
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エンジョイエンジョイエンジョイエンジョイ・・・・ゲームゲームゲームゲーム≪≪≪≪バドミントンバドミントンバドミントンバドミントン交流会交流会交流会交流会≫≫≫≫のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

●開催日時 ６月２３日（土）午前９時～午後５時 

●会  場 京都府立口丹波勤労者福祉会館（南丹市八木町西田） 

●種  目 混合ダブルス（女子ペアでも可） ●参加料 １チーム２，０００円 

●参加対象 １８歳以上の府民で上級者、中級者、初級者、初心者の人 

●申込方法 直接来館または、電話・ＦＡＸにて当会館までお申し込みください。 

 

◇問合せ先 ＮＰＯ法人八木町スポーツ協会（口丹波勤労者福祉会館） 

TEL（0771）４２－５４８４ FAX（0771）４２－５６８４ 

Eメール kinrousha18＠citrus.ocn.ne.jp 

平成平成平成平成１９１９１９１９年度女性年度女性年度女性年度女性のののの館講座案内館講座案内館講座案内館講座案内            

 

＜長期講座＞ ※開催日は、指定の曜日と異なる場合があります。 

●さをり織り 一織一織好きな配色で織り上げ、個性的なベスト、ショールに仕上

げます。 

・開催日時 第２土曜日（7/14・8/11・9/8・10/13・11/10・12/8・1/12・2/9・3/8） 

午前１０時～午後３時３０分 ※全１８回（１日に午前・午後の２回） 

・定  員 １０人  ・持ち物 はさみ、裁縫道具 

・講  師 そのべ手織り「綾」松本悦子氏ほか 

●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。 

・開催日時 第１土曜日（7/7・8/4・9/1・10/6・11/2・12/1・12/26・2/2・3/1） 

 午後１時３０分～３時３０分 ※全９回 

・定  員 ２０人  ・持ち物 生け花用はさみ   

・講  師 森谷万知子氏（亀岡市在住） 

●パッチワーク 初めての方も基本から学べて楽しめるかわいい作品作りです。 

・開催日時 第４火曜日(7/24・8/28・9/25・10/23・11/27・12/25・1/22・2/26・3/25) 

      午後１時３０分～３時３０分 ※全９回 

・定  員 ２０人  ・持ち物 裁縫道具  ・講師 井上みよし氏 

●きものリフォーム たんすに眠っている着物や古布を利用してベストやブラウス

に仕上げます。 

・開催日時 第４金曜日(7/27・8/24・9/28・10/26・11/30・12/14・1/25・2/22・3/28) 

午前１０時～午後３時３０分 ※全１８回（１日に午前・午後の２回） 

・定  員 ２０人  ・持ち物 筆記用具、裁縫道具  ・講師 疋田里美氏 

＜短期講座＞ 

●手作り雑貨 クラフトテープや木工でアメリカンドールやかわいいお部屋飾りを

作ります。エコクラフトやトールペイントで手作り雑貨を作ります。 

・開催日時 ７月１１日、９月１２日、１０月１０日（第２水曜日） 

午前１０時～正午 ※全３回 

・定  員 ２０人  ・持ち物 裁縫道具 

・講  師 ママの手づくりショップｗｅｌｃｏｍｅ代表 中村祐予氏ほか 

●布細工（羽子板） ちりめんの布等を利用してお部屋飾りの豪華な羽子板を作ります。 

・開催日時 ７月７日、８月４日、９月１日（第１土曜日） 

午前１０時～午後３時３０分 ※全６回（１日に午前・午後の２回） 

・定  員 ２０人  ・持ち物 裁縫道具、ボンド（ハード）   

・講  師 奥村禎子氏 

●手編み ひと針ひと針出来上がりが楽しみなベストなどを編み上げます。 

・開催日時 ７月１０日、８月７日、９月１１日（第２火曜日） 

      ※第２火曜日以外に開催する日があります 

午後１時３０分～午後３時３０分 ※全３回 

・定  員 ２０人  ・持ち物 はさみ、かぎ針、棒針（お持ちの方のみ） 

・講  師 小林善子氏 

●グラスアート ステンドグラス調の初心者でも参加しやすいアート。今回はアン

ティーク調に仕上げます。 

・開催日時 ７月２５日、８月２２日、９月２６日（第４水曜日） 

午後１時３０分～午後３時３０分 ※全３回 

・定  員 ２０人  ・持ち物 はさみ  ・講師 前田壽枝子氏（京都市在住） 

●つるの編みかご 藤のつるでおもしろいかごを編みます。 

・開催日時 １０月２５日、１１月２２日（第４木曜日） 

午後１時３０分～午後３時３０分 ※全２回 

・定  員 ２０人  ・持ち物 花切りばさみ  ・講師 北山禮子氏 

●その他の随時講座 

 お正月用干支（えと）作り、お正月用フラワーアレンジメント、ひな人形作り 

＜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  

回数分お支払いください。ただし材料費は別途必要です。 

・申し込みの締め切りは６月２０日（水）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。(注)ただし、各講座の申し込み人数が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があります。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市園部「女性の館」 TEL（0771）６３－２９８６ 

        （南丹市園部町小桜町・南丹市園部海洋センター横） 

南丹市国際交流会館 TEL（0771）６３－１７７７ 

第第第第２２２２回南丹市回南丹市回南丹市回南丹市バドミントンバドミントンバドミントンバドミントン選手権選手権選手権選手権をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

南丹市バドミントン選手権(京都府民総合体育大会 南丹市代表予選会)を開催します。 

●主  催 南丹市体育協会 ／ 主管 南丹市バドミントン連盟 

●開 催 日 ６月１７日（日）午前９時 開会式 

●会  場 園部中学校体育館 

●種  目 ①男子ダブルス ②女子ダブルス ③混合ダブルス 

●競技方法 （財）日本バドミントン協会現行競技規則および大会運営規定による。 

●参加資格 南丹市内在住・在勤・在学の１８歳以上の者（高校生は除く） 

●参 加 料 一人一種目につき ５００円 

●申込方法 ６月６日（水）までに、ＦＡＸで下記申込先までお申し込みください。 

 

◇大会に関する問合せ先 南丹市バドミントン連盟 坂本TEL ０９０－８３７６－１４７５ 

大会参加申込先 中央スポーツ FAX（0771）２３－８８３９ 

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    

 

＜運動施設利用時間を延長します＞ 

 丹波自然運動公園では、利用者の利便を図るため、６月１日から９月３０日まで

の期間、各運動施設の利用時間を早朝、夕方、それぞれ１時間延長いたします。（た

だし、体育館は早朝のみ）詳しいことは、運動施設問合せ先へお問い合わせください。 

◇運動施設問合せ先 TEL （0771）８２－０３００ 

＜｢さつき・山野草展｣を開催します＞ 

●日 時 ６月１日（金）～３日（日）午前９時～午後５時 

●場 所 京都府立丹波自然運動公園 公園センター３階 特設展示場 

＜「春季薬草教室」を開催します＞ 

 公園および周辺に生育する薬草を観察し、自然の植物に接し親しみながら、身近な薬

草植物の効用、服用方法などの正しい知識を身に付け、生活に役立てていただきます。 

●日  時 ６月１４日（木）午前１０時３０分～午後３時３０分（午前１０時～受付） 

●場  所 京都府立丹波自然運動公園および周辺 

●講  師 小畑 實 先生（南丹市美山町） ●参加料 ２，５００円（食事代含む） 

●内  容 開講式・講義（中央管理棟３階会議室にて）、薬草観察・採取（公園周辺）、

昼食（レストハウスで、季節の弁当に薬草・野草の天ぷらを添えます） 

●そ の 他 自然林に入って薬草観察ができる服装でご参加ください。 

筆記用具・雨具・軍手などをご持参ください。 

●申込方法 ６月４日（月）までに、往復はがきかＦＡＸで、参加者の氏名、住所、

電話番号、ＦＡＸ番号を明記の上、下記までお申し込みください。 

 

 ◇問合せ先 京都府立丹波自然運動公園 (〒622-0232 京都府船井郡京丹波町曽根) 

TEL（0771）８２－０５６０ FAX（0771）８２－０４８０ 

第第第第１１１１５５５５回八木町陸上競技大会回八木町陸上競技大会回八木町陸上競技大会回八木町陸上競技大会のののの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    

 

●開催日時 ６月９日（土）午前９時３０分開会（午前９時から受付開始） 

●場  所 南丹市八木運動公園グラウンド（南丹市八木町西田） 

●実施種目 一般の部（50ｍ・100ｍ・1500ｍ・走幅跳） 

中学高校生の部（50ｍ・100ｍ・1500ｍ・走幅跳・400ｍリレー） 

小学校高学年の部(４年生以上)(50ｍ・100ｍ・800ｍ・走幅跳・400ｍリレー) 

小学校低学年の部（３年生以下）（50ｍ・100ｍ） 

●参加資格 小学生以上南丹市在住（在勤、在学）の方は、どなたでも参加できます。 

●参加申込 各申込窓口に備え付けの申込用紙に必要事項を記入して、６月４日

（月）までにお申し込みください。 

※申込窓口 教育委員会 各教育振興係、八木スポーツフォアオール、

口丹波勤労者福祉会館、八木公民館 

●参 加 料 高校生以上２００円・中学生以下１００円（当日会場でお支払いください） 

●そ の 他 雨天などで競技ができない場合は、主催者判断で中止します。 

主催：ＮＰＯ法人八木町スポーツ協会 主管：八木町陸上競技協会 

 

◇問合せ先 教育委員会 教育振興係（八木）内 八木町スポーツ協会事務局 

TEL ６８－００２５ 

夏休夏休夏休夏休みみみみ国内交流事業国内交流事業国内交流事業国内交流事業・・・・青少年国際交流青少年国際交流青少年国際交流青少年国際交流キャンプキャンプキャンプキャンプ    

 

 文部科学省所管の(財)国際青少年研修協会では、全国から集まる日本人と在日外国人の

子どもたちが野外生活を共にしながら、言葉や文化を越えて仲間と協力し合う楽しさや

大切さを学ぶ『青少年国際交流キャンプ』を実施します。（子どもゆめ基金助成事業） 
●期  間 ８月１日（水）～５日（日）  ●申込締切 ７月６日（金） 

●場  所 山梨県山中湖村営山中湖キャンプ場 

●内  容 富士登山、野外炊飯、テント設営、ワイドゲーム、もぎ店屋台村など 

●対 象 者 小学４年～中学３年（日本人小中学生 １４０人、外国人小中学生４０人） 

●参 加 費 小学生６０，０００円、中学生７０，０００円（新大阪駅から参加の場合） 
  

 ◇問合せ先 財団法人 国際青少年研修協会  URL http://www.kskk.or.jp 

       TEL（03）３３５９－８４２１ FAX（03）３３５４－２２０７ 


