
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゼミナールハウスゼミナールハウスゼミナールハウスゼミナールハウスからのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ    

 

＜さをり織り 素敵なスカーフづくり＆ランチ＞ 

●●●●日時日時日時日時 ３月の毎週金・土曜日のうち、いずれか２日間 午前１０時～午後４時 

※連続した日でなくても可能。満員の場合は調整させていただきます。 

●●●●場所場所場所場所 京都府立ゼミナールハウス 

●●●●参加費参加費参加費参加費 ５，０００円（昼食２食付、材料代含）※１日のみの参加は３，５００円 

●●●●指導者指導者指導者指導者 手織り工房「ときわ樹」主宰 呉屋 玲子 さん（京北在住） 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 下記申込・問合せ先に電話でお申し込みください。 

＜春のチャリティー映画鑑賞会「６０歳のラブレター」＞ 

夫から妻へ、妻から夫へ。日本中で交わされた８６，４４１通の愛の実話の映画化。 

●●●●日時日時日時日時 ３月２０日（土）午後１時開場、１時３０分～上映 

●●●●場所場所場所場所 京都府立ゼミナールハウス １階 総合ゼミ室 

●●●●出演出演出演出演 中村 雅俊、原田 美枝子、井上 順、戸田 恵子、イッセー尾形、綾戸 智恵 

●●●●入場料入場料入場料入場料 全額チャリティー基金に寄付します。目安として一般５００円、小・

中・高校生１００円を当日いただきます。 

 

◇申込・問合せ先 京都府立ゼミナールハウス TEL（0771）54-0216 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度伝統文化伝統文化伝統文化伝統文化こどもこどもこどもこども教室募集教室募集教室募集教室募集のごのごのごのご案内案内案内案内    

    
「伝統文化こども教室」は、わが国の長い歴史と伝統の中から生まれ、守り伝え

られてきた伝統文化を、将来にわたって確実に継承し、発展させることを目的とし

て、次代を担う子どもたちに伝統文化を体験・修得する機会を提供するものです。 

●●●●対象対象対象対象となるとなるとなるとなる教室教室教室教室    わが国で継承されてきた伝統文化のうち、子どもが体験・修得

することが適切と認められるもの。（民俗芸能、工芸技術、邦楽、日本舞踊、武道、

茶道、華道、囲碁、将棋、伝統的な子どもの遊び、わらべうた、昔話、地域の年

中行事、伝統的な物づくり、郷土食、歴史、史跡探訪、百人一首など）    

●●●●実施期間実施期間実施期間実施期間・・・・回数回数回数回数    平成２２年５月１日から平成２３年２月２８日までの間で、土・

日曜日や夏休みなどを有効に活用して、継続的・計画的に実施してください。実

施回数は原則として１０回以上とします。 

●●●●開催場所開催場所開催場所開催場所    原則として教室を行う目的・内容にふさわしい文化施設、学校、体育

施設などの公共施設。ただし、地域の実情に応じて、そのほかの施設で行うこと

も可能です。 

●●●●参加者参加者参加者参加者のののの範囲範囲範囲範囲    原則として小学校１年生から中学校３年生までとし、参加人数に

ついては１０人以上の規模で行ってください。なお、参加者は原則１０回以上の

カリキュラムを受講することとします。 

●●●●申請方法申請方法申請方法申請方法    ３月１２日（金）必着で、社会教育課に申請書類を提出してください。

（申請書類などは社会教育課に備え付けてあります） 

    

◇資料請求・問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 

財団法人 伝統文化活性化国民協会  TEL（03）3538-7261 FAX（03）5250-6680 

URL http://www.dentoubunka-kodomo.jp 

丹波自然運動公園丹波自然運動公園丹波自然運動公園丹波自然運動公園からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ    

 

＜天文教室＞ 

●●●●日時日時日時日時 ３月２０日（土）午後７時～９時  ●●●●場所場所場所場所 丹波天文館 

●●●●対象者対象者対象者対象者 小学生以上の方  ●●●●定員定員定員定員 ６０人  ●●●●参加料参加料参加料参加料 ２００円 

●●●●内容内容内容内容 月、土星の観望（雨天の場合はビデオなどで学習） 

＜パターゴルフ大会＞ 

●●●●日時日時日時日時 ３月２１日（日・祝）午前９時～１１時  ●●●●場所場所場所場所 パターゴルフ場 

●●●●定員定員定員定員 ５０人  ●●●●参加料参加料参加料参加料 大人５００円、小中学生３００円 

●●●●内容内容内容内容 １８ホールにより実施 

＜天文教室・パターゴルフ大会の申込方法＞ ３月１日（月）～１６日（火）に、

はがき、ＦＡＸまたはメールで住所、氏名、年齢、電話番号を下記申込・問合せ

先にご連絡の上、お申し込みください。 

＜グラウンド・ゴルフのつどい＞ 

●●●●日時日時日時日時 ３月５日（月例会）、１２日、１９日、２６日（各金曜日）午前９時～正午 

●●●●場所場所場所場所 球技場  ●●●●参加料参加料参加料参加料 ２００円（当日受付） 

＜スポーツを楽しもう＞ 

●●●●日時日時日時日時 ３月９日（火）（当日受付）  ●●●●場所場所場所場所 体育館 

●●●●内容内容内容内容 午前９時～卓球を楽しもう（３００円）、午後１時３０分～障害者スポー

ツのつどい（無料）、午後６時～スポーツの夕べ（３００円） 

＜３月のスポーツを楽しむ日＞ 

●●●●日時日時日時日時 ３日、１０日、１７日、２４日、３１日（各水曜日） ●●●●場所場所場所場所 体育館 

●●●●内容内容内容内容 午前９時～１１時３０分 軽スポーツ（卓球、ソフトバレーボールなど） 

     午後１時３０分～４時 テニス  ●●●●参加料参加料参加料参加料 ３００円 

 

◇申込・問合せ先 丹波自然運動公園 TEL（0771）82-0560 FAX（0771）82-0480 

         〒622-0232 船井郡京丹波町曽根崩下代110－7 

Ｅメール kouen@kyoto-tanbapark.or.jp 

氷室氷室氷室氷室のののの郷郷郷郷からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ    

    
＜布ぞうり作り体験教室＞ 

●●●●日時日時日時日時 ３月２５日（木）午前１０時～午後３時 ●●●●場所場所場所場所 「氷室の郷」田園ホール 

●●●●持持持持ちちちち物物物物 古着（Ｔシャツなど３～４枚）、はさみ 

●●●●体験料体験料体験料体験料 １，５００円（布ぞうり１足分と昼食（日替わり定食）代含む） 

●●●●定員定員定員定員 ２０人（定員になり次第締め切り） 

＜椎茸（シイタケ）原木作り体験＞ 

●●●●日時日時日時日時 ３月２７日（土）午前１０時～正午  ●●●●場所場所場所場所 「氷室の郷」 

●●●●内容内容内容内容 ドリルで穴開け、シイタケ菌打ち込みほか 

●●●●持持持持ちちちち物物物物 作業ができる服装、軍手 ●●●●定員定員定員定員 ２０人（定員になり次第締め切り） 

●●●●体験料体験料体験料体験料 ３，５００円（菌入り原木５本持ち帰り） 

 

◇申込・問合せ先 八木農村環境公園「氷室の郷」（月曜日定休）TEL（0771）43-1128 

南丹市情報センター なんたんテレビ（自主放送) 番組表 （２０１０年３月１日～３月１５日） 

 TEL：（0771）63-1777 ／ FAX：（0771）63-1682 ／ Mail：sictv@sic.cans.ne.jp 土・日は営業 / 月曜・祝日は休館です 

 

スクールフェイス 

「平屋小学校 学習発表会」 

３３３３月月月月２２２２日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

３日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

４日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

図書館だより ～３月新刊のご案内～ 

３３３３月月月月４４４４日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

５日（金） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

６日（土） 7時・9時・12時・ ―  ・ ― 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

平成22 年 

第１回南丹市議会３月定例会① 

３３３３月月月月６６６６日日日日【【【【土土土土】】】】14141414時時時時            再放送 ３月８日18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

週刊ニュース もぎたて☆テレビ 

３３３３月月月月６６６６日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

７日（日） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時  

８日（月） 7時・9時・12時・15時・ ― ・ ― ・22時 

９日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

スクールフェイス 

｢神吉小学校 ジャンプ集会｣ 

３３３３月月月月６６６６日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

７日（日） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半   

８日（月） 7時半・9時半・12時半・15時半・ ― ・ 

 ―・22時半 

９日（火） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半    

 

スクールフェイス 

｢殿田小学校 学習発表会｣ 

「八木東幼児学園 作品展」    

３３３３月月月月９９９９日日日日【【【【火火火火】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１０日（水） 7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１１日（木） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

月イチきょうと府 

京都府の主要な施策や話題をお送りする情報番組 

３３３３月月月月１１１１１１１１日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１２日（金）7時・9時・12時・15時・18時・20時・22時 

１３日 (土) 7時・9時・12時・ ― ・ ― 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

スクールフェイス 

「城南保育所 ２･３歳児生活発表会」 

３３３３月月月月１１１１１１１１日日日日【【【【木木木木】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

１２日（金）7時半・9時半・12時半・15時半・18時半・ 

20時半・22時半  

１３日 (土) 7時半・9時半・12時半・ ― ・ ― 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

平成22 年 

第１回南丹市議会３月定例会② 

３３３３月月月月１３１３１３１３日日日日【【【【土土土土】】】】14141414時時時時        再放送 ３月15日18時 

 

************************************* 

★ 南丹市情報センターホームページ なんたんネッ

トワークで一週間のニュースがご覧になれます。 

http://www.cans.ne.jp/ なんたんネットワーク 

 

週刊ニュース もぎたて☆テレビ 

３３３３月月月月１３１３１３１３日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時時時時・・・・22時    

１４日（日） 7時・9時・12時・ ―  ・ ― ・20時・22時 

１５日（月） 7時・9時・12時・15時・― ・― ・― 

１６日（火） 7時・9時・12時・15時・18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

美山中学校 卒業式 

３３３３月月月月１３１３１３１３日日日日【【【【土土土土】】】】20202020時半時半時半時半・・・・22時半    

１４日（日） 7時半・9時半・12時半・ ― ・ ―  ・ 

20時半・22時半  

１５日（月） 7時半・9時半・12時半・15時半・― ・ 

―  ・  ― 

１６日（火） 7時半・9時半・12時半・15時半・18時半 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

平成22 年 

第１回南丹市議会３月定例会③ 

３３３３月月月月１４１４１４１４日日日日【【【【日日日日】】】】14141414時時時時        再放送 ３月15日18時 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

テレビ週報 

（毎日）11：00／14：00／番組の後ろ（変更あり） 

ＪＡトピックス（ＪＡ京都 提供） 

（毎日）6：00／11：30／19：30／21：30（変更あり） 

*************************************

★放送内容が、一部変更になる場合もありますので、 

京都新聞丹波版「まちかどガイド」または、南丹市情報

センターホームページをご覧ください。 

★我が家のペット大募集！！出演ご希望の方は、南丹市

情報センターまでお電話ください。 


