
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度「「「「女性女性女性女性のののの館館館館」」」」講座講座講座講座のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

＜長期講座＞ 

●フラワーアレンジメント 生花、ドライフラワー、アート類を使って、四季折々

のヨーロピアンアレンジで暮らしに花と潤いを与えます。 

・日時 7/3、8/7、9/4、10/2、11/6、12/4 

 ・場所 美山会場 (美山文化ホール)：午前10時～正午 

園部会場 (女性の館)：午後1時30分～3時30分 

・定員 20人 ・持ち物  生け花用はさみ ・講師 森谷万知子氏 

●きものリフォーム 着物や古布をベストやブラウスに仕上げます。 

・日時 7/14、8/11、9/8、10/13、11/10、12/8 午前10時～午後3時30分 

・定員 10人 ・持ち物 筆記用具、裁縫道具 ・講師 疋田里美氏 

●手編み ベストなどを編み上げます。 

・日時 7/13、8/10、9/14、10/19、11/9、12/14 午後1時30分～3時30分 

・定員 20人 ・持ち物 編み針（お持ちの方） ・講師 小林善子氏 

●書道 初めての方、再度始めようとされる方を中心にやさしい書道を進めます。 

・日時  7/28、8/25、9/22、10/27、11/24、12/22 午後1時30分～3時30分 

・定員 20人 ・持ち物  書道道具 ・講師 黒木雅子氏 

●さをり織り 好きな色で織り上げ個性的なベストなどに仕上げます。 

・日時 7/23、8/27、9/24、10/22、11/26、12/24 午前10時～午後3時30分 

・定員 10人 ・持ち物 裁縫道具 ・講師 松本悦子氏 

●水彩画 やわらかい優しいタッチの水彩画です。初心者大歓迎。 

・日時 7/8、8/12、9/9、10/14、11/11、12/9 午後1時30分～3時30分 

・定員 20人 ・持ち物 水彩画絵の具、筆(お持ちの方のみ) ・講師 長井久容氏 

●生け花 嵯峨御流の生け花です。四季の花を楽しんでください。 

・日時 7/8、8/12、9/9、10/14、11/11、12/9 午前10時～正午 

・定員 20人 ・持ち物 生け花用はさみ ・講師 浅井淑子氏 

●ハワイアンキルト ポーチ、クッションなどおしゃれな作品が出来上がります。

基礎から学びます。 

・日時 7/15、7/22、8/19、8/26、9/16、9/30、10/21、10/28、11/18、11/25、

12/2、12/16 午後1時30分～3時30分 

・定員 20人 ・持ち物 裁縫道具 ・講師 谷口久美子氏 

＜短期講座＞ 

●玉飾り（布細工） ちりめんを使ったかわいい飾り物です。色遊びをしながら創作

します。 

・日時 8/6、9/3、10/1 午前10時～正午 

・定員 20人 ・持ち物 裁縫道具 ・講師 布²の会 

●エコクラフト エコクラフトで手作り雑貨を作ります。 

・日時 8/6、9/10、10/8 午前10時～正午 

・定員 20人 ・持ち物 はさみ ・講師 中村祐予氏 

●さるぼぼ(布あそび) ９つのサルを作り、苦難を去る縁起物の作品です。初めて

の方も簡単に作れます。 

・日時 8/4、9/1、10/6 午後1時30分～3時30分  

・定員 20人 ・持ち物 裁縫道具 ・講師 女性の館スタッフ 

●陶芸 コーヒーカップ、ビアグラスなどオンリーワンの作品を作ります。初心者向け 

・日時 8/4、9/1、10/6 午前10時～正午 

・定員 20人 ・持ち物 エプロン ・講師 谷垣洋子氏 

●絵手紙 季節の想いを絵手紙に載せてみませんか？ 

・日時 8/10、9/14、10/19 午前10時～正午 

・定員 20人 ・講師 井上みよし氏 

●その他の随時講座 クレイアートミニスイーツ作り[8/8(日)]、干支作り、ミニお

雛様作り、お正月用フラワーアレンジメント[12/28(火)午前美山・午後園部] 

＜全講座共通事項＞ 

各講座とも２時間を１回とし、受講料は１回５００円です。初回講座時に全回数

分をお支払いください。ただし材料費は別途必要です。申込締切は６月１８日（金）

です。申し込みをされた方には講座開催前に、はがきで日程などの詳細をご連絡さ

せていただきます。※ただし、各講座の申込人数が１０人以下の場合は講座を中止

することがあります。また、都合により日程を変更する場合もあります。性別を問

わずどなたでも受講いただけますので、多数のお申し込みをお待ちしています。 

 

◇ 申込・問合せ先 園部女性の館 TEL(0771) 63-2986 

膠膠膠膠

こう

原病原病原病原病

げんびょう

個別相談個別相談個別相談個別相談のごのごのごのご案内案内案内案内    

  
膠原病は、適切な治療を受け、うまくつきあうことが大切です。病気や治療について

心配ごとのある方、気になる症状のある方はこの機会に保健所にご相談ください。 

●日時日時日時日時 ７月７日（水）午後１時３０分～４時３０分 ●場所場所場所場所 南丹保健所 

●対象対象対象対象 膠原病で療養中の方。または、次の症状がある方 

・皮膚が日光にあたると過敏になる、発疹ができる、皮膚が硬くなりつまみにくい 

・手指がこわばる、指先が冷えると白くなり痛む、普段している動作なのに力が入り

にくい など 

●内容内容内容内容 専門医による個別相談 ●相談料相談料相談料相談料 無料 

●担当医担当医担当医担当医 京都第二赤十字病院 代謝・内分泌・腎臓内科  井上衛 医師 

●定員定員定員定員 ６人（予約制：状況によりお断りすることがあります） 

 

◇申込・問合せ先 南丹保健所保健室 TEL（0771）62-2979 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度第年度第年度第年度第１１１１回調理師試験準備講習会回調理師試験準備講習会回調理師試験準備講習会回調理師試験準備講習会をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

●実施日時実施日時実施日時実施日時およびおよびおよびおよび科目科目科目科目 

７月１日（木） ７月８日（木） 

受付 午前９時～９時１５分 受付 午前９時～９時１５分 

食文化概論 

衛生法規 

午前９時１５分～正午 

栄養学 

食品学 

午前９時１５分～正午 

食品衛生学 

公衆衛生学 

午後１時～５時 

食品学 

調理理論 

午後１時～４時３０分 

●場所場所場所場所 ガレリアかめおか ２階 研修室 ●申込期間申込期間申込期間申込期間 ６月１４日（月）～１８日（金） 

●受講料受講料受講料受講料 １５，０００円（テキスト、問題集を含む）※衛生協会員は１３，０００円 

 

◇申込・問合せ先 南丹食品衛生協会事務局（南丹保健所内）TEL（0771）63-1519 

高等学校奨学金高等学校奨学金高等学校奨学金高等学校奨学金（（（（第第第第２２２２次申請次申請次申請次申請））））のののの受付受付受付受付についてについてについてについて    

 

京都府では、高等学校奨学金の第２次申請を下記により受け付けます。 

●対象者対象者対象者対象者 南丹市内在住で、次の①～③すべてに該当する方 

①平成２２年度市民税（平成２１年中の所得に係る市・府民税）が非課税の世帯

に属する方 

②母子世帯、父子世帯（２０歳以上６５歳未満の同居者がいない家庭）、児童世帯、

身体障害者世帯などに該当する世帯の方 

③高等学校（高等専門学校などを含む）に修学中の方 

※同居している人の状況によっては対象とならない場合があります。 

※他の奨学金制度等を受けている人は、支給調整をすることがあります。 

●必要書類必要書類必要書類必要書類 ①申請書 ②同意書２種類（返還・併給調整および在学確認用） 

③在学証明書 ④平成２２年度課税証明書（平成２１年中の所得に係る証明） 

●申請方法申請方法申請方法申請方法 南丹保健所、社会福祉課および各支所健康福祉課に備え付けの申請書

類に記入の上、６月１日（火）～２５日（金）の間に提出してください。 

●そのそのそのその他他他他 私立高等学校あんしん修学支援事業による授業料実質無償化に伴い、入

学支度金（１年生のみ）および支援金（年額６万円）のみ支給となります。 

 

◇問合せ先 南丹保健所福祉室 TEL（0771）62-0361 

社会福祉課 TEL（0771）68-0007 

      各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度    狩猟免許試験狩猟免許試験狩猟免許試験狩猟免許試験・・・・講習会講習会講習会講習会についてについてについてについて    

 

現在南丹市では、狩猟期間などを除き、ほぼ年間を通して有害鳥獣捕獲を実施してい

ますが、残念ながらシカをはじめとする有害鳥獣による被害があとを絶ちません。その

ため、より効率的に捕獲を実施するため、有害鳥獣捕獲を目的に新たに狩猟免許を取得

された方に対して、その取得にかかった経費の一部を補助する制度を設けています。本

年度の狩猟免許の試験日と講習会の日程が決定しましたのでお知らせします。 

●狩猟免許試験日狩猟免許試験日狩猟免許試験日狩猟免許試験日 第１回：７月４日（日） 京都社会福祉会館 

         第２回：９月４日（土） 綾部市市民センター 

●受付期間受付期間受付期間受付期間 ※土・日曜日は除く。 第１回：６月３日（木）～２４日（木） 

                 第２回：７月２９日（木）～８月２６日（木） 

●狩猟免許講習会狩猟免許講習会狩猟免許講習会狩猟免許講習会 ６月１９日（土） 京都アスニー（京都市生涯学習センター） 

●受付締切日受付締切日受付締切日受付締切日 ６月１１日（金）まで ※土・日曜日は除く。 

 

◇問合せ先 狩猟免許試験：南丹広域振興局農林整備室 TEL（0771）22-0426 

講習会：京都府猟友会 TEL 075-821-5225 

市補助金制度：農林整備課 TEL（0771）68-0012 

各支所 産業建設課 TEL 八木（0771）68-0024 

日吉（0771）68-0034 美山（0771）68-0043 

発達障害支援講演発達障害支援講演発達障害支援講演発達障害支援講演「「「「モンダイモンダイモンダイモンダイなななな想像力想像力想像力想像力とととと身体感覚身体感覚身体感覚身体感覚」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

幼いころから周囲との違和感を抱きながら育ち、３０代になってアスペルガー症

候群（知的面、言語面での遅れを伴わない自閉スペクトラム）と診断される。翻訳・

執筆・講演などを通じて、自閉の内側を語る活動を精力的に続けている「ニキ・リ

ンコ」氏による講演会を開催します。 

●日時日時日時日時 ６月２６日（土）午後１時３０分～４時（受付：午後１時～） 

●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館 コスモホール ●参加費参加費参加費参加費 無料 

●講師講師講師講師 ニキ・リンコ 氏（翻訳家）、浅見淳子氏（編集者／「花風社」） 

※講師のニキ・リンコさんは、音に対して過敏なところがあります。お子様連れの

ご参加はご遠慮ください。 

●定員定員定員定員 １００人（受付順、定員になり次第締め切ります） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ６月１日（火）以降に電話で下記申込・問合せ先にお申し込みください。 

●そのそのそのその他他他他 託児ルームあり（有償：５００円。６月１１日（金）までに予約してく

ださい。受付順、定員になり次第締め切ります） 

●主主主主催催催催 南丹市 ●共催共催共催共催 ＮＰＯ法人発達障害を考える会「ぶどうの木」 

●後援後援後援後援 南丹広域振興局、南丹保健所、南丹教育局、南丹市教育委員会 

 

◇申込・問合せ先 南丹市子育て発達支援センター TEL（0771）62-3150 


