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新型コロナウイルスの
感染拡大の防止について
　催しに参加されるときは、
マスク着用・手指消毒・検温
にご協力ください。
　37.5度以上の熱がある場
合は参加を控えてください。
　新型コロナウイルス感染症
の影響に伴い、掲載している
内容は変更になる場合があり
ますので、事前に確認いただ
きますようお願いします。

お知らせ

税務署から確定申告・納
付期限の延長について
　新型インフルエンザ等対策
特別措置法に基づく緊急事態
宣言の期間が令和2年分所得
税の確定申告期間（令和3年
2月16日～３月15日）と重な
ることを踏まえ、全国一律で
令和3年4月15日（木）まで延
長します。
問園部税務署
TEL（0771）62-0341

令和3年度市府民税申告
期限の延長について
　新型コロナウイルス感染症
の拡大防止の観点から所得税
の申告期限が延長されたこと
を受け、令和3年度市府民税
申告期限を3月15日（月）から
4月15日（木）へ延長します。
●市府民税申告の受付場所
＜3月15日（月）まで＞
本庁2号庁舎3階301会議室
＜3月16日（ 火 ）～4月15日
（木）＞
本庁１号庁舎1階税務課窓口
※�作成済の市府民税申告書の
受付や収入なしの申告は各
支所窓口でもしていただけ
ますが、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため、
可能な限り郵送での提出を
お願いします。市府民税申
告書の用紙は南丹市ホーム
ページからダウンロードで
きるほか、ご連絡いただけ
れば郵送します。
●所得税確定申告について
　3月16日（火）以降の確定申
告書に関する相談・受付は市
役所ではできませんので、園
部税務署へお問い合わせくだ
さい。
※�延長期間に入ってから提出
される確定申告書及び市府
民税申告書の内容は、令和
3年度市府民税算定の当初
通知に反映できない場合が
あります。この場合、税額
変更になる方に対しては、
後日申告内容を反映した通
知書をお送りしますのでご
了承ください。

問税務課
TEL（0771）68-0004

南丹市営バス割引パスの
更新について
　南丹市営バスでは、事前に
交付を受けた割引パスを運転
手に提示すると区間料金が半
額になります。平成30年4月
1日（制度開始日）から有効の
割引パスをお持ちの方は、有
効期間が3年ですので、更新
手続きをお願いします。現在
割引パスをお持ちでない市民
の方もこの機会に申請してく
ださい。
●対象
・南丹市内に住所を有する方
・�南丹市内に立地する学校教
育法（昭和22年法律第26
号）第1条に規定する学校
に在籍する中学生以上の方
●�申請方法　運転免許証や生
徒手帳など要件を確認でき
る書類を持参して本庁地域
振興課もしくは各支所総務
課（美山町各振興会を含む）
にお越しください。

※更新の場合は現在所持して
いる割引パスもご持参くださ
い。
●手数料　300円
問地域振興課　
TEL（0771）68-0019
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休日窓口を開設します

●�日時　3月28日（日）および
4月4日（日）

　午前９時～正午
●�開設する窓口　本庁窓口の
み
●取扱業務
・�転入・転出・転居などの住
民異動届の受付（ただし、
マイナンバーカードでの特
例転入・転出手続きはでき
ません。）

・�転入・転出・転居に伴う国
民健康保険の資格異動届受
付

・�マイナンバーカードの交
付、電子証明書更新（予約
制）

・�戸籍、住民票、印鑑登録証
明書の交付

・印鑑登録の受付
※�他の市町村などに確認が必
要なものは、取り扱うこと
ができない場合や後日来庁
いただく場合があります。
詳しくは、事前にお問い合
わせください。

※�窓口に来られた方の本人確
認を行っていますので、本
人確認書類（マイナンバー
カード、運転免許証など）
を持参してください。

※�マイナンバーカードの受け
取りおよび電子証明書更新
は、窓口開設日（日曜日）の
2開庁日前（木曜日）までに
連絡してください。マイナ
ンバーカードを支所受け取
りで通知済の方も休日窓口
（本庁）で受け取りいただけ
ますので、必ず連絡してく
ださい。

　�　ただし、定員に達し次第、
予約を締め切らせていただ
きます。

問市民課　
TEL（0771）68-0005

郵便局などにおける諸証明交付について

　南丹市では、市内の特定の郵便局において、住民票の写しや
印鑑登録証明書などを即日交付しています。これまで、市内6
カ所の郵便局で取り扱いをしていましたが、令和3年3月31日を
もって、吉富郵便局および胡麻郵便局での取り扱いができなく
なります。4月からは、新たに日吉胡麻基幹集落センター（市の
施設）で取り扱いが可能となります。
●取扱郵便局または施設
・園部船阪郵便局　・埴生郵便局　・神吉郵便局　
・日吉四ツ谷郵便局　・日吉胡麻基幹集落センター（市の施設）
※�日吉胡麻基幹集落センター（市の施設）の取扱いは、4月20日
から開始
●受付時間　午前9時～午後5時
　（土日祝日、12月29日～1月3日を除く）
●証明書

交付できる証明書の種類 申請できる方 手数料
戸籍全部事項証明書（謄本）
戸籍個人事項証明書（抄本）

本人または同一戸籍に
記録されている方 450円

住民票の写し 本人または同一世帯に
属する方 300円

戸籍の附票の写し
本人または同一戸籍の
附票に記録されている
方

300円

印鑑登録証明書
印鑑登録証を持参した
本人（印鑑登録証が必ず
必要）

300円

所得証明書 本人 300円
課税証明書 本人 300円
非課税証明書 本人 300円
納税証明書 本人 300円
継続検査用納税証明書
（軽自動車） 本人 無料

申請できる方が限られています。（委任状による代理人申請はで
きません。）
　本人確認のできる書類をご持参ください。（運転免許証など）
問市民課　
TEL（0771）68-0005　

八木農村環境公園「氷室の郷」休館日のお知らせ

　令和3年4月1日より八木農村環境公園「氷室の郷」では、次の
とおり休館日とさせていただきます。
●休館日
・国民の祝日に関する法律に規定する休日
・月曜日
・年末12月29日～31日
・年始1月2日～4日
問八木農村環境公園「氷室の郷」
TEL（0771）43-1128（月曜：休館日）
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「はかり」の定期検査について

　事業所などで取引や証明に使用されている「はかり」が正確であるかを確認するための定期検査（計
量法に基づき2年に1回）を行います。
　検査実施にあたり事前調査を行いますので、検査対象となる「はかり」を新規購入された事業者、
または前回（令和元年）の受検内容に変更がある場合は4月14日（水）までに商工課まで連絡をお願い
します。
●巡回検査　5月12日（水）～17日（月）
・検査対象　ひょう量30kg以下の電気式（デジタル）はかり
・検査会場　各事業所（京都府計量検定所からの巡回による検査）
●集合検査　
・検査対象　ひょう量5ｔ未満の巡回検査対象以外のはかり
検査区域 検査日程 検査会場

美山町 6月11日（金） 午前11時～午後2時 宮島振興会
6月14日（月） 午前11時～午後2時30分 高齢者コミュニティセンター

日吉町 6月15日（火） 午前11時～午後2時30分 ＪＡ京都日吉支店　資材倉庫

園部町 6月16日（水） 午前10時～午後2時30分 園部文化会館（旧園部公民館）6月17日（木）
八木町 6月18日（金） 午前10時～午後3時 八木市民センター�ギャラリー

●定期検査の対象となる「はかり」について
　��　検査証印または基準適合証印が付されている「はかり」のうち、取引や証明に使用されているも
のに限ります。

【検査を受けなければならない「はかり」の例】
・商店、スーパーなどで、肉や魚など商品の重さを計量する「はかり」
・病院や薬局で使用する薬調剤用の「はかり」
・学校、保育所などで体重測定などの証明に使用する「はかり」
・荷物運送業などで運賃算定用に使用する「はかり」
【検査を受ける必要のない「はかり」の例】
・工場などで、生産工程に使用する「はかり」
・学校などで、教材用または給食用に使用する「はかり」
・農家、商店などで目安用に使用する「はかり」
・家庭で目安用に用いる「はかり」（ヘルスメーター・キッチンスケール）
・動物病院で使用する「はかり」
●手数料　定期検査対象特定計量器および手数料に基づく手数料が必要となります。
問商工課
TEL（0771）68-1008



令和3年（2021年）3月12日発行4 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

狂犬病集合予防注射について

　犬の所有者は、室内犬・室外犬に関わらず、毎年4月から６月の間に狂犬病予防注射を受けさせる
ことが法律で定められています。市内において狂犬病予防注射の巡回を実施しますので、最寄りの
会場にお越しください。また、犬の登録がお済みでない方は会場でも登録いただけます。
●費用（手数料）
・予防注射のみ：1頭につき3,250円
・犬の登録と予防注射：1頭につき6,250円
※令和3年度から金額を変更しております。
●持ち物
・手数料、狂犬病予防注射問診票、愛犬手帳
・スムーズに注射ができるよう、問診票は事前にご記入ください。
・手数料は釣り銭の要らないようにご準備ください。
●注意事項
・天候に関わらず実施します。（大雨など警報発令時は中止します）
・対象となるのは生後91日以上の犬です。
・犬の体調が悪い場合は、必ず注射前に獣医師に申し出てください。
・�犬が興奮して他の方に迷惑が掛かる事があります。首輪・鎖は安全で確実なものをし、犬をしっ
かりと保定できる方が連れて来てください。不安のある方は必ず獣医師に申し出てください。

・狂犬病予防注射は動物病院でも受けることができます。
・交付された注射済票や鑑札は、飼い犬の首輪などに装着してください。
・領収書は、再発行できませんので、大切に保管してください。

狂犬病予防注射問診票（令和3年　　　月　　　日）
　　※必ず記入して、持参ください。（市ホームページからも印刷できます）

住　　所
南丹市

（フリガナ）
飼�い�主

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 電話番号

犬の名前 犬の鑑札番号 第　　　　　　　号
（「鑑札」と書かれた金属板）

犬の種類 犬の生年月日 �����年�����月�����日

犬の性別 オス　・　メス 犬の毛色 白・黒・茶・（�����　������）

犬
の
様
子

犬の体調は良好ですか は　い�・�いいえ
犬の便の状態は良好ですか は　い�・�いいえ
メスの場合、妊娠中や授乳期中ですか いいえ�・�は　い
今まで狂犬病予防注射で体調が悪くなったことはありますか いいえ�・�は　い
1年以内にけいれんの様な発作などがありましたか いいえ�・�は　い

その他、事前に獣医師に相談したいことがあれば書いてください。
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●巡回日時・場所
＜園部地域＞

日時 場所

4月8日（木）

午前9時20分～9時30分 横田公民館前
午前9時35分～9時45分 黒田公民館前
午前9時50分～9時55分 仁江公民館前
午前10時5分～10時15分 天引公民館前
午前10時25分～10時40分 大河内公民館前
午前10時50分～10時55分 南八田公民館前
午前11時～11時10分 埴生公民館前
午前11時15分～11時25分 南大谷公民館前
午前11時30分～11時35分 若森公民館前
午前11時40分～11時55分 殿谷公民館前
午後1時25分～1時35分 船阪公民館前
午後1時40分～1時45分 大西公民館前
午後1時50分～2時 宍人公民館前
午後2時5分～2時10分 半田公民館前
午後2時15分～2時25分 下口人会議所前
午後2時30分～2時35分 下口司クラブ前
午後2時40分～2時45分 上口司集荷場前

4月9日（金）

午前9時20分～9時30分 上木崎町公民館前
午前9時35分～9時50分 内林町公民館前
午前9時55分～10時5分 瓜生野公民館前
午前10時10分～10時15分 松尾バス停留所（船岡）
午前10時20分～10時25分 高屋公民館前
午前10時30分～10時40分 佐切公民館前
午前10時45分～10時55分 旧越方バス停留所
午前11時10分～11時25分 園部公園・国際交流会館駐車場
午前11時30分～11時40分 南部コミュニティセンター前
午後0時55分～1時 桜ヶ丘中学校前
午後1時5分～1時25分 小山西町教育集会所前
午後1時30分～1時40分 栄町公民館前
午後1時45分～1時55分 小山東町公民館横（平成台地内）
午後2時～2時5分 新町公民館前
午後2時10分～2時15分 木崎町児童老人会館前
午後2時20分～2時25分 北部コミュニティセンター前
午後2時30分～2時50分 園部文化会館前（旧園部公民館）
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＜八木地域＞
日時 会場

4月13日（火）

午前9時15分～9時25分 南広瀬区公民館前
午前9時30分～9時35分 大薮区会議所前
午前9時40分～9時50分 八木嶋区集荷場前
午前10時～10時5分 鳥羽区公民館前
午前10時10分～10時20分 木原区会議所前
午前10時35分～10時45分 船枝区公民館前
午前10時50分～11時5分 北地区自治振興会館前
午前11時10分～11時25分 諸畑区公民館前
午前11時30分～11時35分 池上区公民館前
午後1時～1時25分 本郷コミュニティーセンター前
午後1時30分～1時35分 東所団地前
午後1時40分～1時45分 本町６丁目公園前
午後1時50分～2時 八木防災センター前
午後2時05分～2時15分 本町１丁目西原太郎氏宅裏空き地

4月14日（水）

午前10時20分～10時30分 西田区公民館前
午前10時35分～10時40分 屋賀区遊園地前
午前10時45分～10時55分 東部文化センター前
午前11時00分～11時05分 青戸区集荷場前
午前11時10分～11時20分 刑部区公民館前
午前11時25分～11時35分 北広瀬区公民館前
午後1時10分～1時15分 神吉下区公民館前
午後1時20分～1時25分 神吉和田区公民館前
午後1時30分～1時40分 神吉上区公民館前
午後1時50分～2時5分 氷所区集荷場前
午後2時10分～2時20分 日置区公民館前
午後2時40分～2時45分 市役所八木支所北側駐車場

＜日吉地域＞
日時 会場

4月19日（月）

午前10時～10時10分 上佐々江バス停留所
午前10時15分～10時25分 北谷口バス停留所
午前10時35分～10時45分 松尾谷橋付近
午前10時50分～10時55分 田原バス停留所
午前11時～11時5分 新シバス停留所
午前11時10分～11時20分 天理教前（片野）
午前11時35分～11時50分 志和賀区会議所前
午後1時20分～1時35分 下稗生バス停留所
午後1時40分～1時50分 猪谷橋付近
午後2時～2時10分 殿田駐在所前
午後2時15分～2時20分 日吉駅前広場
午後2時25分～2時40分 下保野田集落農事集会所前
午後2時45分～2時50分 塩貝商店前
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日時 会場

4月20日（火）

午前10時～10時10分 畑郷消防詰所前
午前10時20分～10時35分 新町会議所前
午前10時40分～10時50分 日吉平集会所前
午前10時55分～11時30分 田鶴悟氏宅前
午前11時35分～11時40分 広野区民館前
午前11時45分～11時55分 上胡麻区会議所前
午後1時～1時35分 胡麻基幹集落センター前
午後1時40分～1時45分 中村バス停留所
午後1時50分～2時 東胡麻区会議所前
午後2時10分～2時15分 日吉はーとぴあ前

＜美山地域＞
日時 会場

4月21日（水）

午前9時50分～9時55分 芦生集落センター前
午前10時5分～10時20分 田歌集落センター前
午前10時25分～10時30分 江和公民館前
午前10時45分～10時50分 知見公民館前
午前11時～11時10分 知井会館前
午前11時15分～11時20分 北バス停留所
午前11時25分～11時35分 内久保バス停留所
午前11時40分～11時55分 大内バス停留所
午後0時5分～0時10分 野添公民館前
午後1時20分～1時30分 美山保健福祉センター前
午後1時35分～1時40分 上平屋バス停留所
午後1時45分～1時50分 下平屋バス停留所
午後2時～2時10分 原営農改善センター前
午後2時15分～2時20分 板橋作業所前
午後2時25分～2時30分 宮脇公民館前

4月22日（木）

午前9時15分～9時25分 長谷公民館前
午前9時30分～9時35分 上司消防詰所前
午前9時40分～9時45分 福泉館前
午前9時50分～10時10分 宮島駐在所横駐車場
午前10時15分～10時25分 静原公民館前
午前10時40分～10時45分 横谷バス停留所
午前10時50分～11時 林防火水槽横
午前11時5分～11時10分 鶴ヶ岡バス停留所
午前11時20分～11時25分 洞公民館前
午前11時30分～11時40分 神谷口バス停留所
午前11時50分～11時55分 栃原バス停留所
正午～午後0時5分 今宮バス停留所
午後1時25分～1時30分 向山くらしのセンター前
午後1時35分～1時45分 小渕公民館前
午後1時50分～2時 岩江戸担い手センター前
午後2時5分～2時10分 川谷公民館前
午後2時15分～2時30分 大野公民館前
午後2時35分～2時40分 上大野バス停留所

問環境課　
TEL（0771）68-0085
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相談会

妊娠出産不妊や不妊治療
と仕事の両立の電話相談
　京都府では、妊娠出産・不
妊（不育を含む）に関するさま
ざまな悩みや不安に応える
「妊娠出産・不妊ほっとコー
ル」と、仕事と不妊治療の両
立に悩む従業員の方や休暇制
度などの職場環境整備に悩む
企業の方に向けた「仕事と不
妊治療の両立支援コール」を
開設しています。助産師や産
業カウンセラー等の専門性の
高い相談員が対応します。必
要に応じて面談での相談も
承っております。まずはお気
軽にお電話ください。
＜妊娠出産・不妊ほっとコー
ル＞
TEL（075）692-3449
●�受付時間　毎週月曜日～金
曜日午前9時15分～午後1
時15分、午後2時～4時（祝
日・年末年始除く）
＜仕事と不妊治療の両立支援
コール＞
TEL（075）692-3467
●�受付時間　毎週月曜日～金
曜日午前9時～午後9時（祝
日・年末年始除く）

※�二次元バーコードから事前
予約をお願いします。毎月
第1金曜日午前9時15分～
午後1時15分については予
約不要です。

事前予約フォーム

問�きょうと子育てピアサポー
トセンター　

TEL（075）692-3444

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＞
◆今すぐ使えるかんたんZoomビデオ会議やオンライン授業で
活用する本（マイカ）◆図書館の外は嵐（穂村弘）◆「また断れな
かった…」がなくなる本（石原加受子）◆きみがつくるきみがみつ
ける社会のトリセツ（稲葉麻由美、高橋ライチ他）◆明智光秀（福
島克彦）◆図解�渋沢栄一と「論語と算盤」（齋藤孝）◆どこへ行って
も恥をかかない世界の「常識」図鑑（御手洗昭治編）◆ヒューマン
ライブラリーへの招待（坪井健）◆ブルシット・ジョブ（デヴィッ
ド・グレーバー）◆イラストでわかるお江戸ファッション図鑑（撫
子凛）◆武漢脱出記（ビンタオ・チェン）◆ポリ袋で簡単、おいし
いはじめてのみそ作り（真藤舞衣子）◆暮らしをまわす（本多さお
り）◆服のはなし（行司千絵）◆ベジブロス（タカコナカムラ）◆遺
したい味（平松洋子、姜尚美）◆今日、これ買ってきた（笠原将弘）
◆恥ずかしい料理（梶谷いこ）◆実身美の養生ごはん（大塚三紀
子）◆初女お母さんの愛の贈りもの（佐藤初女）◆空想居酒屋（島
田雅彦）◆新しい手話2021（全日本ろうあ連盟編集）◆推し、燃
ゆ（宇佐見りん）◆零から0へ（まはら三桃）◆天を測る（今野敏）◆
おたがいさま（群ようこ）◆愚か者の島（乾緑郎）◆終の暮らし（曽
野綾子）◆自転車に乗って（伊藤礼ほか）◆レストラン「ドイツ亭」
（アネッテ・ヘス）
＜児童書＞
◆見たい！知りたい！図書館はうら側もすごい！（小田光宏監
修）◆日本の歴史366（小和田哲男監修）◆絵で見る統計（ミレイ
ア・トリウス）◆昔のくらし昔の道具これなあに?（春風亭昇太）
◆算数・数学で何ができるの?（DK社編）◆こども衛生学（宮崎
美砂子監修）◆自由帳みせて！（すずきこうせい）◆新幹線大爆
発！？（豊田巧）◆町にきたヘラジカ（フィル・ストング）◆名探
偵カッレ　危険な夏の島（アストリッド・リンドグレーン）
＜絵本＞
◆せかいでさいしょにズボンをはいた女の子（キース・ネグレー）
◆ぼく、うしになる（中川ひろたか）◆かける（はらぺこめがね）
◆マスクをとったら（いりやまさとし）◆漬物大明神（小暮夕紀
子）◆ふしぎなニャーチカ（佐藤文音）◆おっこちてきた（サイモ
ン・プトック）◆アーヤと魔女（ダイアナ・ウィン・ジョーンズ
原作）◆たんけん！ウニすいぞくかん（田中颯、幸塚久典監修）◆
もじをよむのがにがてなんです（柳家花緑語り）
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
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子育て支援（催し）

3月「カフェよっといで」
のお知らせ
　「カフェよっといで」を久し
ぶりに開催します。親子でリ
トミックを楽しみ、心や体を
リフレッシュしましょう。お
誘いあわせの上、お越しくだ
さい。
●日時　3月22日（月）
　午前10時～正午
●�場所　美山保健福祉セン
ター（美山町安掛）
●内容　親子リトミック
●�参加協力金　500円（お土
産つき）
●�持ち物　お茶、着替え、タ
オルなど

※�動きやすい服装でお越しく
ださい。
●�申込締切　3月21日（日）ま
でに、電話、SMS（ショー
トメッセージサービス）、
LINEのいずれかでお申し
込みください。

問みやま子育てパートナーズ
　「よっといで」
TEL090-6962-6455

催し

南丹やぎの青空市

　TERAKOYA、わざどころ
PON、気になる木JUJUな
どで、めぇめぇマーケットと
して開催しています。
●日時　毎月第4土曜日　
　午前10時～午後3時　　
●�場所　八木町本町通り商店
の駐車場
●�出店参加費　参加店募集中
参加費毎回1店1,000円
●�内容　テント・机・椅子各
1個は準備します。

問�南丹やぎの青空市実行委員
会

TEL（0771）42-2120

iスタやぎ講座開講・施
設利用相談について
　南丹市八木市民センターi
スタやぎではコロナ禍の中、
安心して文化活動や施設利用
ができる会場を提供します。
令和3年度新たに文化講座を
開講したい方、各種イベント
や研修会などの開催を考えて
おられる方がありましたらお
気軽にご相談ください。
●�相談時間　平日の午前9時
～午後5時（月曜日を除く）
●�相談方法　お電話でご相談
ください。

問�八木市民センターiスタや
ぎ（月曜・祝日休館）

TEL（0771）68-0026
FAX（0771）42-3132��

丹波自然運動公園からお
知らせ
＜太極拳教室＞
●日時　3月26日（金）
　午後2時～4時
●場所　旧宿泊所　会議室
●内容　太極拳の基礎を学ぶ
●参加費　500円（当日受付）
●定員　30人
問丹波自然運動公園　
TEL（0771）82-1045　
FAX（0771）82-0480
�kouen@kyoto-tanbapark.
or.jp

〒�622-0232　京都府船井郡
京丹波町曽根崩下代110-7

京都丹波就農サポート講
座の受講生を募集します
　令和3年度の受講生を募集
します。
●�日時　5月～11月までの平
日午後開催（全６回）
●�場所　京都府園部総合庁舎
など
●対象　
①�将来中核的農業者を目指す
方（おおむね50歳未満）

②�障がい者就労支援施設の支
援員
●�内容　土壌肥料、病害虫、
野菜、豆類、鳥獣害対策な
どについて学びます
●�定員　20人（書類選考の
上、5月上旬に受講決定通
知を送付します）
●受講料　無料
●�申込方法　4月20日（火）ま
でに、申込用紙に必要事項
を記入の上、郵送、持参、
ＦＡＸ、電子メールのいず
れかで、お申し込みくださ
い。

問�京都府南丹農業改良普及セ
ンター　

TEL（0771）62-0665　
FAX（0771）63-1864　
�nanshin-no-nantan-nokai@
pref.kyoto.lg.jp
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◇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）


