
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    
    

＜さつき・山野草展＞…さつき・山野草愛好家の方々による展示、即売 

●●●●日日日日        時時時時 ６月６日（金）～８日（日）午前９時～午後５時 

●●●●場場場場        所所所所    公園センター無料休憩所 

＜園芸教室＞…菊の定植など 

●●●●日日日日        時時時時 ７月３日（木）午後１時３０分～４時 

●●●●場場場場        所所所所    公園センター 会議室  ●●●●定員定員定員定員    ３０人  ●●●●参加料参加料参加料参加料 ５００円 

●申申申申しししし込込込込みみみみ    ６月２８日（土）までに、はがきまたはＦＡＸでお申し込みください。 

＜グラウンド・ゴルフのつどい＞ 

●●●●日日日日        時時時時 ６月６日（月例会）～２７日の毎週金曜日、午前９時～１２時 

●●●●場場場場        所所所所 球技場  ●●●●参加料参加料参加料参加料 ２００円（当日受付） 

＜スポーツを楽しもう＞ 

●●●●日日日日        時時時時 ６月１０日（火）※毎月第２火曜日、当日受付  ●●●●場場場場所所所所    体育館 

午前９時～ 卓球を楽しもう（参加料３００円） 

午後１時３０分～ 障害者スポーツのつどい（無料） 

午後６時～ スポーツの夕べ（参加料３００円） 

＜自然運動公園を写そう＞…秋の公園まつりに展示する写真を募集します。 

●●●●題題題題        材材材材    自然、スポーツ、遊びなど、公園内で撮影されたもの 

●●●●規規規規        格格格格    カラープリント四つ切りサイズ（ワイド可）、単写真、未発表の作品（１

人３点まで）デジタルカメラの場合は、銀塩プリントで応募のこと。 

●●●●そそそそ    のののの    他他他他 公園のＰＲに使用する場合がありますので、肖像権、著作権には十分注意

し、人物が特定できる写真は本人の承諾を得てご応募ください。（必要に

応じネガなどの提出をお願いします）応募作品は原則返却しません。 

●●●●応募方法応募方法応募方法応募方法    ９月１日（月）～３０日（火）に、「作品名、住所、氏名、年齢、電話

番号、撮影日」を記入の上、下記へご応募ください。 

 

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

TEL（0771）８２－０５６０ FAX（0771）８２－０４８０ 

口丹波勤労者福祉会館口丹波勤労者福祉会館口丹波勤労者福祉会館口丹波勤労者福祉会館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    

    

＜口丹波勤労者福祉会館の愛称を大募集！！＞ 

もっと身近に、より親しく感じていただけるような愛称を募集します。６月３０日

（月）までに、会館窓口の応募用紙で直接、または電話、ＦＡＸでご応募ください。 

＜初心者対象 卓球教室＞ 

●●●●日日日日        時時時時 ６月６日（金）、２０日（金）、７月４日（金）、１１日（金） 

午後１時３０分～４時３０分 ※最終日は簡単な交流大会を行います。 

●●●●場場場場        所所所所 京都府立口丹波勤労者福祉会館 体育館 ●●●●参加料参加料参加料参加料    ２，０００円(４回分) 

●●●●対対対対        象象象象 卓球初心者  ●●●●講師講師講師講師 南丹市卓球協会会員 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 電話、ＦＡＸまたは直接来館の上、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 

美山町自然文化村美山町自然文化村美山町自然文化村美山町自然文化村『『『『ばらがいっぱいあるんやばらがいっぱいあるんやばらがいっぱいあるんやばらがいっぱいあるんやＤＡＹＤＡＹＤＡＹＤＡＹ』』』』    

 

美山町自然文化村河鹿荘の敷地内にあるバラ園が今年も見ごろの季節になりまし

た！約１５０種、６００本のバラが見事に咲き誇り、優雅な香りが漂う園内を自由

にご見学いただけます。バラの魅力をあらためて感じていただけることでしょう！ 

また、バラの苗・ミニバラの販売のほか、期間限定のイベントも行っています。

※開花時期は前後する場合があります。見ごろは事前にお問い合わせください。 

●●●●期期期期        間間間間 ５月２８日（水）～６月２２日（日）※６月９日（月）はバラ園のみ開園 

      ・バラで彩られたデザート付きのミニコース料理（３，６００円、要予約） 

・バラ風呂（入浴料：５００円 入浴時間：午前１１時～午後８時） 

      ・バラの化粧水作り体験（１,３００円、所要時間約２０分、要予約） 

 

◇問合せ先 （財）美山町自然文化村（美山町中） TEL（0771）７７－００１４ 

マリーンピアマリーンピアマリーンピアマリーンピア「「「「チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ漁業体験漁業体験漁業体験漁業体験」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

京都府立青少年海洋センターでは、定置網体験をとおして、海や漁業について学

ぶとともに、家族の心のふれあいを深める「チャレンジ漁業体験」を開催します。 

●●●●開催期日開催期日開催期日開催期日 パート１：６月１４日（土）～１５日（日）（１泊２日） 

      パート２：６月２１日（土）～２２日（日）（１泊２日） 

●●●●会会会会        場場場場 京都府立青少年海洋センター（マリーンピア） 

●●●●内内内内        容容容容 宮津市大島海上で定置網体験（とれとれ魚の朝食付）※荒天中止 

●●●●対対対対        象象象象 ２人以上のグループ(１８歳以下保護者同伴) ●●●●定員定員定員定員 各１５人(先着順) 

●●●●参加費用参加費用参加費用参加費用 小学生6,100円、中学生6,300円、高校生7,600円、一般8,700円   

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ６月３日(火)～７日(土)、パート２は１１日(水)までの午前９時～午後５

時に、下記へ電話でお申し込みください。後日、参加申込書を送付します。 

 
◇申込・問合せ先 京都府立青少年海洋センター(ﾏﾘｰﾝﾋﾟｱ) TEL（0772）２２－０５０１ 

女性女性女性女性のののの館館館館「「「「創作創作創作創作おおおお地蔵地蔵地蔵地蔵さまさまさまさま（（（（布細工布細工布細工布細工））））講座講座講座講座」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

 初心者の方でも簡単にできるかわいいお地蔵さまを作ります。たくさんのご参加

をお待ちしています。 

●●●●開催日時開催日時開催日時開催日時 ６月１４日（土）午後１時３０分～３時３０分 

●●●●定定定定        員員員員 ２０人  ●●●●講師講師講師講師 布²(ふふ)の会  ●●●●持持持持ちちちち物物物物 裁縫道具 

●●●●参参参参    加加加加    費費費費 １，０００円  ●●●●申込締切申込締切申込締切申込締切 ６月１２日（木） 

 

◇申込・問合せ先 南丹市園部女性の館 TEL（0771）６３－２９８６ 

平成平成平成平成２０２０２０２０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＞ ※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。 

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

午前１０時～午後３時３０分 ※全１２回（１日に午前・午後の２回） 

・・・・定定定定        員員員員 １０人 ・・・・持持持持ちちちち物物物物 はさみ、裁縫道具 

・・・・講講講講        師師師師 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。 

・・・・開催日時開催日時開催日時開催日時 第１土曜日（7/5・8/2・9/6・10/4・11/1・12/6）※全６回 

 美山会場（美山文化ホール）：午前１０時～正午 ※２会場で実施 

園部会場（女性の館）：午後１時３０分～３時３０分 

・・・・定定定定        員員員員 ２０人 ・・・・持持持持ちちちち物物物物 生け花用はさみ ・・・・講師講師講師講師 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。 

・・・・開催日時開催日時開催日時開催日時 第４火曜日(7/29・8/26・9/30・10/28・11/25・12/9) ※全６回 

午後１時３０分～３時３０分 

・・・・定定定定        員員員員 ２０人 ・・・・持持持持ちちちち物物物物 裁縫道具 ・・・・講師講師講師講師 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。 

・・・・開催日時開催日時開催日時開催日時 第４金曜日（7/25・8/22・9/26・10/24・11/28・12/26） 

午前１０時～午後３時３０分 ※全１２回（１日に午前・午後の２回） 

・・・・定定定定        員員員員 ２０人 ・・・・持持持持ちちちち物物物物 筆記用具、裁縫道具 ・・・・講師講師講師講師 疋田里美氏 

●エコクラフト エコクラフトで手作り雑貨を作ります。 

・・・・開催日時開催日時開催日時開催日時 第１金曜日（7/4・8/1・9/5・10/3・11/7・12/5）※全６回 

午前１０時～正午 ・・・・定員定員定員定員 ２０人 ・・・・持持持持ちちちち物物物物 裁縫道具 

・・・・講講講講        師師師師 ママの手づくりショップｗｅｌｃｏｍｅ 代表 中村祐予氏ほか 

●着付け これから着物を楽しみたい方、またお出かけ用に、着付けのコツを習います。 

・・・・開催日時開催日時開催日時開催日時 第２火曜日（7/8・8/12・9/9・10/28・11/11・12/9）※全６回 

午後１時３０分～３時３０分 ・・・・定員定員定員定員 ２０人 ・・・・講師講師講師講師 徳山貞子氏 

●絵手紙 日ごろ目に付く素材を中心に優しいタッチで描きます。初心者大歓迎。 

・・・・開催日時開催日時開催日時開催日時 第３火曜日（7/15・8/19・9/9・10/21・11/18・12/24）※全６回 

午前１０時～正午 ・・・・定員定員定員定員 ２０人 ・・・・講師講師講師講師 井上みよし氏 

●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。 

・・・・開催日時開催日時開催日時開催日時 第４水曜日（7/23・8/27・9/24・10/22・11/26・12/24）※全６回 

午後１時３０分～３時３０分 ・・・・定員定員定員定員 ２０人 ・・・・講師講師講師講師 黒木雅子氏 

●いけ花 嵯峨御流のいけ花です。四季の花を楽しんでください。 

・・・・開催日時開催日時開催日時開催日時 第３木曜日（7/17・8/21・9/25・10/16・11/20・12/18）※全６回 

午後１時３０分～３時３０分 ・・・・定員定員定員定員 ２０人 ・・・・講師講師講師講師 浅井淑子氏 

＜短期講座＞ 

●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。 

・・・・開催日時開催日時開催日時開催日時 第２火曜日（7/8、8/12、9/9）※全３回 

午後１時３０分～３時３０分 ・・・・定員定員定員定員 ２０人 

・・・・講講講講        師師師師 小林善子氏 ・・・・持持持持ちちちち物物物物 はさみ、かぎ針６号（お持ちの方のみ） 

●かげろうタッチの水彩画 ほんわかと柔らかい、優しい絵画です。初心者の方も参

加しやすいアートです。 

・・・・開催日時開催日時開催日時開催日時 第２木曜日（7/10、8/14、9/11）※全３回 

午後１時３０分～３時３０分 ・・・・定員定員定員定員 ２０人 

・・・・講講講講        師師師師 長井久容氏（京都市在住） 

●吊（つ）り草（布細工） 初心者向けのかわいい小物をつり下げます。 

・・・・開催日時開催日時開催日時開催日時 第３水曜日（7/16、8/20、9/17）※全３回 

午後１時３０分～３時３０分 ・・・・定員定員定員定員    ２０人 ・・・・講師講師講師講師 女性の館 

●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、

子どもグラスアート 

＜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（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。(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 


