
鯖（さば）寿司講習会を開催します 
 
 園部町つつじの会では、鯖寿司講習会を開催します。皆さん多数ご参加ください。 

●日時 １０月８日（水） ①午後１時～、②午後２時３０分～ 

●定員 各１０人（先着順で受付） ●費用 １，５００円（材料費・講習費用を含む） 

●会場 道の駅京都新光悦村会議室 

 

◇申込・問合せ先 園部町つつじの会 TEL（0771）63-5035 

市内公共施設にＡＥＤを設置しています 

 
自動体外式除細動器（ＡＥＤ）とは、突然の心停止（心臓突然死）から命を救う

ための装置です。けいれんを起こした心臓に電気ショックを与え、心臓の働きを戻

します。操作は音声などのガイダンスにより指示があり、電気ショックが必要かど

うかもＡＥＤが判断します。高度な専門知識を必要とせず、安心して簡単に操作す

ることができる一般の方に使用が認められた装置です。南丹市では、公共施設利用

者の万一の事態に備えて、市内公共施設にＡＥＤの設置を進めています。現在の設

置状況（平成２０年９月１日現在）は下記のとおりですので、お知らせします。 
配置場所 施設所在地 

南丹市役所本庁 園部町小桜町47番地 
南丹市立園部保育所 園部町木崎町下ヲサ46番地 
南丹市立城南保育所 園部町城南町中井50番地 
南丹市立園部幼稚園 園部町小桜町44番地 
南丹市立園部小学校 園部町小桜町26番地2 
南丹市立園部第二小学校 園部町小山東町平成台2号78番地 外 
南丹市立川辺小学校 園部町船岡長畑52番地3 
南丹市立摩気小学校 園部町宍人市場111番地 
南丹市立西本梅小学校 園部町南八田中山17番地 
南丹市立園部中学校 園部町横田3号51番地 
南丹市園部海洋センター 園部町小桜町南丹市園部公園内 
南丹市園部公民館 園部町上本町南2番地22 
南丹市国際交流会館 園部町小桜町62番地1 
南丹市園部スポーツセンター 園部町木崎町下ヲサ49番地 
道の駅(京都新光悦村) 園部町曽我谷縄手15番地3 外 

園
部
町
内 

南丹市園部南部コミュニティセンター 園部町城南町クゴ3番地 
南丹市役所八木支所 八木町八木東久保29番地1 
南丹市立八木中央幼児学園 八木町西田河原條42番地 
南丹市立八木東幼児学園 八木町北屋賀焼石8番地3 
南丹市立八木小学校 八木町八木東所15番地 
南丹市立富本小学校 八木町青戸馬垣内13番地1 
南丹市立新庄小学校 八木町船枝才ノ上48番地 
南丹市立吉富小学校 八木町鳥羽鳥栄本11番地 
南丹市立神吉小学校 八木町神吉西河原15番地 
南丹市立八木中学校 八木町八木野條1番地 
南丹市八木バイオエコロジーセンター 八木町諸畑千田1番地 
南丹市八木公民館 八木町八木東久保23番地 

八
木
町
内 

南丹市八木農村環境公園「氷室の郷」 八木町氷所赤見21番地１ 
南丹市役所日吉支所 日吉町保野田市野3番地1 
南丹市立日吉中央保育所 日吉町保野田垣ノ内11番地・12番地1合地

南丹市立興風保育所 日吉町田原渕谷口26番地2 
南丹市立胡麻保育所 日吉町胡麻中野辺谷73番地 
南丹市立殿田小学校 日吉町殿田大貝25番地 外 
南丹市立胡麻郷小学校 日吉町胡麻中野辺谷3番地3 外 
南丹市立殿田中学校 日吉町殿田大貝30番地 外 
スプリングスひよし 日吉町中宮ノ向8番地 
南丹市日吉山の家 日吉町生畑ツノ元下16番地 外 
南丹市日吉町生涯学習センター 日吉町保野田長通24番地 
日吉駅交流センター 日吉町保野田市野1番地4 

日
吉
町
内 

南丹市日吉胡麻コミュニティセンター 日吉町胡麻的場1番地2 
南丹市役所美山支所 美山町島島台51番地 
南丹市立みやま保育所 美山町島島台53番地 
南丹市立知井保育所 美山町中勘定7番地 
南丹市立知井小学校 美山町中穴原8番地 
南丹市立平屋小学校 美山町安掛上ノ山17番地 
南丹市立宮島小学校 美山町島島台52番地 
南丹市立鶴ヶ岡小学校 美山町鶴ヶ岡宮ノ前23番地2 
南丹市立大野小学校 美山町三埜南畑28番地 
南丹市立美山中学校 美山町静原桧野10番地1 
南丹市美山芦生山の家 美山町芦生須後13番地 
南丹市美山町自然文化村 美山町中下向56番地 外 
南丹市美山江和長期滞在施設 美山町江和下黒田1番地 外 
宮島振興会 美山町島往古瀬29番地 
大野振興会 美山町大野広畑1番地2 
平屋振興会 美山町安掛下23番地 
知井振興会 美山町中上前83番地 
鶴ケ岡振興会 美山町鶴ケ岡新釈迦堂前１ 

美

山

町

内 

南丹市美山北加工・販売施設 美山町北揚石28番地1 
※ 南丹市立園部中学校、南丹市立八木中学校、南丹市立殿田中学校のＡＥＤにつ

いては、平成１８年に園部ライオンズクラブから、ご寄付いただきました。 

  南丹市立美山中学校のＡＥＤについては、平成１８年に北桑田ライオンズクラ

ブから、ご寄付いただきました。 

 

◇問合せ先 財政課 管財係 TEL（0771）68-0018 FAX（0771）63-0653 

丹波自然運動公園からのお知らせ 
 
＜パターゴルフ大会＞ 

●日時 １０月１９日（日） 午前９時～１１時  ●場所 パターゴルフ場 
●定員 ５０人  ●参加料 大人５００円、小中学生３００円 
●内容 １８ホールにより実施  ●申込期間 １０月１日（水）～１４日（火） 
＜テニス大会＞ 

●日時 １０月２９日（水） 午前９時～午後４時  ●場所 テニスコート 
●定員 男女別ダブルス 各３２組  ●参加料 １チーム１,０００円 
●内容 予選リーグ戦の後、決勝トーナメント ●申込期間 １０月９日～２３日 
 
※上記期間内にはがきまたはＦＡＸで、住所、氏名、大会名、電話番号、ＦＡＸ番

号を記入の上、お申し込みください。 
 
＜１０月のグラウンド・ゴルフのつどい＞ 

●日時 ３日（月例）、１０日、１７日、２４日、３１日（毎週金曜日）午前９時～正午 
●場所 球技場  ●対象者 どなたでも  ●参加料 ２００円（当日受付） 
●内容 グラウンド・ゴルフ、マレットゴルフなどを楽しむ 
＜１０月のスポーツデー＞ 

●日時 １０月１４日（火）  ●場所 体育館 
●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 障害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） 

＜施設の早期受付＞ 

平成２１年度夏期期間における運動施設の早期受付を行いますので、希望される

方は１１月２５日（火）までに丹波自然運動公園までお問い合わせくだい。 

   

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

TEL（0771）82-0560 FAX（0771）82-0480 

歴史・健康ウォーキング参加者募集 
 
八木の歴史にふれながら、秋の爽やかな風を背にうけて、のどかな田園風景を散策

しませんか。氷室の郷で開催されているおまつりをめざしてウォーキングしましょう。 

●日 程 １０月１８日（土）（少雨決行） 

●コース 八木駅＝花のまち＝大ケヤキ（京都府自然２００選）＝夢かなえ橋＝久留守

神社（休憩）＝氷室の郷「ふれあいふくしまつり健康づくり大会」会場 

 （歩行距離４ｋｍ） 

●集合場所・時間 八木駅前 午前９時集合 

●解散場所・時間 氷室の郷 午前１１時３０分ごろ 

●対 象 一人で４ｋｍ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） 

※注意 参加者は自己の責任で、健康・自己管理をしてください。 

●持ち物 保険証のコピー・水筒・汗拭きタオル・帽子・手袋・雨天時は雨具 

●参加費用 ２００円（保険代他）＋１００円（まつり参加協力金） 

●申し込み １０月１５日（水）までに下記の申込先までご連絡ください。 

 ※申込の取り消し、欠席される場合は必ずNantan健歩会まで連絡してください。 

 

◇申込・問合せ先 Nantan健歩会 木村 TEL（0771）62-3370 

健康課 TEL（0771）68-0016 

「第９回美山かやぶきの里ワンデーマーチ」開催案内 
  

日本の原風景ともいうべき田舎ならではのかやぶきと田園と豊かな自然の町をテ

ーマにワンデーマーチを開催します。多くの皆さんのご参加をお待ちしています。 

●日時 １１月３日（月・文化の日） 午前９時 受付開始 

●会場 南丹市立宮島小学校グラウンド  ●定員 ８００人 

●内容 １２ｋｍコース（遊歩道百選選定「かやぶきと虹の湖」コース） 

    １８ｋｍコース（美しい日本の歩きたくなる道５００選選定 

「北かやぶきの里」コース） 

●募集締切 １０月１５日（水）※定員に満たない場合は当日受付有 

●参加費 大人１，０００円（当日１，５００円） 中学生以下無料 

●申込方法 社会教育課（市役所３号庁舎、八木公民館、日吉町生涯学習センター、

市役所美山支所）にある参加申込書に必要事項を記入の上、郵便振替

または現金書留で実行委員会までお申し込みください。 

 

◇問合せ先 社会教育課美山担当 TEL（0771）68-0044 

      （主催：美山かやぶきの里ワンデーマーチ実行委員会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


