愛好者(愛宕山
を無理なく登れる健康な方)
●内容 「秋の山に登ろう」
秋の山の楽しみ方、登山に
おける注意点、知っておく
べき安全など
●定員 15人(先着順)
●申込方法 事前に、郵便番
号、住所、氏名(ふりがな)、
年齢、性 別、電 話 番号、登
山歴を、電話またはFAXで
お申し込みください。
●後援 南丹市、亀岡市
京都・亀岡山の会事務局
(0771)24-1757

住民の皆さんが気軽に自由
に学び、集う場所として、園
部公民館の研修室を週に1回
無料開放します。放課後の自
習や読書、調べものなどにぜ
ひご活用ください。休憩用の
部屋も併せて解放します。
【無料】
●期間 11月16日(木)、24
日(金)、30日(木)、12月7
日(木)、14日(木)、21日
(木)、27日(水)
●時間 午後1時30分～7時
●場所 園部公民館研修棟
※開放する部屋は予約状況に
より異なりますので、来館
時に窓口でご確認くださ
い。
※サークルや団体単位での部
屋を占有利用はご遠慮くだ
さい。(通常の公民館利用
の手続きで利用してくださ
い)
●利用できる部屋
・学習室：読書、勉強、調べ
ものなど
※南丹市公衆無線LANが使
用できますので、パソコン
の持ち込みは可能ですが、
音量については、他の利用
者にご配慮願います。
・休憩室：飲食・談話など
※ゴミは必ず各自でお持ち帰
りください。
※予約状況により休憩室を利
用できない場合がありま
す。その際は1階ロビーを
ご使用ください。
園部公民館(月・祝休館)
(0771)63-5820

歌声喫茶を開催します
昔懐かしい童謡や昭和の歌
を生伴奏で一緒に歌い、楽し
いひとときを過ごしません
か。【申込不要】
●日時 11月12日(日)
午後2時～4時
●場所 みんなの居場所わっ
かっか！(日吉町殿田)
●運営協力金 500円
(小学生以下無料)
みんなの居場 所 わ っ か っ
か！
080-9753-9402
wakkakka.2014@gmail.com

園部公民館ミニ展示会の
お知ら
園部公民館1階ロビーでミ
ニ展示会を開催します。ぜひ
ご覧ください。
●出展団体 水彩画三人展
●出展期間 11月14日(火)
～19日(日)
※都合により予告なく終了す
る場合があります。
園部公民館(月・祝日休館)
(0771)63-5820

=メールアドレス

南丹市グループワーク事
業のお知らせ
社会生活を営む中でコミュ
ニケーションが取れない、自
分をうまく表現できないな
ど、日ごろの悩みや精神的な
不安を解消し、グループ活動
を通じて人とのつながりを強
め、自信を回復していく活動
です。【無料】
●日時 11月15日(水)
午後1時30分〜3時
●場所 いきいきオアシス日
吉(日吉ゆう薬局に隣接)
●内容 茶話会、レクリエー
ション
※内容を変更することがあり
ます。参加希望の方はお問
い合わせください。
社会福祉課
(0771)68-0007

=ホームページアドレス

=郵便番号
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初歩の古文書講座を開催
します

京都丹波健康ウオーキン
グと体操フェスタを開催

南丹市情報センター25周
年記念事業として、古文書に
興味のある方への講座を開催
します。【要申込】
●日時 11月16日、30日、
12月7日(各木曜日)
午後1時30分～3時
●場所 南丹市国際交流会館
2階研修室
●講師 南丹市文化博物館学
芸員
●受講料 1,000円(3回分)
※1回のみの受講でも同額
●持ち物 筆記用具
●定員 15人
●申込方法 郵便はがきに
「初歩の古文書講座」受講
希望と記載し 、 住 所 、 氏
名、年齢、電話番号を記入
の上、11月8日(水)必着で
お申し込みください。
南丹市情報センター「初
歩の古文書講 座 」 募 集 係
(月・祝休館)
(0771)63-1777
(0771)63-1682
622-0004 南丹市園部町
小桜町62-1

＜第１回＞
●日時 11月16日(木)
午前9時30分～正午
●場所 京丹波町曽根周辺
(集合場所：京丹波味夢の
里 交流広場)
●対象 南丹市、亀岡市、京
丹波町在住または在勤の、
健康で一人で元気に6km
以上歩ける方
●内容 味夢の里から巡る京
丹波の史跡・健康ウオーキ
ング
講師：明治国際医療大学医
学教育研究センター准教授
池本敬博先生、古墳ガイド
湊友三郎先生
●持ち物 飲物、タオル、歩
きやすい靴・服装、(雨具)
＜第２回＞
●日時 12月5日(火)
午後1時30分～4時
●場所 京都府立口丹波勤労
者福祉会館
●対象 南丹市、亀岡市、京
丹波町在住または在勤の、
健康で軽い運動が可能な方
●内容 「若いときからはじ
めよう！ロコモ予防」「元
気アップ体操」
講師：京都学園大学教授
吉中康子先生、元気アップ
AGEプロジェクト理事長
横山慶一先生
「なんたん元気づくり体
操」
協力：なんたん元気づくり
体操普及リーダー
●持ち物 飲物、タオル、室
内用シューズ、動きやすい
服装
＜共通事項＞
●定員 各50人
●申込方法 第1回は11月2
日(木)まで、第2回は11月
22日(水)までに、住所、
氏名、電話番号を、電話ま
たはFAXでお申し込みくだ
さい。

第10回トレーニング機器
使用講習会を開催します
●日時 11月16日(木)
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
●持ち物 体育館シューズ
●参加費 無料
●主催 ＮＰＯ法人八木町ス
ポーツ協会
ＮＰＯ法人八木町スポーツ
協会
(0771)42-5484
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●その他 参加費無料。どち
らか一方だけの参加も可能
です。
南丹保健所保健室
(0771)62-4753
(0771)63-0609

京都府遺跡案内 お城攻
略隊―八木城の陣―
内藤ジョアンや明智光秀も
関わった府内最大級の八木城
を、京都府中世城館跡調査を
手掛けた専門職員とともに巡
ります。ぜひご参加くださ
い。【無料】
●日時 11月18日(土) 午前
10時30分～午後４時
※少雨決行
●集合場所 JR八木駅前
●参加資格 山歩きができる
体力のある方ならどなたで
も
●その他 山歩きに適した服
装でお越しください。昼食
や飲み物などはご持参くだ
さい。レジャーシートがあ
ると便利です。
●定員 20人程度
※応募多数の場合は抽選とな
ります。
●申込方法 11月10日(金)
までに、ホームページから
お申し込みください。
京都府教育庁指導部文化財
保護課
(075)414-5903
http://www.kyoto-be.ne.
jp/bunkazai/cms/

市民のための経済講演会
を開催します
市民に開かれた学び合い
の広場として、八木町市民
フォーラムを設立しました。
第1回の講演会にお気軽にお
越しください。
●日時 11月18日(土)
午後1時～3時30分
●場所 京都府立勤労者福祉
会館

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

●内容 第１回市民フォーラ
ム設立記念講演会
演題：「浜矩子と明日の見
える経済を考える」
講師：同志社大学大学院教
授 浜矩子先生
※講演の後、自由な意見交換
を行います。
●主催 八木町市民フォーラ
ムと講演会実行委員会
●後援 南丹市
八木町市民フォーラムと講
演会実行委員会
(0771)42-4538

まゆみ創立20周年記念コ
ンサートを開催します
南丹ゴールデンエイジ混声
合唱団「まゆみ」は、創立20
周年を記念してコンサートを
開催します。ぜひご 来場くだ
さい。
【無料・申込不要】
●日時 11月18日(土) 午
後1時30分～3時30分(開
場：午後1時)
●場所 南丹市国際交流会館
地階コスモホール
●曲目 団歌「まゆみ」、ふ
るさとは今もかわらず、箱
根八里、荒城の月、浦のあ
かくれなど
南丹ゴールデンエイジ混声
合唱団「まゆみ」
(0771)62-1652

南丹市園部女性の館文化
祭を開催します
女性の館の活動で身に付け
た技術を生かして作成した、
世界に一つだけの手作り作品
を展示、販売します。今回
25周年を記念して、さをり
織り、着物リフォーム、和布
サークルの皆さんによるミニ
ファッションショーも行いま
す。
●日時 11月18日(土)
午前9時～午後4時30分
●場所 国際交流会館1階
イベントホール、ロビー
=メールアドレス

●内容
・ミニファッションショー：
午前11時、午後2時(2回
実演)
・展示作品：クレイアート、
グラスアート、冠句、書
道、水彩画、花筐、生け
花、和布、着物リフォー
ム、さをり織り、フラワー
アレンジメント、小物入
れ、さをり織り帽子、押し
花、テディーベア、編み
物、陶芸、山野草(苔玉)、
木工(椅子)、アロマオーナ
メントストーン、ハーバー
リウム
・手づくり作品販売の部：着
物リフォーム、クレイアー
ト、リフォーム小物、さを
り織り、手づくり小物
・食の部：挽きたてコー
ヒー、ケーキ、パン、ピ
ザ、餅、寿司、炊き込みご
飯 ほか
南丹市園部女性の館運営委
員会(南丹市園部女性の館
内)
(0771)63-2986

第29回大野ダムもみじ祭
りを開催します
地元特産品や新鮮野菜、各
イベントとともに、秋の美
山・大野ダム公園をお楽しみ
ください。
●日時 11月18日(土)～19
日(日) いずれも午前9時～
午後4時
●場所 美山町大野ダム公園
●内容 虹の湖マーケット
(地元野菜、加工品販売、
食堂)、太鼓演奏、園部吹
奏楽団やフォークグループ
などの演奏、大道芸などの
ショー、ふるまい鍋、じゃ
んけん大会、宝探しゲーム
など
※イベントなどの詳細は、チ
ラシやポスター、ホーム
ページ、Facebookなどで
ご確認ください。

=ホームページアドレス

=郵便番号

美山町大野振興会
(0771)75-9110

鉄道模型走行会を開催し
ます
鉄道模型(Nゲージ)を運転
してみませんか。
●日時 11月25日(土)、26
日(日) いずれも午前10時
～午後4時
●場所 「みんなの居場所
わっかっか！」(日吉町殿田)
●運営協力金 500円(飲み
物代含む)※小学生以下無料
●その他 Nゲージ車両の持
ち込みは可能ですが、自己
責任でお願いします。中学
生未満の方は、必ず保護者
が同伴してください。
みんなの居場所「わっかっ
か！」
wakkakka.2014@gmail.com

地域創生・南丹お城将棋
フォーラムを開催します
昨年映画化された小説「聖
の青春」のモデルになった故
村山聖九段の師匠で、関西将
棋界の名伯楽と呼ばれる森信
雄七段らをお招きし、南丹お
城将棋フォーラムを開催しま
す。【無料・予約不要】
●日時 11月26日(日) 午前
11時～午後4時30分(終了
予定)
●場所 園部公民館
●対象 どなたでも
＜午前の部＞
●時間 午前11時～正午
●内容 森信雄七段講演会
「夢の向こうに」
＜午後の部＞
●時間 午後1時～4時30分
●内容 有段者対局の森七段
らによる実況解説、プレゼ
ント抽選会(サイン色紙、棋
書、将棋グッズなど)、指導
対局「千本ノック～どこから
でもかかってきなさい～」
≪裏面につづく≫
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※この事業は、きょうと地域
創生府民会議の協賛を受け
て実施します。
園部公民館(月・祝休館)
(0771)63-5820

山里の記憶伝承教室の参
加者を募集します
美山町鶴ヶ岡地区に伝わる
暮らしの知恵、匠の技を学び
ませんか。【要申込】
●日時 11月26日(日)
午前9時～午後5時(予定)
●場所 旧鶴ヶ岡小学校(美
山町鶴ヶ岡)
●内容 伏見稲荷大社の大し
め縄を作る達人たちから、
しめ縄作りを教わります。
●持ち物 ペンチ、はさみ、
お茶
●昼食 弁当持参または事前
予約(お茶付き美山弁当：
1,000円)
●参加費 1,000円
※鶴ヶ岡在住者は500円
●定員 20人(先着順)
●申込方法 11月22日(水)
までに、氏名、生年月日、
電話番号、弁当の要否を、
電話またはFAXでお申し込
みください。
鶴ヶ岡振興会
(0771)76-9020
(0771)76-9021

くらしを支えた蚕糸業展
を開催します
蚕糸業は、長らく生業とし
て京の都の産業・文化を支え
てきました。今回、養蚕農家
が実際に使っていた道具や民
具などを展示し、作業の様子
紹介と繭クラフト製作体験も
できます。
●日時 11月11日(土)～19
日(日) 午前10時～午後4
時
●場所 グンゼ博物苑集蔵
(綾部市青野町「あやべグ
ンゼスクエア」内)
12
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●入場料 大人300円(高校
生以下無料)
※入場券は商工観光課でも販
売しています。
＜講演会＞
●日時 11月11日(土)
午前11時～正午
●演題 「再びくらしを支え
る蚕糸業に向かって」
●講師 京都工芸繊維大学副
学長 森肇 氏
＜まゆ人形つくり体験＞
●日時 11月11日(土)、12日
(日)、18日(土)、19日(日)
●参加費 500円(材料、用
具代)
●主催 「くらしを支えた蚕
糸業展」実行委員会
商工観光課
(0771)68-0050

八木地域情報
防火グラウンドゴルフ交
流会のお知らせ
交流会を通じて、防火・防
災の知識を身に付けていただ
くとともに、相互の親睦と健
康増進を図ることを目的に開
催します。
●日時 11月20日(月)
午前9時30分〜正午(受
付：午前9時15分)
●場所 大堰川緑地公園運動
公園グラウンド(八木町西
田)
●内容 グラウンドゴルフ競
技、消防クイズラリー(午
前9時45分〜11時40分)
●持ち物 クラブ、ボール
●定員 100人(先着順)
●申込方法 11月8日(水)ま
でに、住所、氏名、年齢、
性別、電話番号を、電話ま
たはFAXでお申し込みくだ
さい。
※八木町グラウンドゴルフ協
会員の方は、協会事務局へ
直接お申し込みください。

園部消防署八木出張所
(0771)42-3119
(0771)42-2119

美山地域情報
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
＜ゲートボール＞
●日時 11月9日(木)
午後1時〜
●場所 自然文化村いきいき
ドーム
＜よさこい＞
●日時 11月11日(土)
午後8時〜
●場所 旧平屋小学校
＜ウオーク＞
●日時 11月15日(水)
午前10時〜
●場所 知井会館前集合
＜エアロビクスとヨガ＞
●日時 11月16日(木)
午後8時〜
●場所 美 山 保 健 福 祉 セ ン
ター
＜インディアカ＞
●日時 11月17日(金)
午後8時〜
●場所 美山小学校
＜親子リトミック＞
●日時 11月22日(水)
午前10時〜
●場所 旧平屋小学校
＜剣道＞
●日時 11月28日(火)
午後6時30分〜(少年の
部)、午後7時30分〜(成人
の部)
●場所 美山中学校
みやまスポーツクラブ事務
局(社会教育課美山担当内)
(0771)68-0044

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

平成２９年度除雪委託事
業者を募集します

日吉地域・美山地域情報
平成２９年度除雪対策事業のお知らせ
自力での除雪が困難な高齢者世帯などに対して、除雪に要する
経費の一部を支援します。
●対象 日吉地域および美山地域在住で、次の①〜③のいずれか
に該当する方
①65歳以上の高齢者のみで構成されている世帯
②母子世帯
③障がい者(身体障害者手帳1〜4級、療育手帳、精神障害者保健
福祉手帳の交付を受けた者)を含む世帯
●支援内容 高齢者世帯などからの依頼に基づき、次の除雪作業
を委託事業者が行います。なお、本事業による支援は当該集落
に除雪車が出動した場合に限ります。
①住居敷地内の除雪作業
※実際に居住のため使用されている人家とし、車庫や倉庫などと
して使用されている建物は除きます。玄関先から公道までの間
および屋外トイレなど日常生活を営む上で必要不可欠な設備ま
での通行を確保する幅員1ｍ以内の除雪作業とします。
②屋根からの落雪に伴う除雪作業(住居軒下から2ｍ以内)
③住居の屋根の雪下ろし作業
●支援期間 12月1日(金)〜平成30年3月15日(木)
●負担金 利用者は、除雪に要する費用の1割相当額(1時間当た
り250円、除雪機器使用時は350円)を、直接除雪委託事業者
にお支払いください。
●申請期限 11月24日(金)
●申請方法 南丹市高齢者等除雪対策事業申請書(問合せ先に備
え付け)に必要事項を記入、押印の上、居住する地区の民生児
童委員の意見を付けて問合せ先へ申請してください。
なお、除雪委託事業者の体制(人員の都合など)により、利用
者登録ができない場合があります。
高齢福祉課
(0771)68-0006
日吉支所市民生活課
(0771)68-0032
美山支所市民生活課
(0771)68-0041

=メールアドレス

=ホームページアドレス

=郵便番号

「南丹市高齢者等除雪対策
事業」を実施するため、平成
29年度の除雪事業者を募集
します。
●業務内容
①住居敷地内の除雪作業
②屋根からの落雪に伴う住居
敷地内の除雪作業
③住居の屋根の雪下ろし作業
●業務期間 12月1日(金)〜
平成30年3月15日(木)
※気象状況により前後する場
合があります。
●登録対象事業者 支援対象
者への的確な除雪体制が整
い、完了報告など、市の要
請する業務および事務が期
限内にできる市内の事業者
●委託料 1時間当たり
2,500円(除雪機器使用時
は3,500円)
※うち1割相当分は除雪支援
対象者が負担します。
●登録方法 11月17日(金)
までに、高齢福祉課、日吉
支所市民生活課または美山
支所市民生活課に、登録申
請書を提出してください。
高齢福祉課
(0771)68-0006
日吉支所市民生活課
(0771)68-0032
美山支所市民生活課
(0771)68-0041
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1

11
月

6
7
8
9
10

00

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

水

木

金

ＪＡトピックス

00

★もぎたてニュース

00
30

5

土

日

6

月

7

8

火

水

★聖家族幼稚園

ウェンズデー

ふくしの森

聖家族幼稚園
なかよし運動会
図書館だより

00
30

★もぎたて
ウェンズデー

★胡麻保育所

運動会

運動会

協働スイッチＯＮ！

城南保育所
3・4・5歳児運動会

もぎたてサタデー

園部幼稚園
運動会

胡麻保育所
運動会

協働スイッチＯＮ！
ＪＡトピックス

もぎたてウェンズデー

もぎたてサタデー

ウェンズデー

週報ほか
聖家族幼稚園
なかよし運動会

園部第二小学校
運動会

図書館だより
ふくしの森

城南保育所
3・4・5歳児運動会

園部幼稚園
運動会

胡麻保育所
運動会

協働スイッチＯＮ！

１１月の新刊案内
市民の情報ひろば

図書館

もぎたてウェンズデー

もぎたてサタデー

もぎたてサタデー

もぎたてウェンズデー

ウェンズデー

週報ほか
聖家族幼稚園
なかよし運動会

園部第二小学校
運動会

ウェンズデー

ふくしの森

園部幼稚園
運動会

聖家族幼稚園
なかよし運動会
図書館だより

城南保育所
3・4・5歳児運動会

もぎたてサタデー

ウェンズデー

協働スイッチＯＮ！
ＪＡトピックス

もぎたてウェンズデー

もぎたてサタデー

数学28-④

英語28-④

園部第二小学校
運動会

ウェンズデー

週報ほか
図書館だより １１月の新刊案内

ふくしの森

胡麻保育所
運動会

園部幼稚園
運動会

ＪＡトピックス

ウェンズデー

ウェンズデー

ＪＡトピックス

１１月の新刊案内

ＪＡ

胡麻保育所
運動会

もぎたてサタデー

もぎたてウェンズデー

ＪＡトピックス

図書館

園部第二小学校
運動会

城南保育所
3・4・5歳児運動会

もぎたてサタデー

ＪＡトピックス

00
00

★園部幼稚園

ＪＡトピックス

もぎたてウェンズデー

00
30

サタデー

１１月の新刊案内

ＪＡ

30

30

水

市民の情報ひろば

図書館

園部第二小学校
運動会

30

00

火

★もぎたてニュース

１１月の新刊案内

30

00

月

ＪＡトピックス

★城南保育所
3・4・5歳児運動会

なかよし運動会

図書館だより

00

00

日

★協働スイッチON!

30

00

土

★もぎたてニュース

サタデー

園部第二小学校
運動会

00

30

金

15

週報ほか

30

00

木

11月の新刊案内

★もぎたてニュース

00

00

9 10 11 12 13 14

ＪＡトピックス

ウェンズデー

30
00

4

★図書館だより

ふくしの森

国語29-①

聖家族幼稚園
なかよし運動会
ウェンズデー

協働スイッチＯＮ！
数学29-①

英語29-①

城南保育所
3・4・5歳児運動会

もぎたてサタデー

30

国語29-②
園部幼稚園
運動会

胡麻保育所
運動会

もぎたてサタデー

もぎたてウェンズデー

数学29-②

ウェンズデー

市民の情報ひろば

水

木

◇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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3

30

00

11

2

初回放送

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

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。

