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お知らせ
新型コロナウイルスの感
染拡大の防止について
新型コロナウイルスの感染
拡大防止のため、お知らせな
んたんに掲載した催しなどが
中止や延期になる場合があり
ます。
問 秘書広報課
TEL（0771）
68-0065

特別定額給付金の申請は
お済みですか
新型コロナウイルス感染症
緊急対策として実施している
特別定額給付金について、南
丹市では5月初旬に各世帯主
様に申請書を送付し、既に対
象者の9割を超える申請がさ
れています。
申請書がお手元に届いてい
ない、申請方法がわからない
など不明な点がありましたら
ご連絡ください。
なお、申請期限は8月11日
（火）となっていますのでご注
意ください。
問 総務課
TEL（0771）
68-0002

南丹市まちづくり活動交
付金二次募集について

夏の交通事故防止府民運
動について

新型コロナウイルスの影響
を考慮し、9月に二次募集を
予定しています。詳しくは、
改めてお知らせなんたんや市
ホームページでご案内しま
す。
問 地域振興課
TEL（0771）
68-0019

「夏の交通事故防止府民運
動」を実施します。これを機
会に、家庭や学校、職場など
で交通安全について話し合っ
ていただき、交通ルールの順
守と正しい交通マナーの実践
をお願いします。
●運 動スローガン 「ゆずり
合う ゆとりで走る 新時
代」
●実施期間
7月21日（火）～31日
（金）
●運動重点
・子どもと高齢者の交通事故
防止
・信号機のない横断歩道にお
ける歩行者優先の徹底
・自転車の安全利用の推進
・飲酒運転の根絶
問 危機管理対策室
TEL（0771）
68-0021

空き家を活用した文化芸
術活動を募集します
南丹市では、空き家や空き
店舗の活用促進と文化芸術活
性化のため、誰もが気軽に文
化芸術に親しめる場づくりの
取り組みを募集し、その費用
の一部を補助します。詳しく
は、市ホームページをご覧く
ださい。
●補助対象者 住所または活
動の拠点が南丹市内の団体
※法人格の有無は不問
●補助対象事業 南丹市内で
実施する空き家などを活用
した 文 化 芸 術 の 取 り 組 み
（展示会・ものづくり体験
など）
●補助率 2分の1以内
●上限額 20万円
※南丹市以外の補助制度と併
用可
●補助予定件数 2件
●募集期間 7月10日（金）～
8月31日（月）
問 地域振興課
TEL（0771）
68-0019
chiiki@city.nantan.kyoto.jp

【総合問合せ窓口】 TEL（0771）68-0001㈹ FAX（0771）63-0653

文書配布日の変更につい
て
次回、7月第4週の「お知ら
せなんたん」などの行政文書
配布日は次のとおり変更しま
す。
●配布日 7月22日（水）
問 地域振興課
TEL（0771）
68-0019
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令和２年度京都府戦没者
追悼式のお知らせ

戦没者遺児による慰霊友
好親善事業について

先の大戦で尊い命を失われ
た戦没者の方々の追悼と、遺
族の慰謝、激励とともに、平
和への思いを新たにするた
め、京都府戦没者追悼式が実
施されます。
●日時 10月13日（火）
午後1時30分～
●場所 国立京都国際会館
●主催 京都府
●参列対象遺族の範囲 戦没
者の配偶者ならびに子、父
母、兄弟姉妹、孫、その他
三親等内の親族およびその
配偶者。ただし、上記以外
の戦没者の親族などで特に
希望される方については、
参列できるものとします。
※戦没者には軍人、軍属およ
び準軍属のほか、空襲被害
者など一般戦災者を含みま
す。
●参列申込方法
＜各町遺族会の会員の方＞
 各町遺族会にて参列者の
取りまとめをお世話になっ
ております。所属されてい
る遺族会にお問い合わせく
ださい。
＜上記以外の方＞
 7月31日（金）までに、福
祉相談課までご連絡くださ
い。
 なお、申し込み多数の場
合は、京都府において過去
に未参加の方および参列回
数の少ない方を優先して選
考されます。
●その他 今後、新型コロナ
ウイルス感染症の影響によ
り、参列者数の縮小や実施
形態の変更が生じる可能性
があります。あらかじめご
了承のうえお申込みくださ
い。
問 福祉相談課
TEL（0771）
68-0023

先の大戦で父などを亡くさ
れた戦没者遺児を対象とし
て、旧戦域を訪れ、慰霊追悼
を行うとともに、同地域の住
民との友好親善を図ることを
目的に実施されます。
実施時期など詳細のお問い
合わせおよび参加のお申し込
みについては、
（ 一財）京都府
遺族会までご連絡ください。
●参加費 10万円
●実 施 地 域 ボ ル ネ オ・ マ
レー半島、トラック諸島、
パラオ諸島、ソロモン諸島、
フ ィ リ ピ ン、 マ リ ア ナ 諸
島、ミャンマー・タイ、東
部ニューギニア、ビスマー
ク諸島、台湾・バシー海峡、
マーシャル諸島、中国
問（一財）
京都府遺族会事務局
TEL（075）
393-6050
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サマージャンボ宝くじの
発売について
この宝くじの収益金は、市
町村の明るく住みよいまちづ
くりに使われます。
●発売期間 7月14日（火）～
8月14日（金）
●抽せん日 8月21日（金）
●発売場所 全国の宝くじ売
り場
（通信販売でも購入で
きます）
●当 せ ん 金 額 1等5億 円、
前後賞各1億円
●当せん金支払期間 8月26
日（水）～令和3年8月25日
（水）
●証票単価 300円
問（公財）

京都府市町村振興協
会
TEL（075）
411-0200

事業者応援プレミアム付
商品券取扱店舗募集
新型コロナウイルス感染症
の影響を受けており、売り上
問 ＝申込・問合せ先

げに大きな影響を受けている
地元商店および飲食店などへ
の支援、また市内経済の活性
化を目的として南丹市事業者
応援プレミアム付商品券を発
行することとなりました。取
扱店舗を募集していますの
で、ぜひお申し込みください。
●対 象 事 業 者 令 和2年4月
～5月の売上が前年同期と
比較して概ね10％以上減
少している南丹市内に事業
および店舗を有する事業者
●申込方法 7月20日（月）ま
でに申込書を商工課へ提出
ください。
（7月20日以降も
随時受け付けますが配布予
定のチラシに掲載できない
場合がありますのでご了承
ください。）
※申 込書は、南丹市HPより
ダウンロードできます。
●商品券使用期限（予定）
令和2年12月31日まで
問 商工課
TEL（0771）
68-1008
〒 622-8651 南 丹 市 園 部 町
小桜町47番地

南丹市ホームページバ
ナー広告募集中
（有料）
新たな財源確保と地域経
済の活性化を図るため、南
丹市ホームページにバナー
広告を募集しています。月
平均18,000件のアクセス
がある市のホームページに
あなたの企業を紹介しませ
んか。
【有料・要申込】
●期間 3カ月以上
●場所 市ホームページの
トップページ最下部
●定数 20企業
市ホームページ下部にあ
る「バナー広告募集中」をご
確認いただくか、秘書広報
課までお問い合わせくださ
い。
問 秘書広報課
TEL（0771）
68-0065
ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

国民健康保険限度額適用
認定証等の更新について

国民健康保険被保険者証
の更新について

後期高齢者医療被保険者
証の更新について

現在交付している国民健康
保険限度額適用認定証および
限度額適用・標準負担額減額
認定証については、有効期限
が令和2年7月31日となって
います。対象の方には7月初
旬に認定証の交付申請書を郵
送しています。8月1日以降
も認定証が必要な方は、7月
17日（金）までに申請をして
いただくと7月下旬に新しい
認定証を郵送します。なお、
7月20日（月）以降に申請され
た場合、新しい認定証は8月
以降に随時郵送します。
＜注意事項＞
・令 和2年度の所得申告をし
ていない国民健康保険加入
者がいる世帯は、最も高い
所得区分で判定されます。
正しい所得区分で判定する
ために、必ず所得の申告を
してください。
・国民健康保険税に滞納があ
る世帯の方には、
「限度額適
用認定証」を交付できない
場合があります。
問 市民課
TEL（0771）
68-0011

本年7月末で有効期限を迎
える被保険者証の一斉更新を
行います。
●交付方法 簡易書留にて加
入世帯ごとに世帯主に郵送
します。原則、住所地への
交付のため、郵便局での転
送サービスはご利用できま
せん。
●発送時期 7月中旬～下旬
※配達時に不在の場合は、郵
便局で保管されますので、
期限内にお受け取りくださ
い。
※保 管期限を過ぎたものは、
市役所 に 返 送 さ れ ま す の
で、市民課までご連絡くだ
さい。
●その他 国民健康保険の加
入者で新しい保険証が7月
末になっても届かない場合
や、すでに他の健康保険に
加入されているにもかかわ
らず新しい国民健康保険の
保険証が届いた場合は、市
民課へご連絡ください。
※勤務先の健康保険に加入さ
れた方は、国民健康保険の
資格喪 失 手 続 き が 必 要 で
す。
●有 効期限 令和3年7月31
日まで
 70歳到達により被保険
者証兼高齢受給者証に切り
替わる方、または75歳到
達で後期高齢者医療制度に
移行する方は有効期限が異
なります。
（有効期限までに
新しい保険証をお送りしま
す。）
問 市民課
TEL（0771）
68-0011

7月中旬に、簡易書留で新
しい被保険者証をお送りしま
す。原則、住所地への交付の
ため、郵便局での転送サービ
スはご利用できません。
8月1日（土）以降に、医療
機関で受診するときは、新し
い後期高齢者医療被保険者証
（うぐいす色）を提示してくだ
さい。
なお、
「限度額適用・標準負
担額減額認定証」
「限度額適用
認定証」をお持ちの方で、引
き続き認定証の対象となる方
は、新しい認定証をあわせて
お送りします（世帯に税の未
申告者がいると所得区分の判
定ができないため、認定証の
更新ができないことがありま
す。その際は、申告されたう
えで、改めて認定証の申請が
必要となります）。
※配 達時に不在の場合、7月
31日（金）までは郵便局で
保管されますので、不在通
知を確認の上、郵便局でお
受け取りください。７月中
に受け取りができなかった
場合は、市民課までお問い
合わせください。
※現 在 お 持 ち の 被 保 険 者 証
（桃色）は、8月1日（土）以
降は使用できません。有効
期限が切れた被保険者証
は、市民課または各支所総
務課に返却いただくか、細
かく切ってご自身で破棄し
てください。
問 市民課
TEL（0771）
68-0011

＝メールアドレス

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号・住所
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令和２年度の後期高齢者医療保険料について
令和2年度の後期高齢者医療保険料について、保険料率及び低所得の方に対する軽減措置の内容が
決定されましたので、お知らせします。なお、令和2年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書は、
7月中旬に発送します。
＜京都府における令和2年度の保険料率（年額）＞
京都府の保険料（限度額64万円）＝均等割（被保険者一人当たり53,110円）+所得割額（総所得金額
等－基礎控除（33万円）×9.98％
（京都府の所得割率））
＜所得の低い方の軽減措置＞
均等割額の軽減
軽減割合
総所得金額等（被保険者全員＋世帯主）が以下の基準を超えない世帯
7.75割
基礎控除額（33万円）
上記の7.75割軽減となる世帯のうち、世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下（か
7割
つ、その他各種所得がない）の場合
5割
基礎控除額（33万円）＋28.5万円×被保険者数
2割
基礎控除額（33万円）＋52万円×被保険者数
＜被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置＞
制度加入の前日まで会社の健康保険や共済組合の被扶養者であった方は、次のとおり保険料が軽
減されます（国民健康保険や国民健康保険組合の加入者は該当しません）。
後期高齢者医療制度の資格取得時から
・所得割額がかかりません。
・均等割額が資格取得から2年間は5割軽減（3年目以降は軽減なし）
問 市民課
TEL（0771）
68-0011


人材募集
健幸まちづくり推進協議会委員を募集します
南丹市の健康づくり事業を推進するため、
「南丹市健幸まちづくり推進協議会」を設置しています。
市民の皆さんからご意見をいただくため、市民委員を募集します。
●募集人数 3名以内 (委員定数は公募委員も含め20人以内）
●任期 令和４年３月31日まで
●開催回数 年2回程度
●報酬等 会議に出席された時には、規定の報酬額をお支払いします。
●応募できる方 応募者の資格は、次の項目すべてに該当する方とします。(ただし、本市の議会議
員及び職員を除きます。）
①公募委員としての任期が始まる日現在で年齢が満18歳以上で、南丹市内に住所を有する方
②市の健康づくりを通したまちづくりに関心がある方
●応 募方法 次の書類を持参または郵送により提出してください。(応募書類の返却はいたしませ
ん。）
①南丹市健幸まちづくり推進協議会委員応募申込書(別紙様式）
②作文(400字～800字程度、様式自由）
テーマ「南丹市健幸まちづくり推進協議会委員への応募動機」
※応募申込書は、保健医療課または各支所総務課でお渡しします。
(南丹市ホームページhttp://www.city.nantan.kyoto.jpからもダウンロードできます。）
●応募期間 7月30日(木）まで(持参いただくか郵送してください。郵送の場合、当日の消印有効）
●選考方法 提出された書類に基づき、選考会で選考し、決定します。
●選考結果の通知 郵送により本人あて通知いたします。
問 保健医療課
〒 622-8651 南丹市園部町小桜町47番地
TEL（0771）
68-0016
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問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

出張がん個別相談のお知
らせ

相談会
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。まずはお問合せくだ
さい。
●日 時 7月28日（火）午後5
時～6時30分
（1人30分以内）
●場所 南丹市八木市民セン
ター第3会議室
●申込方法 7月27日（月）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 南丹広域振興局商工労働観
光係
TEL（0771）
23-4438

南丹市無料法律相談会の
お知らせ
京都弁護士会にご協力いた
だき、無料法律相談会を開催
いたします。お気軽にご利用
ください。
【要申込】
●日時 8月5日（水）
午後1時～4時
●場所 国際交流会館 2階
第4研修室
●定員 6名（先着順）
※1人30分以内
●申込方法 前日正午までに
電 話でお申し込みくださ
い。
問 総務課
TEL（0771）
68-0002

＝メールアドレス

「がんと診断されて頭が
真っ白」
「誰かに話を聞いても
らいたい」など、がんに関わ
る様々な相談をお受けする窓
口として、京都府南丹保健所
にて出張相談を行いますので
ご利用ください。
●日 時 7月21日（ 火 ）、8月
18日（火）
※い ずれも午後1時から3時
30分
●場所 京都府南丹保健所
●相談員 京都府がん総合相
談支援センターの保健師ま
たは看護師


●申込方法 実施日前日の午
後4時までに電話でお申し
込みください。
※京都府がん総合相談支援セ
ンターでは電話および対面
相談を、月～金（祝日・年
末年始を除く）の午前9時
～正午、午後1時～4時に
実施していますので、こち
らもご利用ください。
問 京都府がん総合相談支援セ
ンター
TEL（0120）
078-394

子育て支援（催し）
南丹市ファミリー・サポート・センター会員講習会を開催
子育て中のお願い会員を支援するために、ご協力いただける
「まかせて会員」を募集しています。なお「まかせて会員」には安
全に活動していただくため「まかせて会員講習会」を受講してい
ただく必要があります。是非、この機会に会員登録をお願いし
ます。
＜第1回まかせて会員講習会＞
開催日
時間
会場
講座内容
8月6日（木） 午前9時30分～ 市役所4号庁舎 活動するため
午後4時
2階会議室
に
8月7日（金） 午前9時～正午 城南保育所
保育実習
午後1時30分～ 市役所4号庁舎 子どもの栄養
午後3時
2階会議室
8月21日（金）午前10時30分～ 子育てすこやか 救急救命講座
11時30分
センター
●申込方法 事前に来所または電話でお申し込みください。
●定員 10人
●申込期限 7月29日（水）
※託児を行います。
（無料）
ご希望の方は、申し込みの際に必ずお伝えください。
※気象警報発表などにより、事業を中止する場合があります。
問 南丹市ファミリー・サポート・センター
（南丹市子育てすこや
かセンター内）
TEL（0771）
68-0082

HP ＝ホームページアドレス

〒 ＝郵便番号・住所

第348号
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子育てすこやかセンター
8月事業のお知らせ
＜共通事項＞
●申込方法 事前に来所いた
だくか、電話でお申し込み
ください。
●集 合時間 開始時間の15
分 前にはお集まりくださ
い。
●参加人数 10組まで
※気象警報発表時や新型コロ
ナウイルス感染拡大防止な
どにより、事業を中止する
場合があります。
＜子育て講座＞
園部消防署救命救急士によ
る「救命救急講習」
●日時 8月21日（金）
午
 前10時30分 ～ 11時30
分
＜ベビーマッサージ＞
●日時 8月26日（水）
午
 前10時30分 ～ 11時30
分
※バスタオルをご持参くださ
い
＜親子リトミック＞
●日 時 8月7日（ 金 ）、12日
（水）、19日（水）、28日（金）
午
 前10時30分 ～ 11時30
分
問 南丹市子育てすこやかセン
ター
TEL（0771）
68-0082
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新刊図書のご案内
南丹市立図書館「新刊図書」のご案内
南丹市立図書館の新刊図書の一部を紹介します。
＜一般書＞
◆一流になりたければ2駅前で降りなさい（成毛眞）◆老いの器
量 （下重暁子）◆法王フランシスコの「核なき世界」
（津村一史）◆
だから拙者は負けました。
（本郷和人監修）◆超リアル戦国武士と
忍者の戦い図鑑（小和田哲男，山田雄司監修）◆いじめのことば
から子どもの心を守るレッスン（堀田秀吾）◆最期の対話をする
ために（玉置妙憂）◆キャラでわかる!はじめての感染症図鑑
（岡田
晴恵）◆小学生のための歯のはなし（渡邊真亀子）◆絶対に休めな
い医師がやっている最強の体調管理（大谷義夫）◆すごい工場（出
口弘親）◆もったいない112の習慣 （ホームライフ取材班編）◆
型紙いらずの浴衣リメイク
（松下純子）◆3時間でできるかごバッ
グ（貝塚なおこ）◆今さら聞けない料理のこつ（有元葉子）◆世界
一美味しい!和食パスタの本（つむぎや，堤 人美 他）◆不思議な
お菓子レシピ サイエンススイーツ（太田さちか）◆進化する里山
資本主義（藻谷浩介監修）◆苔ボトル（佐々木浩之写真）◆鬼を切
る日本の名刀（小和田泰経監修）◆名前のないデザイン（Works
That Work編集部編）◆希林のコトダマ（椎根和）◆うめももさ
くら（石田香織）◆食いしん坊発明家（小泉武夫）◆迷宮の月（安部
龍太郎）◆逆ソクラテス（伊坂幸太郎）◆流星シネマ（吉田篤弘）◆
暗い林を抜けて（黒川創）◆後宮の烏4（白川紺子）◆コロナの時代
の僕ら（パオロ・ジョルダーノ）
＜児童書＞
◆あなたの不安を解消する方法がここに書いてあります。
（ 吉田
尚記）◆小学生の究極の自学ノート図鑑（森川正樹）◆ニッポン
じゃアリエナイ世界の国（斗鬼正一監修）◆探して!見つけて!はじ
めての元素図鑑（マイク・バーフィールド）◆どっちがオス?どっ
ちがメス?
（今泉忠明監修）◆博士の愛したジミな昆虫（金子修治,
鈴木紀之,他編著）◆絵でわかる建物の歴史（エドゥアルド・アル
タルリバ，ベルタ・バルディ・イ・ミラ）◆風のことば空のこと
ば（長田弘）◆願いを叶える雑貨店 黄昏堂（桐谷直）◆囚われのア
マル（アイシャ・サイード）
＜絵本＞
◆しかしか（山田マチ）◆まっくろいたちのレストラン（島本理
生）◆虫ガール（ソフィア・スペンサー,マーガレット・マクナマ
ラ）◆きょうまどからふくかぜは（谷口國博）◆ピカピカだいさく
せん!（いだのりこ）◆ポポときせつのおかしづくり（ももろ）◆
じごくにアイス（ナカオマサトシ）◆うりこひめとあまんじゃく
（堀尾青史）◆うさぎになったゆめがみたいの（おくはらゆめ）◆
かな?（大日本タイポ組合）
問 中央図書館 TEL（0771）
68-0080
問 八木図書室 TEL（0771）
68-0027
問 日吉図書室 TEL（0771）
68-0036
問 美山図書室 TEL（0771）
68-0046

問 ＝申込・問合せ先

ＴＥＬ ＝電話番号

ＦＡＸ ＝FAX番号

問 保健医療課

催し
健康プール教室の参加者
を募集します

八木市民センター iスタ
やぎの見学できます

生活習慣病を予防しみなさ
んに健康な生活を送っていた
だくため、
「 健康プール教室」
を開催します。温水プールで
の水中運動により、楽しみな
がら運動習慣を身に付けてい
きましょう。
＜しっかりコース＞
●開催日 毎週火曜日
●対象者 おおむね20歳～
64歳の方。経験者であれ
ば69歳まで可
＜ぼちぼちコース＞
●開催日 毎週金曜日
●対 象者 おおむね65歳～
74歳の方
＜共通事項＞
●開催期間 9月～令和3年3
月（全24回）
●時間 午後2時～2時55分
●場所 スプリングスひよし
温水プール
●定員 各25人
●内容 水中ウォーキング・
アクアビクスほか
※週1回の教室です。
●参加料 プール利用料700
円／回
※「ＳＳクラブ会員証」利用
可
●申込方法 7月31日（金）ま
でに、電話でお申し込みく
ださい。
※できるだけ継続してご参加
ください。
※教室途中でコース変更はで
きません。
※申込み多数の場合は、抽選
に な り ま す。
（初回の方優
先）
※現在、持病のある方は、必
ず主治医の許可を得てお申
込み下さい。
※この教室は、令和２年度な
んたん健幸ポイント50の
対象事業です。

八木公民館が4月より八木
支所３階に八木市民センター
iスタやぎとして、リニュー
アルオープンしました。館内
施設を公開しますので、見学
を希望される方は、事前にお
申し込みください。
●来館場所 八木支所１階八
木市民センターiスタやぎ
事務室窓口
●申込方法 事前に見学希望
日時を電話でお申し込みく
ださい。
問 八木市民センター
TEL（0771）
42-3132  

＝メールアドレス

京都SKYシニア大学受講
生募集

TEL（0771）
68-0016

南丹地域の歴史や文化、地
域の魅力を再発見できる講座
です。生涯現役の勧めや元気
シニアの活動事例から、地域
活動のヒントが見つかるかも
しれません。
●開 催期間 10月16日～令
和3年3月19日（全10回）
●会場 南丹市八木市民セン
ター
●受 講対象 概ね50歳以上
の方
●受講料 15,000円
●申込方法 8月17日（月）ま
でに、電話またはFAXでお
申し込みください。
問（
 公 財 ）京 都SKYセ ン タ ー
「京都SKYシニア大学」係
TEL（075）
241-0226
FAX（075）
241-0204

「胡麻の夏2020」開催中
止のお知らせ
例 年8月 に JR胡 麻 駅 前
ロータリーで開催しておりま
す「胡麻の夏」について、本年
は新型コロナウイルス感染拡
大防止対策として、開催を中
止とさせていただく事となり
ました。

胡麻の夏実行委員会
facebook
問 胡麻の夏実行委員会
TEL 090-7362-5130

HP ＝ホームページアドレス

丹波自然運動公園からお
知らせ
＜親と子の山村体験＞
【要予約】
●日 時 9月19日（ 土 ）～20
日（日）午後1時30分開講～
翌日正午閉講
●場所 レストハウスおよび
公園周辺の農地
●内 容 稲 刈 り、 キ ャ ン プ
ファイヤーなど
●参加費 大人5,000円、子
ども4,000円（宿泊代およ
び食事代含む）1泊3食付き
●定員 10家族
●対 象 小学生と保護者（幼
児も可・ご相談ください）
●申込方法 7月19日（日）か
ら9月12日（土）までに、住
所、氏名、年齢、電話番号
をご記入の上、はがき、Ｆ
ＡＸ、Ｅメールのいずれか
でお申し込みください。
問 丹波自然運動公園
TEL（0771）
82-1045
FAX（0771）
82-0480
k ouen@kyoto-tanbapark.
or.jp
〒 622-0232 京 都 府 船 井 郡
京丹波町曽根崩下代110-7

〒 ＝郵便番号・住所

第348号
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なんたんテレビ（11ch）番組表（令和2年7月16日〜31日）★は初回放送枠
内容を変更する場合があります。ご了承ください。

◇南丹市情報センター 受付時間：午前8時30分〜午後5時 （月・祝日休業）
TEL（0771）
63-1777 FAX（0771）63-1682
sictv@sic.cans.ne.jp HP http://nantantv.or.jp/
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