
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府立青少年海洋京都府立青少年海洋京都府立青少年海洋京都府立青少年海洋センターセンターセンターセンター主催事業主催事業主催事業主催事業のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

京都府立青少年海洋センターでは、基本的なカヌー漕艇(そうてい)の技術を学び、海

上での活動を通して美しい自然と触れ合うことを目的に下記の事業を開催します。 

＜「親子海ぼうず」＞※親子対象 

●開催期日 ７月１５日（日）～１６日（月・祝）（１泊２日） 

●会  場 京都府立青少年海洋センター（マリーンピア）田井宮津ヨットハーバー 

●対  象 京都府内在住の小学５・６年生と保護者 ●定員 ２０人（先着順） 

●参加費用 小学生 ４，７００円 保護者 ７，３００円 

●申込方法 ７月４日（水）～１１日（水）の午前９時～午後５時に、下記へ電話

でお申し込みください。後日、参加申込書を送付します。 

＜カヌー体験スクール「海ぼうず」＞ 

●開催期日 ８月２１日（火）～２３日（木）（２泊３日） 
●会  場 京都府立青少年海洋センター（マリーンピア） 

●対  象 京都府内在住の小学５・６年生  ●定員 ２０人（先着順） 

●参加費用 ７,７００円 

●申込方法 ７月４日（水）～２５日（水）の午前９時～午後５時に、下記へ電話

でお申し込みください。後日、参加申込書を送付します。 

 
 ◇申込・問合せ先 京都府立青少年海洋センター（マリーンピア） 

           TEL（0772）２２－０５０１ 

「「「「フロアーカーリングフロアーカーリングフロアーカーリングフロアーカーリング」」」」をををを楽楽楽楽しみませんかしみませんかしみませんかしみませんか    

 

ＮＰＯ法人八木町スポーツ協会では、シニア体力アップステーション事業「フロ

アーカーリング」を開催します。参加希望者は、当日直接会場にお越しください。 

●開催日時 ７月６日、１３日、２０日、２７日（毎週金曜日）午後１時～５時 

●会  場 京都府立口丹波勤労者福祉会館（南丹市八木町西田） 

●参加対象 １８歳以上の府民   ●参加料 １００円 

 
◇問合せ先 ＮＰＯ法人八木町スポーツ協会 口丹波勤労者福祉会館 

TEL（0771）４２－５４８４  FAX（0771）４２－５６８４ 

南丹市南丹市南丹市南丹市カヌーフェスティバルカヌーフェスティバルカヌーフェスティバルカヌーフェスティバルをををを開催開催開催開催しますしますしますします    

    

小学生高学年の親子を対象としたカヌーフェスティバル（カヌー教室）を実施し

ます。楽しく交流し、「海の日」に自然の素晴らしさを再発見してみませんか。多くの

ご参加をお待ちしています。（主催：南丹市教育委員会・南丹市八木Ｂ＆Ｇ海洋センター） 

●日  時 ７月１６日（月・海の日)午前９時３０分～正午 

●会  場 南丹市八木カヌーハウス（南丹市八木町大堰橋東詰） 

●参加対象 南丹市内小学５・６年生の子どもとその保護者  

●定  員 １５組（定員を超えた場合は抽選とします） 

●参 加 費 親子１組（大人１人、子ども１人）あたり１，０００円（当日徴収します） 

●内  容 カヌー体験（雨天や川の増水などでカヌーができない場合は中止） 

●申込方法 社会教育課、各教育振興係、八木公民館で、備え付けの申込用紙に必

要事項を記入の上、７月４日（水）までにお申し込みください。 
 

◇問合せ先 教育委員会 教育振興係（八木） 

TEL ６８－００２５ FAX（0771）４２－５６１６ 

園部公民館講座園部公民館講座園部公民館講座園部公民館講座のののの受講生受講生受講生受講生をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

 

園部公民館講座の受講生を募集します。皆さんの受講をお待ちしております。 

 ＜環境・リサイクル小物教室＞（全６回） 

美しく豊かな地域環境を見直し大切にしながら、身近な材料を再利用して簡単な

小物を手作りしてみませんか。 

●開講日時 ７月９日（月）、８月６日（月）、９月３日（月）、１０月１５日（月）、

１１月５日（月）、１２月３日（月） 毎回：午前１０時～１２時 

●開講場所 南丹市園部公民館 ３階 小研修室 ●受講料 ２，０００円 

＜手作りおやつ教室＞（全３回） 

夏休みを迎える前に、子どもたちへの手作りおやつを一品増やしませんか。 

●開講日時 ７月２日（月）、９日（月）、２３日（月）毎回：午前９時３０分～１２時 

●開催場所 南丹市園部公民館 ２階 調理実習室（南丹市園部町上本町） 

●受 講 料 １，０００円（材料費は別途徴収） 
＜各教室共通事項＞ 

●対 象 者 市内在住・在勤の成人の方。 

●定  員 各教室 ２０人（定員に達し次第受付を締め切らせていただきます） 

●申込方法 ６月２５日（月）～２９日（金）に、電話で「教室名・氏名・住所・

電話番号」をご連絡の上、お申し込みください。受講生には、開講日

までに案内はがきを送付します。 

 

◇申込・問合せ先 教育委員会 教育振興係（園部） TEL ６８－００１４ 

埋蔵文化財埋蔵文化財埋蔵文化財埋蔵文化財セミナーセミナーセミナーセミナー「「「「丹波丹波丹波丹波のののの後期古墳後期古墳後期古墳後期古墳」」」」のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

京都府のほぼ中央に位置する丹波地域では、近年の発掘調査の進展により、古墳

時代後期の古墳の様子が次々と明らかにされ、新たな知見が数多くみられる地域と

して注目を集めています。今回は、さまざまな古墳の形態が明らかとなった南丹市

城谷口古墳群の調査成果に焦点を当て、丹波地域の古墳文化を広く見渡し、この地

域の古墳時代の実相について迫ってみます。 

●開催日時 ７月１日（日）午後１時３０分～４時３０分 

●会  場 南丹市八木公民館 大集会室（３階）※入場無料 

●主  催 京都府教育委員会 ／（財）京都府埋蔵文化財調査研究センター 

●後  援 南丹市教育委員会 

●内  容 ・「丹波からみた古墳時代後期」 

        講師 京都府教育庁指導部文化財保護課 細川 康晴 氏 

      ・「南丹市の古墳の調査」 

        講師 南丹市教育委員会社会教育課 辻 健二郎 氏 

      ・「南丹市城谷口古墳群の調査」 

        講師 （財）京都府埋蔵文化財調査研究センター 中川 和哉 氏 

 

◇問合せ先 （財）京都府埋蔵文化財調査研究センター 調査第１課 企画係 

TEL（075）９３３－３８７７（代表） 

教育委員会 社会教育課 TEL ６８－００５７ 

丹波丹波丹波丹波自然運動公園自然運動公園自然運動公園自然運動公園「「「「園芸教室園芸教室園芸教室園芸教室」」」」開催開催開催開催のごのごのごのご案内案内案内案内    

 
 菊作りを中心とした園芸の基礎知識や技術を習得し、潤いのある暮らしに役立て

ていただくことを目的に、「園芸教室」を開催します。 
●日  時 ７月５日（木）午後１時３０分～４時 
●場  所 京都府立丹波自然運動公園 会議室（京都府船井郡京丹波町曽根） 

●内  容 菊の定植などを中心に学習 
●対 象 者 １８歳以上の方  ●定員 ５０人  ●参加料 ５００円 
●申し込み ６月３０日（土）までに、往復はがきまたはＦＡＸで、住所・氏名・

電話番号を記入の上、下記へお申し込みください。 
 
 ◇申込・問合せ先 京都府立丹波自然運動公園 園芸教室 係（船井郡京丹波町曽根） 

TEL（0771）８２－０５６０ FAX（0771）８２－０４８０ 

スポーツスポーツスポーツスポーツ少年団少年団少年団少年団    団員募集団員募集団員募集団員募集！！！！    

スポーツ少年団は、（財）日本体育協会が設けた日本スポーツ少年団を頂点とする全国

的なスポーツ組織です。登録制で、南丹市スポーツ少年団に加入登録する単位少年団（指

導者・団員で構成）は、京都府スポーツ少年団に加入登録しています。各単位少年団は、

京都府や南丹地区の交流会をはじめ、市や体育協会の大会や行事に参加しています。南

丹市スポーツ少年団に登録している単位少年団は下記のとおりです。入団、見学希望、

詳しい活動内容などは、南丹市スポーツ少年団事務局へお問い合わせください。 

単位少年団名 種目 代表 地域 

少林寺拳法園部 少林寺拳法 木下 光治 

園部ミニバスケットボールクラブ ミニバスケットボール 北村 誠也 

園部少年少女剣道クラブ 剣道 中西 祐介 

園部小学生バレーボールクラブ バレーボール 塩貝 大輔 

園部空手道クラブ 空手道 佐藤 政志 

園部サッカークラブ サッカー 橋本  晃 

陰陽流拳法空手術道園部 空手道 田村 文男 

眞正会スポーツチャンバラ スポーツチャンバラ 岩崎  優 

川辺ミニバスバンブーキッズ ミニバスケットボール 下西 哲也 

リトルブラザーズ 軟式野球 村田 良智 

園部キッズ 軟式野球 西岡 裕伸 

園部ドリームス 軟式野球 福島 督夫 

摩気・西本梅野球クラブ 軟式野球 中井 弘之 

小向山少年野球倶楽部 軟式野球 森  雅克 

園部 

少年野球八木アトムズ 軟式野球 中川 数洋 

八木サッカー サッカー 人見 孝昭 

八木レックス ミニバスケットボール 橋本 治樹 

八木町剣道 剣道 所 才恵子 

八木 

殿田ベアーズ 軟式野球 谷口 光一 

殿田剣道 剣道 湯浅  肇 

胡麻ヤンチャーズ 軟式野球（男子・女子） 塩内 公博 

日吉ラビット ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ（女子） 塩内 公博 

胡麻剣道 剣道 塩内 公博 

五ヶ荘 ミニバス・野外活動 中瀬 由美子 

日吉美山ＦＣサイドワインダーズ サッカー 川隅 真二 

日吉 

宮島 ソフトボール・剣道 北川 正雄 

鶴ヶ岡 ソフトボール・剣道 前田 好久 

大野 ソフトボール・剣道 徳田 利春 

知井 ソフトボール・剣道 大牧 泰夫 

平屋 ソフトボール・剣道 東   満 

美山少年野球クラブ 軟式野球 中川 幸雄 

美山 

◇問合せ先 南丹市スポーツ少年団事務局（社会教育課内）TEL ６８－００５７ 


