
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

八木公民館講座八木公民館講座八木公民館講座八木公民館講座「「「「水辺水辺水辺水辺のののの観察観察観察観察」」」」参加児童募集参加児童募集参加児童募集参加児童募集    

 

 身近な自然に目を向け、学習・体験の場を通じ、生物や自然環境の大切さを学び、

ふるさとへの関心を高めることを目的に「水辺の観察」を実施します。 

八木町を流れる大堰(おおい)川の水は、水路に引かれ、田んぼに至ります。さか

なたちも本流から水路へ入り込んできます。人々の生活と隣り合わせの自然、身近

な自然の中で、生き物の暮らしを実感してください。八木町西田には希少種と呼ば

れるさかなをはじめ、およそ２０種類のさかながおり、毎年観察しています。 

●●●●第１回【活動・調査】水路でさかなとりをします。 

 ・日 時 ７月６日（日）午前９時３０分～正午 ・場所 八木町西田地内用水路 

 ・指導者 南丹 自然と人 ふるさとクラブ、NPO法人 亀岡 人と自然のネットワーク 

 ・協 力 八木町西田自治会 

●●●●第２回【学習会】さかなの種類や特徴、アユモドキなど希少種について学習します。 

 ・日 時 ７月１２日（土）午前１０時～１１時３０分 ・場所 八木公民館 

 ・講 師 南丹 自然と人 ふるさとクラブ 

●●●●第３回【飼育・展示および放流】みんなで捕獲した魚の一部を飼育・展示します。

魚の特徴、活動の様子、希少種の保護啓発に係る資料の展示などを行い

ます。その後、もとの生息地へ放しに行きます。 

・飼育・展示期間 ７月１４日（月）～２９日（火）※自由見学 

・飼育・展示場所 八木公民館・八木支所（各施設開館・開庁時のみ観賞可能） 

・放流日時 ７月３０日（水）午後２時～３時３０分 

・放流場所 八木公民館から南丹用水（八木町西田）へ 

●●●●第４回【施設見学】八木町で採取されたアユモドキが系統保存されている滋賀県立琵

琶湖博物館を見学。特に【水族展示室「淡水の生き物たち」】を見学・学習。 

・日 時 ８月２７日（水）午前９時１０分八木支所出発（午後５時帰着予定） 

・場 所 滋賀県立琵琶湖博物館(滋賀県草津市下物町) ・交通手段 マイクロバス 

●●●●対対対対        象象象象 市内小学校児童        ●●●●定員定員定員定員 ２５人 

●●●●参参参参    加加加加    料料料料 ５００円（全４回分、琵琶湖博物館入館料２００円も含みます） 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ６月２６日（木）午後５時までに、八木公民館に直接お申し込みくだ

さい（電話・ＦＡＸ可）。定員を超えた場合は、主催者側で抽選し、結

果をお知らせします。事業の詳細は、参加決定者に別途通知します。 

※本事業は、全４回一連の取り組みであり、各回ごとの参加は認めません。 

※やむを得ず計画を変更することがあるかもしれませんのでご了承ください。 

※第１回活動・調査には、１年・２年生の児童は可能な限り保護者の同伴をお願

いします。第２回学習会も保護者の参加を歓迎します。（施設見学は児童のみ） 

 

◇申込・問合せ先 南丹市八木公民館 TEL ６８－００２６ FAX (0771)４２－５６１６ 

「「「「日吉町生涯学習日吉町生涯学習日吉町生涯学習日吉町生涯学習センターパソコンセンターパソコンセンターパソコンセンターパソコン教室教室教室教室」」」」受講生募集受講生募集受講生募集受講生募集    

 

パソコン教室「初級Ｗｏｒｄコース」を開催します。参加希望の方は、６月２５日（水）

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。 

●●●●開催日時開催日時開催日時開催日時 ７月２日～８月６日の毎週水曜日（全６回）午後１時３０分～３時３０分 

●●●●場場場場        所所所所 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」ＩＴ研修室 

●●●●内内内内        容容容容 文字入力ができる方を対象に、簡単な文書（Ｗｏｒｄ）の作成から中

級程度までを学ぶコース 

●●●●受受受受    講講講講    料料料料 ３，０００円（全６回分）、テキスト代（実費） ●●●●持持持持ちちちち物物物物 筆記用具 

●●●●対対対対    象象象象    者者者者 市内在住の１８歳以上の方を優先します。 

●●●●定定定定        員員員員 １２人（先着順定員に達し次第締め切り）※前年度未受講者を優先 

●●●●そそそそ    のののの    他他他他 都合により、一部日程を変更させていただく場合があります。 

      申込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 

「「「「リズムリズムリズムリズム体操体操体操体操＆＆＆＆ストレッチストレッチストレッチストレッチ教室教室教室教室」」」」受講生募集受講生募集受講生募集受講生募集    

 

 運動不足を解消！音楽に合わせての有酸素運動や、ダンベル（水入りのペットボト

ル）を使って筋力アップなど、楽しく運動して体力づくりや健康維持を図りませんか。 

●●●●開催日時開催日時開催日時開催日時 ７月１日～２９日の毎週火曜日（全５回）午後７時３０分～８時３０分 

●●●●場場場場        所所所所 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」ホール 

●●●●内内内内        容容容容 音楽に合わせてリズム体操＆ストレッチ ●●●●受講料受講料受講料受講料 ２，０００円 

●●●●指指指指    導導導導    者者者者 荒賀 みどり さん ●●●●服装服装服装服装 運動しやすい服装 

●●●●持持持持    ちちちち    物物物物 シューズ、バスタオル、水入り500ｍℓペットボトル２本、水分（お茶など） 

●●●●対対対対    象象象象    者者者者 市内在住、在勤および在学の方を優先します。（先着５０人） 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ６月２５日（水）までに、日吉町生涯学習センター「遊 youひよし」

会館事務室へ直接、または電話・ＦＡＸ（氏名、住所、電話番号を明記）

でお申し込みください。※定員に達し次第、締め切らせていただきます。 

●●●●そそそそ    のののの    他他他他 都合により、一部日程を変更させていただく場合があります。 

      申込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 

歴史歴史歴史歴史・・・・健康健康健康健康ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

 

Sonobe 健歩会改め、Nantan 健歩会は、生活習慣病などの予防をしながら、地元

の良い所、歴史にふれることのできる健康ウォーキングクラブです。 

今回は『第１７回 山科疏水・天智天皇陵～毘沙門堂コース』です。琵琶湖の水

を受け、こんこんと流れる山科疎水の緑の散策路を初夏の風を浴びてウォーキング

を楽しみながら、残されし京都洛東の歴史を少しひもといてみませんか。 

●●●●日日日日        程程程程 ６月２８日（土）※少雨決行 

【集合】時間：午前１０時  場所：ＪＲ二条駅映画館側 

【解散】時間：午後３時予定 場所：ＪＲ山科駅 

●●●●コースコースコースコース  『第１７回 山科疏水・天智天皇陵～毘沙門堂コース』（歩行距離６㎞） 

二条駅－地下鉄東西線－御陵駅＝山科疏水＝本圀寺＝天智天皇陵

（日時計）＝（途中で昼食）＝瑞光院＝毘沙門堂＝山科駅 

●●●●交交交交        通通通通 ＪＲ嵯峨野線利用の場合の例（行き） 

      胡麻 8：46－日吉 8：56－園部 9：05－八木 9：13－二条 9：48着 

●●●●費費費費        用用用用 保険料含む参加費２００円（一般の方のみ）、交通費（各自実費） 

●●●●対対対対        象象象象 現在元気良く一人で６㎞以上歩ける方(目的はあくまで健康ウォーキングです) 

当日体調の悪い方、付き添いが必要な方はご遠慮ください。 

※参加者は自己の責任で、健康、自己管理をしてください。 

●●●●持持持持    ちちちち    物物物物 弁当・水筒・汗ふきタオル・帽子・手袋・保険証コピー（雨天時雨具） 

●●●●そそそそ    のののの    他他他他 当日は歩きやすい服装と履き慣れた靴でお越しください。 

●●●●申申申申しししし込込込込みみみみ ６月２５日（水）までに下記の申込先へご連絡ください。 

※申込取消、欠席がある場合は必ずNantan健歩会へご連絡ください。 

       

◇申込・問合せ先 Nantan健歩会（木村） TEL（0771）６２－３３７０ 

または 健康課 TEL ６８－００１６ 

南丹市子南丹市子南丹市子南丹市子どもどもどもどもサッカーサッカーサッカーサッカー教室教室教室教室をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

2008バニーズ京都SCふれあいサッカーイベントin園部公園陸上競技場「南丹市子ど

もサッカー教室」を開催します。幼児から小学３年生まで男女を問わずご参加ください。 

●●●●日日日日        時時時時 ７月１３日（日）午前９時３０分 受付 ※雨天の場合は中止します。 

       午前１０時～「キッズフェスティバル」 

サッカー教室・ミニコートでのボール遊び 

       午後１時～ 「バニーズ京都SC公式戦キックオフ（VS FC高槻）」 

エスコートキッズに参加できる特典あり 

       午後１時４５分～「バニーズ京都SC公式グッズ大抽選会」 

●●●●会会会会        場場場場 南丹市園部公園陸上競技場  ●●●●参加料参加料参加料参加料 無料 

●●●●対対対対        象象象象 幼児～小学３年生以下の男女（サッカー未経験者大歓迎） 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 住所、氏名、性別、学年（年齢）、学校名、電話番号、保護者氏名を明

記の上、７月１０日（木）までにＦＡＸで下記へお申し込みください。 

●●●●そそそそ    のののの    他他他他 車は、園部公園城南地区駐車場または横田地区駐車場にお止めください。 

正面駐車場はチーム関係者用駐車場としますので駐車をご遠慮ください。 

●●●●主主主主        催催催催 バニーズ京都SC、南丹市体育協会 

●●●●後後後後        援援援援 南丹市教育委員会、京都府サッカー協会、ミカサ 

 

◇申込・問合せ先 社会教育課 TEL ６８－００５７ FAX ６３－２８５０ 

「「「「森森森森のののの幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園とととと森森森森のののの楽校楽校楽校楽校」（」（」（」（全全全全１０１０１０１０回回回回））））参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

 

NPO森林・環境ネットワークは、子どもたちが走り回り遊べる森づくりを目指して

います。子どもたちが地域の自然環境に親しみ大切にする心を育むために、年間を

通して自然体験や文化活動を実施します。活動のお手伝いをしていただけるボラン

ティアスタッフも募集しています。 

●●●●日日日日        時時時時 毎月第２土曜日（原則）の午後１時～３時（全１０回）※雨天決行 

①６/１４ ②７/１２ ③８/９ ④９/１３ ⑤１０/１１ 

⑥１１/１ ⑦１２/１３ ⑧１/１７ ⑨２/１４ ⑩ ３/２０（予定） 

●●●●集合場所集合場所集合場所集合場所 南丹市八木町船枝垣内14   

●●●●内内内内        容容容容 「森の幼稚園」：森あそびや森の散策、絵本の読み聞かせ ほか 

対象…３歳以上の園児 

｢森の楽校｣：秘密基地づくり、いかだづくり、子ども村の森づくり 予定 

対象…小学生～一般  ●●●●定員定員定員定員 ３０人 

●●●●持持持持    ちちちち    物物物物 肌の露出が少なく動きやすい服装、歩きやすい靴、雨天時は雨カッパ

と長靴、お茶 

●●●●参参参参    加加加加    費費費費 第３回目までのお申し込みは５，０００円/一人（全１０回分） 

各回参加の場合は１回７００円/一人（保険料を含む）※当日集めます。 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ＦＡＸ、電話、またはメールで、参加者氏名、年齢、住所、電話番号、

緊急連絡先を下記へご連絡ください。（定員になり次第締め切ります） 

●●●●主主主主        催催催催 NPO森林･環境ネットワーク／協力 八木町森林組合 

後援 京都府、南丹市、南丹市教育委員会 

 

◇申込・問合せ先 NPO森林･環境ﾈｯﾄﾜｰｸ（用澤方）Eメール mail@nposhinrin.net  

TEL/FAX（0771）４２－５５５９（水・金の午前9時～12時） 


