
「生きいき健康体操ストレッチ＆筋トレ教室」受講生募集 
 

 南丹市日吉町生涯学習センター「遊ｙｏｕひよし」では、「生きいき健康体操（ス

トレッチ＆筋力トレーニング）教室」を開催します。健康に自信を持ち積極的な人

生を生きるために過度なトレーニングでなく、安全で効果的な運動プログラムで健

康づくりしませんか。日ごろ運動不足が気になる方は、ぜひご参加ください。 

●開催日時 ９月２日～１０月１４日の毎週火曜日（全６回） 

（９月２３日の秋分の日は除く） 午後７時３０分～午後８時３０分 

●場  所 南丹市日吉町生涯学習センター「遊ｙｏｕひよし」 ホール 

●指 導 者 松尾智恵子さん 社団法人 日本３Ｂ体操協会公認指導士 、（財）日
本レクリエーション協会公認レクリエーションコーデ

ィネーター・レクリエーションインストラクター 
●受 講 料 ２，０００円（全６回分） 

●服  装  運動しやすい服装 

●持 ち 物  タオル、水分（お茶など）、敷物（ヨガマット、バスタオルなど） 

●対 象 者 市内在住、在勤および在学の方を優先します。（先着３０人）  

●申込方法 ８月２０日（水）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、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 の 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 

日吉町生涯学習センター民謡コンサートのお知らせ 
 

 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」では、民謡合唱団「篝（かがり）」

の民謡コンサートを開催します。入場は無料で事前申し込みも不要です。地元丹波

音頭をはじめ京都の民謡を楽しみ、丹波音頭を一緒に踊りませんか。お誘い合わせ

てお越しください。 

●日  時 ８月３１日（日）午後２時～（午後１時３０分開場） 

※演奏時間 約６０分 

●場  所 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」ホール 

●出演者 民謡合唱団「篝」の皆さん 

●演奏曲目 美山の子守唄、嫁入り唄(京丹後市)、げんが婆たちゃ(与謝野町)ほか 

●定  員 ２００人 ※申込不要 

＜民謡合唱団「篝（かがり）」＞ 

 京都を活動拠点とする音楽家（作曲家）で構成された「日本音楽研究会」の特設

合唱団を母体として、「京都の民謡の発掘と再創造」を活動の柱に１９７０年に創団。

以来、京都府内各地に残る民謡の採録活動を精力的に行うとともに、これらの元唄

を再創造し、合唱、独唱、歌芝居などさまざまな形式による演奏活動を行っている。

団員は、公務員、教師、町工場経営者、保育士、会社員と多様な職業人のアマチュ

ア合唱団ながら、民謡の持つ心は現代の人々の心の中でも共有できることを信じて

３０年余り、観客、聴衆の皆さんに楽しんでいただくことを最大の喜びに歌い続け

ている。現在までに採録された曲は延べ１，０００曲近く、その記録集も１３集を

数える。 

 

◇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 

南丹市商工会からのお知らせ 
 

＜「第６２回南丹市やぎの花火大会」開催のお知らせとお願い＞ 

●開催日 ８月１４日（木）荒天の場合１８日（月）に順延 

●場 所 大堰橋上下流河川敷 

●灯ろう（施餓鬼）の受付 午前９時～午後５時 

●オープニングイベント 午後６時４０分～ 

●灯ろう流し 午後６時３０分～ ●花火の打ち上げ 午後８時～約１時間 

※駐車施設が極少数のためお車でのご来場はご遠慮ください。公共の交通機関でご

来場いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

※皆さんのご理解・ご協力を賜り、花火大会が楽しい夜のひとときとなるよう安全

面に十分お気を付けていただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 

＜「２００８南丹そのべ夏まつり」開催のお知らせ＞ 

●開催日 ８月１５日（金） 

●園部町内パレード 午前１０時～ 

 （ルート）上本町→本町→美園町→市役所駐車場→園部公民館 

●映画上映（無料） 午後１時４０分～ 園部公民館大ホール 「犬と私の１０の約束」 

●ジャズコンサート 午後６時～ 南丹市園部国際交流会館イベントホール 

          入場料１，０００円（１ドリンク付） 

 

◇問合せ先 （花火大会）南丹市商工会 TEL（0771）42-5380  

      （夏まつり）南丹市商工会園部支所 TEL（0771）62-0766  

各種スポーツ大会を開催します 

＜第３１回京都府民総合体育大会ソフトバレーボール南丹市代表選考会＞ 
●日時 ９月７日（日）受付 午前９時  
●会場 南丹市園部B＆G海洋センター体育館 
●参加資格 南丹市に在住または在勤の方で、１１月１６日（日）本大会に出場可

能なチームならびに選手 
●参加申込 ８月３１日（日）までに下記申込み先まで郵送か手渡しでお申し込みくだ

さい。申込用紙は、ソフトバレーボール連盟事務局に請求してください。

●参加料 無 料 
●主催 南丹市体育協会  ●協力 南丹市ソフトバレーボール連盟 
◇問合せ先 南丹市ソフトバレーボール連盟事務局TEL 090-3263-6489（高谷） 
 

＜第３１回京都府民総体南丹市陸上競技選考会＞ 
●日時 ８月２４日（日）受付 午後３時～（小雨決行） 競技開始 午後４時～ 

●会場 南丹市園部公園陸上競技場 

●参加資格 １８歳以上の南丹市に在住または在勤の方 

●種別 （１）一般男子（３５歳未満）・平成２０年４月１日現在 

    （２）成年男子（３５歳以上）・平成２０年４月１日現在 

（３）成年女子（１８歳以上）・平成２０年４月１日現在 

●実施種目 男子 １００ｍ・３，０００ｍ・走り幅跳び・砲丸投げ 

女子 １００ｍ・３，０００ｍ・走り幅跳び・砲丸投げ 

●競技規定 

（１）平成２０年度日本陸上競技連盟競技規則による。 

（２）砲丸は、男子６ｋｇ、女子４ｋｇとする。 

（３）フィールド競技は、３回試技とし、上位８人によりさらに３回試技を行う。

（４）スパイクシューズの使用を認める。 

（５）記録は公認されない。 

（６）その他の参加人数により主催者で変更することがあるので、競技役員の指示

に従うこと。 

●参加料 無 料  ●表彰 優勝者に賞状と賞品を授与する。 

●申込方法 ８月２０日(水)午後５時までに電話またはＦＡＸで下記までお申し込

みください。[必要事項：種別・種目・住所・氏名・性別・生年月日・

連絡先（電話番号等）] 

●その他 自己の記録に挑戦する気持ちで、お気軽に参加してください。 

●主催 南丹市体育協会  ●協力 船井郡陸上競技協会 

◇問合せ先 南丹市園部Ｂ＆Ｇ海洋センター TEL（0771）68-0084 
 

＜南丹市ソフトテニス大会＞（兼 京都府民総体代表選考会） 
●日時 ９月７日（日）受付 午前９時３０分（小雨決行） 

[雨天予備日 ９月１４日（日）] 

●会場 南丹市園部公園テニスコート（園部中学校前） 

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

      （ペアでも個人でも参加できます） 

●種目 ①ペアの合計年齢が１１０歳未満の部 

②ペアの合計年齢が１１０歳以上の部 

     ・男性・女性・男女混合ペアにかかわらず合計年齢のみで行う。 

     ・当日の参加人数により変更する場合があります。 

     ・年齢は平成２０年４月1日現在とする。 

●試合方法 リーグ戦により行う。 

日本ソフトテニス連盟ソフトテニスハンドブックによる７回ゲーム。

●参加料 無 料   

●表彰 各種目第１位から第３位までに表彰状および賞品を授与する。 

●申込方法 ８月２４日(日)午後５時までに電話またはＦＡＸで下記までお申し込

みください。[必要事項：種目・住所・氏名・性別・生年月日・連絡先

（電話番号等）]※おひとりでも参加申込できますが、ペアについては

主催者が決定します。 

●その他 会場への道中ならびに競技中の負傷については、一切の責任を負えません 

     ソフトテニスクラブでは、クラブ員を募集しています。初心者も歓迎！ 

●主催 南丹市体育協会  ●主管  南丹市ソフトテニスクラブ 

◇問合せ先 南丹市園部Ｂ＆Ｇ海洋センター TEL（0771）68-0084 
 

＜南丹市ソフトボール連盟秋季大会＞（兼 京都府民総体代表選考会） 
●日時 ９月７日（日） 開会式 午前８時３０分 試合開始 午前９時 

[雨天予備日 ９月２１日（日）] 

●会場 園部公園スポーツ広場 [雨天予備日の場合は秋季大会のみ（府民総体には

夏季大会優勝チームが出場）となり、会場は園部公園多目的グラウンド] 

●参加資格 新規参入チームは南丹市ソフトボール連盟（対象：成年男子チーム）

に加入する事を条件とする。なお、加盟にあたっては、加盟金等必要

事項があるので、事前に承諾をいただくことになります。 

●試合方法 試合時間は１試合８０分、５回終了時７点差以上でコールドゲームとする

●申込方法 ８月２２日(金)午後５時までに電話またはＦＡＸで下記までお申し込み

ください。[必要事項：チーム名・代表者の住所・氏名・連絡先（電話番

号等）]（新規参入チームには南丹市ソフトボール連盟より連絡します） 

●主催 南丹市体育協会  ●主管 南丹市ソフトボール連盟 

◇問合せ先 南丹市園部Ｂ＆Ｇ海洋センター TEL（0771）68-0084 

 

☆各種目共通事項☆ 
◇申込み先 南丹市体育協会事務局 TEL（0771）68-0057 FAX（0771）63-2850 

日吉町生涯学習センター民謡コンサートのお知らせ 
 

 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」では、民謡合唱団「篝（かがり）」

の民謡コンサートを開催します。入場は無料で事前申し込みも不要です。地元丹波

音頭をはじめ京都の民謡を楽しみ、丹波音頭を一緒に踊りませんか。お誘い合わせ

てお越しください。 

●日  時 ８月３１日（日）午後２時～（午後１時３０分開場） 

※演奏時間 約６０分 

●場  所 南丹市日吉町生涯学習センター「遊youひよし」ホール 

●出演者 民謡合唱団「篝」の皆さん 

●演奏曲目 美山の子守唄、嫁入り唄(京丹後市)、げんが婆たちゃ(与謝野町)ほか 

●定  員 ２００人 ※申込不要 

＜民謡合唱団「篝（かがり）」＞ 

 京都を活動拠点とする音楽家（作曲家）で構成された「日本音楽研究会」の特設

合唱団を母体として、「京都の民謡の発掘と再創造」を活動の柱に１９７０年に創団。

以来、京都府内各地に残る民謡の採録活動を精力的に行うとともに、これらの元唄

を再創造し、合唱、独唱、歌芝居などさまざまな形式による演奏活動を行っている。

団員は、公務員、教師、町工場経営者、保育士、会社員と多様な職業人のアマチュ

ア合唱団ながら、民謡の持つ心は現代の人々の心の中でも共有できることを信じて

３０年余り、観客、聴衆の皆さんに楽しんでいただくことを最大の喜びに歌い続け

ている。現在までに採録された曲は延べ１，０００曲近く、その記録集も１３集を

数える。 

 

◇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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


