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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。

令和4年南丹市成人式開
催のお知らせ
●日時　令和4年1月9日（日）
※�新型コロナウイルス感染症
予防のため、2回に分けて
開催を予定しています。
・�一部　午後1時～（受付：
正午）八木・日吉・美山・
その他地域の方
・�二部　午後3時30分～（受
付：午後2時30分～）園部
の方
●�会場　園部文化会館「アス
エルそのべ」大ホール
●�内容　式典（記念品贈呈、
誓いの言葉等）
●�対象者　南丹市在住および
出身の新成人（平成13年4
月2日～平成14年4月1日
生まれ）
※�新型コロナウイルス感染症
の状況により、開催内容を
変更する場合がございま
す。
※�対象者で市内に住民登録さ
れている方については、8
月下旬に開催通知を送付い
たします。また、当日の受
付票などの案内状につきま
しては12月初旬に送付い
たします。
※�市外へ転出されている出席
希望の方は、社会教育課ま
で案内状送付先をお知らせ
ください。
※�出欠の回答は必要ありませ
ん。

問社会教育課
TEL（0771）68-0057

令和4年南丹市成人式実
行委員の募集について
　令和4年1月9日（日）に開催
する南丹市成人式を、20歳
の記念に自分たちの企画で作
り上げませんか。
●�対象者　南丹市在住および
出身の新成人（平成13年4
月2日～平成14年4月1日
生まれ）
●�応募方法　9月27日（月）ま
でに住所、氏名、電話番
号、出身中学校を、電話、
FAX、Eメールのいずれか
でお申し込みください。
※�応募用紙が必要な方は、南
丹市ホームページからダウ
ンロードできます。

問社会教育課　
TEL（0771）68-0057
FAX（0771）63-2850　　　　
�be-syakai@city.nantan.
lg.jp

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
丹市ホームページのバナー
広告を募集しています。
【有料・要申込】
　市ホームページのトップ
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

お知らせ

ふるさと納税の返礼品を
募集します
　南丹市にふるさと納税をさ
れた方にお送りする返礼品を
募集します。市内で生産・製
造されているものや、市内で
提供されるサービス・役務が
登録の対象です。興味のある
方はお問い合わせください。
問地域振興課
TEL（0771）68-0019
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相談会

女性相談日のお知らせ

　女性が直面するさまざまな
悩みを、専門の女性カウンセ
ラーがともに受けとめ、整理
するお手伝いをします。どん
なことでもご相談ください。
●�日時　9月8日、22日、10
月13日、27日
※いずれも水曜日
①午後1時～、②午後2時～
※相談は1人1時間以内
●�申込方法　事前に電話でお
申し込みください。

問人権政策課
TEL（0771）68-0015

９月のなんでも相談日の
お知らせ
　南丹市が委嘱している身体
障害者・知的障害者・精神障
害者相談員が、障がいに関す
る相談に応じます。日ごろの
悩みや不安を相談員に相談し
てみませんか。
●日程・場所
・�9月24日（金）午後1時～3
時　園部まごころステー
ション陽だまり
・�9月25日（土）午後1時～3
時　そよかぜ美山
・�9月27日（月）午後1時～3
時　そよかぜ八木
・�9月28日（火）午後1時～3
時　そよかぜ日吉（おいで
家）
※�日程が変更になる場合があ
りますので、事前にお問い
合わせください。

問社会福祉課
TEL（0771）68-0007

南丹市無料法律相談会の
お知らせ
　南丹市では、京都弁護士会
にご協力いただき、無料法律
相談会を開催します。お気軽
にご利用ください。
●�日程　①9月14日（火）、②
9月28日（火）
●時間　午後1時～4時
●�場所　日程①八木市民セン
ター会議室3、日程②市役
所美山支所1階小会議室
●定員　6人（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

行政相談委員による定例
相談所の開設について
　総務省では、行政に対する
皆さんのご意見をお聴きし、
行政運営に反映させるため、
行政相談を行います。
●日時　9月14日（火）�
　�午後1時30分～午後3時30
分
●�場所　市役所3号庁舎2階
第2会議室

問�総務省　京都行政監視行政
相談センター　行政監視行
政相談課

TEL（075）802-1100
問総務課
TEL（0771）68-0002

子育て支援（催し）

子育てすこやかセンター
10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。10月の事業の
申し込み受付は、8月30日
（月）から行います。
●�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
※�気象警報発表により、事業
を中止する場合がありま
す。
＜子育て広場１歳～＞
●日時　10月6日（水）　
　�午前10時30分～11時30
分
●内容　親子で3B体操
＜ベビーマッサージ＞
●日時　10月13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　10月21日（木）　
　��午前10時30分～11時30
分
＜子育て講座＞
●日時　10月27日（水）　
　�午前10時30分～11時30
分
●�内容　安藤智華子さんによ
る「誕生学」

問�南丹市子育てすこやかセン
ター

TEL（0771）68-0082
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子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」（9月）
＜各ひろば共通事項＞
○�各ひろばとも、南丹市全域
から参加できます。【無料】
○�主に保育所、幼稚園に入所・
入園されるまでの子、その
保護者や妊婦が対象です。
○�お茶、オムツなど、お子さ
んに必要な物をお持ちくだ
さい。
○�要申込の講座は、事前にお
電話ください。
○�予定を変更する場合があり
ます。南丹市ホームペー
ジ、NPO法人グローアッ
プLINE・フェイスブック・
インスタグラム、電話にて
確認をお願いします。
＜八木ひろば＞
●�日時　毎週月～金曜日（9
月20日・23日を除く）、
第3土曜日の午前10時～午
後3時
●�場所　コミュニティスペー
ス「気になる木ＪＵＪＵ
（ジュジュ）」（八木防災セン
ター向かい側）
※�毎週月・水・金曜日（9月
20日を除く）の午後3時～
午後6時、同場所で、み
んなの居場所「seedbase
（シードベース）」を開催し
ます。こちらは、小学生や
地域の方も利用できます。
※�車は市役所八木支所に駐車
してください。
＜日吉ひろば＞
●�日時　毎週火曜日の午前
10時～午後3時
●�場所　日吉生涯学習セン
ター「遊youひよし」2階第
1会議室
＜美山ひろば＞
●�日時　毎週木曜日（9月23
日を除く）の午前10時～午
後3時30分
●場所　美山保健福祉センタ
　ー
＜園部ひろば＞
●�日時　毎週木曜日（9月23

日を除く）の午前10時～午
後3時
●�場所　第1・第3・第5木曜
日は園部南部コミュニティ
センター、第2木曜日は横
田公民館
＜つながり・ひろがれ・あお
むしの輪＞【要申込】
　子どもの手形や足形で「あ
おむし」を作り、子どもの成
長を残しましょう。
○日吉ひろば　9月7日（火）
○園部ひろば（横田公民館）　
　9月9日（木）
○八木ひろば　9月13日（月）
○美山ひろば　9月16日（木）
●�時間　午前の部：10時～
正午、午後の部：午後1時
～3時（午前の部で定員を
超えたら、午後の部を実施）
●�参加費　1枚当たり1,000
円（材料費含む。フレーム
に入れて後日お渡し）
●�定員　午前・午後各5人（先
着順）
＜絵本の日＞【無料】
　「絵本はまだ早いかな」と悩
むお父さんお母さんに向け
て、絵本好きのスタッフが親
子の時間を作るきっかけにな
る本を紹介します。
○美山ひろば　9月9日（木）
○日吉ひろば　9月14日（火）
○八木ひろば　9月15日（水）
○�園部ひろば（園部南部コ
ミュニティセンター）9月
30日（木）
●�時間　午前11時～11時30
分
＜託児付き講座「外カフェ」＞
【要申込】
　子育てや家事に待ったなし
のお母さんたち。たまには自
分についてお話ししません
か。お子さんはスタッフがお
預かりします。（毎回テーマを
設定します）
○八木ひろば　9月10日（金）
○日吉ひろば　9月21日（火）
●�時間　午前10時15分～
　正午　※先着5組
●参加費　300円

＜産後からだケア＞【要申込】
　出産でダメージを受けた骨
盤底筋を放っておくとさまざ
まなトラブルになりかねませ
ん。まずは自分の骨盤の状態を
知って、ケアを始めましょう。
●日時　9月17日（金）　
　午前10時～正午　
※先着7名（託児付き）
●�場所　コミュニティスペー
ス「気になる木ＪＵＪＵ」
●�講師　女性専用ボディセラ
ピスト　安藤智華子さん
●�対象　おおむね産後6カ月
くらいまでの産婦の方
●参加費　700円
＜マタニティ　カフェ＞
　長いようで短いマタニティ
ライフ。同じ気持ちで、同じ
地域で、同じ時間を過ごして
いる人と情報を共有できるっ
て素敵ですね。楽しくお茶を
しながら話して、気分転換し
ませんか。
●日時　9月18日（土）　
　午前10時30分～正午
●�場所　コミュニティスペー
ス「気になる木ＪＵＪＵ」
●対象　妊娠中の方
●参加費　300円
＜スローエイジング＞【要申
込】
　ヨガで身体の状態を感じ、
リンパマッサージ・ツボを用
いて内臓を温めます。肩こり・
冷え・月経痛・産後の不調・
更年期症状など、女性の心と
身体を整える講座です。最後
にはリラクゼーションタイム
があります。
●日時　9月27日（月）　
　午前10時～11時30分
※先着15名程度
●�場所　コミュニティスペー
ス「気になる木ＪＵＪＵ」
●�講師　女性専用ボディセラ
ピスト　安藤智華子さん
●�対象　どなたでも参加でき
ます
●�参加費　1,500円、託児付
き2,000円

問ＮＰＯ法人グローアップ
TEL080-3857-8119
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催し

健康プール教室の参加者
を募集します
　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。
＜ぼちぼちコース＞
●�対象者　南丹市内在住で、
おおむね65歳～74歳の方
●�時間　午前11時～11時55
分
＜しっかりコース＞
●�対象者　南丹市内在住で、
おおむね20歳～64歳の方
●�時間　午後2時～2時55　
分
＜共通事項＞
●�開催期間　10月5日～令和
4年3月15日（全22回）
●開催日　毎週火曜日
●�場所　スプリングスひよし���
温水プール
●定員　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。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。
●�費用　800円／回（プール
利用料）
※�「ＳＳクラブ会員証」利用　
可
●�指導者　スプリングスひよ
しインストラクター
●�申込方法　9月15日（水）ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。
※�申し込み多数の場合は抽選
になります。（初回の方優
先）
●�その他　現在、持病のある
方は、必ず主治医の許可を
得てお申し込みください。

問保健医療課
TEL（0771）68-0016

「外国人のための防災教
室」を開催します
　地震や台風時の安全安心の
ためにどのようにすればよい
か市役所から話を聞きます。
●日時　9月5日（日）
　午前10時～正午
●�場所　国際交流会館2階　
特別会議室
●�参加対象　南丹市に住んで
いるか市内に通学・通勤し
ている外国人と、その家族
や雇用企業・所属学校など
の関係者
●�申込方法　9月2日（木）ま
でに住所、氏名、電話番号、
当日連絡先（携帯電話番号
など）を電話、ＦＡＸ、Ｅ
メールのいずれかでお申し
込みください。

問南丹市国際交流協会
TEL�（0771）63-1840（火～金　

「なんたん体力測定会」の参加者を募集します

　誰にでも取り組める体力測定会を開催します。60分程度でで
きる簡単な体力測定なので、初めての方も安心してご参加いた
だけます。この機会にぜひ、楽しく体力を測ってみませんか。
●日程

実施日 受付時間 会場

11月2日（火） ①午後1時30分
②午後2時30分 美山保健福祉センター

11月11日（木）

①午前10時　
②午前11時　
③午後1時30分　
④午後2時30分

国際交流会館
（コスモホール）

●定員　各受付時間15人（先着順）
●対象者　南丹市民の方で、おおむね65歳以上の方
●�測定内容　体組成測定、握力、歩行速度、椅子立ち上がりな
どの体力測定（できない種目は省くことができます）
●�結果説明会　約2週間後に測定結果の説明会を行います。日程
については、体力測定会でご案内します（欠席の場合は郵送）。
●�申込方法　10月8日（金）までに郵便番号・住所、氏名、生年
月日・年齢、電話番号、希望会場・希望受付時間を電話でお
申し込みください。詳細については後日ご案内します。
※�なんたん体力測定会は「なんたん健幸ポイント2021」の対象事
業です。
●測定団体　NPO法人元気アップAGEプロジェクト
問保健医療課　
TEL（0771）68-0016

午後0時30分～4時30分）
FAX（0771）63-1841
nantania@office.zaq.jp
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英会話講座の受講生を募
集します（社会人対象）
　社会人対象の英会話講座の
受講生を募集します。どの
コースも全て英語での授業で
すので、自然と英会話が身に
付きます。ご自分に合わせた
レベルで、英会話に磨きをか
けてみませんか。
＜共通事項＞
●�対象　市内在住、在勤のお
おむね18歳以上の方
●�定員　いずれも10名（先着
順）
●�申込方法　希望教室、住所、
氏名、年齢、携帯電話番号
を電話、FAX、Eメールの
いずれかでお申し込みくだ
さい。定員になり次第締め
切ります。
＜社会人英会話講座（リフ
レッシュ・入門）＞
　中学生時代に学んだ英語を
初歩の初歩から思い出し、過
去の記憶を「リフレッシュ」し
ながら簡単な英会話に挑戦し
ましょう。
●�日時　9月15日～11月24
日の毎週水曜日　
　午後7時～8時30分
●�内容　ネイティブ講師（デ
ボラ先生）による英会話グ
ループレッスン
●�場所　園部文化会館3階小
研修室�
●�参加費　8,000円（全10回
分）※初回徴収
＜社会人英会話講座（初級）＞
　やさしい英語を使って、実
用的な会話を習得します。
●�日時　9月17日～11月19
日の毎週金曜日　
　午後2時～3時30分
●�内容　ネイティブ講師（ク
リス先生）による英会話グ
ループレッスン
●�場所　八木市民センター　
会議室1�
●�参加費　8,000円（全10回
分）※初回徴収
＜社会人英会話講座（中級）＞

　日常的な英会話に加え、英
語で自分の意見を伝えられる
ように練習します。
●�日時　9月14日～11月16
日の毎週火曜日　
　午後7時～8時30分
●�内容　ネイティブ講師（デ
ボラ先生）による英会話グ
ループレッスン
●�場所　園部文化会館3階小
研修室　�
●�参加費　9,000円（全10回
分）※初回徴収

問南丹市国際交流協会　
TEL�（0771）63-1840（火～金　
午後0時30分～4時30分）

FAX（0771）63-1841
nantania@office.zaq.jp

日吉町東胡麻の畑ヶ岳と
鳥ヶ岳縦走ハイキング
　東胡麻文化振興会では、東
胡麻地区の畑ヶ岳（標高587
ｍ）の二等三角点から縦走し
て、鳥ヶ岳の霊山（標高542
ｍ）をハイキングしますので
ご参加ください。　　　　　
●日時　9月5日（日）
　午前8時30分集合出発
　～午後3時頃帰着
●�集合場所　東胡麻会議所前
（日吉町胡麻野化10）
※�集合地に無料駐車場・トイ
レあります。
●�行程　歩行距離約5ｋｍ、
高低差413ｍ
●参加費　1名500円
※�幼児は保護者同伴としま
す。
●�持ち物　弁当、長袖の上着、
長ズボンで登山できる靴、
手袋、帽子、水筒、タオル、
マスク
●�申込方法　前日までに電話
でお申し込みください。
※�けがの対応は、保険に加入
し応急処置はしますが、ご
自身でお願いします。
※�雨天決行します。ただし、
大雨警報などの場合は順延
とします。

問東胡麻文化振興会　芦田
TEL090-7870-6550

健康づくり教室を開催し
ます
●�日 時　9月8日、22日（ 各
水曜日）午前10時30分～
正午
●�場所　五ケ荘地域活性化セ
ンター（森の学び舎　五ケ
荘）
●�内容　健康体操、健康教室、
福祉・介護に関する相談、
サロン
※�事前申し込みは不要です。
問住みよいむらづくり協議会
TEL（0771）73-0605

南丹市公式ＬＩＮＥで
災害情報が配信されます
　南丹市では、公式ＬＩＮＥ
を開設し、イベント情報や市
政情報などを発信していま
す。
　南丹市関係の気象警報や地
震情報などをメールで配信す
る「なんたんメール」がＬＩＮ
Ｅでも受信可能です。各種警
報（大雨情報、竜巻注意報、
土砂災害警戒情報、震度３以
上の地震情報、園部川・由良
川情報など）が配信されます
ので、ぜひご登録ください。
問秘書広報課　　　　　　
TEL（0771）68-0065
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問�南丹市商工会園部支所　女
性部事務局

TEL（0771）62-0766

南丹市園部女性の館手づ
くりフェスタ
●日程　9月26日（日）　
　午前10時～午後7時
●場所　園部女性の館
●�内容　女性の館の手作り作
品（着物リフォーム・さを
り織り）、手作り小物（リ
フォーム夢・布²の会・ク
レイアート）を販売します

問�園部女性の館運営委員会
（園部女性の館内）
TEL（0771）63-2986

「上田恭子・山本佳子」
2人展
　前回のかやぶき美術館での
二人展から十年。それぞれの
制作から見えてきたもの。新
たに茅葺きの空間を彩りま
す。
●�日時　8月31日（火）～10
月17日（日）
　�午前10時～午後4時30分
（入館料：500円　郷土資
料館共）
●�開催場所　美山かやぶき美
術館（美山町島朴ノ木21）

問美山かやぶき美術館　
TEL（0771）75-1777
月曜日休館（月曜日が祝祭日
の場合は翌日）

　殉難碑前堤防
※�中止の場合10月3日（日）に
延期
●内容　
・殉難碑献花、黙とう
・�講話（昭和35年水害および
事故をふりかえる、現在の
災害に対する自衛隊態勢お
よび災害への備え）
�・八木中学校吹奏楽部演奏
・�自衛隊福知山駐屯地音楽同
好会演奏
・�災害時に活動する高機動
車、オートバイも参加（乗
車・写真撮影可）
※�京都府にコロナ緊急事態宣
言が出ている場合は、中止
とします。

問八木町南地区大堰塾　福嶋
TEL090-3625-4881

商工会女性部「ゆかたで
お出かけ」参加者募集
　京都・南丹園部城祭りでゆ
かたを着て園部城下まち歩き
やお城花火を楽しみましょ
う。
●日時　9月26日（日）
　午後3時～6時
●場所　園部女性の館２階
●定員　15人（先着順）
●�参加費　ゆかたレンタル＋
着付3千円、着付のみ1千円
●�申込方法　9月10日（金）ま
でに電話または南丹市商工
会本所、支所窓口でお申し
込みください。

農×移住フィールド連続
講座＠八木・船枝地域
　農産物の栽培を主な目的と
した小規模の農地活用に必要
な基礎知識とワザを計2日間
で習得できる連続講座です。
　農地に関する様々なルール
や手続き、南丹市の“農”の現
況などに関する座学と、草刈
のための刈り払い機講習や農
作業体験などの実技を、地域
のプロから学びます。
　田んぼや畑で何か作りたい
けど、どうしたらよいかわか
らないという方、大歓迎です。
●日時
・1日目9月11日（土）　
・�2日目9月25日（土）
　�午 前9時45分 ～午後4時
（両日とも）
※�原則、2日間ともご参加く
ださい。
●場所　八木町船枝
●参加費　1,500円（2日間）
※�昼食は各自でご用意くださ
い。
●�申込方法　9月7日（火）ま
でに電話またはEメールで
お申し込みください。

問つむぎ
TEL（0771）74-1327
info@tsumugi-kyoto.net

「ありがとう！感謝の集
い」開催のお知らせ
　八木町は、昭和35年8月の
集中豪雨において、甚大な被
害を受け尊い命が奪われてい
ます。
　また、救助支援活動中に福
知山自衛隊員3名も殉職され
ています。私たちは水害の悲
惨さや亡くなられた方々のこ
とを忘れることなく、後世に
伝え「みんなで支え合う」つな
がりのある地域を目指して集
いを開催します。
●日時　9月23日（木・祝）
　午後1時30分～3時30分
●場所　八木大堰橋上流右岸

南丹市公式SNSをご覧ください

　南丹市では、次のSNSを開設しています。南丹市のイベント
や季節ごとの風景などを掲載していますので、ぜひご覧くださ
い。

LINE YouTubeInstagram
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丹波自然運動公園からお
知らせ
＜レディーススポーツデー＞
●�日時　9月1日、8日、22日、
29日（各水曜日）
　午前9時30分～11時30分
●場所　体育館
●�内容　健康体操、軽スポー
ツ
●参加費　300円（当日受付）
●�対象　18歳以上の女性の
方
＜エンジョイテニス（昼の部）
＞
●�日時　9月1日、8日、22日、
29日（各水曜日）
　午後1時30分～5時
●場所　テニスコート
●参加費　300円（当日受付）
●対象　18歳以上
＜グラウンド・ゴルフのつど
い＞
●�日時　9月3日（月例大会）、
10日、17日、24日（各金
曜日）午前9時～11時45分
●場所　球技場
●参加費　300円（当日受付）
＜エンジョイテニス（夜の部）
＞
●�日 時　9月6日、20日（ 各
月曜日）午後6時～9時
●場所　テニスコート
●参加費　400円（当日受付）
●対象　18歳以上
＜太極拳教室＞
●�日時　9月10日、24日（各
金曜日）午後2時～4時
●場所　体育館
●内容　太極拳の基礎を学ぶ
●参加費　500円（当日受付）
●定員　30人
＜スポーツを楽しむ日＞
●日時　9月14日（火）
　午後6時～9時
●場所　体育館
●�内容　バスケットボール、
卓球、テニスなど
●参加費　400円（当日受付）
＜障がい者スポーツのつどい
＞
●日時　9月14日（火）

　午後1時30分～3時30分
●場所　体育館
●�内容　卓球バレー、ボッ
チャ、フライングディスク、
グラウンド・ゴルフなど
●参加費　無料（当日受付）
＜森のバザール＞
●�日時　9月23日（木・祝）午
前10時～午後4時
●場所　こどもの広場
●�内容　おしゃれをキーワー
ドに手作り品等の展示販
売、食べ物ブースもあり。
※�当日受け付けの事業は申し
込み不要です。ご参加され
る前に開催状況を必ずご確
認ください。

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

南丹市メール配信サービ
スにご登録ください
　南丹市ではスマートフォ
ン、携帯電話、パソコンなど
のメール機能を活用した情報
配信サービスを行っていま
す。登録は送信アドレス宛て
に空メールを送信いただき、
返信されたメールに従い手続
きをお願いします。
※�迷惑メールの受信拒否設定
などをされている方は、空
メール送信前に送信元メー
ルアドレスの受信許可を
行ってください。
＜子ども安心メール＞
　市内の幼児や小中学生など
の保護者向けに不審者や危険
動物の出没などの情報を配信
します。
●空メール送信先
touroku.nantan-edc@
　raiden.ktaiwork.jp

●受信許可が必要なアドレス
nantan-edc@raiden.kt
　aiwork.jp
＜なんたんメール＞
　南丹市に関係する各種警
報、大雨情報、竜巻注意報、
土砂災害警戒情報、震度３以
上の地震情報などが発表され
た場合、メール配信されます。
●空メール送信先
info.nantan-city@raid
　en.ktaiwork.jp

　

●受信許可が必要なアドレス
nantan-city@raiden.kt
　aiwork.jp
問秘書広報課
TEL（0771）68-0065
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