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お知らせ

園部公民館の大規模改修
工事にご協力を
　園部公民館の耐震補強・大
規模改修工事を実施していま
す。工事期間中、皆さまには
大変ご迷惑をお掛けします
が、何卒よろしくお願いしま
す。
●工事期間　
　令和3年2月28日まで
●工事箇所　園部公民館
※�工事期間中は、公民館敷地
内に現場事務所や資材置き
場を設置します。また、敷
地の入り口から工事車両が
出入りします。安全確保の
ため、交通誘導員を配置し
ますが、通行の際にはご注
意いただきますようよろし
くお願いします。
●�工事業者　松村組・平和建
設特定建設工事共同企業体

問社会教育課
TEL（0771）68-0057　
FAX（0771）63-2850　
�be-syakai@city.nantan.
lg.jp

指名手配被疑者の検挙に
ご協力を
　全国では、約630人の指名
手配被疑者が逃亡中です。特
徴の似ている人を見かけた
ら、迷わず警察に通報してく
ださい。
　指名手配被疑者は、京都府
警察ホームページでご覧にな
れます。
問京都府南丹警察署
TEL（0771）68-0110
HP�https： //www.pref.kyoto.
jp/fukei/site/sousa/keiki/
index.html

年末の交通事故防止府民
運動について
　「年末の交通事故防止府民
運動」が実施されます。
　これを機会に、家庭や学校、
職場などで交通安全について
話し合っていただき、交通
ルールの遵守と正しい交通マ
ナーの実践をお願いします。
●�運動スローガン　「古都の
暮れ　気遣う心と　待つゆ
とり」
●�実施期間　12月1日（日）〜
12月20日（金）
●運動重点　
・�夕暮れ時における歩行者の
交通事故防止
・二輪車の交通事故防止
・飲酒運転の根絶
問危機管理対策室　
TEL（0771）68-0021　

美山かやぶき美術館冬季
休館のお知らせ
●�冬季休館期間　12月2日（月）
〜令和2年3月19日（木）
※�3月は、20日（金・祝）、21日
（土）、22日（日）、28日（土）、
29日（日）を開館し、4月1日
より通常開館となります

※�団体（10人以上）のご予約
があった場合も開館いたし
ます

問美山かやぶき美術館
TEL（0771）75-1777�
（休館中は、宮島振興会へ
�TEL（0771）75-5100）

国籍事務の取扱庁の変更
について
　南丹市に住所を有する外国
人の方で日本国籍の取得（帰
化・国籍取得）を希望される
方、または、重国籍の方で日
本国籍の離脱を希望される方
については、これまで京都地
方法務局園部支局で手続きし
ていましたが、令和2年1月6
日（月）以降は、京都地方法務
局戸籍課において取り扱うこ
とになりました。
問�京都地方法務局戸籍課国籍
係　

TEL（075）231-0207
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小規模企業共済制度のご
案内
　小規模企業共済制度は、国
がつくった、安心でお得な制
度です。商工会、金融機関な
どで加入手続きできます。
＜特徴＞
・�掛金は全額所得控除できま
す。
※�月々の掛金は1,000円〜
70,000円で自由に設定可
能
・�経営者の退職金として受け
取れます。
※�共済金の受け取り時にも税
制メリットがあります
　�詳しくはインターネットで
「小規模共済」と検索してく
ださい。

問（独）中小企業基盤整備機構
TEL050-5541-7171�

相談会

行政相談委員による定例
相談所を開設します
　総務省では、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。
●�日時　12月10日（火）�午後
1時30分〜3時30分
●�場所　市役所3号庁舎2階
第2会議室

問�総務省　京都行政監視行政
相談センター　行政監視行
政相談課

TEL（075）802-1188
問総務課
TEL（0771）68-0002　

「特設人権相談」開設の
お知らせ
　さまざまな人権問題に関わ
る悩みの相談に、南丹市人権
擁護委員が応じます。
　お気軽にご相談ください。
【要申込】
●日時　12月10日（火）
　午後1時30分〜4時　
●場所　八木公民館
●�申込方法　電話でお申し込
みください。

問京都地方法務局園部支局　
TEL（0771）62-0208

12月のなんでも相談日の
お知らせ
　南丹市が委嘱している身体
障害者・知的障害者・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
悩みや不安を相談員に相談し
てみませんか。
●日程・場所
・�12月20日（金）午後1時〜
3時　園部まごころステー
ション陽だまり
・�12月21日（土）午後1時〜3
時　そよかぜ美山
・�12月23日（月）午後1時〜3
時　そよかぜ八木
・�12月24日（火）午後1時〜3
時　そよかぜ日吉（おいで
家）

問社会福祉課　
TEL（0771）68-0007

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。まずはお問合せくだ
さい。【要申込】
●�日時　12月24日（火）午後
5時〜6時30分（1人30分
以内）
●場所　国際交流会館　
※�相談会場が変更になりまし
た。ご注意ください。
●�申込方法　12月23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
ご案内しています。まずは
ご相談ください。

問�南丹市消費生活相談窓口
（商工課内）　
TEL（0771）68-0100
問�南丹広域振興局商工労働観
光室　

TEL（0771）23-4438

子育て支援（催し)

「子どもの居場所と大人
の関わり方」講演会開催
　課題を抱える子どもに対す
る支援を考えるきっかけとな
る講演会を開催します。
●�日時　12月13日（金）午前
10時〜11時
●�場所　国際交流会館コスモ
ホール
●�演題　子どもの居場所と大
人の関わり方ー豊かな関係
づくりと自立に向けてー
●�講師　大阪市立大学大学院
経済学研究科　教授　福原
宏幸さん

問京都府南丹保健所福祉室　
TEL（0771）62-0361



第333号 3問＝申込・問合せ先　TEL＝電話番号　FAX＝FAX番号　　　　　　　　　 ＝メールアドレス　HP＝ホームページアドレス　〒＝郵便番号・住所

子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」（12月）
＜各広場共通事項＞
※�各ひろばとも、南丹市全域
から参加できます。【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＞
　各ひろばとseedbaseはお
休みします。
●�期間　12月27日（金）〜1
月5日（日）
＜八木ひろば＞
●�日時　毎週月〜金曜日、第
3土曜日の午前10時〜午後
3時
●�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）
※�12月2日（月）は午前中お休
みします。
※�毎週月・水・金曜日の午後
3時〜午後6時、コミュニ
ティスペース「気になる木
JUJU」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。
※�車でお越しの方は市役所八
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
●�場所　美山保健福祉セン
ター

※�12月9日（月）は南丹市立美
山中学校でひろばを開催し
ます。（11月から毎月第2月
曜日開催としてスタートし
ました）
＜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、第3木曜日は
園部南部コミュニティセン
ター、第2、第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。
○美山ひろば　12月5日（木）
○�日吉ひろば　12月10日（火）
○�八木ひろば　12月18日（水）
○�園部ひろば（園部南部コ
ミュニティセンター）　12
月19日（木）
※午前11時〜11時30分
＜託児付き講座「外カフェ」＞
【要申込】
　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）
○�園部ひろば（園部南部コ
ミュニティセンター）　12
月5日（木）
○�美山ひろば　12月19日（木）
●�時間　午前10時15分〜正
午　※先着7組
●参加費　300円
＜クリスマスパーティ＞
　みんなでクリスマスを楽し
みましょう。どなたでも参加
できます。
●�日時　12月14日（土）　午
前10時〜11時30分（受付
午前9時30分〜）
●�場所　八木農村環境公園
「氷室の郷」田園ホール
●�内容　サンタからのプレゼ
ント、スペシャルゲストの
登場など

●�参加費　子ども（中学生以
下）1人　300円（同伴の保
護者は無料）、大人のみ1
人500円
●�申込方法　事前に電話でお
申し込みください。（当日参
加も可能）
＜ボディケア＞【要申込】
　出産でダメージを受けた骨
盤底筋を放っておくとさまざ
まなトラブルになりかねませ
ん。まずは自分の骨盤の状態
を知って、ケアを始めましょ
う。
●�日時　12月20日（金）　午
前10時〜正午　※先着7名
（託児付き）
●�場所　コミュニティスペー
ス「気になる木JUJU」
●�講師　女性専用ボディセラ
ピスト　安藤　智華子さん
●�対象　概ね産後6カ月くら
いの産婦の方
●参加費　700円
＜マタニティ　カフェ＞
　長いようで短いマタニティ
ライフ。同じ気持ちで、同じ
地域で、同じ時間を過ごして
いる人と情報を共有できるっ
て素敵ですね。楽しく、お茶
をしながら、お話しして気分
転換しませんか。
●�日時　12月21日（土）　午
前10時30分〜正午
●�場所　コミュニティスペー
ス「気になる木JUJU」
●対象　妊娠中の方
●参加費　300円
＜スローエイジング＞
【要申込】
　ヨガで身体の状態を感じ、
リンパマッサージ・ツボを用
いて内臓を温めます。肩こり・
冷え・月経痛・産後の不調・
更年期症状など、女性の心と
身体を整える講座です。最後
にはリラクゼーションタイム
があります。
●日時　12月23日（月）　

≪裏面につづく≫
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・�午前の部：午前10時〜11
時30分　
・�午後の部：午後1時〜2時
30分　※各8名（先着順）
●�場所　コミュニティスペー
ス「気になる木JUJU」
●�講師　女性専用ボディセラ
ピスト　安藤　智華子さん
●�対象　どなたでも参加でき
ます
●�参加費　1,500円、託児付
き2,000円
＜親子で食について学ぼう＞
【無料】
　食について一緒に学んでみ
ませんか。どなたでも参加で
きます。
●日時　12月21日（土）　
　午前10時30分〜正午
●�場所　コミュニティスペー
ス「気になる木JUJU」

問NPO法人グローアップ　
TEL080-3857-8119

「みんなおいでよ−！」を
開催します
　「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、お友達になって楽し
く遊びましょう。
●�日時　12月12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、サンタさんから
プレゼントがもらえます。
つきたてのおもちをみんな
で食べましょう。
●�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　お茶、マイ皿、マ
イ箸、手拭きタオル
●参加費　300円
問�子育て支援ボランティア
「すくすくやぎっこ」
TEL090-7486-1735

催し

認知症カフェおよび多国
山シアターを開催します
＜11月30日（土）＞
●時間・内容
・午前11時〜午後3時
　�認知症カフェ「ちょっと
いっぷく」、午後からイベ
ント開催
＜12月18日（水）＞
●時間・内容
・午後1時30分〜3時
　�多国山シアター（映画上映
会）
＜12月21日（土）＞
●時間・内容
・午前11時〜午後3時
　�認知症カフェ「ちょっと
いっぷく」クリスマス会
＜共通事項＞
●�場所　アイリス福祉会　地
域交流多国山ホール
●�費用　映画上映会は無料、
認知症カフェは飲み物代の
み

問（福）アイリス福祉会業務課
TEL（0771）43-0228

健康づくり教室を開催し
ます
●�日時　12月11日、25日（各
水曜日）午前10時〜正午
●�場所　五ケ荘地域活性化セ
ンター（森の学び舎　五ケ
荘）
●�内容　健康体操、健康教室、
福祉・介護に関する相談、
サロン
※事前申し込みは不要です。
問住みよいむらづくり協議会��
TEL（0771）73-0605

美山図書室「冬のクラフ
ト教室」を開催します
　年賀状に使える、消しゴム
はんこを作りませんか。
●�日時　12月1日（日）午後1
時〜3時
●場所　美山図書室
●対象　小学3年生以上の方
●定員　15人（先着順）
●�持ち物　カッターナイフも
しくは彫刻刀
●�申込方法　事前に美山図書
室へお申し込みください。

問美山図書室　
TEL（0771）�68-0046

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
いひと時を過ごしませんか。
　12月はクリスマスバー
ジョンで行います。
●�日時　12月1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　　
※小学生以下は無料
問わっかっか!
TEL080-9753-9402
�wakkakka.2014@gmail.
com

「寄せ植え教室」の開催に
ついて
　家庭で楽しめる冬の花々を
生かした「寄せ植え」の教室を
開催しますので、ガーデニン
グの第一歩として参加してみ
ませんか。
●�日時　12月7日（土）第一部
午後1時〜、第二部　午後
2時〜
●場所　道の駅京都新光悦村
●費用　3,000円
※�花苗・土代含む、当日徴収、
鉢については別途800円
●定員　各10名（先着順）
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●�講師　園部町「花」友の会会
員
●�申込方法　電話でお申し込
みください。

問�園部町「花」友の会事務局
（農業推進課内）
TEL（0771）68-0060

冬のお楽しみ会「クリスマ
スポシェットを作ろう」
　冬のおはなしの読み聞かせ
と、「クリスマスポシェット」
作りを楽しみましょう。
●�日時　12月15日（日）午前
10時から
●場所　中央図書館
●�定員　20人（未就学児は保
護者同伴）
●�申込方法　12月10日（火）
までに来館または電話でお
申し込みください。

問中央図書館　
TEL（0771）68-0080

南丹市園部女性の館講座
のご案内
　お正月用フラワーアレンジ
メントを作ります。物作りを
通した出会いと触れ合いの場
にもなりますので、ぜひご参
加ください。
●日程　12月27日（金）　
●�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　森谷万知子さん
●定員　20人
●�運営協力金　3,000円（材
料費含む）
●�申込方法　12月13日（金）
までに電話で申し込みくだ
さい。

問�園部女性の館運営委員会
（園部女性の館内）
TEL（0771）63-2986

第4回なんたん音楽フェ
スティバルを開催します
　市内の音楽サークルや学校
の児童など、さまざまな団
体が出演する「なんたん音楽
フェスティバル」を開催しま
す。
●日時　12月14日（土）開場
　�午後0時30分　開演　午後
1時
●�会場　日吉町生涯学習セン
ター
●�出演団体　南丹市立園部第
二小学校、南丹市立園部第
二小学校PTA和太鼓サー
クル「小山太鼓」、南丹市立
園部小学校ふれあい太鼓、
小山太鼓　響、黒もぐらカ
ルテット、らべんだ〜ず・
オカリナ・アンサンブル、
ハモルナイツ、美山オカリ
ナアンサンブルぐーす、日
本よし笛の会・京都美山支
部、南丹市立八木西小学校、
どるちぇの家、美山民謡会、
オカリナみるおん、ブルー
ジャケット芦田、大三元

問社会教育課
TEL（0771）68-0057　　

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。
　今回は、今年も1年ありが
とうプレゼント企画をご用意
してお待ちしています。
●日時　12月14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、さば（巻き）寿
司、手づくり弁当、ちらし
寿司、うどん、ピザ、パン、
コーヒー、あみがさ団子、
たこ焼き、大判焼き、駄菓

子、美山特産品、漬物、布
製品、各種手づくり品、婦
人服販売など
※�内容は当日変更になる場合
があります

問�風の市を盛り上げる会　
　代表　松崎祐紀代　
TEL090-6961-1021

第4回南丹市文化協会作
品展の開催について
　南丹市文化協会の登録団体
などが日頃の取り組みの成果
として、さまざまな作品を展
示する作品展を開催します。
南丹市内で活動されている団
体の展示をぜひご覧くださ
い。
●�日時　11月30日（土）午前
9時〜12月15日（日）午後5
時
●�場所　日吉町生涯学習セン
ター
●�出展作品　書道、写真、俳
句、短歌、絵画など

問社会教育課　
TEL（0771）68-0057

京都中部総合医療
センター健康フォーラム
●�日時　12月14日（土）　
　午後2時〜4時
●�場所　ガレリアかめおか
2F大広間
＜一般講演＞
●�内容　京都中部総合医療セ
ンターの医師、薬剤師、理
学療法士が、「明日に活かせ
る健康術」をお届けします。
　
＜特別講演＞
●�内容　「がんばらない」けど
「あきらめない」〜命を支え
るということ〜
●�講師　諏訪中央病院　　
　鎌田實　名誉院長
問�京都中部総合医療センター�
総務課

TEL（0771）42-2510
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日吉図書室「大人の工作
会　part2」
　折り紙や和紙で「オリジナ
ルポチ袋や箸袋」を作ります。
　都合の良い時間に日吉図書
室にお越しください。
●�日時　12月3日（火）〜6日
（金）午前10時〜正午、午
後2時〜4時
●場所　日吉図書室　
●作成時間　30分程度
問日吉図書室　
TEL（0771）68-0036

丹波自然運動公園から
お知らせ
＜エンジョイテニス（夜の部）
＞
●�日時　12月2日（月）、16日
（月）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
＜グラウンド・ゴルフのつど
い＞
●�日時　12月6日（月例大会）、
13日、20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）
＜障がい者スポーツのつどい
＞
●�日時　12月10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
チャなど
●参加費　無料（当日受付）
＜太極拳教室＞
●�日時　12月13日（金）午後
2時〜4時
●場所　旧宿泊所　会議室
●内容　太極拳の基礎を学ぶ
●参加費　500円（当日受付）
●定員　30人

＜エンジョイテニス（昼の部）
＞
●�日時　12月4日、11日、
18日（各水曜日）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
※�当日受け付けの事業は申し
込み不要です。

問丹波自然運動公園
TEL（0771）82-1045
FAX（0771）82-0480
�kouen@kyoto-tanbapark.
or.jp

〒�622-0232　京都府船井郡
京丹波町曽根崩下代110-7

美山地域情報

みやまスポーツクラブ
「スポーツのつどい」
　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＞
●日時　12月5日（木）�
　午後8時〜
●�場所　美山保健福祉セン
ター
＜ウォーク＞
●日時　12月7日（土）�
　午前9時〜
●�場所　美山かやぶき美術館
駐車場集合
＜よさこい＞
●日時　12月14日（土）�
　午後8時〜
●�場所　平屋地域活性化セン
ター
＜親子リトミック＞
●日時　12月15日（日）�
　午前10時〜
●�場所　平屋地域活性化セン
ター

問�みやまスポーツクラブ事務
局（社会教育課美山担当内）

TEL（0771）68-0044

　南丹市ではスマートフォ
ン、携帯電話、パソコンな
どのメール機能を活用した
情報配信サービスを行って
います。登録は送信アドレ
ス宛てに空メールを送信い
ただき、返信されたメール
に従い手続きをお願いしま
す。
※�迷惑メールの受信拒否設
定などをされている方
は、空メール送信前に送
信元メールアドレスの受
信許可を行ってくださ
い。
＜子ども安心メール＞
　市内の幼児や小中学生な
どの保護者向けに不審者や
危険動物の出没などの情報
を配信します。
●空メール送信先
�touroku.nantan-edc@
raiden.ktaiwork.jp

　QRコード

●受信許可が必要なアドレス
�nantan-edc@raiden.
ktaiwork.jp
＜なんたんメール＞
　南丹市に関係する各種警
報、大雨情報、竜巻注意報、
土砂災害警戒情報、震度3
以上の地震情報などが発表
された場合、メール配信さ
れます。
●空メール送信先
info.nantan-city@raid
　en.ktaiwork.jp

　QRコード

●受信許可が必要なアドレス
�nantan-c i ty@raiden.
ktaiwork.jp

問情報課
TEL（0771）68-0066

南丹市メール配信サービ
スにご登録ください
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南丹市公衆無線LANサービス「Nantan Free Wi-Fi」をご利用ください

　南丹市では、大規模な災害などの発生時にも市民の方々の安心・安全をより確実に確保でき
る取り組みとして、避難所や観光地へ公衆無線LAN（Wi-Fi）環境を整備しています。
　災害時には、スマートフォンなどの端末により、避難所や災害現場から安否確認や必要な生
活情報などの情報収集や情報発信が可能となります。また平常時は、施設利用者や観光客が簡
単にインターネットを利用することができます。
●�利用場所　利用できる施設は、市役所や学校施設、観光施設など全47拠点で、アクセスポイ
ントは96箇所です。「Nantan_Free_Wi-Fi」のステッカーが貼ってある場所でご利用いただけ
ます。
●利用方法
①Wi-Fi機能を持ったスマートフォン、タブレット、パソコンなどで利用できます。
②南丹市公衆無線LANサービス利用規約に、同意した上でご利用ください。
③�利用には「メールアドレスの登録」または「OPEN-ID（Google、Facebook、Twitter、
Yahoo、Weiboサービスのアカウント）でログイン」が必要となります。
④1回あたりの接続時間は30分間で、1日に何度でもご利用いただけます。
⑤30分以上経過または拠点を移動された場合には、再度利用規約に同意が必要となります。
⑥サービス提供時間（利用可能時間）は、午前7時から午後12時までです。
⑦一度登録いただくと、1カ月間は再登録なしで利用いただけます。
●セキュリティなどの留意点
①�本サービスは、誰もが簡単にお使いいただけるよう、無線区間（端末からアクセスポイントま
での区間）の暗号化を行っていません。そのため、悪意を持った利用者がいる場合は、無線区
間の通信内容が傍受され、入力したIDやパスワード、クレジットカード番号などの個人情報
を盗み見される可能性があります。その旨をご理解いただき、利用者自身の責任において本
サービスをご利用ください。
②�本サービスは、青少年の健全な育成などの観点から、インターネット上の有害な情報へのア
クセスを規制する「フィルタリング」を行なっています。
③�災害時など本市が必要と認める際には、サービス提供時間を24時間とし「00000NANTAN」
というSSIDに接続することで無認証（メールアドレスの登録などが不要）、接続回数制限なし
で本サービスが利用できます。
●南丹市公衆無線LAN（Wi-Fi）アクセスポイント設置場所（47拠点）
【�園部地域公共施設】園部スポーツセンター、園部海洋センター、園部公民館、国際交流会館、
中央図書館、文化博物館
【八木地域公共施設】八木公民館
【日吉地域公共施設】日吉町生涯学習センター、日吉町郷土資料館
【美山地域公共施設】美山文化ホール
【�JR駅、バス停留所】園部駅西口広場、日吉駅、胡麻駅、日吉町佐々江バス停、JR八木駅前駐輪場、
コミュニティプラザよしとみ、JR船岡駅前
【観光施設】美山町北地区かやぶきの里集落内
【都市公園など】園部公園、八木運動公園、美山自然文化村
【庁舎】市役所本庁、八木支所、日吉支所、美山支所
【�小学校施設】園部小学校、園部第二小学校、八木西小学校、
�八木東小学校、殿田小学校、胡麻郷小学校、美山小学校
【中学校施設】園部中学校、八木中学校、殿田中学校、
�美山中学校
【�学校跡施設】旧川辺小学校、旧摩気小学校、旧西本梅小学校、
�旧吉富小学校、旧新庄小学校、旧神吉小学校、旧五ヶ荘小学校、
�旧知井小学校、旧平屋小学校、旧鶴ヶ岡小学校、旧大野小学校
�※上記施設の無線通信可能な場所で利用できます。
問情報課　　　TEL（0771）68-0066
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なんたんテレビ（11ch）番組表（令和元年12月1日〜15日）
★は初回放送枠


