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日吉町郷土資料館からのお
日吉町郷土資料館からのお知
からのお知らせ
＜夏休み
夏休み特別企画「
特別企画「井上辰夫展」＞
井上辰夫展」＞

卓球を通じて市民の親睦と交流を図り、生涯スポーツとして卓球を楽しむ交流大
会を開催します。なお、第３０回京都府民総合体育大会の南丹市代表選考会を兼ね
ています。多数の参加をお待ちしています。
●日
時 ７月２２日（日）午前９時１５分～（受付は午前８時３０分～）
●場
所 南丹市園部海洋センター体育館（TEL ６８－００８４）
●出場資格 南丹市内在住・在勤者で、高校生以上の方。ただし、府民総体代表選考
の部（一般の部）に出場される方は下記の条件を全て満たす方とします。
・１８歳以上の方（ただし、高校生は不可）
・１２月２日（日）の府民総合体育大会卓球の部に出場できる方
・南丹市内において、クラブ活動その他、何らかの形で卓球活動を
行われている方（今後、活動される予定の方も可）
●種
目 ①一般の部（男女）
（府民総体代表選考の部）
②高校生の部（男女）
③シニアの部（男女６０歳以上）
※一般の部については、男女とも成績上位者の中から年齢制限（当交流
大会開催日までに男子５０歳、女子４０歳に達している方）も加味し
た上で、各４人を府民総体の代表として選出します。
●競技方法 応募人数により、リーグ戦・トーナメントなどを決定します。
●ルール等 平成１９年度日本卓球協会の競技規則により行います。また、ボール
は４０ｍｍホワイトボールを使用します。
●表
彰 各部上位１位～３位まで賞状および賞品を授与します。
●参 加 料 無料
●主催 南丹市体育協会 ／ 主管 南丹市卓球協会
●申込方法 ７月１９日（木）までに、南丹市体育協会事務局（社会教育課内）また
は、園部Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館、日吉町生涯学習センター｢遊 you
ひよし｣、教育振興係（八木、美山）へお申し込みください。
◇申込・問合せ先 南丹市体育協会事務局（社会教育課内）
TEL ６８－００５７ FAX ６３－２８５０

日吉ダムの建設にともなう移転者の離村式が執り行われてから２０年の歳月が経
過しました。かつて瑞穂町（現在の京丹波町）に居を構えた画家・井上辰夫氏（1916
－1997）は、ダム湖底に消えゆく日吉町天若の風景を描き続けました。かやぶき民
家を中心にした構図の中に、四季の移ろいや人々の姿を丁寧に織り込んだ井上氏の
作品を通して、湖底に消えた情景の中に人々の営みがあったことを振り返ります。
●期
間 ７月２１日(土)～９月２４日（月・祝）
●場
所 南丹市日吉町郷土資料館（南丹市日吉町天若）
●入 場 料 大人２００円、大高生１５０円、小中生１００円 ※２０人以上２割引き
※ただし、市内小中学生は７月２１日（土）から入場料無料。
●開館時間 午前９時～午後５時(入場は午後４時３０分まで)
●休 館 日 毎週水曜日と９月４・１１・１８日の火曜日

＜夏休み
夏休み子ども絵画
ども絵画教室
絵画教室＞
教室＞
夏休み特別企画展関連事業として夏休み子ども絵画教室「かやぶき民家を描こう」
を開催します。講師に、井上辰夫さんのお孫さんで日本画家の松井茂樹さんをお迎
えして、夏休みの思い出を一緒に作りたいと考えています。ご応募をお待ちしています。
●日
時 ８月４日（土）午後１時～４時
●場所 南丹市日吉町郷土資料館
●講
師 松井茂樹さん
●対象 小中学生１５人
●参加費 １００円
●持 ち 物 水彩画用具一式（水彩絵の具・絵筆・パレット・水入れなど）
、ぞうき
ん、帽子、タオル、水筒
●申込方法 電話またはＦＡＸで、参加希望者の氏名、住所、電話番号、学年を下
記の問合せ先までお知らせください。定員になり次第締め切ります。

＜日吉町郷土資料館小中学生入場料無料のお
日吉町郷土資料館小中学生入場料無料のお知
のお知らせ＞
らせ＞
日吉町郷土資料館では、学習機会充実のため、７月２１日（土）から市内小中学生に
限り入場料を無料とします。
多くの児童・生徒の皆さんのご来館をお待ちしています。

◇問合せ先 南丹市日吉町郷土資料館 TEL／FAX（0771）７２－１１３０
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んどでケーキをつく
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をつくろう！」
南丹市バドミントン連盟では、夏休みに親子バドミントン教室を開催します。日
ごろ運動不足の方、親子で一緒にバドミントンを楽しみませんか！
●開催日時 ７月２６日（木）
、８月２日（木）
、９日（木）
、１７日（金）
、３０日（木）
午後７時～９時
●場
所 京都府立口丹波勤労者福祉会館 体育館（南丹市八木町西田）
●対 象 者 小学生以上の方（お子さまのみの参加も可能です）
●参 加 料 一人２，０００円
●申込方法 ７月２５日（水）までに、氏名・年齢・連絡先を下記事務局へＦＡＸ
でご連絡ください。
●そ の 他 上靴をご持参の上、運動のしやすい服装でご参加ください。
ラケットをお持ちの方はご持参ください。
（貸し出しも有）
◇申込・問合せ先 南丹市バドミントン連盟事務局（藤谷）
TEL／FAX（0771）４２－５０５７

南丹市日吉町生涯学習センター「遊 you ひよし」では、子どもたちの夏休みを利
用して粘土でケーキを作る物つくり教室を開催します。ホイップクリームのように
きめ細やかで滑らかな液体粘土を絞り出してデコレーションするので、本物そっく
りのケーキに仕上がります。さあ、あなたもパティシエ気分で素敵なケーキを作っ
てみよう！あまり上手にできたら、誰かが間違えて食べちゃうかも…？！
●開催日時 ８月１１日（土）午後１時３０分～４時
●開催場所 南丹市日吉町生涯学習センター「遊 you ひよし」美術工作室
●内
容 液体粘土を使用したケーキの製作
●指 導 者 こどもアトリエ主宰 橋本 博子 先生（京丹波町）
●材 料 代 １，０００円程度
●持ち物 タオル（手ふき用）
●対 象 者 市内の小学生および中学生を優先とします。
●定
員 ２４人（先着順）※定員に達し次第、締め切らせていただきます。
●申込方法 ７月２４日（火）までに、遊 you ひよし会館事務室へ直接または電話、
ＦＡＸ（氏名、学年、住所、電話番号を明記）でお申し込みください。
●そ の 他 申し込み人数が少数の場合は、教室を開催しない場合があります。

「夏休み
夏休み１日子供チャレンジキャンパス
日子供チャレンジキャンパス」
チャレンジキャンパス」参加者募集
自然いっぱいの南丹市美山町で、伝統的なものづくりと川遊びを体験しません
か？京都伝統工芸大学校の卒業生や学生が、工芸体験を通じてものづくりの楽しさ
をお教えします。また、美山川で鮎のつかみとりにも挑戦します。
●日
程 ①８月４日（土）②８月８日（水）③８月１０日（金）※いずれか１日
午前９時３０分 現地集合（美山町自然文化村）
午前１０時～
工芸体験（陶芸・木工芸・竹工芸）
午後０時～２時 鮎のつかみとり、昼食、川遊び
●工芸体験 ・陶芸コース（手びねりによる作品作り）※小学生全学年と保護者対象
・木工芸コース（木のおもちゃ作り）※小学生４～６年生と保護者対象
・竹工芸コース（竹の器作り）※小学生４～６年生と保護者対象
●会
場 美山町自然文化村と美山川（南丹市美山町中下向 56）
●指
導 ＮＰＯ法人「京都匠塾」
、京都伝統工芸大学校学生
●定
員 １日あたり陶芸コース３０人、木工芸・竹工芸コース各１０人
●参 加 料 各コース３，０００円（指導料・材料費・鮎のつかみとり体験、昼食
（鮎の塩焼きとおにぎり）
・保険料含む）
●申し込み ７月３１日（火）必着で、ＦＡＸか官製はがきに「希望日、希望工芸体験
コース、住所、電話番号、体験者全員の氏名・年齢・学校名・学年」を記
入の上、下記へお申し込みください。(先着順、定員に達し次第締め切り)
●そ の 他 ・小学１～３年生には必ず保護者の方が同伴してください。
・湯茶、水着、着替えなどは各自ご持参ください。また、工芸体験を
されない保護者の方は昼食を各自ご持参願います。
◇申込・問合せ先 京都伝統工芸大学校「夏休み１日子供チャレンジキャンパス」係
TEL（0771）６３－１７５１ FAX（0771）６３－１７６１
〒622－0041 南丹市園部町小山東町二本松１－１

◇申込・問合せ先 南丹市日吉町生涯学習センター「遊 you ひよし」
TEL（0771）７２－３３００ FAX（0771）７２－３３１１

氷室の
氷室の郷からのお知
からのお知らせ
＜氷室の郷 特別体験 あい染絞りで、のれんを作ろう！＞
思いどおりの柄が出なくても、それもまた味。色も染めるたびに少しずつ変わります。
●日 時 ７月２９日（日）午前の部：１０時～１２時 午後の部：１時～３時
●場 所 南丹市八木農村環境公園『氷室の郷』 草木工房
●内 容 白生地のれんにあい染絞りをします。
（綿１００％、１５０ｃｍ×８５ｃｍ）
●費 用 １，０００円（材料費１，８００円程度別途必要）
●持ち物 エプロン、ナイロンの手袋 ●定員 ２０人（定員になり次第締め切ります）
＜２００７ 氷室の郷 涼々まつり＞
●日 時 ７月２９日（日）午後４時～８時まで
●場 所 南丹市八木農村環境公園『氷室の郷』
（南丹市八木町氷所赤見 21-1）
●内 容 「竹でおはしを作って、氷室の郷名物「涼々流しソーメン」を食べよう！」
・午後４時～ はし作り、ヨーヨー釣り、新鮮野菜市
エココーナー（エコクイズ、ソーラーカー作り（有料）
）
・４時３０分～ スイカ割り ・５時～ ダチョウの卵のスクランブルエッグ試食
・５時３０分～ サークル発表 かあちゃん劇場「赤とんぼ」
、フラダンスの発表
・６時３０分～ きもだめし、びっくり迷路 ・７時～ 「涼々流しソーメン」
・７時３０分～ フィナーレ 花火「ナイアガラの滝」
・ひむろ美味自慢（焼きそば、たこ焼き、カレー、かき氷、ウインナー、パンなど）
◇申込・問合せ先 南丹市八木農村環境公園『氷室の郷』TEL（0771）４３－１１２８

