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回日吉ダムマラソン大会
ダムマラソン大会の
大会の開催が
開催が決定！
決定！

第６回南丹市民ボウリング
回南丹市民ボウリング交流大会
ボウリング交流大会を
交流大会を開催します
開催します

日吉ダム周辺の美しい景観や自然にふれて自然環境の大切さを再認識するととも
に、参加者それぞれが自分の体力に合ったコースを走破し、体力づくりをしながら
親睦を図り、お互いの気持ちをリフレッシュすることと合わせ、市内外の住民との
交流を深める機会として「日吉ダムマラソン大会」を開催します。
●期日 ４月２５日（日）午前１１時スタート
●コース 日吉ダム周辺コース 府民の森ひよしスタート・ゴール
種目
部
種別
備考
１
男子４０歳未満 １８歳以上、高校生不可

ボウリング競技の普及と技術の向上を図り、市民相互の親睦交流を深めることを目的
に第６回南丹市民ボウリング交流大会を開催します。どなたでも気軽にご参加ください。
●日時 ２月２０日（土）午後８時開始（受付：午後７時３０分～）
●場所 アルプラザボウル（亀岡市篠町野条 TEL 0771-24-3386）
●競技方法 １人３ゲームトータルピンで順位決定。性別、年齢によってハンディあり。
●参加資格 １８歳以上の南丹市内在住、在勤者（高校生は不可）
●参加料 １人１，６００円（当日受付にて徴収します。貸し靴代は別途必要）
●申込方法 ２月１５日（月）午後５時までに、電話またはＦＡＸで「住所・氏名・
年齢・性別・連絡先（電話番号）
」などを下記へご連絡の上、お申し込みください。
●その他
その他 優勝者にトロフィ（持ち回り）を授与。主催者で参加者全員に賞品を準備。
会場への道中ならびに競技中の負傷について、主催者は一切の責任を負いません。
●主催 南丹市ボウリングクラブ ●後援 南丹市教育委員会、南丹市体育協会

ハーフマラソン
（参加料：３，０００円／人）

１０㎞ロードレース
（参加料：２，０００円／人）
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◇大会に関する問合せ先 南丹市ボウリングクラブ事務局(池上) TEL 090-4303-1450
大会参加の申込先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 FAX（0771）63-2850

小学生卓球講習会の
小学生卓球講習会の参加者を
参加者を募集しています
募集しています
１０

中学生男子

１１
３㎞ロードレース
（参加料：１，０００円／人） １２

中学生女子

１３

小学生女子

小学生男子

ファミリーレース（３㎞）
１４ ファミリー
幼児は同伴者が必要
（参加料：１，０００円／人）
※申込受付後、いかなる場合も参加料の返金はできません。
●表彰 ・各種目６位まで表彰します。
・完走者全員に、当日会場で記録証を発行します。
・参加者全員に参加賞をお渡しします。
●申込締切
申込締切 ３月５日（金）
●申込方法 南丹市役所、各支所および関係機関に設置している既定の申込用紙ま
たは電話、ＦＡＸ、インターネット、携帯サイトでお申し込みください。
（参加料
のほかに申し込み手数料、振込手数料などがかかります）申し込み締め切り後、
実行委員会事務局より詳細事項を通知します。
＜ランテスによる申し込み＞
・インターネット・携帯サイト http://runnet.jp/
＜スポーツエントリーによる申し込み＞
・インターネット・携帯サイト http://www.sportsentry.ne.jp
・TEL 0570-037-846（平日 午前１０時～午後５時３０分、祝日除く）
・FAX 0120-37-8434
◇申し込みに関する問合せ先 日吉ダムマラソン大会エントリーセンター
TEL 0794-70-8200（平日 午前９時～午後５時、祝日除く）
〒675-1395 兵庫県小野市王子町 800 番地 1 小野商工会館 1 階

―日吉ダムマラソンボランティアスタッフ
日吉ダムマラソンボランティアスタッフ大募集
ダムマラソンボランティアスタッフ大募集！
大募集！―
日吉ダムマラソン実行委員会では、大会当日にボランティアスタッフとして参加して
いただける方を募集しています。毎年、多くのランナーが参加するこの大会には、市民
の皆さんの協力が必要不可欠となります。全国各地から参加されるランナーと一緒に大
会を盛り上げて、感動を共に味わいましょう。今年はスタッフジャンパー復活です！
●内容 給水係・監察係・受付係・駐車場係など ●申込資格 高校生以上（住所不問）
●申込方法 郵便、ＦＡＸ、Ｅメールなどで「氏名・ふりがな・年齢・性別・郵便
番号･住所・連絡先（電話番号）
・特記事項」などを明記の上、２月２８日（日）
までに下記の日吉ダムマラソン実行委員会事務局へお申し込みください。
●その他
その他 ①スタッフには、スタッフジャンパーおよび当日の昼食を用意します。
②４月中旬に事前打ち合わせ会議を開催しますので出席をお願いします。

小学生への卓球の普及と技術の向上を目的に講習会を開催します。卓球の基本を
学び楽しくゲームができるようになることを目指して、初めて卓球をしようと思う
人、もっと上手になりたい人、どんなスポーツか興味のある人を対象に開催します。
●日時 ２月２１日（日）午前９時３０分～正午 ●指導者 南丹市卓球協会
●場所 園部海洋センター（Ｂ＆Ｇ）体育館（TEL 0771-68-0084）
●対象者 南丹市内の小学生 ●参加費 １人１００円（当日受付にて徴収します）
●準備物 運動できる服装、体育館シューズ（ラケット・ピン球などは用意します）
●申込方法 ２月１２日（金）までに、下記申込先に備え付けの卓球講習会参加申
込書によりお申し込みください。電話、ＦＡＸでお申し込みの場合は「住所・氏
名・性別・小学校名・学年・連絡先（電話番号）
」などを下記へご連絡ください。
なお、講習会当日に認印をご持参の上、参加申込書を提出してください。
◇申込・問合せ先
平日（月～金）
：社会教育課 TEL（0771）68-0057 FAX（0771） 63-2850
休日（土・日）
：園部海洋センター（Ｂ＆Ｇ） TEL（0771）68-0084

第１９回
１９回かるた大会参加者募集
かるた大会参加者募集
園部町文化協会主催の「かるた大会」を今年も開催します。小倉百人一首が奏でる五・
七・五・七・七の「雅（みやび）
」の世界の言葉に、慌ただしい時間を忘れ、楽しいひと
ときを過ごしませんか。３人１組で源平に分かれて対戦する「源平戦」と数人でかるた
を取り合う「チラシ」の二つの部門を行います。源平戦に１～２人で申し込みをされた
場合でも、他の申込者とチーム編成をして対戦を行いますので、気軽にご参加ください。
●日時 ２月６日（土）午後１時３０分～（受付：午後１時～）
●場所 園部公民館 ２階 和室
●参加費 無料
●参加対象 南丹市在住・在勤・在学の方（応援だけでも大歓迎です）
●賞品 「源平の部」
「チラシの部」の各１位に特別賞を授与します。
●申し込み 当日参加も受け付けますが、準備の都合上、事前申し込みをお願いします。

◇申込・問合せ先 園部町文化協会事務局（園部公民館内）
TEL（0771）63-5820 FAX（0771）63-5840

丹波自然運動公園か
丹波自然運動公園からのお知
らのお知らせ

設備改修工事に伴い、八木スポーツフォアオールを次のとおり休館します。
なお、ほかの社会体育施設（八木運動公園、八木西地区コミュニティ公園、八木
文覚ふれあい公園）の受付業務は平常通り行います。
●対象施設 八木スポーツフォアオール（浴場、トレーニングルームなど）
●期間 ２月１８日（木）～３月１１日（木）

＜グラウンド・ゴルフ大会＞
●日時 ３月１６日（火）午前９時～
●場所 陸上競技場、補助競技場
●対象者 どなたでも ●定員 ２４０人 ●参加料 １,５００円（弁当、茶付き）
●内容 ６ラウンドの個人戦
●申し込み ３月８日（月）までにはがきまたはＦＡＸで「住所、氏名、生年月日」
を記入の上、下記申込・問合せ先へお申し込みください。
＜グラウンド・ゴルフのつどい＞
●日時 ２月５日（月例会）
、１２日、１９日、２６日（各金曜日）午前９時～正午
●場所 球技場
●参加料 ２００円（当日受付）
＜スポーツを楽しもう＞
●日時 ２月９日（火）
（毎月第２火曜日、当日受付）
●場所 体育館
●内容 午前９時～ 卓球を楽しもう（３００円）
午後１時３０分～ 障害者スポーツのつどい（無料）
午後６時～ スポーツの夕べ（３００円）
＜２月のスポーツを楽しむ日＞
●日時 ２月１０日、１７日、２４日（各水曜日）
●場所 体育館
●内容 午前９時～１１時３０分 軽スポーツ（卓球、ソフトバレーボールなど）
午後１時３０分～４時 テニス
●参加料 ３００円

◇問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057
八木スポーツフォアオール TEL（0771）42-5366

◇申込・問合せ先 丹波自然運動公園 TEL（0771）82-0560 FAX（0771）82-0480
〒622-0232 船井郡京丹波町曽根崩下代 110－7

◇ボランティアスタッフ申込・大会に関する問合せ先
日吉ダムマラソン実行委員会事務局（社会教育課内）
TEL（0771）68-0057 FAX（0771）63-2850
Ｅメール be-syakai@city.nantan.kyoto.jp
〒622-8651 南丹市園部町小桜町 47

八木スポーツフォア
八木スポーツフォアオール
スポーツフォアオール休館
オール休館のお
休館のお知
のお知らせ

