
日時 １０月２日～１２月４日（全１０回）
日時 ９月２６日（金） 午後７時 午後７時３０分～９時
会場 弥栄地域公民館　大ホール 会場 弥栄地域公民館　大会議室
出演 弥栄町文化協会加盟団体 講師 ヨガセラピスト　まつみのりこ氏
主催 弥栄町文化協会 対象 京丹後市在住在勤の社会人（男性のみ）

定員 ２０名（先着順）
受講料 2,500円
締切り ９月３０日（火）

日時 １０月４日（土）
午前９時３０分～午後３時３０分

場所 大宮町「内山ブナ林」
内容 ブナ林観察会（徒歩2.8ｋｍ）

開星館（天文台）見学
対象 弥栄町内小学校３年生以上の親子
定員 １５名（弥栄地域公民館の募集人数）

申込多数の場合は抽選とします。
申込み

日時 １０月１９日（日） 
午前８時３０分～１２時まで

★ 場所 大宮社会体育館・大宮中学校グラウンド
●児童書 参加資格 京丹後市在住在勤の方
うみがめ（おおきくなあれ） 冨田　京一 ファミリーバドミントン（小学生以上）
おにいちゃん 後藤　竜二 ペタンクは小学５年生以上
だるまさんの かがくい　ひろし 参加人数 ファミリーバドミントン

亀岡　亜希子 ファミリーの部・一般の部
●一般書 １チーム３～６人

芳賀　日向 ペタンク
空の中 有川　浩 ダブルス １チーム２人
告白 湊　かなえ 申込み

リズ山崎

★
平日・土・日・祭日ともに10：00～18：00
（月曜日、毎月の初日は休館日）
弥栄図書室　　電話　65-2101

（裏面もご覧ください）

新着本の紹介

弥栄図書室の開館時間　

１０月８日（水）ま
でに、弥栄地域公民
館に申込みくださ
い。

どんぐりのき（わたしのえほん）

祭りの達人超保存版日本の祭りガイド

幸せってそういうことだったのか！

　京丹後市では、「秋のブナ林観察会」の参加者を
募集しています。弥栄地域公民館でも、この事業に
参加するため、次の通り参加者を募集します。

に申込みください。

　弥栄町文化協会による文化発表会「やさか芸能の
夕べ」を次の通り開催します。
　これまでの練習の成果をみていただくため、会員
一同全力で頑張りますので、お誘い合わせの上多数
お越しください。

「おとこのヨガ教室」を開講します。体のエネル
ギーの流れを整え、全身の血行を改善し、腰痛や肩
こりの軽減を図りましょう。秋になって気持ちも新
たに、新しい事に挑戦してみませんか？

９月２６日（金）までに、弥栄地域公民館
　教育委員会では、次の通り第４回京丹後市ニュー
スポーツ交流大会を開催します。
　ファミリーの部と一般の部がありますので、親子
で、またお友達をお誘いの上、多数ご参加くださ
い。

 やさか地域公民館だより
　   平成２０年９月２５日発行　　 第６号　　  TEL69-0665    FAX65-4320

やさか芸能の夕べのご案内 おとこのヨガ教室参加者募集

親子ブナ林観察会参加者募集

第４回京丹後市ニュースポー
ツ交流大会参加者募集！

弥栄図書室からのお知らせ

　
腰痛、肩こり
が軽くなってく
るよ！



調査結果 モクズガニがいたよ！

おはなし会（乳幼児）10:30～

ニュースポーツ講習会

（表面もご覧ください）

　８月２０日（水）に、「やさか探検隊」と丹後町
の「たんごふるさと探検隊」合同事業として「宇川
探検隊」に取り組みました。参加者は２３名でし
た。
　調査は丹後町と弥栄町を流れる宇川で、河口から
源流域（宇川～野間川・吉野川）までの水質と水生
生物の調査をしました。
　参加した子ども達は、水質がきれいな場所にしか
みられない非常に珍しい水生生物の発見にとても喜
んでいました。
　講師の京都精華大学の板倉豊教授は、「宇川はと
てもきれいな川で、ヘビトンボやカワゲラがたくさ
ん棲んでいることからも証明できます。」と解説さ
れました。

黒部民踊同好会
　趣味、特技を活かして敬老会、福祉施設、地区の
行事等において踊りを披露しています。
　人数は少ないですが、仲良く楽しくを目標に頑
張っています。
　また、ボランティアとして、「ふくじゅ」の行事
にも参加させていただき利用者の皆様とともに楽し
ませてもらっています。
　踊りに関心のある方、一緒に踊りましょう。やっ
てみようと思われる方はご連絡ください。
　　　　　　　　　　　　　代表者　羽賀　郁子
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7.0 2.0
とてもきれいな水で、水生
生物もたくさんとれた。

アカザ、サワガニ、ナベブタムシ、アミメカ
ワゲラ、トビイロカゲロウ、ヤゴ　他

弥栄町吉野
13:40 23.0 21.0

吉野川（宇川支流）

5.0

7.5
田中橋

10:55 24.0 24.0
弥栄町田中

22.5 22.0 7.5
弥栄町須川

京丹後市ニュースポーツ交流大会

秋の親子ブナ林観察会

９日

１６日 （木）
１８日

5.0
きれいな水だった。カニか
ごではカニがとれてよかっ
た。

秋祭り（日）１２日

カニかごにモクズガニが入っていました。そ
の他には、ウグイがいました。

ニュースポーツ講習会

（土） わらぞうり編み講座

ヒラタカゲロウ、ツメナガナガレトビケラ、
カワニナ、カワゲラ、マダラカゲロウ　他

（木） おとこのヨガ教室
（日）

24.0

時刻
気温
(℃）

水温
(℃）

丹後町宇川
9:20 26.0 24.5

宇川橋

見つけた生き物

7.0 4.0
匂いもなくきれいだっ
た。

前日にカニかごを仕掛けてみましたが、残念
ながら何も入っていませんでした。

COD 子ども達の感想ｐＨ

鞍内
丹後町鞍内

7.0

きれいな水で珍しい水生
生物もいた。須川

12:50

4.0
きれいな水で泳げそうだっ
た。少し上流で涼しかっ
た。

9:50 29.0
ミヤマタニガワカゲロウ、ヘビトンボ、モク
ズガニ、ツツトビケラ、ガガンボの幼虫　他

区民運動会

２日 （木） おとこのヨガ教室
４日

１日 （水） 鳥取地区女性講座（映画会）

５日

（日） 鳥取地区女性講座（プラネタリウム）

（土） しめ縄作り講座

２６日 （日）
しめ縄作り講座

読み聞かせ会（乳幼児～小学生）14:00～

２４日 （金） おとこのヨガ教室

１９日

「やさか芸能の
夕べ」の舞台
発表を楽しみ
に、日々練習
に励んでいま
す。

町民歩こう会

２３日 （木）

３０日 （木） おとこのヨガ教室

２５日 （土）

１ ０ 月 の 行 事 予 定

「 や さ か 探 検 隊 」 宇 川 の 水 質 ・ 水 生 生 物 を 調 査

弥栄町文化協会サークル紹介

宇川橋と田中
橋では、前日
にカニかごを
仕掛けて生物
を確認する調
査のみをしま
した。

【用語解説】
ｐＨ・・・中性は７。数値が大きいとアルカリ、
小さいと酸性を示す。
COD・・・数値が高いほど有機物が多く、
汚れの程度も大きい。


