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お知らせ
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29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4日(月)〜
12月15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
【総合問合せ窓口】

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30年2月中
旬頃
●その他 募集する住宅など
の詳細は、11月29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

雨水貯留タンクの設置費
用の一部を補助します
雨水を貯めることにより、
雨水の利活用や防災対策など
に役立てていただくため、ご
家庭などに雨水貯留タンクを
設置する費用の一部を補助し
ます。
●タンクの利用 植物への水
やりや災害時に利用できる
ほか、出水の抑制が期待で
きます。
●対象となるタンク 雨水を
雨どいから分岐器を介して
貯留するもので、100リッ
トル以上の貯留量があるも
のに限ります。(農業用タ
ンクなどは補助金対象外)
※タンク本体購入前に申請が
必要です。
●補助交付条件
・雨水貯留タンクを設置する
建物を所有する個人または
法人
・市税や上下水道使用料など
の滞納がないこと
※設置工事費・配達費・雨ど
いにかかる費用・塗装費な
(0771)68-0001㈹

(0771)63-0653

どは補助金対象外
●その他 詳細は市ホーム
ページに掲載しています。
不明な点はご連絡くださ
い。
下水道課
(0771)68-0054

狩猟期間のお知らせ
11月15日(水)から平成30
年2月15日(木)までは狩猟期
間です。遠方から来られるハ
ンターもおられますので、山
に入られる時は、十分ご注意
ください。なお、ニホンジカ
およびイノシシについては、
狩猟期間が平成30年3月15
日(木）まで延長されていま
すので、ご注意ください。
●入山される方へ 入山され
る時は、よく目立つ服装を
することやラジオなど音が
出るものを携帯するなど、
事故防止にご協力をお願い
します。
●狩猟される方へ 近年、南
丹市管内では、事故は発生
していませんが、全国的に
は人をニホンジカやイノシ
シと間違えて発砲する事故
が発生しています。特に猟
銃を使用される場合は、細
心の注意をお願いします。
南丹広域振興局企画調整室
(0771)22-0426
農林整備課
(0771)68-0012
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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)を収めた者または団体
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)を収
めた者または団体

翔け賞

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

功労賞

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29年中に収められ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30年1月5日(金)までにご連絡ください。
教育総務課
(0771)68-0055

献血・骨髄ドナー登録にご協力ください
赤十字血液センターの採血車による献血と骨髄ドナー登録会を実施します。人の生命を救える大切
な献血です。多くの方のご協力をお願いします。
●日程 12月15日(金)
●時間 午前10時〜11時30分、午後0時30分〜3時30分
●場所 南丹市国際交流会館
保健医療課
(0771)68-0016
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=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

11月は児童虐待防止推
進月間です
命が奪われるなど児童虐待
のニュースが後を絶たず、心
を痛めておられる方や何かで
きないかと思っておられる方
も多いのではないでしょう
か。
子どもへの虐待を発見した
り、「虐待かな」と思われた
ときは、迷わず通報し、児童
相談所や地域での支援につな
いでください。また、子育て
家庭が孤立することなく、
困ったときには周りの人に相
談できるような、未然防止や
早期発見の取り組みにもご協
力ください。
●連絡・相談先
「虐待かな」と思ったら連
絡、相談してください。ま
た、当事者からの出産や子
育ての悩みも 受 け 付 け ま
す。
・児童相談所全国共通ダイヤ
ル 189(いちはやく)
・京都府家庭支援総合セン
ター (075)531-9900
・子育て支援課(家庭児童
相談担当) (0771)680028
※連絡は匿名で行うことも可
能です。連絡者や内容に関
する秘密は守られます。
子育て支援課
(0771)68-0017

南丹市誇りと絆の賑わい
商店街づくり事業について
市内商店街の活性化を図る
ための取り組みに対して、交
付金を交付します。
●受付期間 11月27日(月)
から随時
●対象 南丹市内を拠点とし
て活動する、南丹市商工会
に所属する3店舗以上で構
成する団体が、次の事業に
新規で取り組む、または既
存の事業であっても、事業
=メールアドレス

内容の質を高め、新たな展
開を図る事業に取り組む場
合
●対象事業
・賑わい創出事業：地域交流
型事業(市外地域との交流
を含む)
・販売促進事業：商店街へ来
街し、消費を促進させるた
めの事業
・情報化促進事業：新しい街
の魅力を創造し、市民への
情報発信を行う事業
・顧客サービス強化事業：時
代のニーズに応える商店街
づくりのための事業
・コミュニティ機能強化事
業：商店街と地域住民の交
流を増加させる事業
●交付金の上限額
・21店舗以上：40万円
・11〜20店舗：30万円
・3〜10店舗：20万円
●その他
・交付金の交付は、当該年度
につき1団体1事業としま
す。
・交付申請書提出順に受け付
け、予算の範囲内で交付し
ます。
・交付申請書に、団体の概
要、事業計画書、事業経費
計画書、構成員名簿、その
他市長が必要と認める書類
を添付してください。また
事業完了後30日以内に実
績報告書を提出してくださ
い。
・詳細はお問い合わせくださ
い。
商工観光課
(0771)68-0050
kankou@city.nantan.lg.jp

貸出備品に関する情報を
募集します
南丹市、南丹市社会福祉協
議会、南丹市まちづくりデザ
インセンターでは、市民団体
の皆さんがお持ちの「貸出で
きる備品」や「講師人材」を

=ホームページアドレス

=郵便番号

カタログにし、相互支援を推
進していくための事業「ひと
ものクロス」の準備をしてい
ます。
今年度は「貸出できる備
品」を取りまとめたリストを
共有できるよう、備品情報を
募集しています。
●募集期間 12月28日(木)
※取りまとめのため、一次締
め切りを設けています。
●応募方法 情報提供シート
に品名、貸出条件などを記
入の上、提出してくださ
い。
※情報提供シートはNPO
法人テダスホームページ
(http://tedasu.com/
cross.html)からダウン
ロードできます。
※詳細はお問い合わせくださ
い。
地域振興課
(0771)68-0019
南丹市まちづくりデザイン
センター
(0771)68-3555

相談会
南丹市無料法律相談会の
お知らせ
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】
●日程・場所 ①12月6日
(水)園部公民館3階小研修
室、②12月19日(火)市役
所日吉支所3階第１会議室
●時間 いずれも午後1時〜
4時
●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

第285号
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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
12月9日(土)

12月22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)

12月25日(月)
12月26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

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12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

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を通して、自立を支援します。【無料】
●日程 12月14日(木)、平成30年1月11日(木)
●時間 いずれも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 相談日の3日前までに、電話でお申し込みくださ
い。
子育て支援課
(0771)68-0017

多重債務無料法律相談のご案内
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。まずはお問い合せください。【無
料】
●日時 12月26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 12月25日(月)午後4時までに、電話でお申し込み
ください。
平成29年
（2017年）11月24日発行

子育て支援(催し)
みんなおいでよ−！を開催
します

行政相談委員による定例相談所を開設します
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※他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
京都府南丹広域振興局商工
労働観光室
(0771)23-4438

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14日(木)
午前9時30分〜正午
●場所 南丹市社会福祉協議
会八木事務所
●内容 クリスマスとおもち
つき大会(みんなでおもち
つきをしよう。プレゼント
もあります)
●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
していただく地域の皆さ
ん。
●持ち物 マイ皿、マイ箸、
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
に支援ルームを開放します。
【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

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

託児付きカフェよっとい
でのお知らせ(１２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。今月はみんなでクリスマ
ス会を開催します。
●日時 12月16日(土)
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12日(火)
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

寄せ植え講習会を開催し
ます
市内在住のひとり親家庭・
寡婦の方を対象に、皆さんの
交流と生活支援のために講習
会を開催します。
●日時 12月17日(日)
午前10時〜正午
●場所 日吉町生涯学習セン
ター
※園部・八木方面から送迎バ
スを用意します。ご利用の
方は申し込み時にご連絡く
ださい。
●参加費 500円(1人あた
り)
●申込方法 12月1日(金)ま
でに、母子寡婦福祉会会員
は、各支部長までお申し込
みください。会員外の方は、
申込用紙(問合せ先に備え
付け)に必要事項を記入の
上、お申し込みください。
●その他 持ち物は特に必要
ありませんが、当日は屋外
=メールアドレス

での作業となりますので、
暖かい服装でお越しくださ
い。
●主催 南丹市母子寡婦福祉
会
子育て支援課
(0771)68-0017
各支所市民生活課
八木(0771)68-0022
日吉(0771)68-0032
美山(0771)68-0041

子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」(１２月)
＜各ひろば共通事項＞
※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。
＜冬休みのお知らせ＞
次の期間、各ひろばと
「seedbase(シードベー
ス)」は休みます。
●期間 12月27日(水)〜平
成30年1月8日(月・祝)
＜八木ひろば＞
●日時 毎週月・火・水・金
曜日の午前10時〜午後3時
※毎月第1月曜日の午前は休
みます。
※水・金曜日の午後3時〜
6時まで、八木防災セン
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。
●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)
※車でお越しの方は、市役所
八木支所に駐車してくださ
い。

=ホームページアドレス

=郵便番号

＜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
＜絵本の日＞【無料】
「絵本はまだ早いかな」と
悩むお父さんやお母さんに向
けて、絵本好きのスタッフが
親子の時間を作るきっかけに
なる本を紹介します。
●日程 八木ひろば：12
月13日(水)、園部ひろば
(横田公民館)：12月14日
(木)、美山ひろば：12月
14日(木)、日吉ひろば：
12月19日(火)
●時間 いずれも午前11時
〜11時30分
※美山ひろばは午後1時〜1
時30分
＜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
を設定します)
●日程 日吉ひろば：12月
5日(火)、美山ひろば：
12月14日(木)、八木ひろ
ば：12月15日(金)
●時間 いずれも午前10時
15分〜正午
●参加費 300円
●定員 7組(先着順)
●申込方法 事前に電話でお
申し込みください。
NPO法人グローアップ
080-3857-8119
第285号

5

よっといでひろば冬季休
止のお知らせ
毎月第2水曜日に旧平屋小
学校で「よっといでひろば」
を開設していますが、12月
〜平成30年2月の冬季期間は
休みます。ご理解のほど、よ
ろしくお願いします。
みやま子育てパートナーズ
「よっといで」
090-5061-9756

催し
健康プール教室の参加者
を募集します
生活習慣病を予防し健康な
生活を送っていただくため、
健康プール教室の参加者を募
集します。温水プールでの水
中運動で、楽しみながら運動
習慣を身に付けましょう。
＜しっかりコース＞
●開催日 毎週火曜日
●対象者 健康プール教室の
経験者およびしっかり運動
したい方でおおむね40歳
～64歳の方
＜ぼちぼちコース＞
●開催日 毎週金曜日
●対象者 おおむね40歳～
74歳の未経験者およびお
おむね65歳～74歳の方
＜共通事項＞
●開催期間 平成30年1月～
3月
●時間 午後2時～2時55分
●場所 スプリングスひよし
温水プール
●定員 若干名
●内容 水中ウオーキング、
アクアビクスほか
※教室途中でのコース変更は
できません。
●費用 650円/回(プール利
用料)
※その都度お支払いくださ
い。
※スプリングスひよし温水
6
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プールのSSクラブ会員証
をお持ちの方は、利用いた
だけます。
●指導者 スプリングスひよ
しインストラクター
●申込方法 12月11日(月)
までに、電話でお申し込み
ください。
※できるだけ、毎回ご参加い
ただける方がお申し込みく
ださい。
※申し込み多数の場合は、初
めての方を優先させていた
だきます。結果は郵送でお
知らせします。
●その他 現在、何らかの疾
患で治療を受けている方
は、必ず主治医に相談の
上、許可を得てください。
保健医療課
(0771)68-0016

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。
＜グラウンド・ゴルフのつど
い＞
●日時 12月1日(月例大
会)、8日、15日、22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)
＜エンジョイテニス(夜の部)
＞
●日時 12月4日、18日(各
月曜日) 午後6時～9時
●場所 テニスコート
●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 12月6日、13日、
20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

＜太極拳教室＞
●日時 12月8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 12月12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 12月12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)
＜エンジョイテニス(昼の部)
＞
●日時 12月20日(水)
午後1時30分～5時
●場所 テニスコート
●参加費 300円(当日受付)
●対象 18歳以上
＜天文教室＞【要申込】
●日時 12月23日(土・祝)
午後7時～9時
●場所 丹波天文館
●内容 月や冬の星座などを
観望
●参加費 300円
●定員 50人
●申込方法 12月22日(金)
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

=申込・問合せ先

=電話番号

=FAX番号

第９回美山福祉のつどい
を開催します
障害者福祉や高齢者福祉へ
の関心や理解を深める機会
と、障がい者や高齢者が主役
で元気になる取り組みとして
開催します。
●日時 12月2日(土)
開場：午前10時
●場所 美山文化ホール
●内容
＜午前の部＞ 午前10時〜
・展示コーナー
・体験コーナー
・販売コーナー
＜午後の部＞ 午後1時〜
・ステージ発表
小・中学生の体験、意見発
表、サークル発表など
・講演
高齢者の笑顔をつくる体操
のおにいさん 「 ご ぼ う 先
生」こと簗瀬寛(やなせひ
ろし)さんのトークを交え
た健康体操
美山福祉のつどい実行委員
会事務局(南丹市社会福祉
協議会美山事務所内)
(0771)75-0020

ほんきで森林・林業の未
来を語るワーク参加募集
南丹・京丹波の森林・林業
の未来について本気で語る
ワークショップを開催しま
す。日頃、森林・林業につい
て感じていることや、疑問に
ついてみんなで話し合ってみ
ませんか。
●日時 12月3日(日)
午後1時30分～4時
●場所 南丹市国際交流会館
イベントホール
●対象 森林・林業について
興味のある方ならどなたで
も
●申込方法 事前に、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。
=メールアドレス

※当日参加も可能です。
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

まちの保健室開設のお知
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 ①12月5日(火)、②
12月19日(火) いずれも午
後1時30分～3時
●内容 ①快眠のための相談
とリラクセーション体験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

おとなの読書会を開催し
ます
美山図書室では、大人の方
を対象にした読書会を開催し
ています。楽しい時間を共有
しませんか。
●日時 12月7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 おすすめの本
美山図書室
(0771)68-0046

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。

=ホームページアドレス

=郵便番号

●日時 12月9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、鯖(巻き)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、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。
●その他 今年度最後の開催
です。あなたも出店してみ
ませんか。(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

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 ①12月15日(金) 午
前10時〜11時30分、②
12月21日(木) 午前10時
30分～正午
●場所 日時①こむぎ山健康
学園、日時②地域活動支援
センターそよかぜ美山
●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

第285号
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冬のお楽しみ会を開催し
ます
クリスマスを前に、部屋を
飾るフラッグ状のガーランド
を作りませんか。【無料】
●日時 12月16日(土)
午前10時～
●場所 南丹市立中央図書館
●定員 20人(未就学児は保
護者同伴)
●申込方法 事前に電話でお
申し込みください。
中央図書館
(0771)68-0080

南丹市園部女性の館講座
のご案内
物作りをとおした出会いと
触れ合いの場づくりを目的に
講座を開催します。初めての
方も大歓迎です。
＜お正月用フラワーアレンジ
メント＞
●日程 12月27日(水)
●場所・時間 美山文化ホー
ル1階会議室：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 20人
●運営協力金 3,000円(材
料費含む)
●申込方法 12月15日(金)
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

日吉町生涯学習センター
茶道教室の受講生募集
本格的な茶道を学びません
か。お気軽にご応募くださ
い。
●日時 平成30年1月23日
～3月20日の毎週火曜日
(2月27日を除く全8回) 午
後1時30分～3時
●場所 日吉町生涯学習セン
8
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ター和室
●内容 茶道の基礎を学びま
す。
●講師 茶道サークル「和
楽」(日吉町)
●費用 1,000円(1回あた
り)
●対象 市内在住、在勤、在
学の18歳以上の方
●定員 20人(先着順)
●申込方法 12月15日(金)
までに、氏名、住所、年
齢、電話番号を、電話また
はFAXでお申し込みくださ
い。
●その他 都合により、日程
を変更する場合がありま
す。また、申込人数が少数
の場合は、開催しないこと
があります。
日吉町生涯学習センター
(0771)72-3300
(0771)72-3311

国際青少年研修協会から
のお知らせ
＜春休み海外研修事業＞
体験をとおして国際感覚を
養う事を目的に実施します。
一人で参加される方や、はじ
めて海外へ行かれる方が７割
以上です。仲間作りからサ
ポートしますので、安心して
ご参加ください。
●日程 平成30年3月22日
(木)～4月4日(水) 6～10
日間
●場所 英国、カナダ、サイ
パン、ニュージーランド、
フィリピン、カンボジア
●内容 ホームステイ、英語
研修、文化交流、地域見
学、野外活動など
●対象 小学3年生～高校3
年生
●参加費 22.8～45.8万円
※コースにより、日程や内
容、対象、参加費などが異
なります。

公益財団法人国際青少年研
修協会
(03)6417-9721
info@kskk.or.jp
http://www.kskk.or.jp
141-0031 東京都品川区
西五反田7-15-4 第三花田
ビル4階

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
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
＜ウオーク①＞
●日時 12月1日(金)
午前10時〜
●場所 知井会館前集合
＜ウオーク②＞
●日時 12月2日(土)
午前9時〜
●場所 大野ふれあい館前集
合
＜バドミントン＞
●日時 12月4日(月)
午後8時〜
●場所 美山中学校
＜インディアカ＞
●日時 12月6日(水)
午後8時〜
●場所 旧鶴ケ岡小学校
＜よさこい＞
●日時 12月9日(土)
午後8時〜
●場所 旧平屋小学校
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

南丹市シティプロモーションロゴマークをご活用ください。
南丹市では、シティプロモーション ※の取り組みを統一性・一貫性を持たせて進めるために、
キャッチコピーを「Ｕターン Ｉターン なんたーん」とし、これらを発信していくためにロゴ
マークを定めています。
皆さんに広くご使用いただくため、使用にあたってのガイドラインを定めていますので、趣旨を
ご理解の上、積極的にご活用ください。
※シティプロモーションとは、地域の皆さんの市への愛着度の形成と、南丹市の知名度の向上を図
る取り組みです。
【キャッチコピーについて】
「Ｕターン

Ｉターン

なんたーん」

「なんたん」の響きを生かしながら、「住む場所」として南丹市を知ってほしい、覚えてほし
い、訪れて欲しい、という意味を込めています。また、「なんたーん」の「たーん（ターン・
turn）」には、次の３つの意味が込められています。
①ＵＩＪターンする、移住・定住を意味する「TURN」
②訪れれば心が癒され気持ちがかわるということを意味する「TURN」
③南丹市を周遊する、観光を意味する「TURN」
【ロゴマークについて】
使用にあたっては、どなたでも自由に無料でご使用いただくことができます。
使用する前に「南丹市シティプロモーションロゴマーク使用届」を持参、郵送、FAX、Eメール
のいずれかで、定住・企画戦略課へ提出してください。
ガイドライン、ロゴマーク使用届およびロゴマーク(JPG形式、PNG形式)は、市ホームページに
掲載しています。
イラストレーター（AI形式）の画像データが必要な方は、定住・企画戦略課までお問い合わせ
ください。

〈移住定住促進型〉

〈基本型〉

・ロゴマークの色は、基本色以外にも色を変えて利用することができます。
・＜基本形＞に言葉を追加して利用することができます。
※詳細はガイドラインをご確認ください。
定住・企画戦略課
(0771)68-0003
(0771)63-0653
kikaku@city.nantan.lg.jp

=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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★殿田小学校
英語宿泊学習

協働スイッチＯＮ！

城南保 0・1・2歳児運動会 殿田小学校 英語宿泊学習

図書館だより １２月の新刊案内

協働スイッチＯＮ！

ＪＡトピックス
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ウェン
ズデー
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もぎたてウェンズデー
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すこ
やか

城南保 0・1・2歳児運動会 殿田小学校 英語宿泊学習
協働スイッチＯＮ！

図書館だより １２月の新刊案内
市民の情報ひろば
ウェン
ズデー

もぎたてサタデー

もぎたてウェンズデー

城南保 0・1・2歳児運動会 殿田小学校 英語宿泊学習

すこやか学園 運動会
もぎたてウェンズデー

もぎたてサタデー

ＪＡトピックス

ＪＡトピックス
日吉中央保育所 運動会

すこやか学園 運動会

城南保 0・1・2歳児運動会 殿田小学校 英語宿泊学習

図書館だより １２月の新刊案内

ＪＡトピックス

ＪＡトピックス

もぎたてサタデー

もぎたてウェンズデー

ＪＡトピックス

子育て広場 「運動会あそび」 園部老人クラブ運動会

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

もぎたてウェンズデー

週報ほか
子育て広場 「運動会あそび」 園部老人クラブ運動会
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★城南保育所
0・1・2歳児運動会

市民の情報ひろば
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00

ウェンズデー
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もぎたてサタデー

ウェンズデー

金

★もぎたてニュース

図書館だより １２月の新刊案内

すこやか学園 運動会

日吉中央保育所 運動会
ウェンズデー

木

★協働スイッチON！

サタデー

週報ほか

国語29-②

日吉中央保育所 運動会

英語29-⑤

すこやか学園 運動会

国語29-③

◇南丹市情報センター
(0771)63-1777
【発行】南丹市情報政策課

日

月

もぎたてウェンズデー

火

数学25-⑤

英語29-①

城南保 0・1・2歳児運動会 殿田小学校 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
土

協働スイッチＯＮ！

図書館だより １２月の新刊案内

数学24-④

もぎたてサタデー

ウェンズデー

30

金

10

ウェンズデー

もぎたてサタデー

ウェンズデー

水

15

ＪＡトピックス

運動会

ＪＡトピックス

ＪＡトピックス

火

★もぎたてニュース

週報ほか

老人
クラブ

月

12月の新刊案内

地域の方との交流

子育て広場 「運動会あそび」

00
00

日

★図書館だより

★すこやか学園

日吉中央保育所 運動会

00

30

10 11 12 13 14

土

★もぎたてニュース

サタデー

★園部保育所

ウェンズデー

9

金

子育て広場 「運動会あそび」 園部老人クラブ運動会

30

00

木

議員一般質問

30

8

ＪＡトピックス

議員一般質問

14

7

運動会

議員一般質問

00

水

運動会

30
00

火

★日吉中央保育所

00

30

月

6

★もぎたてニュース

もぎたて
ウェンズデー

30

00

5

★園部老人クラブ連合会

ＪＡトピックス

00
00

土
日
子育て広場
「運動会あそび」

少年サッカー大会
じゅういちくん杯

13

30

4

南丹市議会④

12

00

3

南丹市議会③

11

30

2

南丹市議会②

10

00

金

初回放送

もぎたてウェンズデー

市民の情報ひろば
水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

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。

