
第385号 1

発 行

第３８５号
令和4年
1月28日発行

https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/

【総合問合せ窓口】　TEL（0771）68-0001㈹ FAX（0771）63-0653  info@city.nantan.lg.jp

目　　次（ページ）
・お知らせ（1）
・人材募集（1）
・相談会（1～2）
・子育て支援(催し）（2～5）
・催し（5～7）
・特別広報（8～9）
・なんたんテレビ番組表（10）

相談会

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　2月8日（火） 
　午後1時30分～3時30分
●�場所　園部文化会館3階会

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　

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、
事前に問い合わせ先に確認い
ただきますようお願いしま
す。

人材募集

水道検針員を募集します

●職種　水道検針員
●勤務場所　八木町地内
●人数　1人
●検針件数　約860件
●業務報酬　82,000円程度
●�応募資格　普通自動車運転

免許証を所持されている
方。

※男女は問いません。
●�業務内容　　毎月1日～12

日の間に、各家庭や事業所
などに設置している水道
メーターの検針を実施。
●任用　令和4年4月1日～
●�募集期間　ホームページで

も募集しており、既に決定
している場合があるため、
応募の際は事前にお問い合
わせください。
●�申込方法　履歴書を経営総

務課（八木支所2階）へご提
出ください。履歴書は、市
販の横書きのものを使用
し、写真を必ず添付してく
ださい。なお、履歴書はお
返しできません。
●�採用方法　面接試験などで

合格者を決定します。面接
日は申込者に別途連絡しま
す。

問経営総務課
TEL（0771）68-0064

お知らせ

八木図書室の臨時休館時
間のお知らせ

　八木支所電気設備の安全点
検に伴い八木図書室は、臨時
休館します。
●臨時休館時間　
　2月12日（土）
　午前10時～午後1時
※ 午後1時以降は通常どおり

利用できます。
問八木図書室　
TEL（0771）68-0027�　

八木市民センター臨時休
館時間のお知らせ

　八木支所電気設備の安全点
検に伴い八木市民センター
は、臨時休館します。
●臨時休館時間　
　2月12日（土）
　午前9時～午後1時
※ 午後1時以降は通常どおり

利用できます。
問八木市民センター
TEL（0771）42-3132　
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司法書士「無料登記法律
相談会」を開催します

　京都司法書士会では、毎年
2月を相続・遺言推進月間と
して、無料登記法律相談会を
開催しています。相続・遺言
の手続きやトラブル等でお悩
みの方、その他不動産や会社
の登記、訴訟、成年後見など
でお悩みの方は、この機会に
ぜひ一度ご相談ください。
　緊急事態宣言が発令された
場合は中止します。
●日程・場所　
①2月12日（土）　
　美山支所1階会議室
②2月19日（土）　
　 国際交流会館3階第2・第3

会議室
●�時間　いずれも午後1時～

4時
問京都司法書士会　
TEL（075）241-2666

２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
・2月19日（土）
　午後1時～3時　
　そよかぜ美山
・2月21日（月）
　午後1時～3時　
　そよかぜ八木
・2月22日（火）
　午後1時～3時　
　そよかぜ日吉（おいで家）
・2月25日（金）
　午後1時～3時　
　 園部まごころステーション

陽だまり
※ 日程が変更になる場合があ

りますので、事前にお問合
せ下さい。

問社会福祉課

子育て支援（催し）

低所得の子育て世帯生活
支援特別給付金について

　新型コロナウイルスの影響
が長期化する中で、低所得の
子育て世帯の生活を支援する
ため給付金を支給していま
す。
　支給額は対象児童1人に
つき5万円です。（令和3年3
月31日時点で18歳未満の児
童、障がいのある児童の場合
は20歳未満。令和4年2月末
までに生まれた児童も対象。）
　給付金の対象となる方で支
給を受けていない方や申請が
まだの方は、お早めに支給要
件をご確認ください。
※ 「ひとり親世帯分」、「ひとり

親世帯以外分」共通の内容
です。
●�給付制度　低所得の子育て

世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）または低
所得の子育て世帯生活支援
特別給付金（ひとり親世帯
以外分）どちらの制度が対
象になるかについては、南
丹市ホームページをご覧く
ださい。

※併給はできません。
●�申請方法　令和4年2月28

日（月）までに、必要書類を
添えて提出してください。
郵送の場合は消印有効。申
請書は南丹市ホームページ
からダウンロードすること
ができます。
●�提出場所　子育て支援課ま

たは各支所総務課
問子育て支援課
TEL（0771）68-0017

TEL（0771）68-0007

出張がん個別相談の
お知らせ

　「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　2月15日（火）
　午後1時30分～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　実施日の前日午

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（京都市南区東九条
下殿田町43メルクリオ京
都2階）

TEL（0120）-078-394
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子育て世帯への臨時特別給付（一括給付金）について

　新型コロナウイルスの影響が長期化し、その影響が様々な人
に及ぶ中、子育て世帯の生活を支援するために一時金を支給し
ます。給付金額は対象児童1人につき10万円です。
　養育要件により、申請が不要な場合と必要な場合があります。
　申請不要に該当する方には、児童手当支給口座へ12月24日

（金）に振り込んでいます。
●対象児童

（1）令和3年9月分の児童手当支給対象となる児童
（2 ）令和3年9月30日時点で高校生年齢（平成15年4月2日～平成

18年4月1日生まれ）の児童（保護者の所得が児童手当の支給対
象となる金額と同等未満の場合）

（3 ）令和3年9月以降令和4年3月31日までに生まれた児童手当の
支給対象児童（新生児）

●�支給対象者　上記に記載のある児童の保護者のうち、生計を
維持する程度の高い者に支給します。（児童手当受給者もしく
はそれに準ずる対象者）

※ 児童手当の所得制限限度額を超えた特例給付の方は対象とな
りません。
●申請が必要な方
① 令和3年9月30日時点で高校生年齢（平成15年4月2日～平成

18年4月1日生まれ）の児童のみを養育している保護者（所得が
児童手当の支給対象となる金額と同等未満の場合）

② 令和3年11月1日以降令和4年3月31日までに生まれた児童手
当支給対象児童（新生児）の保護者

③ 所属庁から児童手当（本則給付）を受給している公務員
※ 申請が必要と思われる対象の方には申請書を同封した案内を

送付しています。申請書は南丹市ホームページからダウンロー
ドしていただくこともできます。
●�申請方法　令和4年4月15日（金）までに、必要書類を添えて提

出してください。郵送の場合は消印有効。
●提出先　子育て支援課
問子育て支援課　
TEL（0771）68-0017

子育てすこやかセンター
３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。3月の事業の申
し込み受付は、2月1日（火）
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
＜子育て広場0歳～＞
●�日時　3月4日（金）
　 午 前10時30分 ～11時30

分
●�内容　おはなしポケットに

よる絵本の読み聞かせ
＜お話会＞
●日時　3月16日（水）　
　午前10時30分～11時
＜子育て講座＞
●�日時　3月23日（水）　
　 午 前10時30分 ～11時30

分
●�内容　安藤智華子さんによ

る「ボディケア」
＜親子リトミック＞
●�日時　3月29日（火）　
　 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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多胎児育児家庭のつどい
開催のお知らせ

　双子や三つ子などの育児を
されているパパ・ママのみな
さん、子育てに悩みや不安は
ありませんか。同じ多胎育児
中の方で集まり、経験を話し
たり聞いたりして、悩みや不
安、喜びや楽しさを共感でき
る仲間づくりをしましょう。
●日時　3月6日（日）　
　午前10時30分～正午　
　受付　10時～
●�場所　南丹市子育てすこや

かセンター
●�内容　エプロンシアター、

影絵他、参加者の交流
●�対象　多胎育児中または多

胎出産予定の家庭（10組ま
で）
●�申込方法　事前にお申し込

みください。
問�南丹市子育てすこやかセン
ター

TEL（0771）68-0082

子育てつどいの広場
「ぽこぽこくらぶ」（2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Ｌ
ＩＮＥ・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（2

月11・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（2月
11・23日を除く）の午後3
時～5時30分（1・2月は終
了時間を30分早めていま
す）、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2階第1会議室
＜美山ひろば＞
●�日時　毎週木曜日の午前

10時～午後3時
●�場所　美山保健福祉セン

ター
＜園部ひろば＞
●�日時　毎週木曜日の午前

10時～午後3時
●�場所　第1・第3木曜日は

園部南部コミュニティセン
ター、第2・第4木曜日は
横田公民館
＜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。
○日吉ひろば　2月8日（火）
○美山ひろば　2月10日（木）
○八木ひろば　2月16日（水）
○園部ひろば（横田公民館）　
　2月24日（木）
●�時間　午前11時～11時30

分
＜おめでとうの日＞
　ひろばに来ているみんな
で、1・2・3月生まれのお誕
生日をお祝いします。
○ 園部ひろば（横田公民館） 2

月10日（木）
○美山ひろば　2月17日（木）

○日吉ひろば　2月22日（火）
○八木ひろば　2月25日（金）
●時間　午前10時30分～正
　午
●�内容　うた、読み聞かせ、

写真入りお誕生日カードづ
くりなど
＜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）
○ 園 部 ひ ろ ば（ 園 部 南 部 コ

ミュニティセンター）　2
月17日（木）

○ 美山ひろば　2月24日（木）
●�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　2月18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　2月19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
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●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　2月28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

催し

「わっかっか！歌声喫茶」
を開催します

　昔懐かしい童謡・唱歌や昭
和の歌を生伴奏で一緒に歌
い、楽しいひと時を過ごしま
せんか。
●日時　2月6日（日）　
　午後2時～3時30分
●場所　スプリングスひよし
　2階交流サロン
●定員　20人（先着順）
●運営協力金　500円 
※中学生以下は無料
問わっかっか！
TEL080-9753-9402�　

健康づくり教室を開催し
ます
●�日 時　2月9日、23日（ 各

水曜日）
　午後1時30分～3時
●�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

地域団体と学生をつなぐ
学校体験会を開催します

　明治国際医療大学に出向
き、大学と学生の得意なこと
を知る体験会です。
　学生・先生・大学とのつな
がりをつくり、地域づくりに
どのように活かしていけるか
を一緒に考えましょう。
●日時　2月15日（火）　
　午後1時30分～4時30分
●場所　明治国際医療大学　
　8号館1階ロビー集合
●�定員　20人（定員を超える

申し込みがある場合は、申

込理由を基準に選考いたし
ます。）
●�申込方法　住所、氏名、申

込理由を電話、FAX、Eメー
ルのいずれかでお申し込み
ください。

問NPO法人テダス
TEL（0771）68-3555　
FAX（0771）68-3565
tedasu0827@design.zaq.

jp

「初歩の初歩英会話教室」
受講者を募集します

　参加されたみなさんと気軽
に楽しく和やかに会話しなが
ら学べる敷居の高くない英会
話教室です。
●日時　
第1回　2月17日（木）
第2回　3月3日（木）
第3回　3月17日（木）
第4回　3月31日（木）
●�時間　いずれも午後7時30

分～9時
●�場所　八木市民センター研

修室1
●講師　大志万智香子さん
●�対象者　南丹市在住・在勤

の成人
●定員　10人
●�参加費　2,000円（テキス

ト資料代含む）
●準備物　筆記用具
●�申込方法　2月1日（火）～

15日（火）の間に八木市民
センターにお越しいただく
か、住所、氏名、電話番号
を電話またはＦＡＸでお申
し込みください。

問八木市民センター
TEL（0771）42-3132　
FAX（0771）42-3133
　（月曜・祝日休館）

LINE Facebook

Instagram



令和4年（2022年）1月28日発行6 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

人権研修（講演）会を開
催します

　インターネット上の悪質な
書き込みなどの人権侵害に関
する事例を紹介し、被害に遭
わないための未然防止対策や
被害に遭った際の対処法など
を解説します。
●日時　２月19日（土） 
　午後1時30分～3時
　（開場　午後1時）
●�場所　園部文化会館大研修

室　
●�講師　武蔵野大学名誉教授

佐藤佳弘さん
●�対象　南丹市在住・在勤・

在学の方
※ 後日、なんたんテレビで録

画放送を予定しています。
※ 開催を中止する場合、市

ホームページで告知しま
す。

問人権政策課　　
TEL（0771）68-0015

自己理解・強み発見ワー
クあなたの力の活かし方
●日時　2月21日（月） 
　午前10時30分～正午
●�場 所　NPO法 人 グ ロ ー

アップコミュニティスペー
ス気になる木JUJU（南丹
市八木町八木鹿草76）
●�内容　社会とかかわる第一

歩として、「自分を知るこ
と」はとても重要です。カー
ドを使ったワークを通じ
て、自分の強みや大切にす
る価値観に気づき、自己理
解を深めましょう。
●�講師　前野明子さん（キャ

リアコンサルタント）
●�申込方法　電話でお申し込

みください。
※ 託児ルーム（生後６か月～

就学前のお子さん）のご利
用は、事前申し込みが必要
です。

問�マザーズジョブカフェ総合
受付　　　

TEL（075）692-3445

南丹圏域障害者就業支援
セミナーを開催します

　南丹圏域に暮らす障がいの
ある方たちが、安心して長く
働き続けられる地域づくりを
目指すとともに、関係機関の
連携を図り、障がい者就業へ
の理解を広く求める機会とし
てセミナーを開催します。
●日時　2月26日（土）　
　午後1時30分～4時
●場所　国際交流会館2階　
　特別会議室
●内容　
・ 第1部　DMM.com の リ

モートワーク×障害者雇用
について

・ 第2部　難病患者の働き方
とリモートワーク
●定員
　会場参加20人　
　ZOOM参加50人
●�申込方法　事前に電話また

はFAXでお申し込みくださ
い

問�なんたん障害者就業・生活
支援センター

TEL（0771）24-2181
FAX（0771）20-1246

「音楽教室Ⅱ」受講者を
募集します

　日本のポップスの名曲をシ
ンガーソングライター小濱達
郎さんによる優しく楽しく教
えてもらう音楽講座を好評に
つき今年度2回目を開講しま
す。
●�日時　2月22日、3月8日、

3月22日　全3回
　（いずれも　火曜日）
　午前10時～正午
●�場所　八木市民センター創

作活動室
●�講師　小濱達郎さん（シン

ガーソングライター）
●�費用　受講料1,500円（教

材の楽譜代、CD代を含む）

　 （初回参加時にお支払いく
ださい）
●�課題曲　木蘭の涙（スター

ダストレビュー）、なごり
雪（伊勢正三）など、この他
リクエスト可。
●�対象者　南丹市在住・在勤

の成人
●定員　10人
●�申込方法　2月1日（火）～

15日（火）の間に八木市民
センターにお越しいただく
か、住所、氏名、電話番号
を、電話またはFAXでお申
し込みください。

問八木市民センター
TEL（0771）42-3132　
FAX（0771）42-3133
　（月曜・祝日休館）

「いきいきふれあいキャ
ンプ」の参加者募集

　京都府民生児童委員協議会
では、父子家庭の親子を対象
に「いきいきふれあいキャン
プ」を実施しますので、ご参
加ください。
●日程　3月12日（土）
●�場所　「ロゴスランド」（京

都府城陽市寺田大川原24-
4）
●�内容　バーベキュー、レク

リエーション
●�対象　京都府内（京都市を

除く）に在住する父子家庭
の父と18歳未満の子
●�参加費　大 人 一 人1,000

円、子ども一人500円
●�申込み　2月25日（金）まで

にお住まいの地域の民生児
童委員までお申し込みくだ
さい。

問�京都府民生児童委員協議会
事務局

TEL（075）256-7083
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「太極拳入門講座」参加
者の募集をします

　初心者向けの太極拳入門講
座を開講します。ゆっくり体
を動かす太極拳は健康太極拳
としてとても気持ちのよいも
のです。
●日時　3月6日（日） 
　午後1時30分～3時
●�場所　八木市民センター創

作活動室
●�講師　谷晴子さん（太極拳

A級指導員）
●�対象者　南丹市在住・在勤

の成人
●定員　10人
●�準備物　動きやすい服装、

上靴（スリッパ不可）、水分
補給用飲み物
●�申込方法　2月1日（火）～3

月1日（火）に八木市民セン
ターにお越しいただくか、
住所、氏名、電話番号を、
電話またはＦＡＸでお申し
込みください。

問八木市民センター
TEL（0771）42-3132
FAX（0771）42-3133
　（月曜・祝日休館）

郷土資料館「昔の道具展」
開催のお知らせ

　おじいちゃん、おばあちゃ
んが若い頃、使っていたであ
ろう懐かしい道具が並びま
す。皆様のご来館をお待ちし
ております。
●�開催期間　3月6日（日）ま

で
●�入館料金　大人200円、高

校・大学生150円、小中学
生100円（南丹市内在住の
小中学生は無料）
●開館時間　
・2月28日（月）まで
　午前10時～午後4時30分
・3月3日（木）～6日（日）
　午前9時～午後5時
●�休館日　2月28日 ま で は

月・火・水曜日、3月1日

（火）、2日（水）
問日吉町郷土資料館
TEL（0771）68-0069

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　2月2日、9日、16

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　2月2日、9日、16

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
＜エンジョイテニス（夜の部）
＞
●�日 時　2月7日、21日（ 各

月曜日）午後6時～9時
●場所　テニスコート
※積雪・雨天時体育館
●参加費　400円（当日受付）
●対象　18歳以上
＜障がい者スポーツのつどい
＞
●日時　2月8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）
＜スポーツを楽しむ日＞
●日時　2月8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）
＜太極拳教室＞
●�日時　2月11日（金・祝）、

25日（金）午後2時～4時

●場所　
　11日：旧宿泊所会議室、
　25日：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
＜マスターズテニス大会＞

【要予約】
●日時　3月2日（水）
　午前9時～
●場所　テニスコート
●�内容　予選リーグ戦～決勝

トーナメント
●参加費　2,000円（1ペア）
●�定員　男女別ダブルス／各

32組（先着順）
●�対象　男子60歳以上、女

子50歳以上
●�申込方法　2月2日（水）～

23日（水・祝）までに、住所、
氏名、年齢、電話番号を、
はがき、ＦＡＸ、Ｅメール
のいずれかでお申し込みく
ださい。

※ 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
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