人形劇「
人形劇「赤ずきんちゃん」
ずきんちゃん」のお知
のお知らせ

南丹市日吉町生涯学習センターでは人形劇鑑賞事業を開催します。入場は無料で
事前申込みも不要です。どうぞお誘い合わせて気軽にご鑑賞ください。
●日 時 ６月２４日（土） 午後１時３０分～（午後１時開場）６０分程度
●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 ボランティアグループ「もちもちの森」
●内 容 人形劇「赤ずきんちゃん」、パネルシアター
●入場料 無料
●定 員 ２００人 ※申込不要
◇問合せ先 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」
TEL）７２－３３００ FAX）７２－３３１１
“男性も
男性も料理教室”
料理教室”受講生募集

「お父さんも、たまには作ってよー」と言われながらも、気おくれしていたお父
さん、ご心配なく。気楽に参加できる男性だけの教室です。期待している家族には、
「そのうち、作るよ。こうご期待！！」
（南丹市園部公民館生涯学習講座）
●日 時 ７月８日（土） 午前９時３０分～１２時３０分
●場 所 南丹市園部公民館 ２階 料理実習室
●内 容 かんたん！夏のスタミナ料理に挑戦！！
●対 象 南丹市在住・在勤の男性（１８歳以上）
●講 師 食生活改善推進員協議会会員
●受 講 料 １，０００円（材料費込み）
●持 ち 物 米１合、エプロン、三角巾（バンダナ）、筆記用具
●申込期間 ６月１４日（水）から先着２５人で受け付けを締め切ります。
◇申込み・問合せ先 教育委員会 教育振興係（園部） TEL）６８－００１４
天文教室（
天文教室（第６９回
６９回）の開催について
開催について

丹波自然運動公園の丹波天文館で、下記のとおり「天文教室」が開催されます。
●日 時 ７月１日（土） 午後１時３０分～９時頃（受付：午後１時～）
●場 所 京都府立丹波自然運動公園内 丹波天文館（京丹波町曽根）
●参加対象 小学生以上の初心者
●定 員 先着６０人
●参 加 料 大人１，５００円 中学生以下１，３００円
●内 容 昼の部：おもしろ理科実験(ペットボトルの顕微鏡など)、太陽の観望
夜の部：月、土星、木星の観望、春・夏の星座
※曇雨天の場合は、ビデオなどによる学習
●講 師 理科実験：十倉 健 天文関係：丹波天文館職員
●受付期間 ６月１２日（月）～２４日（土）
※定員になり次第、受付を締め切ります。
●申込方法 往復はがきまたはＦＡＸで、参加者全員の氏名と代表者の住所、電
話番号およびＦＡＸ番号を記入の上、下記の申込先までお申し込み
ください。折り返し受付票を返送します。
◇申込・問合せ先 （財）京都府立丹波自然運動公園協力会 丹波天文館係
〒６２２－０２３２ 京都府船井郡京丹波町曽根
TEL）８２－０５６０ FAX）８２－０４８０
６月は「男女雇用機会均等月間」
男女雇用機会均等月間」です

厚生労働省では、６月を「男女雇用機会均等月間」と定め、職場における男女均
等について労使を始め社会の認識と理解を深めるための活動を展開しています。
また、京都労働局においては、企業においてポジティブ・アクションの取り組み
が進められるよう下記のとおり「男女雇用機会均等推進セミナー」が開催されます。
●日 時 ６月２６日（月）午後１時３０分～４時
●場 所 京都府民総合交流プラザ 京都テルサ 東館３階大会議室
京都市南区東九条下殿田町７０（新町通九条下ル）
TEL）０７５－６９２－３４００
●対 象 企業の人事労務担当者、事業主団体、男女労働者など約１５０人
●内 容 ・均等推進企業表彰
・事例発表「我が社におけるポジティブ・アクションの取組」
オムロン㈱、日新電機㈱
・座談「会社もトライ女性もトライ一人一人が活躍できる職場づくり」
京都女性の活躍推進協議会座長 弁護士 佐賀千惠美氏
オムロン㈱、日新電機㈱
●申 込 先 （財）２１世紀職業財団京都事務所 TEL）075－213－2091
※先着順で、定員に達し次第締め切ります。
◇問合せ先 京都労働局雇用均等室 TEL）０７５－２４１－０５０４

遊 you 夕涼み
夕涼み映画会「
映画会「マダガスカル」
マダガスカル」

ニューヨークの動物園を脱走した仲良し４頭。生まれてはじめての大自然。
果たして生きのびられるのか？
●上 映 日 ７月１７日（月・祝）
●時 間 午後７時～（開場 午後６時３０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
●定 員 ２００人（全席自由席）
●入 場 料 無料
●上映時間 １時間３０分
●作品紹介 ニューヨーク生まれのスーパースター、ライオンのアレックス、シ
マウマのマーティ、キリンのメルマン、カバのグロリアは仲良し４
頭組。ある日、大自然にあこがれていたマーティはテロリストのペ
ンギンズの計画にのって動物園から大脱走！たどり着いた先は･･･
なんと、アフリカのマダガスカル島！！
快適な生活に慣れきった都会生まれの４頭は、自然の中で生きられ
ない！どうやったらこの島から脱出できるのか？弱肉強食の自然界
で見つけた一番大切なものとは？
●そ の 他 入場には、「遊youひよし」会館事務所で６月２４日（土）から配布
する入場整理券（一人２枚まで・先着順）が必要です。券がなくな
り次第、配布は終了します。（入場は整理券番号順ではありません。）
◇問合せ先 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」
TEL）７２－３３００ FAX)７２－３３１１
京都府統計グラフコンクール
京都府統計グラフコンクール作品募集
グラフコンクール作品募集について
作品募集について

京都府統計協会では毎年、統計知識の普及と統計の表現技術の向上を目的に京都
府統計グラフコンクールを実施しています。つきましては、下記のとおり平成１８
年度のコンクール作品を募集しますのでご応募ください。
●応募の条件 京都府内に居住または勤務する方および府内の学校に在学する方
●応募資格・課題
応募資格
課 題
手書 第１部
小学校１・２年生の児童 児童が自分で観察または調査し
き統
小学校３・４年生の児童 た結果をグラフにしたもの
計グ 第２部
小学校５・６年生の児童
ラフ 第３部
自
由
中学校の生徒
の部 第４部
第５部 高校以上の生徒・学生および一般
自
由
パソコン統計 小学校の児童以上・一般 ※小学校４年生以下の児童は、
自
グラフの部
分で観察または調査したもの
●用紙規格 仕上げ寸法７２．８ｃｍ×５１．５ｃｍ（Ｂ２判）※厳守
※余白の付いたＢ２判用紙がありますので、ご注意ください。
●応募方法 作品に応募作品票を付けて、９月５日（火）までに京都府統計協会
に必着、南丹市役所企画情報課または各支所地域総務課に送付の場
合は８月３０日（水）までに必着するように送付してください。
※応募作品票は企画情報課および各支所地域総務課にあります。
●そ の 他 応募上の注意、作品作成上の注意など詳しいことにつきましては、
京都府統計協会、企画情報課または各支所地域総務課に募集要領が
ありますのでご確認ください。
◇送付・問合せ先
京都府統計協会 TEL) ０７５－４１４－４４８７
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入 京都府総務部統計課内
企画情報課 企画係 TEL) ６８－０００３
各支所 地域総務課 TEL) 園部 ６８－００１０ 八木 ６８－００２０
日吉 ６８－００３０ 美山 ６８－００４０
ＪＲ八木駅前駐輪場
ＪＲ八木駅前駐輪場（
八木駅前駐輪場（月極）
月極）の利用申込者募集

ＪＲ八木駅のすぐ前に駐輪場が設置されています。利用を希望される方は、南丹
市役所八木支所建設課までご来庁いただき、申込手続きをしてください。
●名 称 ＪＲ八木駅前自転車等駐車場
●場 所 ＪＲ八木駅のすぐ前（亀岡方面寄り）
●形 態 駐輪位置指定制（６８台） 屋根付き
※６８台を超えますと露天駐車になります。原動機付自転車につい
ては露天駐車です。
●利用料金 自転車
１カ月（３０日） ２，０００円
原動機付自転車 １カ月（３０日） ４，０００円
◇申込・問合せ先 八木支所 建設課 TEL）６８－００２４
FAX）０７７１－４２－５６１６

