
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歌聴風月歌聴風月歌聴風月歌聴風月「「「「‘‘‘‘07070707酒蔵酒蔵酒蔵酒蔵アコースティックライブアコースティックライブアコースティックライブアコースティックライブ」」」」開催開催開催開催！！！！    

 

お待たせいたしました！今年も歌聴風月「‘07酒蔵アコースティックライブ」を開

催いたします。私たち歌聴風月実行委員会は、｢八木町の魅力を再発見し、広くＰＲ

しよう｣「八木を音楽のまちに｣を合言葉に、昨年２００６年春に、地元有志により

結成し、活動を行っています。今年も、昨年に引き続き、地元に残る造り酒屋の酒

蔵をステージに、本物の音楽とおいしいお酒、そして今年は地元食材を生かしたお

ばんざいを、心ゆくまでお楽しみいただきます。スタッフ一同、手づくりのおもて

なしで、皆さんのお越しを、心よりお待ちしています！ 

●日  時 ６月９日（土） 午後６時開場 午後６時３０分開演 

●会   場 八木酒造有限会社（南丹市八木町八木） 

●ゲ ス ト 津久井克行（class）、津久井ＢＡＮＤ 

●入 場 料 前売り５，０００円 当日５，５００円 

(蔵出し日本酒１合または１ソフトドリンク付) 

●主  催 歌聴風月実行委員会 

●後  援 南丹市・南丹市教育委員会・八木町商工会・(財)南丹市園部国際学園

都市センター（ＣＡＴＶ）・ＫＢＳ京都・エフエム京都 

●申し込み 前売り券は４月１６日（月）午前１０時から発売で、お電話でお申し込

みください。席数が限られておりますので、お早めにお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 歌聴風月実行委員会事務局 TEL ０９０－６３７４－９７９７ 

「「「「オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル食器食器食器食器をつくろうをつくろうをつくろうをつくろう！」！」！」！」参加者参加者参加者参加者をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

  

南丹市日吉町生涯学習センター「遊 you ひよし」では、あなただけのオリジナル

食器の製作教室を開催します。作り方はとっても簡単！白磁器にあなたのお気に入

りの転写紙（シール）を張るだけなので、誰でも簡単にオリジナルのカップやお皿

が作れます。自分のために作ってもいいし、プレゼントしても喜ばれること間違い

なし！お友達や家族を誘って、ぜひご参加ください。 

●開催日時 ４月３０日（月・祝）午後１時３０分～３時 

●開催場所 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」会議室 

●内  容 白磁器に転写紙を張って作るオリジナル食器の製作（マグカップ、コー

ヒーカップ、ケーキ皿、サラダボール、灰皿、ティースプーンなどの食器

の製作を予定しています）※遊youひよしに完成作品（見本）があります。 

●指 導 者 木戸 邦子さん（南丹市美山町在住） 

●材 料 代 ５００円程度（食器によって異なります） 

●持 ち 物 ピンセット（お持ちの方のみ）、はさみ、ティッシュペーパー、タオル 

●対 象 者 市内在住の方ならどなたでも参加できます。ただし、小学２年生以下

の方は、大人の方と一緒に参加してください。 

●定  員 ３０人（先着順。定員に達し次第、受付を締め切らせていただきます） 

●申込方法 ４月２２日（日）までに、電話またはＦＡＸ（氏名、住所、電話番号

を明記）でお申し込みください。ただし、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。 

 

◇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 

「「「「手話教室手話教室手話教室手話教室・・・・入門入門入門入門」」」」講座講座講座講座のののの受講者募集受講者募集受講者募集受講者募集    

 

初めて手話を学ぶ方を対象とした手話教室を開講します。手話であいさつや自己

紹介ができるよう、手話を学んでみませんか。 

●日  時 ５月１２日（土）～７月２１日（土）の毎週土曜日 

※ただし、６月２日、６月３０日は休み。（全９回） 

毎回 午前１０時～午後３時（休憩１時間） 

●会  場 南丹市園部公民館（旧園部町中央公民館） 

●対 象 者 南丹市に在住、通勤または通学する１６歳以上の方。定員４０人。 

●費  用 受講料は無料（ただし、テキスト代１，２００円は実費負担） 

●申込方法 ４月２７日（金）午後５時１５分までに下記へお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 各支所健康福祉課 保健福祉係 

TEL 園部 ６８－００１１  八木 ６８－００２２ 

日吉 ６８－００３２  美山 ６８－００４１ 

氷室氷室氷室氷室のののの郷郷郷郷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    

    

＜2007氷室の郷 わんぱくDAY＞ 

氷室の郷の公園で、元気に遊ぶ、わんぱくでEco(エコ)な１日を過ごそう！ 

●日 時 ４月２９日（日）午前１０時～午後２時 ※雨天決行 

●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 ・ひむろEcoラリー（午前１０時～） 

      氷室の郷のいろいろな場所にあるEcoな施設を探して謎を解いてネ！ 

      （協力：京都府地球温暖化防止活動推進委員会口丹波連絡会） 

・お抹茶とおだんご（午前１１時～）先着８０人（無料） 

      ラリーで暗号を解いて、氷室特製よもぎだんごをゲットしよう！ 

     ・オリジナルEcoバッグ作り（午前１１時～）先着５０人（１００円） 

ビニール袋にさようなら、これからマイバッグを持って出かけよう！ 

・外遊びコーナー（竹とんぼ・シャボン玉・竹ポックリ・ゴムとびなど） 

・竹馬作りコーナー 先着２０人（３００円） 

     ・フィナーレ 大なわとび大会（午後１時～） ※６人１組、賞品あり 

     ・ひむろ美味自慢（ 焼きそば・たこ焼き・おにぎり・パン・コロッケ・

ウインナー・わたがしなど） 

＜氷室特製よもぎだんご講習会＞  

昔懐かしいよもぎだんごを、自分で摘んだよもぎを入れて作りましょう！ 

●日 時 ５月６日（日）午後１時３０分～３時３０分 

●場 所 南丹市八木農村環境公園『氷室の郷』 農食館 体験室 

●講習費 ８００円（５個入り１パック付） 

●持ち物 エプロン・三角巾 

●定 員 ２０人 

＜氷室の郷 体験教室＞ 

●草木オープン工房 毎月第２・４日曜日 午前１０時～ 

・陶芸教室…カップ・皿などオリジナル製品 １，０００円～ 

・七宝焼き…アクセサリー作り（ブローチ・キーホルダーなど）１，０００円 

・ガラスフュージング…ガラスブローチ作り ８００円 

・紙すき体験…手すき紙作り ８００円 

●パン作り体験…自分の好きな形、トッピングをして焼きます。 １，０００円 

●そば打ち体験…自分の打ったそばを食べていただきます。 １，０００円 

●木工体験…いろいろなキッドを取りそろえています。 １，０００円～ 

 

◇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 

平成平成平成平成１９１９１９１９年度生涯学習推進事業年度生涯学習推進事業年度生涯学習推進事業年度生涯学習推進事業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、平成１９年度に次の事業を実施しますので

お知らせします。詳細につきましては、その都度「お知らせなんたん」でお知らせ

しますのでご覧ください。たくさんのご参加をお待ちしています。 

●ホール事業 

日 程 内 容 題目、出演者 入場料等 

５月２７日（日） 映画会 「出口のない海」 入場料必要 

６月２４日（日） 人形劇 もちもちの森 入場無料、申込不要 

７月 ７日（土） 七夕コンサート 

オカリナ、篠笛、女声

コーラス 

入場無料、申込不要 

７月１６日（月・祝） 映画会 「森のリトルギャング」 入場整理券必要 

 ９月２３日（日） 民謡コンサート 民謡合唱団「篝(かがり)」 入場無料、申込不要 

１０月１４日（日） 演劇 すわらじ劇園 入場整理券必要 

１２月 １日（土） 狂言 茂山狂言会 入場料必要 

●ビデオ上映会 時間：午後１時３０分～（毎回） ※入場無料、申込不要 

日 程 上映時間 作品名 種類、対象 

 ４月１５日（日） １０８分 ウイニング・パス 中高校生～ 

 ８月１９日（日） ９４分 くるみ割り人形 アニメ、幼児～ 

１０月２１日（日） １０３分 カサブランカ 名画、一般 

１１月１８日（日） ８１分 王と鳥 アニメ、幼児～ 

１２月 ９日（日） １００分 ポーラーエクスプレス 幼児～ 

 １月２０日（日） １４０分 植村直己物語 一般 

 ２月１７日（日） １２９分 いつか読書する日 一般 

 ３月 ９日（日） ５８分 イワンと仔馬 アニメ、幼児～ 

※このほか、各種文化教室やパソコン教室の開催を予定しています。 

 

◇問合せ先 南丹市日吉町生涯学習センター 

TEL（0771）７２－３３００ FAX （0771）７２－３３１１ 

企画展企画展企画展企画展「「「「ふるさとのふるさとのふるさとのふるさとの画家画家画家画家    麻田麻田麻田麻田辨辨辨辨

べん

自自自自

じ

」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

麻田辨自は、明治３２年、京都府船井郡富本村（現：南丹市八木町西田）に中西

家の二男として生まれました。大正１０年、第３回帝展で初入選し、以後官展に入

選を重ねます。京都市立絵画専門学校を卒業と同時に研究科に進み、その後、上村

松園の画弟子麻田ツルと結婚、麻田姓を名乗ることになります。西村五雲に師事し、

師五雲譲りの即妙な写実的表現による花鳥画で戦前期の官展（帝展・文展）などに

出品を重ねました。戦後は日展に出品し、さまざまな賞を受賞するなど風景画に新

境地を開きます。 

本展では、日展などへの出品作のほか青年期の作品、スケッチ、版画なども合わ

せてご覧いただき、辨自が目指した画の軌跡の一端をご紹介します。 

●開催期間 ４月２８日（土）～５月２７日（日） 

●開館時間 午前９時～午後５時（入館は４時３０分まで） 

●休 館 日 ５月１日（火）、７日（月）、１４（月）、２１日（月） 

●会  場 南丹市立文化博物館（南丹市園部町小桜町63番地） 

●入 館 料 大人３００円、学生２００円、小人１００円（２０人以上の団体は２割引） 

 

◇問合せ先 南丹市立文化博物館 TEL ６８－００８１ FAX ６３－２９８３ 


