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市たばこ税は南丹市の貴
重な財源です
　市たばこ税は、たばこの製
造者などが市内の小売販売業
者に売り渡した製造たばこに
対して課税される税金です。
市たばこ税の税率は、千本に
つき5,692円（10月1日から
は6,122円）で、小売店が所
在する市の税収となります。
　南丹市における令和元年度
の市たばこ税収は1億6,342
万円でした。この税収は一般
財源として、南丹市の福祉や
教育、道路環境整備など幅広
く市民のために使われます。
　市たばこ税は南丹市の貴重
な財源の一つですので、たば
こを買われる時は南丹市内で
お買い求めください。
問税務課　
TEL（0771）68-0004

ピンクリボン啓発活動
国際交流会館ライトアップ
　10月はピンクリボン月間
です。
　より多くの方に乳がんの早
期発見・早期診断・早期治療
の大切さをお伝えするために
　国際交流会館をピンク色に
ライトアップします。
●�日時　10月1日（木）および
2日（金）午後6時～8時　　
●場所　国際交流会館
問�南丹保健所�保健課�健康・
母子保健支援係　

TEL（0771）62-4753

納期限のお知らせ

＜令和2年9月30日（水）納期
限＞
・�固定資産税・都市計画税第
3期分

問税務課
TEL（0771）68-0004
・国民健康保険税第4期分
・�後期高齢者医療保険料第3
期分

問市民課
TEL（0771）68-0011
・介護保険料第4期分
問高齢福祉課
TEL（0771）68-0006
・保育所保育料等9月分
・保育所延長保育料8月分
・一時保育料8月分
・幼稚園給食費9月分　　
・幼稚園預かり保育料8月分
・すこやか学園使用料9月分
問子育て支援課
TEL（0771）68-0017
・市営住宅使用料9月分
問営繕課
TEL（0771）68-0062
・学校給食費9月分
問学校教育課
TEL（0771）68-0056
・�放課後児童クラブ負担金9
月分

問社会教育課
TEL（0771）68-0057
※�市税や各種料金の納付に
は、口座振替が大変便利で
す。また、市税等や一部料
金では、スマートフォンア
プ リ（PayPay・ LINE�Pay�
請求書支払い）やクレジッ
トカードで納付が可能で
す。

お知らせ
氷室の郷「収穫まつり」開
催中止のお知らせ
　10月25日（日）開催予定の
氷室の郷「収穫まつり」は、新
型コロナウイルス感染症の拡
大防止のため、中止すること
としました。市民の皆さんの
安全安心を第一に考えたうえ
での判断であり、楽しみにし
ていただいていた方々にとり
ましても非常に残念ではあり
ますが、ご理解いただきます
ようお願いします。
問�八木農村環境公園「氷室の
郷」

TEL（0771）43-1128
　（休館日月曜）

お知らせなんたん第352
号のお詫びと訂正
　お知らせなんたん第352号
（令和2年9月11日発行）の6
ページに掲載しました「「わっ
かっか！歌声喫茶」を開催し
ます」の開催日が間違ってお
りましたので、お詫びして訂
正します。
（誤）●日時　9月6日（日）
（正）●日時　10月4日（日）
問秘書広報課
TEL（0771）68-0065



令和2年（2020年）9月25日発行2 問＝申込・問合せ先　TEL＝電話番号　FAX＝FAX番号　　　　　　　　　 ＝メールアドレス　HP＝ホームページアドレス　〒＝郵便番号・住所

浄化槽の設置にかかる費用の一部を補助します

　公共下水道事業計画区域外および農業集落排水事業認可区域外の地域で、し尿や生活雑排水をき
れいにする浄化槽を設置される方に、その費用の一部を補助しています。
●補助対象となる浄化槽
　�　し尿と雑排水を併せて処理する機能を有するもので、法律で規定された構造基準に適合し、次
の全ての要件を満たす浄化槽
①�南丹市に住所を有する方が、専用住宅および併用住宅（延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供
する建物）に設置するもので、処理対象人員（人槽）が10人槽以下の浄化槽を設置した場合
②�BOD（生物化学的酸素要求量）除去率が90％以上、放流水のＢＯＤが20mg/l以下のもので、浄化
槽設置整備事業における国庫補助指針に適合する浄化槽を設置した場合
●補助の対象とならない場合
①浄化槽法に基づく設置の届出の審査または建築基準法に基づく確認を受けずに設置した場合
②住宅などを借りている方で、賃貸人の承諾が得られない場合
③工場、事業所などの事業活動を行うところに浄化槽を設置した場合
④販売目的で浄化槽付き住宅などを建築した場合
⑤予定した年度内に工事が完了しない場合
⑥補助対象事業の予算枠を超えて申し込みがあった場合
●補助金の額
処理区分 地域 5人槽 6～7人槽 8～10人槽
通常処理 園部町、日吉町 332,000円 414,000円 548,000円
高度処理 園部町、日吉町 444,000円 486,000円 576,000円

美山町 471,000円 519,000円 615,000円
※�高度処理型浄化槽とは、次のいずれかの要件を満たすもので、浄化槽設置整備事業における国庫
補助指針に適合するもの。
・�BODのみを除去するものにあっては、BOD除去率97％以上、放流水のBOD5mg/l（日間平均値）
以下の機能を有するもの。
・�窒素またはリンを除去する能力を有するものにあっては、BOD除去率90％以上、放流水の
BOD20mg/l（日間平均値）以下で、放流水の全窒素20mg/l（日間平均値）以下または全リン1mg/l
（日間平均値）以下のもの。
●補助対象地域
地域 地区名 備考
園部 法京 全域
日吉 木住、生畑、中世木 全域

畑郷、四ツ谷、志和賀 一部

美山

南、河内谷、下、知見、江和、田歌、芦生、白石、佐々里、
又林、下平屋、野添、長尾、深見、荒倉、内久保、原、板橋、
宮脇、下吉田、上司、高野、豊郷、盛郷、福居、肱谷、向山、
樫原、音海、小渕

全域

鶴ヶ岡、三埜 一部
※�公共下水道事業計画区域および農業集落排水事業認可区域であっても、地形的または技術的に下
水道施設への接続が不可能な場合は、例外的に補助金を交付する場合があります。

問下水道課　
TEL（0771）68-0054
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赤い羽根共同募金運動へ
のご協力について
　皆さんのご理解、ご協力に
支えられ、今年も10月1日か
ら全国一斉に「赤い羽根共同
募金運動」が行われます。こ
の運動は、市民の皆さんお一
人お一人の善意にもとづく社
会福祉増進のための募金活動
です。
　毎年、市民の皆さんにご協
力いただいております10月
の「赤い羽根共同募金」と12
月の「歳末たすけあい募金」の
戸別募金を一括して募らせて
いただきます。
　お寄せいただいた募金の約
7割は、南丹市の地域福祉の
ために使われ、残りの3割は、
南丹市を超えた広域的な課題
を解決するための活動に使わ
れます。お寄せいただいた募
金の使いみちは、南丹市共同
募金委員会で検討し、地域福
祉の向上のために地域で活動
するグループやボランティア
団体に対して助成させていた
だきます。皆さんの温かいご
協力をお願いします。
南丹市共同募金委員会事務局
問南丹市社会福祉協議会
TEL（0771）72-3220
問南丹市福祉相談課
TEL（0771）68-0023

激励金助成事業の申請に
ついて
　歳末たすけあい募金を原資
に、激励金助成事業を実施し
ます。該当される方は申請し
てください。
●�対象者　南丹市に住所を有
する在宅の方で、①または
②に該当される方
①�身体障害者手帳1級、精神
障害者保健福祉手帳1級、
療育手帳Ａのいずれかをお
持ちの方
②要介護5の方

※�ただし、①、②いずれも生
活保護世帯は除く
●�助成額　激励金として1人
当たり5,000円を助成
※�激励金については、民生児
童委員の方からお渡しいた
だきます。
●�申請方法　10月30日（金）
までに、南丹市共同募金委
員会事務局または社会福祉
協議会各事務所窓口で申請
してください。電話でも受
け付けます。
南丹市共同募金委員会事務局
問南丹市社会福祉協議会
TEL（0771）72-3220
問福祉相談課　　　　　　　
TEL（0771）68-0023

人材募集

ケーブルテレビ事業の在り
方審議会委員公募します
　近年の情報通信環境の急速
な変化を踏まえ、中長期的な
観点から南丹市ケーブルテレ
ビ事業の今後の在り方につい
て検討、審議するため審議会
を設置し、委員を公募します。
●募集人員　若干名
●�応募条件　公募委員として
任期が始まる日現在で年齢
満18歳以上の方であって、
次の①または②の条件を満
たす方。
①�市内に住所を有する方
②�市内に勤務する方
●�委員の任期　委嘱の日から
答申を行うまで
●�開催回数　年3回程度（会
議は平日の日中半日程度）
●�報酬　市の条例の規定に基
づき支給
●�決定方法　書類選考（選考
会において書類選考します）
●�応募方法　10月2日（金）午
後5時までに、専用の応募
用紙（市のホームページよ
りダウンロードして下さい
｡）に必要事項を記入いただ

き、持参、郵送､ FAXまた
は電子メールでご応募くだ
さい。

問情報課　
TEL（0771）68-0066　
FAX（0771）63-0653
�joho@city.nantan.lg.jp

自衛隊各種採用試験に関
するご案内
＜防衛大学校学生一般＞
●�概要　将来の幹部自衛官を
養成します。
●受付締切　10月22日（木）
＜防衛医科大学校医学科学生
＞
●�概要　将来の医師である幹
部自衛官を養成します。
●受付締切　10月7日（水）
＜防衛医科大学校看護学科学
生＞
●�概要　将来の保健師・看護
師である幹部自衛官を養成
します。
●受付締切　10月１日（木）
＜自衛官候補生＞
●�概要　所要の教育を経て3
か月後に2等陸・海・空士
に任官します。
●�受付期間　年間を通じて
行っております。
●�その他　採用年齢が33歳
未満に引き上げられまし
た。
＜採用説明会について＞
●�日 程　10月4日、11日、
18日、25日（各日曜日）
●�時間　午前10時から午後3
時まで
●会場　亀岡募集案内所
●�内容　自衛官の仕事と生活
および採用種目についての
説明
●�対象　学生・一般・保護者
の方など、どなたでもご参
加いただけます。
●�その他　予約不要、履歴書
不要、入退場自由、服装自
由
　�ご希望に応じ、他の日程・
時間帯でも対応します。

≪裏面につづく≫
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　新型コロナウイルス感染防
止のため、検温・問診にご協
力ください。
問�防衛省自衛隊　京都地方協
力本部　亀岡募集案内所

〒�621-0815亀岡市古世町西
内坪34-26

TEL（0771）24-4170
HP「自衛隊　京都」で検索

相談会

行政相談委員による定例
相談所の開設について
　10月19日から25日は行政
相談週間です。総務省では、
行政に対する皆さんのご意見
をお聴きし、行政運営に反映
させるため、行政相談を行い
ます。
●�日時　10月13日（火）午後
1時30分～3時30分
●�場所　市役所3号庁舎2階
第2会議室

問�総務省　京都行政監視行政
相談センター　行政監視行
政相談課

TEL（075）802-1100
問総務課
TEL（0771）68-0002

女性相談日のお知らせ

　女性が直面するさまざまな
悩みを、専門の女性カウンセ
ラーがともに受けとめ、整理
するお手伝いをします。どん
なことでもご相談ください。
●�日時　10月14日、28日、
11月11日、25日（各水曜
日）
①�午後1時～、②午後2時　
～
※相談は1人1時間以内
●�申込方法　事前に電話でお
申し込みください。

問人権政策課
TEL（0771）68-0015

多重債務無料法律相談の
ご案内
　借金の返済でお悩みの方を
対象に、弁護士が相談に応じ
ます。借金問題は必ず解決で
きます。まずはお問い合わせ
ください。
●�日時　10月27日（火）午後
5時 ～6時30分（1人30分
以内）
●�場所　八木市民センター第
3会議室
●�申込方法　10月26日午後
4時までに電話でお申し込
みください。
※�上記以外の無料相談会場も
ご案内しています。まずは
ご相談ください。

問�南丹市消費生活相談窓口�
（商工課内）　
TEL（0771）68-0100
問�京都府南丹広域振興局商工
労働観光係　

TEL（0771）23-4438

神経・筋疾患個別相談の
ご案内
　専門医による個別医療相談
を開催します。
●�日時　11月6日（金）午後1
時～4時30分
●�対象　神経・筋疾患で療養
中の方、またはその疑い（以
下の症状）がある方
・手足がふるえる
・筋肉がやせる
・力が入りにくい
・足がふらつく
・最初の一歩が出にくい
・話しにくい
●�担当医　国立病院機構宇多
野病院　脳神経内科　須藤
慎治医師
●場所　京都府南丹保健所
●�定員　5人程度（申込状況
によりお断りすることがあ
ります）
●�申込方法　10月16日（金）
までに電話でお申し込みく
ださい。

問京都府南丹保健所保健課
TEL（0771）62-2979

子育て支援（催し）

適切な救急医療受診につ
いて学んでみませんか
　夜間や休日、病院の休診時
にお子さんの怪我や体調不良
があれば、その対応に慌てて
しまいます。救急医療の受診
の目安やご家庭で対応できる
知識などについて学びましょ
う。託児スタッフも配置して
いますので、お子さんと一緒
にお越しください。
●日時および場所
＜休日開催＞
・�10月17日（土）子育てすこ
やかセンター
・�11月14日（土）美山保健福
祉センター
※�事業開催時間のみ開館しま
す。
＜平日開催＞
・�11月6日（金）子育てすこや
かセンター
●�時間　いずれも午後1時30
分～3時
●�対象　乳幼児期の子を育て
る親
●講師　高屋こども診療所　
　高屋和志院長
●�内容　先生のお話（救急医
療、予防接種について40
分程度）、質疑応答
※�参加者より事前に質問を受
け付けます。当日先生への
質問、相談事項があれば申
し込みの際にお申し出くだ
さい。（当日でも可）
●定員　各講座10組程度
　�申し込み状況によりお断り
をする場合があります。
●�申込方法　10月9日（金）ま
でに電話、FAX、メールの
いずれかでお申し込みくだ
さい。

問子育て支援課
TEL（0771）68-0017
FAX（0771）68-1166
�kosodate@city.nantan.
lg.jp
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子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」（10月）
＜各広場共通事項＞
※�各ひろばとも、南丹市全域
から参加できます。【無料】
※�主に保育所、幼稚園に入所・
入園されるまでの子、その
保護者や妊婦が対象です。
※�お茶、オムツなどお子様に
必要な物をお持ちくださ
い。
※�予約が必要なものは事前に
電話でお申し込みくださ
い。
※�予定が変更する場合があり
ます。南丹市ホームペー
ジ、NPO法人グローアッ
プLINE・フェイスブック・
インスタグラム、電話にて
確認をお願いします。
＜八木ひろば＞
●�日時　毎週月～金曜日、第
3土曜日の午前10時～午後
3時
●�場所　コミュニティスペー
ス「気になる木JUJU」（八
木防災センター向かい側）
※�毎週月・水・金曜日の午後
3時～午後6時、コミュニ
ティスペース「気になる木
JUJU」でみんなの居場所
「seedbase」（シードベー
ス）を開催します。こちら
は、小学生や地域の方もご
利用いただけます。
※�車でお越しの方は市役所八
木支所に駐車してくださ
い。
＜日吉ひろば＞
●�日時　毎週火曜日の午前
10時～午後3時
●�場所　日吉生涯学習セン
ター2階第1会議室
＜美山ひろば＞
●�日時　毎週木曜日の午前
10時～午後3時30分
●�場所　美山保健福祉セン
ター
＜園部ひろば＞
●�日時　毎週木曜日の午前
10時～午後3時

●�場所　第1、第3木曜日は
園部南部コミュニティセン
ター第2、第4木曜日は横
田公民館
※�10月29日（木）の園部ひろ
ばはお休みです。
＜つながり　ひろがれ　あお
むしの輪の展示会＞
　子どもの手形や足形で作っ
た「あおむし」の展示会を9月
28日（月）～10月24日（土）の
間、開催します。展示会の場
所、時間はぽこぽこくらぶ通
信、NPO法人グローアップ
LINE・フェイスブック等で
お知らせします。
＜産後からだケア＞【要申込】
　出産でダメージを受けた骨
盤底筋を放っておくとさまざ
まなトラブルになりかねませ
ん。まずは自分の骨盤の状態
を知って、ケアを始めましょ
う。
●�日時　10月16日（金）　午
前10時～正午　
※先着5名（託児付き）
●�場所　コミュニティスペー
ス「気になる木JUJU」
●�講師　女性専用ボディセラ
ピスト　安藤智華子さん
●�対象　概ね産後6カ月くら
いまでの産婦の方
●参加費　700円
＜ぽこぽこくらぶのハロウィ
ン♪＞【要申込】
　今年度は新型コロナウイル
ス感染症の対策として、例年
のハロウィン仮装パレードで
はなく、仮装して家族ごとに
撮影を楽しんだり、公園の中
を歩きます。
●�日時　10月24日（土）午前
10時～正午
●�場所　園部総合公園、国際
交流会館周辺
●参加費　1人300円
●�持ち物　お菓子を入れるカ
ゴまたはカバン
●�申込方法　新型コロナウイ
ルス感染症の感染防止対策
を行いながら、予約制によ
り開催します。事前に電話

などでお申し込みくださ
い。

　�LINE　�　フェイスブック

インスタグラム
問NPO法人グローアップ
TEL080-3857-8119

　南丹市ではスマートフォ
ン、携帯電話、パソコンな
どのメール機能を活用した
情報配信サービスを行って
います。登録は送信アドレ
ス宛てに空メールを送信い
ただき、返信されたメール
に従い手続きをお願いしま
す。
※�迷惑メールの受信拒否設
定などをされている方
は、空メール送信前に送
信元メールアドレスの受
信許可を行ってくださ
い。
＜なんたんメール＞
　南丹市関係の気象警報や
地震情報などをメールで配
信します。
●空メール送信先
�info.nantan-city@raiden.
ktaiwork.jp

●受信許可が必要なアドレス
��nantan-c i ty@raiden.
ktaiwork.jp

問情報課
TEL（0771）68-0066

南丹市メール配信サー
ビスにご登録ください
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催し

元気アップ体操教室のお知らせ

　なつかしい曲や明るい音楽に合わせて気持ち良く体を動かす
リズム体操、筋トレ、脳トレ、ストレッチを行います。南丹市
介護予防サポーター「元気アップなんたん」の仲間と一緒に、楽
しく体を動かして生き生きとした元気な生活をめざしませんか。
●日程など

会場 時間 日程

旧摩気小学校
（園部） 午前10時30分～正午

10月5日、12日、19日、
11月2日、9日、16日、
30日、12月7日、14日、
21日（各月曜日）

こむぎ山健康
学園（園部） 午後2時～3時30分

10月1日、8日、15日、
22日、11月5日、19日、
26日、12月3日、10日、
17日（各木曜日）

美山保健福祉
センター（美
山）

午後2時～3時30分

10月6日、13日、20日、
27日、11月10日、17日、
24日、12月8日、15日、
22日（各火曜日）

八木老人福祉
センター（八
木）

午前10時30分～正午

10月2日、9日、16日、
30日、11月6日、13日、
20日、12月4日、11日、
18日（各金曜日）

殿田とーく
ほーる（日吉）午前10時～11時30分

10月2日、9日、16日、
23日、11月6日、13日、
20日、27日、12月11日、
18日（各金曜日）

胡麻基幹集落
センター（日
吉）

午後2時～3時30分

10月2日、9日、16日、
30日、11月13日、20日、
27日、12月4日、11日、
18日（各金曜日）

●体操指導　「元気アップなんたん」（南丹市介護予防サポータ
　ー）
●�参加費　500円/回、10回前払いは3,500円（上記日程で10回
有効）
●参加方法　直接会場にお越しください。
※�新型コロナウイルス感染症予防のため、マスク着用でお願い
します。
※会場の都合で日程変更になる場合があります。
問NPO法人元気アップAGEプロジェクト（横山）
TEL080-4242-4734
問保健医療課
TEL（0771）68-0016

良い睡眠から健康に！
「睡眠講座」受講生募集
　質の良い睡眠は、生活習慣
病の予防やこころの健康と深
い関係があります。ご自身や
ご家族の健康づくりのために
「睡眠」について正しく理解
し、良質の睡眠を手に入れま
しょう。実践講座はお薬を使
用しないリラクゼーション法
を学ぶ講座となっています。
睡眠に悩みをお持ちの方はぜ
ひご参加ください。
＜第1回基礎講座＞
●�日時　11月13日（金）午後
1時30分～3時
●�場所　国際交流会館コスモ
ホール
●�内容　睡眠基礎講座「快適
な睡眠のために」講師　明
治国際医療大学統合医療学
今西二郎教授
＜第2回実践講座＞
●�日時　11月25日（水）午後
1時30分～3時30分
●�場所　市役所2号庁舎301
会議室
●�内容　快眠のための生活習
慣改善術、ストレスをプラ
スに変える心の持ち方につ
いて、快眠のためのリラク
ゼーション実践法　講師　
明治国際医療大学看護学部
佐藤裕見子教授
●対象　南丹市民
●募集人数　30人（先着順）
●�申込方法　10月23日（金）
までに電話でお申し込みく
ださい。
※�この教室は、なんたん健幸
ポイント50の対象事業で
す。

問保健医療課
TEL（0771）68-0016
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「健康づくり教室」を開催
します
●�日時　10月14日、28日（各
水曜日）午前10時30分～
正午
●�場所　五ケ荘地域活性化セ
ンター（森の学び舎　五ケ
荘）
●�内容　健康体操、健康教室、
福祉・介護に関する相談
※事前申し込みは不要です。
問住みよいむらづくり協議会
TEL（0771）73-0605

「健幸アンバサダー養成
講座」受講者募集
　健幸アンバサダーとは、身
近にいる大切な人に健康情報
を口コミで伝える健康づくり
の伝道師です。養成講座では
健康に関する正しい知識や上
手な伝え方を学びます。家族
や友人、ご自身の健康づくり
のためにぜひご参加くださ
い。講座を受講した方には、
「健幸アンバサダー認定証」を
お渡しします。
●�日時　11月18日（水）午後
1時30分～4時30分
●�会場　国際交流会館イベン
トホール
●対象　南丹市民
●募集人数　50人（先着順）
●内容
①�健幸アンバサダーの役割と
活動
②�健康情報講座（生活習慣病
予防、がん予防）
③�筋トレ体験講座（転ばない
体づくり実践法）
④心に届く情報の伝え方
⑤�感染症予防・免疫力強化に
関する講座
●�申込方法　電話でお申し込
みください。
※�この講座は、なんたん健幸
ポイント50事業の対象事
業です。

問保健医療課
TEL（0771）68-0016

「民藝を想う」展イベント
もあります
＜展示＞
●�開催期間　10月18日（日）
まで
●�時間　午前10時～午後4時
30分　（入館料500円郷土
資料館共）月曜休館（月曜日
が祝祭日の場合は翌日休
館）
●�開催場所　美山かやぶき美
術館（美山町島）
＜囲む会＞
・�10月11日（日）午後2時～
「藤井佐知作品集」のこと
＜実演＞
・�10月3日（土）午後3時30分
まで「丹波布の綿繰りと糸
紡ぎ」
・�10月10日（土）午後3時30
分まで「椅子の座張りペー
パーコード」
・�10月17日（土）午後3時30
分まで「ノッティング制作」
＜ワークショップ＞
※�要予約・空きがあれば当日
参加可能
・�10月4日（日）「陶印を作ろ
う」①午前10時30分～②
午前11時30分～、定員各
5名、参加費1000円
・�10月11日（日）「民藝の器
に野の花を生ける」午前10
時～、定員10名
＜飲食＞
・�10月4日（日）「暮らしの茶
行事」①午後1時～、②午
後2時～、③午後3時～、
定員各7名、参加費500円
・��10月18日（日）「MIYAMA
　�deminokamo� 打ち上げ
パーティー」

問�「民藝を想う」イベント担当�
河井一喜

TEL090-4900-9789
info@mingei-omofu.com�

丹波自然運動公園からお
知らせ
＜グラウンド・ゴルフのつど
い＞
●�日 時　10月2日（ 月 例 大
会 ）、9日、16日、23日、
30日（各金曜日）午前9時～
11時45分
●場所　球技場
●参加費　300円（当日受付）
＜エンジョイテニス（夜の部）
＞
●�日時　10月5日、19日（各
月曜日）午後6時～9時
●場所　テニスコート
●参加費　400円（当日受付）
●対象　18歳以上
＜レディーススポーツデー＞
●�日時　10月7日、28日（各
水曜日）午前9時30分～11
時30分
●場所　体育館
●�内容　健康体操、軽スポー
ツ
●参加費　300円（当日受付）
●�対象　18歳以上の女性の
方
＜エンジョイテニス（昼の部）
＞
●�日時　10月7日、21日（各
水曜日）午後1時30分～5
時
●場所　テニスコート
●参加費　300円（当日受付）
●対象　18歳以上
＜太極拳教室＞
●�日時　10月9日（金）午後2
時～4時
●場所　体育館
●内容　太極拳の基礎を学ぶ
●参加費　500円（当日受付）
●定員　30人
※�当日受け付けの事業は申し
込み不要です。

問丹波自然運動公園
TEL（0771）82-1045　
FAX（0771）82-0480
HP�kouen@kyoto-tanbapark.
or.jp

〒�622-0232　京都府船井郡
京丹波町曽根崩下代110-7
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