
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    

 

＜農業体験＞ 

●日時日時日時日時 ５月３０日（土）午前１０時芝生広場集合 

●場所場所場所場所 南丹市八木農村環境公園「氷室の郷」隣接農地 

●会費会費会費会費 １人５，０００円（２回分昼食代含む） 

    会費は、お申し込み時に下記振込先へお支払いください。 

振込先 京都銀行八木支店 普通預金 №3553535 

(財)八木町農業公社 副理事長 国府正典 

●参加数参加数参加数参加数 先着５０人（定員になり次第締め切ります） 

●内容内容内容内容 第１回目 ５月３０日（土）田植え体験、酪農体験（乳搾り・給餌など） 

    第２回目 ９月２６日（土）（予定） 稲刈り・さつま芋堀り体験 

※収穫したお米１．５㎏（白米）、さつま芋３株分をお持ち帰りいただきます。 

※お米は「氷室の郷」収穫祭（１１月１日予定）でお渡しします。 

＜ふるさと『八木っ子まん』手作り体験＞ 

●日時日時日時日時 ６月２１日（日）午後１時～４時 

●場所場所場所場所 南丹市八木農村環境公園「氷室の郷」体験室 ●費用費用費用費用 １人１，２００円 

●持持持持ちちちち物物物物 エプロン、三角巾 ●参加数参加数参加数参加数 ２０人（定員になり次第締め切ります） 

●内容内容内容内容 京野菜を使って、生地をこねるところから作ります。 

※できあがった『八木っ子まん』３個お持ち帰りいただきます。 

 

◇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  FAX（0771）43-2109 

歌聴風月歌聴風月歌聴風月歌聴風月｢｢｢｢酒蔵酒蔵酒蔵酒蔵ライブライブライブライブ    ’’’’０９０９０９０９｣｣｣｣をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

 今年は、酒造だけでなく周辺店舗、住宅をお借りし、パネル展、クラフト展、地

元名産品の販売、町屋Café（カフェ）、スタンプラリーも同時開催します。 

●日時日時日時日時 ６月６日（土）午後６時開場、午後６時３０分開演 

●場所場所場所場所 八木酒造有限会社 ●ゲストゲストゲストゲスト センチメンタル・シティ・ロマンス 

●入場料入場料入場料入場料 前売：７，０００円、当日：７，５００円 

（蔵出し日本酒１合 または １ソフトドリンク付き） 

●後援後援後援後援 南丹市、南丹市教育委員会、南丹市情報センター、南丹市商工会 

 

◇申込・問合せ先 歌聴風月実行委員会 TEL 080-5637-3181 

URL http://www.fitz-e.com/kacho/ 

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＞ 

●日時日時日時日時 ６月５日（金）～７日（日）午前９時～午後５時  

●場所場所場所場所 公園センター３階 ●内容内容内容内容 さつき・山野草愛好家の方々による展示、即売 

＜６月のグラウンド・ゴルフのつどい＞ 

●日時日時日時日時 ５日（月例）、１２日、１９日、２６日（各金曜日）午前９時～正午 

●場所場所場所場所 球技場 ●参加料参加料参加料参加料 ２００円（当日受付） ●内容内容内容内容 グラウンド・ゴルフなど 

＜６月のスポーツデー＞ 

●日程日程日程日程 ６月９日（火） ●場所場所場所場所 体育館（当日受付） 

●内容内容内容内容 午前９時～１１時３０分 卓球を楽しもう（３００円） 

    午後１時３０分～３時３０分 障害者スポーツのつどい（無料） 

    午後６時～９時 スポーツの夕べ（３００円） 
                     

◇問合せ先 京都府立丹波自然運動公園 TEL（0771）82-0560 FAX（0771）82-0480 

発達障害支援講座発達障害支援講座発達障害支援講座発達障害支援講座「「「「保護者保護者保護者保護者がががが家庭家庭家庭家庭でできるでできるでできるでできる支援支援支援支援」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

●日時日時日時日時 ６月５日（金） 午前１０時～正午（受付：午前９時３０分～） 

●場所場所場所場所 京都府南丹保健所 ●講師講師講師講師 熊谷真由美 氏 

●定員定員定員定員 ５０人（電話またはＦＡＸで事前申し込み必要。定員になり次第受付終了） 

●参加費参加費参加費参加費 正会員（当日入会可能）：無料、一般：１，０００円 

●そのそのそのその他他他他 託児ルームあり（有料５００円。６月２日（火）までに予約してください） 

●後援後援後援後援 京都府南丹保健所、京都府南丹教育局、南丹市 ほか 
 

◇申込・問合せ先 ＮＰＯ法人発達障害を考える会 ぶどうの木 TEL・FAX（0771）63-0351 

平成平成平成平成２１２１２１２１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＞  

●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。 

・・・・日時日時日時日時 7/4・8/1・9/5・10/3・11/14・12/5（各土曜日） 

美山会場（美山文化ホール）：午前１０時～正午  

園部会場（女性の館）：午後１時３０分～３時３０分 

・・・・定員定員定員定員 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 

●きものリフォーム たんすに眠っている着物や古布をベストやブラウスに仕上げます。 

・・・・日時日時日時日時 7/8・8/12・9/9・10/14・11/11・12/9（各水曜日） 

午前１０時～午後３時３０分  

・・・・定員定員定員定員 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 

●手編み ベストなどを編み上げます。 

・・・・日時日時日時日時 7/14・8/11・9/8・10/20・11/10・12/8（各火曜日） 

午後１時３０分～３時３０分  

・・・・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 ・・・・講師講師講師講師 小林善子氏 

●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。 

・・・・日時日時日時日時 7/22・8/26・9/30・10/28・11/25・12/16（各水曜日） 

午後１時３０分～３時３０分  

・・・・定員定員定員定員 ２０人 ・・・・持持持持ちちちち物物物物 書道道具 ・・・・講師講師講師講師 黒木雅子氏 

●貼り絵 和紙を使って心温まる貼り絵が楽しめます。 

・・・・日時日時日時日時 7/17・8/21・9/18・10/16・11/20・12/18（各金曜日） 

午後１時３０分～３時３０分 

 ・・・・定員定員定員定員 ２０人 ・・・・持持持持ちちちち物物物物 はさみ、のり、筆記用具 ・・・・講師講師講師講師 内藤道子氏 

●水墨画 柔らかい優しい絵画で、かげろうタッチの水彩画もあります。初心者大歓迎。 

・・・・日時日時日時日時 7/9・8月未定・9/10・10/8・11/12・12/10（各木曜日） 

午後１時３０分～３時３０分 

 ・・・・定員定員定員定員 ２０人 ・・・・持持持持ちちちち物物物物 水彩画絵具、筆（お持ちの方のみ） 

●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。 

・・・・日時日時日時日時 7/16・8/20・9/17・10/15・11/19・12/17（各木曜日） 

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 生け花用はさみ ・・・・講師講師講師講師 浅井淑子氏 

●押し花 四季折々の花を押してオリジナルの作品ができあがります。 

・・・・日時日時日時日時 7/23・8/27・9/24・10/22・11/26・12/24（各木曜日） 

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 中野みさ子氏 

＜短期講座＞ 

●鮭のタペストリー（布あそび） 木綿の布を使って鮭のタペストリーを作ります。 

・・・・日時日時日時日時 7/2・8/6・9/3（各木曜日） 午後１時３０分～３時３０分  

・・・・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 中川啓子氏  

●ピエロ（布あそび） かごを持った可愛いピエロです。 

・・・・日時日時日時日時 7/1・8/5・9/2・10/7・11/4・12/2（各水曜日） 

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 布²会 

●エコクラフト エコクラフトで手作り雑貨を作ります。 

・・・・日時日時日時日時 7/10・8/7・9/11（各金曜日） 午前１０時～正午 

●陶芸 一輪ざしなどの可愛い器を作ります。 

・・・・日時日時日時日時 7/1・8/5・9/2（各水曜日） 午前１０時００分～正午  

・・・・定員定員定員定員    ２０人 ・・・・講師講師講師講師 谷垣よう子氏 

●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、寄せ植 

＜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１７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。※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。 

 ・性別を問わずどなたでも受講いただけます。多数のお申し込みをお待ちしています。 

 

◇申込・問合せ先 南丹市園部女性の館 TEL（0771）63-2986 

「「「「心心心心・・・・癒癒癒癒

いや

ししししコンサートコンサートコンサートコンサート」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

  

第３８回えむ企画として、「心・癒しコンサート」を下記のとおり開催します。 

●日時日時日時日時 ６月２１日（日）開場：午後１時３０分 開演：午後２時 

●場所場所場所場所 南丹市美山文化ホール 大ホール 

●内容内容内容内容 午後２時～ うたとハープ 田中ゆか 午後３時２０分～ うた 中橋玲子 

●協力券協力券協力券協力券 大人：前売１，０００円／当日１，５００円 

   小人：前売当日共５００円（小・中・高校生） 

●協力券販売場所協力券販売場所協力券販売場所協力券販売場所 社会教育課（市役所３号庁舎、八木公民館、日吉町生涯学習セ

ンター、市役所美山支所）、企画集団「えむ」会員、美山町各地域振興会 

※詳しくは下記問合せ先までお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 社会教育課美山担当 TEL（0771）68-0044 

手話通訳技能認定試験手話通訳技能認定試験手話通訳技能認定試験手話通訳技能認定試験（（（（手話通訳士試験手話通訳士試験手話通訳士試験手話通訳士試験））））のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

●試験名試験名試験名試験名 厚生労働大臣公認 第２１回手話通訳技能認定試験（手話通訳士試験） 

●試験日試験日試験日試験日 ①学科試験 １０月３日（土）午後1時～４時３０分 

     ②実技試験 １０月４日（日）午前９時～午後５時３０分（予定） 

●場所場所場所場所 パナソニック株式会社 人材開発カンパニー（枚方市）。他に東京都、熊本県で実施  

●申込期間申込期間申込期間申込期間 ６月３０日（火）まで ●受験料受験料受験料受験料 １８，０００円 

●受験申込受験申込受験申込受験申込 下記問合せ先にお問い合わせいただくか、聴力障害者情報文化センタ

ーのホームページ（http://www.jyoubun-center.or.jp/）をご覧ください。 

 

◇問合せ先 社会福祉法人 聴力障害者情報文化センター 手話試験部 

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-23-1 新宿マルネビル７階 

TEL 03-3356-1634 FAX 03-3356-2693 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




