
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第第第３３３３回南丹市回南丹市回南丹市回南丹市チャリティゴルフチャリティゴルフチャリティゴルフチャリティゴルフ大会開催大会開催大会開催大会開催のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

 南丹市チャリティゴルフ大会は、地域福祉の向上を目的として、多数の皆さまに

ご参加いただき、温かいチャリティ金のご支援、ご協力をいただいています。 

本年も秋季大会として「第３回南丹市チャリティゴルフ大会」を、秋のるり渓高

原で開催することになり、参加いただく方を募集しています。このチャリティ金は、

南丹市内の福祉施設へ寄贈をし、福祉事業の推進に役立てていただいています。多

くの皆さまのご支援、ご協力をお願いしたいと思いますので、職場やご家族、ご友

人など、お誘い合わせの上、多数ご参加くださいますようご案内します。 

●開催期日 １１月１５日（木） ●会場 るり渓ゴルフクラブ（園部町大河内） 

●参加対象 南丹市に在住、勤務されている方、または大会主旨に賛同していただ

ける方なら、どなたでもご参加いただけます。 

●参 加 費 １５，０００円（プレー費、昼食代、チャリティ金などを含む） 

●申し込み 電話またはＦＡＸで、お早めにるり渓ゴルフクラブへご連絡ください。 

●主  催 南丹市チャリティゴルフ実行委員会／共催：るり渓ゴルフクラブ 

●後  援 南丹市、南丹市体育協会、南丹市社会福祉協議会、京都新聞社 

 

◇申込・問合せ先 るり渓ゴルフクラブ 

TEL（0771）６５－０２２１ FAX（0771）６５－０８１０ 

京都府民総合体育大会京都府民総合体育大会京都府民総合体育大会京都府民総合体育大会    全競技全競技全競技全競技にににに南丹市南丹市南丹市南丹市からからからから出場出場出場出場しますしますしますします    

 

第３０回京都府民総合体育大会が下記の日程で開催されます。総合開会式は、誰

もが参加できるイベントにリニューアルされ、南丹市からも全競技に出場する予定

です。特に、サッカー競技については、全市域から選手が結集し、見事に地域予選

会を突破したところです。市民の皆さまのご声援をよろしくお願いします。 

●総合開会式 期日：１０月２８日（日） 会場：京都府立山城総合運動公園体育館    

●市町村対抗競技大会（全１４競技）※ソフトテニスは１０月２１日に開催済。 

競技名 期日 開催地 

ソフトボール（男子・女子） １０月２１日（日）他 京丹波町 

テニス １０月２７日（土）他 福知山市 

陸上競技 １０月２７日（土） 京都市 

軟式野球 １０月２８日（日）他 宇治市他 

バレーボール（男子・女子） １１月３日（土）他 舞鶴市他 

バドミントン １１月４日（日）他 亀岡市他 

グラウンド・ゴルフ １１月４日（日） 亀岡市 

サッカー １１月１０日（土）他 京丹後市 

ボウリング １１月１１日（日） 福知山市 

バスケットボール（男子・女子） １１月１７日（土）他 福知山市 

卓球 １２月２日（日） 宇治市 

ゲートボール（男子・女子） １２月２日（日） 綾部市 

駅伝競走 ２月１０日（日） 福知山市 

●種目別交流大会全（２種目） 

ソフトバレーボール １１月１８日（日） 亀岡市 

卓球バレー １１月１８日（日） 京都市 

※日程等の詳細は、下記へお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 南丹市体育協会事務局（社会教育課内） 

TEL ６８－００５７ FAX ６３－２８５０ 

口丹波勤労者福祉会館口丹波勤労者福祉会館口丹波勤労者福祉会館口丹波勤労者福祉会館からからからから「「「「空手教室空手教室空手教室空手教室」」」」ののののおおおお知知知知らせらせらせらせ    

 

 京都府立口丹波勤労者福祉会館では、荒賀道場師範 荒賀 正孝氏（現世界チャン

ピオン荒賀 知子さんの父）を講師に迎え、空手教室を開催します。空手は初めてと

いう方でも歓迎します。健康な身体作りやシェイプアップを目指して、まずは空手

に親しみましょう。子どもからシニアまでどなたでも、お誘い合わせてお越しください。 

●事 業 名 地域スポーツクラブ育成講座（空手教室） 

●開催日時 １１月３日（土）、８日（木）両日とも午後６時から開始 

●会  場 京都府立口丹波勤労者福祉会館（八木町西田金井畠9） 

●内  容 参加者の年齢、目的に合わせた指導をします。お気軽に参加ください。 

●参加対象 ３歳以上の方ならどなたでも ●参加料 １回５００円 

●申込受付 事前申し込みは不要です。直接ご来館ください。 

 

◇問合せ先 ＮＰＯ法人八木町スポーツ協会 口丹波勤労者福祉会館 

TEL（0771）４２－５４８４ FAX（0771）４２－５６８４ 

「「「「やぎやぎやぎやぎウオークウオークウオークウオーク２００７２００７２００７２００７」」」」のののの参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    

 

自然に親しみながら健康づくりと交流を深める「やぎウオーク２００７」を開催

します。秋の丹波路を歩き、みんなで楽しくふるさとを再発見してみませんか。 

●日  時 １１月１８日(日) 午前１０時スタート（午前９時３０分受付） 

●会  場 南丹市八木公民館をスタート・ゴールとするコース（約４ｋｍ） 

●参加資格 ４ｋｍのコースを歩ける方であればどなたでも参加できます。ただし

幼児(小学生未満)は保護者同伴でお願いします。 

●参 加 料 一人当たり１００円（ただし中学生以下は無料） 

●参加受付 当日受付で申し込んでください。（参加料は受付時に徴収します） 

●そ の 他 参加された方には参加賞をお渡しします。 

●主  催 ＮＰＯ法人八木町スポーツ協会(南丹市体育協会八木支部）・八木町文化協会  

後援：南丹市・南丹市教育委員会 

 

◇問合せ先 南丹市八木公民館 TEL（0771）４２－３１３２、６８－００２６ 

ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス交流交流交流交流大会大会大会大会をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

第１回南丹市ソフトテニス交流大会を下記のとおり開催します。 

●日  時 １１月１８日（日）午前１０時から 

●場  所 南丹市園部公園テニスコート（Ｃ・Ｄコート） 

●参 加 費 無 料 

●種  目 試合方式：ダブルス 種別：一般の部 

●参加対象 南丹市内に在住、在勤、在学する１８歳以上の愛好者（高校生は除く） 

※一人での参加申込も可。その場合は、主催者が当日にペアを組みます。 

●申込方法 １１月１５日（木）までに南丹市園部海洋センターへお申し込みください。 

●競技方法 （１）日本ソフトテニス連盟競技規則に準じて行います。 

（２）参加者数により、種目の変更をする場合があります。 

（３）その他は競技役員の指示に従ってください。 

●表 彰 等 優勝、準優勝および第３位に賞状を授与します。 

●主  催 南丹市ソフトテニス交流大会実行委員会 

●後  援 南丹市教育委員会・南丹市体育協会 

 

◇申込先  南丹市園部海洋センター TEL ６８－００８４ 

◇問合せ先 社会教育課       TEL ６８－００５７ 

第第第第２２２２回巡回回巡回回巡回回巡回ススススポポポポーーーーツツツツ教室教室教室教室をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

南丹市体育指導委員会では、少しでも多くの市民の皆さまがスポーツに親しみ、

継続的な活動ができるようになることを目的に第２回巡回スポーツ教室を開催しま

す。誰でも簡単に、また気軽にできるニュースポーツ「ビーチボール」を行います。

ご友人などお誘い合わせの上、気軽にご参加ください。 

開催日 場 所 時 間 

１１月１６日

（金） 

川辺小学校体育館・八木中学校体育館・ 

興風体育館・知井小学校体育館 

１１月３０日

（金） 

園部第二小学校体育館・富本小学校体育館・

胡麻郷小学校体育館・鶴ヶ岡小学校体育館 

受付： 

午後７時３０分～ 

講習： 

午後８時～９時３０分 

●対  象 小学生以上  ●参加料 無料 

●参加申込 電話またはＦＡＸで「氏名・年代」をご連絡ください。（当日参加も可） 

※１チーム４名構成ですが、お一人から参加できます。 

●そ の 他 必ず体育館シューズをご持参ください。健康管理は各自で行ってください。 

 

◇申込・問合せ先 社会教育課 TEL ６８－００５７ FAX ６３－２８５０ 

丹波丹波丹波丹波自然運動公園自然運動公園自然運動公園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らららせせせせ    

 

＜ふれあいサッカー教室in丹波自然運動公園＞ 

●開催日時 １１月２４日（土）午前１０時～午後１時 

●場  所 丹波自然運動公園 陸上競技場 

●対 象 者 小学生（１年～６年）  ●定員 ２００人  ●参加料 無料 

●内  容 京都サンガＦ．Ｃ．コーチの指導により、サッカーを楽しむ 

●持 ち 物 動きやすい服装、運動靴（スパイク可）、飲み物など 

●申し込み はがき、ＦＡＸ、メールで、住所・氏名・小学校名・学年・電話番号

を明記の上、サッカー教室係あてにお申し込みください。 

＜シニアスポーツのつどい＞ 

●開催日時 １１月２日(月例会）、９日、１６日、３０日の金曜日の午前９時～１２時 

●場  所 丹波自然運動公園 球技場 ●対象者 おおむね６０歳以上の方 

●参 加 料 ２００円（当日受付） ●内容 グラウンドゴルフ、マレットゴルフ 

＜障害者スポーツのつどい＞ 

●開催日時 １１月１３日（火）午後１時３０分～３時３０分 

●場  所 丹波自然運動公園 体育館 ●参加料 無料（当日受付） 

●対 象 者 障がいのある方と介護者、ボランティアの方  々  

●内  容 卓球バレー、フライングディスク、ボッチャ、グラウンドゴルフなど 

＜口丹波ふるさと特産展うまいもの市＞ 

●開催日時 １１月３日（土・祝）午前１０時～午後３時 

●場  所 丹波自然運動公園 中央広場 

●内  容 口丹波の特産物および飲食物の販売など。ウォークラリー、フライング

ディスク、ターゲットバードゴルフなどのスポーツコーナーもあります。 

 

 ◇申込・問合せ先 (財)京都府立丹波自然運動公園（〒622-0232 京丹波町曽根） 

TEL（0771）８２－０５６０ FAX（0771）８２－０４８０ 

Eメール k.yoshida@kyoto-tanbapark.or.jp 




