環境ウオーキング
環境ウオーキングの
参加者を募集します
募集します
ウオーキングの参加者を

太極拳教室の
太極拳教室の受講者を
受講者を募集します
募集します

南丹市の澄みきった空気の中、身近な自然を再発見しながら歩きましょう。
（無料）
●日程
日程 １１月１６日（水）少雨決行
●コース
コース 八木農村環境公園「氷室の郷」－八木バイオエコロジーセンター－清源
寺－文覚ふれあい公園（昼食）－雪印メグミルク株式会社京都工場－（バス）－
八木農村環境公園「氷室の郷」
●集合時間
集合時間 午前９時３０分 ●集合場所
集合場所 八木農村環境公園「氷室の郷」
●対象
対象 １人で７ｋｍ以上歩ける方
※当日体調の悪い方、歩くのに付き添いが必要な方はご遠慮ください。
●持
持ち物 弁当、飲み物、敷物、保険証のコピー、汗拭きタオル、帽子、雨天時は
雨具など
※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。
●申込方法
申込方法 １１月１１日（金）までにお電話でお申し込みください。
※取り消し、欠席の場合は、必ずご連絡ください。
●主催
主催 南丹市の環境を守り育てる会

各種文化教室として、太極拳教室（４回）を開催します。
●日時
日時 １１月２５日、１２月２日、９日、１６日（各金曜日）午後１時３０分～３時
●場所
場所 日吉町生涯学習センター「遊ｙｏｕひよし」ホール
●講師
講師 平出 真理子氏（京都府武術太極拳連盟）
●受講料
受講料 1,000 円（全４回分）
●持
持ち物 タオル、飲み物 ※運動しやすい服装でご参加ください。
●対象
対象 南丹市内在住、在勤、在学の方を優先 ●定員
定員 ４０人（先着順）
●申込方法
申込方法 １１月１６日（水）までに、下記へ来所または電話でお申し込みくだ
さい。
●その
その他
その他 定員になり次第締め切りますが、受付初日に定員を超えた場合のみ、受
付終了後、抽選により受講者を決定します。なお、申し込み人数が少ない場合は、
教室を開催しない場合があります。

◇申込・問合せ先 環境課 TEL（0771）68-0015

健康・
健康・歴史ウ
歴史ウオーキングの
ーキングの参加者を
参加者を募集します
募集します
今回は、園部町の景勝地である瑠璃渓から北摂最高峰の深山（標高７９１ｍ）を
征服します。歩程約１０ｋｍの山道を歩きます。
●日程
日程 １１月２０日（日）
●コース
コース 園部公園－ＪＲ園部駅西口広場－バス停「榎」－瑠璃渓入り口－通天湖
－深山登山口－深山頂上（昼食）－登山口－秋紅葉の龍穏寺－園部公園
※１１月１９日（土）午後７時台のＮＨＫ天気予報において、京都府南部の降水確
率が５０％以上の場合はコースを変更します。
●集合時間
集合時間 午前８時２０分 ●集合場所
集合場所 園部公園
※ＪＲ園部駅西口から参加される方は、午前８時４０分までに集合してください。
●解散場所
解散場所・
解散場所・時間 園部公園駐車場 午後４時を予定
●対象
対象 １人で１０ｋｍ以上歩ける方
※健康状態のすぐれない方は、参加をご遠慮ください。
※コース、自分の体力、体調を十分にチェックした上でご参加ください。
●持
持ち物 弁当、飲み物、保険証のコピー、汗拭きタオル、帽子、手袋
※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。
●費用
費用 一般：1,800 円（バス代、保険料ほか） 会員：1,500 円
※バスを利用しますので、定員（４５人）になり次第締め切ります。締め切り後の
キャンセルは、キャンセル料として 1,500 円をお支払いください。
※お電話でお申し込みください。
●申込方法
申込方法 お電話でお申し込みください。
◇申込・問合せ先 Nantan 健歩会 TEL（0771）62-3370
保健医療課 TEL（0771）68-0016

大野ダム
大野ダム竣工
ダム竣工５０
竣工５０周年記念
５０周年記念「
周年記念「第２３回大野
２３回大野ダム
回大野ダムもみじ
ダムもみじ祭
もみじ祭り」
●日時
日時・
、２０日（日）いずれも午前９時～午後４時
日時・時間 １１月１９日（土）
●場所
場所 大野ダム公園
●内容
内容 地元の農産物、加工品の販売、虹の湖湖畔ウオーキング、ふれあい動物園、
吹奏楽、小学生の太鼓・バルーンアートショー、もちつき大会、よさこいソーラ
ン、ふるさと鍋など

◇申込・問合せ先 日吉町生涯学習センター「遊ｙｏｕひよし」 TEL（0771）72-3300

丹波自然運動公園
丹波自然運動公園からのお
自然運動公園からのお知
からのお知らせ
＜１１月のスポーツデー＞
●日程
日程 １１月８日（火） ●場所
場所 体育館（当日受付）
●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：障がい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）
＜１１月の太極拳教室＞
●日時
日時 １１月１１日、２５日（各金曜日）午後２時～４時
●場所
場所 体育館 ●内容
内容 太極拳の基礎 ●対象者
対象者 １８歳以上の方
●参加料
参加料 500 円 ●申込方法
申込方法 開催日の２日前までに電話でお申し込みください。
＜サッカー教室＞（参加料無料）
●日時
日時 １１月２７日（日）午前１０時～午後０時３０分
●場所
場所 陸上競技場 ●定員
定員 ２００人 ●対象
対象 小学生
●内容
内容 京都サンガＦ．Ｃコーチによる指導 ●申込期限
申込期限 １１月１８日（金）
＜園芸教室＞
●日時
日時 １２月８日（木）午後１時３０分～４時 ●場所
場所 公園センター３会議室
●定員
定員 ３０人 ●参加料
参加料 500 円 ●内容
内容 リースづくり、菊の土づくりなど
●申込期限
申込期限 １１月３０日（水）
＜マジックを楽しもう＞
●日時
日時 １２月１０日（土）午後１時３０分～４時 ●場所
場所 公園センター
●対象者
対象者 １８歳以上の方 ●定員
定員 ３０人 ●参加料
参加料 500 円
●内容
内容 簡単なマジック ●申込期限
申込期限 １２月５日（月）
＜ソフトバレーボールのつどい＞
●日時
日時 １２月１８日（日）午前９時～ ●場所
場所 体育館
●内容
内容 チームは、男女各２人で編成してください。予選リーグ戦を行ったの後、
決勝トーナメント戦を行います。
●対象者
対象者 １８歳以上の方 ●定員
定員 ３２チーム ●参加料
参加料 １チーム 2,000 円
●申込期限
申込期限 １２月５日（月）
※太極拳教室以外は、ＦＡＸまたはＥメールで、住所、氏名、電話番号をご連絡の
上お申し込みください。
◇申込・問合せ先 丹波自然運動公園 TEL（0771）82-0560 FAX（0771）82-0480
Ｅメール kouen@kyoto-tanbapark.or.jp

氷室の
氷室の郷「フェルト作
フェルト作り体験」
体験」を開催します
開催します
◇問合せ先 大野ダムもみじ祭り実行委員会（大野振興会内）TEL（0771）75-9110
期間中臨時電話 TEL（0771）75-0796

大野ダム
大野ダム竣工
ダム竣工５０
竣工５０周年記念
５０周年記念「
周年記念「錦秋の
錦秋の虹の湖ウォーク」
ウォーク」
大野ダム竣工５０周年を記念し、虹の湖沿いの「４つの散策路」
「４つの橋」と「４
つの集落」を巡る錦秋のシークレット（約１０ｋｍ）を歩きます。また、ダム対岸
に設けられた「虹の湖遊歩道」（約５ｋｍ）を散策するコースもあります。
●日時
日時 １１月１９日（土）午前９時（雨天決行）
●集合場所
集合場所 大野ダム公園大駐車場
●持
持ち物 お茶・雨具・タオルなど
●申込方法
申込方法 １１月１０日（木）までに電話またはＦＡＸで、住所、氏名、電話番
号をご連絡の上、お申し込みください。
◇申込・問合せ先 大野振興会 TEL（0771）75-9110 FAX（0771）75-9112

羊毛のフェルトで、ふで箱ケース、ミニバッグ、なべ敷きなどの小物を作ります。
●日時
日時 １１月１９日、１２月３日（各土曜日）午前１０時～正午
●場所
場所 八木農村環境公園「氷室の郷」草木工房 ●定員
定員 １０人
●参加費
参加費 2,000 円（材料費 1,000 円が別途必要） ●持
持ち物 エプロン、長靴
●申込方法
申込方法 お電話でお申し込みください。
◇申込・問合せ先 八木農村環境公園「氷室の郷」 TEL（0771）43-1128（月曜休業）

お花教室の
花教室の参加者を
参加者を募集します
募集します
お花教室の参加者を募集しています。初心者にも簡単でとても楽しい教室です。
日時
内容
参加費
１１月１６日（水）午前１０時～ キラキラクリスマス
2,500 円
１２月２１日（水）午前１０時～ お正月（寄せ植え）
3,500 円
●申込方法
申込方法 各開催日の１週間前までに電話でお申し込みください。
※花バサミをお持ちの方は、ご持参ください。
◇申込・問合せ先 スポーツ・フォア・オール TEL（0771）42-5366

