
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

人権教育講座人権教育講座人権教育講座人権教育講座をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

人権に関する学習機会を提供し、市民の人権意識の高揚を図ることを目的として

平成２０年度南丹市人権教育講座を開催します。気軽に受講してください。 

●●●●開催日程開催日程開催日程開催日程【第１回】７月４日（金）午後７時３０分～９時 
場所 園部公民館大ホール（園部町上本町南2番地22） 
講師 社団法人 部落解放・人権研究所名誉理事 大賀 正行 さん 

     演題 「これからの部落解放運動を考える」 
【第２回】８月８日（金）午後７時３０分～９時 

場所 園部公民館大ホール  講師 作家 藤木 美奈子 さん 
演題 「傷つけあう家族～ドメスティック・バイオレンスを乗り越えて～」 

     【第３回】９月１２日（金）午後７時３０分～９時 
場所 日吉町生涯学習センターホール（日吉町保野田長通24番地）        

講師 セクシャル・マイノリティ教職員ネットワーク 土肥 いつき さん 
      仮題 「『ありのままの私を生きる』ために」 

【第４回】１０月１０日（金）午後７時３０分～９時 
      場所 日吉町生涯学習センターホール          

講師 社団法人 部落解放・人権研究所研究部 内田 龍史 さん 
      仮題 「人権・部落問題意識調査からわかること」 
●●●●対対対対        象象象象 南丹市在住・在勤・在学の方など  ●●●●主催主催主催主催 南丹市教育委員会 

●●●●そそそそ    のののの    他他他他 園部公民館は、駐車台数に制限がありますので、南丹市役所の駐車場

をご利用願います。申し込みは不要で、１回のみの受講もできます。 
 

◇問合せ先 社会教育課 社会教育係 TEL（0771）68-0057 FAX（0771）63-2850 

南丹市立南丹市立南丹市立南丹市立文化博物館臨時休館文化博物館臨時休館文化博物館臨時休館文化博物館臨時休館のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

南丹市立文化博物館は、平成１０年の開館以来、今年で開館１０周年を迎えます。

これを記念して７月１９日（土）～８月３１日（日）に日本各地の妖怪を集めた展

示会「妖怪大集合!!」を開催します。つきましては、展示準備および撤収などに必

要な下記の期間、臨時休館とさせていただきます。展示会の詳しい内容は、後日、

お知らせ・ＣＡＴＶ・広報チラシなどを通じて皆さんにお知らせします。 

●●●●臨時休館日臨時休館日臨時休館日臨時休館日 ７月１０日(木)～１８日(金)・２２日(火)、９月１日(月)～８日(月) 

●●●●臨時開館日臨時開館日臨時開館日臨時開館日 ７月２１日（月・祝） 

 

◇問合せ先 南丹市立文化博物館 TEL（0771）68-0081 FAX（0771）63-2983 

サマージャンボサマージャンボサマージャンボサマージャンボ（（（（市町村振興市町村振興市町村振興市町村振興））））宝宝宝宝くじくじくじくじ発売発売発売発売    

 

●●●●発売期間発売期間発売期間発売期間 ７月１４日（月）～８月１日（金） ●●●●抽選日抽選日抽選日抽選日 ８月１２日（火） 

●●●●発売場所発売場所発売場所発売場所 全国の宝くじ売場 ※通信販売でも購入できます。 

 ※この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。 

 

◇問合せ先 （財）京都府市町村振興協会 TEL（075）411-0200（代表） 

南丹市体育協会旗南丹市体育協会旗南丹市体育協会旗南丹市体育協会旗ののののデザインデザインデザインデザインをををを募集募集募集募集！！！！    

  

南丹市体育協会は、競技力向上と地域スポーツの振興を目的とした活動をしてい

ます。このたび、協会のシンボルとなる協会旗のデザインを募集します。協会旗は、

体育協会が主催する各種大会やイベントなどで掲げ、親しまれるシンボルとして活

用します。皆さんの素敵なデザインをお待ちしていますので、お気軽にご応募ください。 

●応募期間 ６月３０日（月）～８月１０日（日） 

●応募資格 南丹市内外を問わず、どなたでも応募できます。 

●提出形式 はがきの裏面、コピー用紙（Ｂ５、Ａ４）、Ｅメールなどでシンボル

マークをカラーで描き、旗全体のデザインを描いたもの 

●提出方法 作者の住所・氏名・性別・年齢・電話番号を明記の上、下記の応募先

へ持参または郵送で提出してください。応募作品数の制限はありません。

なお、ＦＡＸでは応募できません。 

●各  賞 最優秀賞 １人、優秀賞 若干名（各賞受賞者に賞品を贈呈） 

●審  査 南丹市体育協会による審査会において、各賞を決定します。 

●公  表 採用したデザインを基に協会旗を作成し、１０月中旬に開催する第３１

回京都府民総体南丹市代表選手団壮行会兼結団式の場において、賞品

の贈呈と協会旗の披露をします。 

●そ の 他 協会旗の大きさは｢縦１ｍ×横１．５ｍ｣の長方形の布地で作成します。

採用したデザインは、作成の際、若干の修正をすることがありますの

で、ご承諾をお願いします。採用作品に関する一切の権利は、南丹市

体育協会に帰属します。応募された作品は、返却しません。 

 

◇応募・問合せ先 南丹市体育協会事務局（社会教育課内） TEL（0771）68-0014 

〒622-8651 南丹市園部町小桜町47番地 

または、南丹市園部海洋センター体育館、社会教育課各地域担当（八木公民館内、

日吉町生涯学習センター内、美山支所内）でも受け付けます。 

人形劇基礎講座参加者募集人形劇基礎講座参加者募集人形劇基礎講座参加者募集人形劇基礎講座参加者募集    

 

人形劇を基礎から学ぶ講座です。お話の世界を人形劇で表現してみませんか。 

●開講期間 ７月１７日（木）～２月上旬（全１０回） ●定員 ３０人 

●講  師 広田 美那子 氏（『Teatro姐』主宰。枚方市在住） 

●参加資格 原則として南丹市在住で１０回すべて参加が可能な方。 

●募集期間 ６月２８日（土）から受け付け、定員になり次第締め切ります。 

●参 加 費 無料 ※詳しい講座内容は、各図書館・室の募集チラシをご覧ください。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市立中央図書館 TEL（0771）68-0080 

絵本絵本絵本絵本のののの読読読読みみみみ語語語語りりりりスキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ講習会参加者募集講習会参加者募集講習会参加者募集講習会参加者募集    

 

絵本の読み語りなどのスキルアップに役立つワークショップを開講します。 

回 開講日時 場 所 

第１回 ７月 １日（火）午後１時３０分～３時 園部公民館 ２階 和室 

第２回 ７月１５日（火）午後１時３０分～３時 園部公民館 ２階 和室 

第３回 ７月２９日（火）午後１時３０分～３時 八木公民館 １階 和室 

第４回 ８月 ５日（火）午後１時３０分～３時 八木公民館 １階 和室 

第５回 発表会 ※開催日時未定 国際交流会館 コスモホール 

●●●●講講講講        師師師師 大原 めい 氏（人形とおはなしの会 まある代表。国際人形劇連盟会員） 

●●●●参加資格参加資格参加資格参加資格 原則として南丹市在住で５回すべて参加が可能な方。 ●●●●参加費参加費参加費参加費 無料 

●●●●定定定定        員員員員 前期受講生３０人（後期は日吉・美山を会場に、９月上旬に募集予定） 

●●●●募集期間募集期間募集期間募集期間 ６月２８日（土）から受け付け、定員になり次第締め切ります。 

●●●●そそそそ    のののの    他他他他 動きやすい服装でご参加ください。子どもゆめ基金助成事業です。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市立中央図書館 TEL（0771）68-0080 

南南南南丹市民丹市民丹市民丹市民テニステニステニステニス大会大会大会大会をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

第３１回京都府民総合体育大会南丹市代表選考会を兼ねたテニス大会を開催します。 

●●●●日日日日        時時時時 ７月２７日（日）※雨天の場合は８月３日（日）に延期します。 

午前９時 開会式（８時３０分 集合・受付）、午前９時１５分 競技開始 

●●●●会会会会        場場場場 南丹市園部公園テニスコート（オムニ４面使用） 

●●●●種種種種        別別別別 ① 一般男子ダブルス  ② 一般女子ダブルス 

③ 壮年男子ダブルス  ④ 壮年女子ダブルス 

●●●●競技規定競技規定競技規定競技規定 日本テニス協会テニス規則に準ずる。 

●●●●試合方法試合方法試合方法試合方法 ワンセットマッチ、６－６タイブレーク、ノーアドバンテージで実施。 

●●●●審審審審        判判判判 ①セルフジャッジとします。 

②コートレフェリーは置きませんので、スポーツマンシップにのっと

りマナーを守って試合進行をお願いします。 

③競技ルール等に関することは、競技役員が判断します。 

④試合前の練習は、サーブのみとします。 

●●●●参加資格参加資格参加資格参加資格 (１)南丹市内の在住および在勤・在学者。（１８歳以上、高校生は除く） 

(２)壮年男子は昭和３８年１２月３１日、壮年女子は昭和４３年１２

月３１日以前に生まれた者とします。 

●●●●選考方法選考方法選考方法選考方法 本大会および府市町村テニス協会が主催する大会において、上位入賞

者の中から府民総体代表を選考することとします。 

●●●●参参参参    加加加加    料料料料 １ペアにつき５００円  ●●●●表彰表彰表彰表彰 成績優秀者に賞状などを授与。 

●●●●主主主主        催催催催 南丹市体育協会 ／主管 南丹市テニス実行委員会 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ７月２３日（水）午後５時までに、電話またはＦＡＸ（種別、住所、

氏名、連絡先（壮年男子・女子は生年月日）を明記）で南丹市体育協

会事務局へお申し込みください。 

 

◇申 込 先 南丹市体育協会事務局 TEL（0771）68-0057 FAX（0771）63-2850 

◇問合せ先 南丹市テニス実行委員会（竹内） TEL（0771）74-0034 

※大会当日、雨天の場合の問合せ先 園部Ｂ＆Ｇ海洋センター TEL（0771）68-0084 

子子子子どもどもどもども物物物物つくりつくりつくりつくり教室教室教室教室「「「「草木染草木染草木染草木染めでめでめでめでバンダナバンダナバンダナバンダナをつくろうをつくろうをつくろうをつくろう!!!!」」」」    

 

 子どもたちの夏休みを利用して草木染め教室を開催します。木綿で輪ゴム絞（しぼ）

りや折り紙絞りをして、世界に一つしかないバンダナを作ってみませんか。 

●●●●開催日時開催日時開催日時開催日時 ８月２日（土）午後１時３０分～４時 

●●●●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」美術工作室 

●●●●指指指指    導導導導    者者者者 草木染めなごみグループ  ●●●●材料代材料代材料代材料代 １，０００円程度 

●●●●持持持持    ちちちち    物物物物 ゴム手袋、ナイロン袋 

●●●●対対対対    象象象象    者者者者 市内の小学生および中学生を優先します。（先着３０人） 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 ７月１８日（金）までに、日吉町生涯学習センター「遊 you ひよし」

事務室へ直接、または電話・ＦＡＸ（氏名、学年、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、締め切ります。 

●●●●そそそそ    のののの    他他他他 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 


