
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「第第第第７７７７回美山能楽回美山能楽回美山能楽回美山能楽のののの夕夕夕夕べべべべ」」」」開催案内開催案内開催案内開催案内    

 

 美山の象徴であるかやぶき民家をバックに野外の特設舞台で、能・狂言の公演を

開催します。初秋の山里美山に、ゆらめくかがり火の中、幽玄の世界が広がります。

この機会にぜひ一度足を運んでみてください。 

●開催日時 ９月１５日（土）午後７時 開演（午後６時 開場） 

●開催場所 美山かやぶき美術館 特設舞台（雨天の場合は美山文化ホール） 

●内  容 能楽「安達原 黒頭」出演者 青木道喜、村山弘、茂山千三郎ほか 

狂言「伯母ケ酒」   出演者 茂山千三郎、網谷正美ほか 

●チケット 料金：一般 ２，０００円 ／ 小人（中高生）５００円 

販売場所：社会教育課、美山町各地域振興会、美山町観光協会 

※詳しくは下記へお問い合わせください。（主催：美山能楽の夕べ実行委員会） 

 

◇問合せ先 美山町宮島振興会 TEL（0771）７５－５１００ 

秋秋秋秋のののの花火花火花火花火、、、、今年今年今年今年はははは一緒一緒一緒一緒にににに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    

 

ハンディキャップの有無や年齢に関係なく、八木町神吉地区で毎年行われている

秋の花火大会をみんなで見に行きましょう。花火の前には一緒に豚汁やおにぎりを

作って楽しい時間を過ごしましょう。 

同時に、このイベントの企画からかかわっていただけるボランティアスタッフも

公募します。興味のある方は下記へご連絡ください。 

●日  時 １０月１４日（日）午後２時～ 

●場  所 南丹市八木町神吉自治振興会館 

●事  業 平成１９年度「福祉でまちづくり」事業“ホップ・ステップ・ジャンプ” 

～「出会い」・「感じる」・「動く」～（http://www2.ocn.ne.jp/~nan_fuku/） 

●申し込み 電話、ＦＡＸまたは上記ホームページからメールでお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市社会福祉協議会 

           TEL（0771）７２－３２２０ FAX（0771）７２－３２２２ 

「「「「家族家族家族家族でででで釣釣釣釣りりりり体験体験体験体験パートパートパートパート２２２２」」」」参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

 

京都府立青少年海洋センターでは、魚釣りを通して自然を愛する心を養うとともに家

族の心のふれあいを深めることを目的に「家族で釣り体験パート２」を開催します。 

●開催期日 １０月２０日（土）～２１日（日）（１泊２日） 
●活動内容 小アジ釣りと宮津湾遊覧 ●対象 小中学生を含む家族 ●定員 ３０人 

●参加費用 小学生 6,800円 中学生 7,000円 高校生 7,200円 一般 8,200円 

●申込方法 ９月５日（水）～２６日（水）までの午前９時～午後５時に、下記へ

電話でお申し込みください。（先着順）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 TEL（0772）２２－０５０１ 

「「「「心心心心のののの生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習セミナーセミナーセミナーセミナー」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

（財）モラロジー研究所 京都南丹モラロジー事務所では、今年も「心の生涯学習

セミナー」を文部科学省・京都府・京都府教育委員会・南丹市・南丹市教育委員会

の後援で開催します。私たちの日々の暮らしの中での「心づかい」の大切さを学ぶ

セミナーです。どなたでもご参加いただけます。 

●日  時 ９月８日（土）午後６時３０分～９時（受付６時～） 

      ９月９日（日）午後２時～４時３０分（受付１時３０分～） 

●会  場 京都府立口丹波勤労者福祉会館 ２階（八木町西田金井畠９） 

●参 加 費 ２，０００円 ※テキスト(改訂「心がつくる人生」)代・消費税を含む 

●申し込み 参加ご希望の方は、事前に下記へお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 （財）モラロジー研究所 京都南丹モラロジー事務所（能勢博方） 

TEL（0771）２９－０８８５ FAX（0771）２９－０８８８ 

氷室氷室氷室氷室のののの郷郷郷郷「「「「プランタープランタープランタープランター作作作作りとりとりとりと花花花花のののの種種種種まきまきまきまき教室教室教室教室」」」」    

 

木を組み合わせて、プランターを作り、ポットに花の種をまきましょう！ 

●日  時 ９月８日（土）午前１０時～１２時 

●場  所 南丹市八木農村環境公園「氷室の郷」草木工房 

●参 加 料 １人 ３，０００円（材料費、花の種代含む） 

●内  容 プランター組み立て、花の種まき 

●人  数 ２０人（定員になり次第締め切ります） 

●申し込み ９月６日（木）までに下記へお申し込みください。 

 

◇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 FAX（0771）４３－２１０９ 

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    

 

＜第３回園芸教室＞ 内容：菊の仕上げなど 

●日  時 ９月６日（木）午後１時３０分～４時 

●場  所 丹波自然運動公園 会議室 

●対 象 者 どなたでも  ●参加料 ５００円  ●定員 ５０人 

●申込締切 ９月１日（土）   

＜親と子の山村体験＞ 内容：稲刈り、クリ拾い、キャンプファイヤーなど 

●日  時 ９月１５日（土）午後１時３０分～１６日（日）正午 

●場  所 丹波自然運動公園 宿泊棟  

●対 象 者 小学生と親  ●定員 ５０人 

●参 加 料 大人 ５，０００円 小学生 ４，０００円（食事代、宿泊料、体験料含む） 

●申込締切 ９月３日（月） 

＜秋季薬草教室＞ 内容：公園内に生育する薬草の観察と効用、服用方法を学ぶ 

●日  時 １０月４日（木）午後１時３０分～５日（金）正午（昼食後解散） 

●場  所 丹波自然運動公園 一円 

●講  師 小畑 實 氏  ●対象者 どなたでも 

●定  員 ５０人  ●参加料 ５，５００円（食事代、宿泊料含む） 

●申込期間 ９月１０日（月）～２５日（火） 

《申込方法》参加を希望される方は、往復はがきまたはＦＡＸで、教室名・住所・

氏名・年齢・電話番号・ＦＡＸ番号を明記の上、下記へお申し込みください。 

＜シニアスポーツのつどい＞ 

●日  時 ９月７日～１２月１４日の毎週金曜日 午前９時～１２時 

●場  所 丹波自然運動公園 球技場 

●内  容 グラウンドゴルフ、マレットゴルフ(毎月第１金曜日はｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ月例会) 

●対 象 者 おおむね６０歳以上の方  ●参加料 ２００円（当日受付） 

＜障害者スポーツのつどい＞ 

●日  時 毎月第２火曜日 午後１時３０分～３時３０分 

●場  所 丹波自然運動公園 体育館 

●内  容 卓球バレー、ボッチャ、フライングディスク、グラウンドゴルフ 

●対 象 者 障がい者と介護者またはその家族  ●参加料 無料 

 

 ◇申込・問合せ先 (財)京都府立丹波自然運動公園協力会 

 〒622-0232 京都府船井郡京丹波町曽根 

           TEL（0771）８２－０５６０ FAX（0771）８２－０４８０ 

日吉町生涯学習日吉町生涯学習日吉町生涯学習日吉町生涯学習センターセンターセンターセンター民謡民謡民謡民謡コンサートコンサートコンサートコンサートのおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

 南丹市日吉町生涯学習センターでは、民謡合唱団「篝（かがり）」の民謡コンサー

トを開催します。入場は無料で、事前申し込みも不要です。地元南丹市美山町佐々

里をはじめ京都の民謡をお楽しみに、お誘い合わせてお越しください。 

●日  時 ９月２３日（日・祝）午後２時～(１時３０分開場) ※演奏時間 約６０分 

●場  所 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」ホール 

●出 演 者 民謡合唱団「篝」の皆さん 

●演奏曲目 ヤッサコサイ・ドッコイサッサイ（美山町佐々里）、丹後道中唄（伊根

町）、酒造り唄（京都市伏見）、茶摘み唄（宇治市）ほか 

●入 場 料 無料  ●定員 ２００人 ※申し込み不要 

＜民謡合唱団「篝（かがり）」＞ 

京都を活動拠点とする音楽家（作曲家）で構成された「日本音楽研究会」の特設合

唱団を母体として、「京都の民謡の発掘と再創造」を活動の柱に１９７０年に創団され

る。以来、京都府内各地に残る民謡の採録活動を精力的に行うとともに、これらの元

唄を再創造し、合唱、独唱、歌芝居などさまざまな形式による演奏活動を行っている。

団員は、公務員、教師、町工場経営者、保育士、会社員と多様な職業人のアマチュア

合唱団ながら、民謡の持つ心は現代の人々の心の中でも共有できることを信じて３０

年余り、観客、聴衆の皆さんに楽しんでいただくことを最大の喜びに歌い続けている。

現在までに採録された曲は延べ１０００曲近く、その記録集も１３集を数える。 

 

◇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 

京都縦貫自動車道京都縦貫自動車道京都縦貫自動車道京都縦貫自動車道におけるにおけるにおけるにおけるＥＴＣＥＴＣＥＴＣＥＴＣ時間帯割引時間帯割引時間帯割引時間帯割引についてについてについてについて    

 

 京都縦貫自動車道（沓掛ＩＣ～丹波ＩＣ）の全料金所において、８月２０日（月）

からＥＴＣ通勤割引および深夜割引を社会実験として実施することとなりました。 

●割引率  午前０時～４時 午前６時～９時 午後５時～８時 

 通勤割引 ― 最大５０％割引 最大５０％割引 

 深夜割引 最大３０％割引 ― ― 

●割引対象車両  

ＥＴＣシステムにより走行する車両で、対象となる時間帯に料金所を通過する車両

(全車種) ※現在、他の高速道路で導入されている通勤・深夜割引と要件は同じです。 

なお、利用状況などを踏まえ、実験の内容を追加変更する場合があります。 

 

 ◇問合せ先 ＮＥＸＣＯ西日本ハイウェイガイド 

        TEL ０５７０－０８０－３３３（ナビダイヤル） 

        TEL（06）６８７６－９０２２（PHS、IP電話からお掛けになる場合） 

◇ＮＥＸＣＯ西日本料金割引社会実験ホームページ http://www.jikken-etc.jp/ 

 


