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教育…生涯学習

Education ― Lifelong learning
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The joy of lifelong learning in the community

一人ひとりが持っている夢や可能性を、しっかりと育てていきたい。
学び・遊び・ふれあい、それらが重なったとき、すべての人にとって大切な地域社会が生まれる。
住民一人ひとりが生活に生きがいを見い出し、実りある人

京丹後市では、地域に密着した施設の機能を生かした活動

生を送ることは、市民社会の形成において欠かせないテーマ

や、家庭・地域が連携した文化活動などを展開し、創造性あ

です。とりわけ社会・経済の変化に的確に対応し、心豊かに

る生涯学習の充実と機会の提供に努めています。今後も公民

生き抜くために、
生涯学習社会の構築が重要となっています。

館や図書館などを拠点にした学習体制を確保していきます。

Kyotango City promotes activities that make use of facilities that are closely connected to the community, cultural activities linking families and the
community together and more, and strives to enrich creative lifelong learning programs and provide opportunities in this regard. The city will continue to
secure a system of learning based in community centers, libraries, and other such facilities.
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京都府丹後文化会館 琴引浜鳴き砂文化館 あみの図書館
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5,000人が収容できる球場は
プロ野球の試合に対応、テニ
スコートは夜間照明を完備し
ています。

多目的グラウンドは多様なイ 落語からバレエまでできる760 鳴き砂をテーマにした体験学
ベントや運動に使用でき、子 席の多目的ホールは、とくに音 習施設。鳴き砂体験コーナー、
どもたちに人気の遊具があり 響面のよさに定評があります。 世界や日本各地の鳴き砂展示、
漂着物コーナーなどがあります。
ます。

丹後の民家をイメージした建
物「ら・ぽーと」の２階にあり、
読み聞かせができる「よんで
ランド」などを設けています。

A baseball field built to accommodate
professional standards as well
as tennis courts can be found in
Mineyama Comprehensive Park.

Playground equipment popular
with kids is installed at Mineyama
Tochugaoka Park, which can be
used to host various events and
exercise sessions.

The Amino Library offers reading
and listening spaces and more.

Kyoto Prefecture Tango Cultural
Center contains a 760-seat
multipurpose hall, which is highly
regarded for the excellence of its
acoustic properties.

The Kotohikihama Nakisuna
Cultural Center is an on-site
learning facility defined by the
theme of nakisuna (“singing
sand”).

地域の人々が参加する、集いの場
Providing opportunities for local people to gather together and participate

ウエスタンリーグ公式戦

成人式

プロの迫力が楽しめるウエスタンリーグ公式戦は、丹後

合併によって京丹後市が誕生し、大きく変化したもの

地方の春の風物詩となり、野球ファンの人気を集めていま

のひとつに成人式があります。新市としての一体感を感

す。市長と市内少年野球代表選手による始球式でゲーム

じられるように、旧６町の成人式を一本化しました。平成

開始。試合後は学童野球教室が行われ、憧れのプロ選手

17年の式では新成人が一堂に介し、にぎやかさと華やか

とのふれあいの場となっています。

さの中、新たな門出をきりました。

■ 開催時期：４月
■ 開催場所：峰山球場

■ 開催時期：３月
■ 開催場所：京都府丹後文化会館

An official Western League game offers a chance for fans to enjoy
professional skills and is commenced after ceremonial first pitches are thrown
out by the mayor and a player representing a boy’s baseball team based in
the city. Afterwards, a baseball clinic for schoolchildren given by favorite
professional players is held.

In order to foster a sense of community befitting a new city, new adults from
the former six towns were introduced together at the Coming-Of-Age
Ceremony held in 2005. New beginnings were marked amid an atmosphere of
happy celebrations and colorful ceremony.

あみの八丁浜ロードレース

小町ろまん全国短歌大会

あみの八丁浜ロードレースは、爽快な秋空の下、浜風を

平安時代の女流歌人、小野小町終えんの地にちなみ、

全身で浴びながら海岸線を走ります。３km、５km、10km

全国から短歌を募集して開催する大会です。選者の講評

のコースにハーフマラソンを加えた４部門に分かれて競技

や即詠会、交流会に加え、丹後半島周遊観光ツアーも実

し、市内外からの多数の参加者で白熱します。沿道の熱

施。小町ゆかりの地で歌を詠みながら、平安ロマンにひ

い声援も恒例になっています。

たります。

■ 開催時期：10月
■ 開催場所：網野町八丁浜海岸道路周辺

■ 開催時期：９月下旬
■ 開催場所：京都府丹後文化会館

The Amino Hacchohama Road Race consists of three-, five-, and tenkilometer courses as well as a half-marathon for a total of four categories.
There are numerous participants from both inside and outside the city, all of
whom race hard for the finish line.

The Komachi Roman National Tanka Competition is associated with the
location where Ono-no-Komachi, a Heian period female poet, spent her last
days. Tanka poets are invited to attend from across the country. Judges
critique entries and on-the-spot recitals and exchange meetings are held.

