
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成２３２３２３２３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フラワーアレンジメントフラワーアレンジメント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

のフラワーアレンジメントを行います。 

・日時 7/2、8/6、9/3、10/1、11/5、12/3 

 ・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 

●きものきものきものきものリフォームリフォームリフォームリフォーム 着物や古布をベストやブラウスに仕上げます。 

・日時 7/1、8/5、9/2、10/7、11/4、12/2 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 

●手編手編手編手編みみみみ ベストなどを編み上げます。 

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

・定員 20人 ・持ち物 裁縫道具 ・講師 小林善子氏 

●書道書道書道書道 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  7/27、8/24、9/28、10/26、11/30、12/21 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 

●水彩画水彩画水彩画水彩画 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) ・講師 長井久容氏 

●生生生生けけけけ花花花花 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 7/21、8/18、9/28、10/20、11/30、12/25 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 

●ハワイアンキルトハワイアンキルトハワイアンキルトハワイアンキルト 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。 

・日時 7/26、8/23、9/27、10/25、11/22、12/27 午前10時～午後3時30分 

・定員 20人 ・持ち物 裁縫道具 ・講師 谷口久美子氏 

●アラカルトアラカルトアラカルトアラカルト（（（（陶芸陶芸陶芸陶芸・・・・グラスアートグラスアートグラスアートグラスアート・・・・クレイアートクレイアートクレイアートクレイアート）））） １講座２回ですので、３種

類すべて受講料をいただきます。 

 陶芸 ・日時 7/6、8/3 午前10時～正午 ・定員 20人 ・持ち物 エプロン 

・講師 谷垣洋子氏 

 グラスアート ・日時 11/2、12/7 午前10時～正午 定員 20人 

        ・持ち物 はさみ ・講師 前田壽枝子氏 

クレイアート ・日時 9/16、10/21 午前10時～正午 ・定員 20人 

        ・持ち物 エプロン ・講師 長井久容氏 

＜短期講座＞ 

●ちりめんちりめんちりめんちりめん細工細工細工細工（（（（香香香香のののの花花花花）））） ちりめんを使ったかわいい飾り物です。 

・日時 8/6、9/3、10/1 午後1時30分～3時30分 

・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エコクラフトエコクラフト クラフトテープで手作り雑貨を作ります。 

・日時 8/12、9/9、10/14 午前10時～正午 

・定員 20人 ・持ち物 はさみ ・講師 中村祐予氏 

●ミニミニミニミニ手帳手帳手帳手帳 平安時代を連想させる布細工です。 

・日時 8/20、9/17、10/15 午前10時～正午  

・定員 20人 ・持ち物 裁縫道具 ・講師 平田みどり氏 

●ビーズビーズビーズビーズ細工細工細工細工 ビーズを使ってオリジナル作品を楽しみましょう。 

・日時 8/17、9/21、10/19 午後1時30分～3時30分 

・定員 20人 ・持ち物 裁縫道具 ・講師 藤井裕子氏 

●そのそのそのその他他他他のののの随時講座随時講座随時講座随時講座 干支作り、ミニ雛様作り、お正月用フラワーアレンジメント 

＜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（土）

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。 

 

◇ 申込・問合せ先 園部女性の館 TEL(0771) 63-2986 

「「「「京都丹波京都丹波京都丹波京都丹波」」」」ロゴマークロゴマークロゴマークロゴマークをををを大募集大募集大募集大募集！！！！！！！！    

 
南丹広域振興局では、豊かな自然や恵まれた食材、伝統文化が息づく亀岡市、南

丹市、京丹波町からなる地域の強みを「京都丹波ブランド」として確立し、全国、

全世界へと発信します。その「京都丹波ブランド戦略事業」の取り組みとして、「京

都丹波」ロゴマークを募集します。優秀賞に選ばれた方には賞金１万円、最優秀賞

に選ばれた方には賞金５万円をプレゼントします。 

●募集期限募集期限募集期限募集期限 ６月３０日(木) 

●応募方法応募方法応募方法応募方法 応募作品と住所、氏名、年齢、職業、電話番号、作品の説明を記入の 

上、持参していただくか、郵送、メール、ＦＡＸにて応募してください。 

  

◇問合せ先 南丹広域振興局企画振興室 TEL（0771）24-8430 FAX（0771）24-4683 

〒621-0851 亀岡市荒塚町1-4-1 

Eメール nanshin-ki-kikaku@pref.kyoto.lg.jp 

Ｂ＆Ｇ「Ｂ＆Ｇ「Ｂ＆Ｇ「Ｂ＆Ｇ「体験体験体験体験クルーズクルーズクルーズクルーズ」」」」のののの参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

    

子ども達に洋上や小笠原での活動をとおして船、海、自然への理解・興味を深め、

団体活動を通じて社会性を学び、豊かな人間形成に寄与することを目的として『Ｂ&

Ｇ体験クルーズ』を下記日程で実施します。 

●行行行行きききき先先先先 東京都小笠原村・父島（発着港：東京湾晴海ふ頭） 

●期間期間期間期間 ８月１７日（水）～２２日（木）５泊６日 ●対象対象対象対象 小学４年生～中学3年生 

●参加費参加費参加費参加費 小学生102,300 円、中学生116,500 円（新大阪駅～東京湾晴海ふ頭の往

復交通費含む）※別途、自宅から新大阪までの往復交通費が必要となります。 

●活動内容活動内容活動内容活動内容 海洋観察、小笠原諸島の自然に関する学習、船長講話、操舵室見学 

ウミガメ放流、カヌー、シュノーケリングなど 

※参加者全体で５００人の予定。大型船舶「ふじ丸」にて渡航します。 

●主催主催主催主催 ブルーシー・アンド・グリーンランド（Ｂ＆Ｇ）財団 

●後援後援後援後援 内閣府、文部科学省、国土交通省、東京都 

●そのそのそのその他他他他 詳しい内容をお知りになりたい方、参加希望の方は、６月１０日（金）

までに下記までご連絡ください。 

 

◇問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057  

社会教育課八木担当 TEL（0771）68-0026 

Ｂ＆Ｇ「Ｂ＆Ｇ「Ｂ＆Ｇ「Ｂ＆Ｇ「海洋体験海洋体験海洋体験海洋体験およびおよびおよびおよび親子親子親子親子ふれあいふれあいふれあいふれあいセミナーセミナーセミナーセミナー｣｣｣｣参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

 
 沖縄での海洋性レクリエーションや自然体験活動を通して各地域から集まった青

少年および親子を対象に、規律ある集団生活の中で友情や親子の絆を深め、沖縄の

特色ある文化や自然環境に触れ、「自然保護」や「地域環境」を考える機会として『海

洋体験セミナー』『親子ふれあい体験セミナー』を下記日程で実施します。 

●行行行行きききき先先先先 沖縄県北部地区 

●期間期間期間期間  海洋体験セミナー：８月７日（日）～８月１１日（木）４泊５日 

親子ふれあい体験セミナー：８月４日（木）～８月７日（日）３泊４日 

●対象者対象者対象者対象者 海洋体験セミナー：小学校５年生から中学校３年生までの男女 

親子ふれあい体験セミナー：小学校３年生～６年生とその保護者 

●定員定員定員定員  海洋体験セミナー：先着４人 

親子ふれあい体験セミナー：先着２組 

●参加費参加費参加費参加費 海洋体験セミナー：伊丹空港発着 １人 64,000円 

親子ふれあい体験セミナー：羽田空港集合 保護者1人、子ども1人 98,000円 

※別途自宅からそれぞれの空港までの往復交通費が必要になります。 

●活動内容活動内容活動内容活動内容 沖縄ものづくり体験、美ら海水族館見学、イルカプログラム、ヨット、

カヌー、バナナボートなど（天候などによって変更する場合があります） 

●主催主催主催主催 ブルーシー・アンド・グリーンランド（Ｂ＆Ｇ）財団 

●後援後援後援後援 文部科学省、国土交通省 

●そのそのそのその他他他他 詳しい内容をお知りになりたい方、参加希望の方は６月１０日（金）ま

でに下記までご連絡ください。 
 

◇問合せ先 社会教育課 TEL （0771）68-0057 

社会教育課八木担当 TEL（0771）68-0026 

自宅自宅自宅自宅でででで大往生大往生大往生大往生    中村中村中村中村    伸一先生伸一先生伸一先生伸一先生    講演会講演会講演会講演会    

 

高齢、病気、認知症になっても、住み慣れた地域、自宅で、「安心して暮らし続け

たい」「家で逝きたい」という願い。美山に隣接する福井県おおい町名田庄地域の診

療所長として、医療だけでは手が届かない保健・福祉関係者や住民ボランティアと

の連携など、地域全体を包括的にケアする体制やシステムを数々作ってこられた中

村伸一先生に講演いただきます。支える側も、支えられる側も「ええ人生」につい

て考えてみませんか。（無料） 

●日時日時日時日時 ６月１２日（日） 午後１時３０分～４時 ●場所場所場所場所 美山文化ホール 

※美山地区の方で送迎を希望される方は、下記までお問い合わせ下さい。 

 

◇問合せ先 美山こぶしの里 TEL（0771）76-9027 

 

ボランティアグループボランティアグループボランティアグループボランティアグループ活動助成事業実施要綱活動助成事業実施要綱活動助成事業実施要綱活動助成事業実施要綱    

 

南丹市内で活動するボランティアグループの活動の充実・発展のために、活動に

必要な資金を助成します。 

●助成対象助成対象助成対象助成対象 南丹市内において活動する法人格をもたないボランティアグループ

（個人ボランティア） 

●助成額助成額助成額助成額 １つのボランティアグループあたり20,000円を上限とします。 

●申請方法申請方法申請方法申請方法 所定の申請用紙により、申請者の所在する南丹市社協支所に提出して

ください。 

●申込期限申込期限申込期限申込期限 ６月１５日（水） 

●審査方法審査方法審査方法審査方法 活動内容などを南丹市ボランティアバンク運営委員会で審査いたします。 

●活動活動活動活動・・・・決算報告決算報告決算報告決算報告 事業終了後、直ちに所定様式にて活動報告書、決算を提出して

ください。 

 

◇問合せ先 社会福祉協議会本所 地域福祉事業課 TEL（0771）72-3020  

園部支所 TEL（0771）62-4125 八木支所 TEL（0771）42-5480 

日吉支所 TEL（0771）72-0947 美山支所 TEL（0771）75-0020 


