
第393号 1

発 行

第３９３号
令和4年
5月27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（1～3）
・相談会（3～4）
・子育て支援(催し）（4～5）
・催し（5～7）
・美山地域情報（7）
・なんたんテレビ番組表（8）

ため池の適正な管理につ
いて
　ため池は、日ごろから堤体
の草刈りなどの適正な管理を
お願いします。特に、豪雨や
長雨に備え、次の点に注意し
てください。
●�洪水吐（こうずいばき）は、
ため池の規定水位を保つた
めの重要な施設です。土の
うや角落しなどでせき上げ
して貯水量を増やすこと
は、ため池の決壊を招く恐
れがありますので、絶対や
めましょう。
●�洪水吐に流木などの浮遊物
がある場合、流れを阻害し
ますので除去しましょう。
●�天気予報に注意し、降雨に
備え、事前に池の水位を下
げましょう。（増水時に水位
を下げるため、ため池に近
づくことは大変危険です。）
●�農閑期には、低水位管理を
行い、ため池下流の安全を
確保しましょう。
※�濁った漏水など、異変に気
付かれた場合はご連絡くだ
さい。

問農業推進課　
TEL（0771）68-0060

蔵書点検に伴う休館のお
知らせ
　南丹市立図書館では、蔵書
点検のため休館します。
　ご不便をおかけしますが、
ご理解いただきますようお願
いします。
●対象館　日吉図書室
●�期間　6月27日（月）～7月
1日（金）
※�返却ポストは、休館中もご
利用いただけます。

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

美山図書室　臨時休室の
お知らせ
　2022年ジュニア全日本自
転車競技選手権大会ロードレ
ース開催に伴い、美山図書室
を休室します。
　ご不便をおかけしますが、
ご理解いただきますようお願
いします。
●休室日　6月26日（日）　
問美山図書室　
TEL（0771）68-0046

お知らせ

地域の安全・安心情報を
タイムリーに入手
　防犯・犯罪情報メールの登
録をお願いします。
　anzen@mail.bousai.pref.
kyoto.lg.jpに空メールを送信
していただくか、もしくは登録
フォームから登録ができます。
・�子供や女性に対する声か
け、つきまとい情報
・�凶悪犯逃走事案等の発生情
報　
・�配信した情報について、犯
人の検挙・解決情報　など

登録フォーム
問京都府南丹警察署　
TEL（0771）62-0110

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。
　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。
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南丹市地域おこし協力隊
の募集について
　市では「定住促進」を重点テ
ーマに掲げて、市の魅力や特
長を十分に発揮し、将来にわ
たって持続可能なまちづくり
を進めています。本年度、地
域おこし協力隊として「定住
促進と移住支援」「地域資源を
活用した起業や特産品開発等
のサポート」「情報発信」「隊員
の特性を生かした地域振興に
関する活動」を行う方を新た
に募集します。
　市民の皆さまのご家族、ご
友人などで、南丹市へのＵタ
ーンやＩターンをお考えの方
がおられましたら、募集につ
いてお知らせいただきますよ
うお願いします。
●応募要件
※�詳しくは市ホームページを
ご覧いただくかお問い合わ
せください。
・�現在、都市地域などに居住
されている方で、委嘱後、
南丹市に住民票を移すこと
のできる方
・�令和4年4月1日現在で20
歳以上50歳未満の方
・�地域の活性化に意欲のある
方　
・普通自動車免許を持つ方
・�ワード・エクセルなどのパ
ソコンの基礎的な操作がで
きる方　ほか
●募集人数　若干名
●�活動時間　1カ月あたり
120時間（1日当たり7時間
30分の16日間相当）

●任用期間・任用形態
　�　令和4年9月1日から任期
1年以内での委嘱（最大3年
まで延長が可能です）
●�待遇　隊員謝礼として月額
205,000円を支払います
※�傷害保険および個人賠償責
任保険に加入します。
※�雇用関係はありませんので
健康保険、雇用保険には加
入しません。
●募集期間　
　6月15日（水）まで
●�応募方法　市ホームページ
から様式をダウンロード
し、郵送または持参してく
ださい

問地域振興課　
TEL（0771）68-0019

chiiki@city.nantan.lg.jp

市営住宅（公営住宅）の
入居者を募集します
●申込資格
①�現に住宅に困窮しているこ
とが明らかであること。
②�現に市内に住所または勤務
場所があること。
※�他に、収入額などの要件が
あります。詳しくはお問い
合わせください。
●�募集する住宅　6月3日（金）
以降に、市役所、各支所など
に掲示するほか、市ホーム
ページに掲載します。
●募集期間　
　6月7日（火）～17日（金）
　（土・日・祝日を除く）
　�午前8時30分～午後5時15
分

●�申込方法　住宅入居申込書
に、必要書類を添えて提出
してください。
　�　なお、提出方法は持参の
ほか、必要書類を同封のう
え、郵送も可能とします。
ただし、募集期間内に営繕
課に必着すること。
※�入居者募集案内書、提出書
類様式は6月3日（金）から
各受付場所にて配布するほ
か、市ホームページからも
ダウンロードできます。
●�受付場所　営繕課および各
支所総務課
※�各支所総務課での受付は、
持参による申し込みの場合
に限ります。
●�入居選考　入居資格を有す
る方の中から、「南丹市営住
宅の設置及び管理に関する
条例」に基づき選考します。
●入居予定　
　令和4年8月下旬　
問営繕課　
TEL（0771）68-0062

献血・骨髄ドナー登録に
ご協力ください
　赤十字血液センターの採血
車による献血と骨髄ドナー登
録会を実施します。
●日程　6月10日（金）�　
　�午前10時～11時30分、午
後0時30分～3時30分
●場所　京都府園部総合庁舎
問保健医療課　　
TEL（0771）68-0016
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令和４年度地域交響プロ
ジェクト交付金について
　京都府は、子育て、要配慮
者支援、防災、多文化共生、
移住促進などの課題に地域が
継続して取り組めるよう地域
交響プロジェクト交付金を交
付します。
　詳しくは京都府ホームペー
ジまたは地域振興課・各支所
総務課で配架している募集要
領で確認してください。
●募集期限　
　6月30日（木）まで
問地域振興課
TEL（0771）68-0019

指定難病医療受給者証を
お持ちの方へ　　
　現在お持ちの受給者証の継
続申請受付を行います。
●受付期間　
　6月1日（水）～7月29日（金）
●�受付時間　午前9時～正
午、午後１時～５時　
　（土・日・祝日を除く）
●�受付場所　京都府南丹保健
所　
※�新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、可能な限り、
郵送での申請をお願いしま
す。

問京都府南丹保健所保健課
TEL（0771）62-2979

令和４年度市民税・府民
税納税通知書について
　令和4年度の市民税・府民
税が課税となり、納付方法が
普通徴収（納付書または口座
振替による個人での納付）の
方と公的年金からの特別徴収
（天引き）の方を対象に、納税
通知書を発送します。
●納税通知書発送予定日　
　6月6日（月）
※�市府民税が非課税の方や未
申告の方には、納税通知書
は発送しません。また、市
府民税の全額を給与からの
特別徴収で納めていただく
方には、勤務先を通じて、
特別徴収税額の決定通知書
（納税義務者用）によりお知
らせしますので、納税通知
書は発送しません。
●�公的年金からの特別徴収
　原則として令和4年4月1日
現在65歳以上で要件を満た
される方は、公的年金等に係
る所得から算出される税額は
公的年金からの特別徴収とな
ります。その他の所得から算
出される税額がある場合に
は、その額は普通徴収の対象
となりますので、通知書でご
確認ください。
※�日本年金機構から毎年6月
上旬に発送される「年金振
込通知書」に記載されてい
る「個人住民税額」の8月以
降の金額は、6月と同じ額
が仮で記載されています。
そのため、南丹市から発送
する納税通知書と金額が異

なる場合がありますが、実
際の年金特別徴収の税額は
納税通知書に記載されてい
る金額となりますので、ご
確認をお願いします。
●�納期限　普通徴収の第1期
の納期限は6月30日（木）で
す。今年度から全期前納用
の納付書を同封しますの
で、前納いただく場合には
第1期の納期限までに納付
をお願いします。
※�期別用納付書との重複納付
にご注意ください。
●�令和４年度課税（所得）証明
書の発行開始日
・�市府民税の全額を給与から
特別徴収される方は、5月
11日（水）
・�上記以外の方は、6月1日
（水）　
※�未申告の方はご本人から収
入状況の申告書を提出して
いただいてからの発行にな
ります。

問税務課　
TEL（0771）68-0004

相談会

「無料税務相談」につい
て
　近畿税理士会園部支部の税
理士によるさまざまな税金に
関する相談をウェブ会議シス
テムを活用して非対面型で行
っています。
●�日時　6月9日（木）、16日
（木）
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※�時間はいずれも午後1時30
分～4時30分
●�場所　園部納税協会1階会
議室　
●�申込方法　前週木曜日の午
前中までに電話でお申し込
みください。

問園部納税協会
TEL（0771）62-0039

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　6月14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　

「特設人権相談」開設の
お知らせ
　さまざまな人権問題に関わ
る悩みの相談に、南丹市人権
擁護委員が応じます。
　お気軽にご相談ください。
●日時　6月14日（火）
　午後1時30分～4時　
●場所　八木市民センター
●�申込方法　電話でお申し込
みください。

問京都地方法務局園部支局　
TEL（0771）62-0208

６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。

・6月18日（土）
　午後1時～3時　
　そよかぜ美山
・6月24日（金）
　午後1時～3時　
　�障害者支援施設京都太陽の
園分場（陽だまり）
・6月27日（月）
　午後1時～3時　
　そよかぜ八木
・6月28日（火）
　午後1時～3時　
　そよかぜ日吉（おいで家）
問社会福祉課　
TEL（0771）68-0007

子育て支援（催し）

子育てすこやかセンター
7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。7月の事業の申
し込み受付は、6月3日（金）
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
＜親子でヨガを楽しもう（0
歳～）＞
●日時　7月13日（水）　　
　�午前10時30分～11時30
分　
※�ヨガマットまたはバスタオ
ルをご持参ください。

＜お話会＞
●日時　7月15日（金）　　
　午前10時30分～11時
＜子育て講座＞
●日時　7月20日（水）　
　�午前10時30分～11時30
分　
●�内容　安藤智華子講師によ
る「誕生学」

＜親子リトミック＞
●日時　7月27日（水）　
　�午前10時30分～11時30
分　

＜子育て広場1歳～＞
●�日時　7月7日、14日、21
日、28日※いずれも木曜
日
　�午前10時30分～11時30
分　
●内容　水遊び
●�持ち物　水着（水遊び用パ
ンツ）、オムツ、タオル、
帽子、着替えをご持参くだ
さい。

問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」（6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
保護者や妊婦さんが対象で
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
ますので、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�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・金曜日の午後
3時～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。
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＜園部ひろば＞
●�日時　毎週火曜日の午前
10時～午後3時
●�場所　第1・第3火曜日は
園部南部コミュニティセン
ター
　�第2・第4火曜日は横田公
民館

＜日吉ひろば＞
●�日時　毎週水曜日の午前
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　毎週木曜日の午前
10時～午後3時
●�場所　美山保健福祉セン
ター　
※�6月23日（木）美山ひろば
は、美山高齢者コミュニテ
ィセンターで開催

＜絵本の日＞
　「絵本はまだ早いかな」と悩
むお父さんお母さんに向け
て、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　6月2日（木）
○日吉ひろば　6月8日（水）
○八木ひろば　6月24日（金）
○園部ひろば（横田公民館）　
　6月28日（火）
●�時間　午前11時～11時30
分
●参加費　無料
＜託児付き講座「外カフェ」＞
【要申込】
　いつも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（南部コミュニ
ティセンター）　6月7日
（火）
○�美山ひろば（美山高齢者コ
ミュニティセンター）　6
月30日（木）
●�時間　午前10時15分～正
午　※先着5組
●参加費　300円

＜マタニティ　カフェ＞
【要申込】
　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、同じ時間をすごし
ている人と情報を共有できる
って素敵ですよね。楽しくお
茶をしながら、お話しして気
分転換しませんか。
●日時　6月16日（木）　
　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　妊婦さんとそのご家
族
●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、様々
なトラブルに。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　6月17日（金）　
　午前10時～正午　
※先着7人（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
くらいまでの産婦さん
●参加費　700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
がありますよ。
●日時　6月27日（月）　
　午前10時～11時30分
※先着15人程度
●�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
＜おめでとうの日＞
　ひろばに来ているみんな
で、お誕生日をお祝いします。
○�美山ひろば　6月16日（木）
4・5・6・7月生まれ対象
○�八木ひろば　6月29日（水）
6月生まれ対象
●�時間　午前10時30分～正
午　

問NPO法人グローアップ　
TEL080-3857-8119

催し

春の親子体験講座開催の
お知らせ
　郷土資料館では春の収蔵品
展「郷土の土人形」の関連事業
として、春の親子体験講座「フ
ェルトで作るお人形」の参加
者を募集します。親子でのご
参加をお待ちしております。
●日時　6月5日（日）
　午後1時30分～3時
●�参加費　大人400円、小人
300円（入館料、材料費、
保険料込み）
●募集人数　10人
●�申込方法　当日までに電話
またはFAXでお申し込みく
ださい。

問日吉町郷土資料館
TEL（0771）68-0069
FAX（0771）72-1130

「わっかっか！歌声喫茶」
を開催します
　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　6月5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
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問わっかっか！
TEL080-9753-9402 　

 wakkakka2014@gmail.com

健康づくり教室を開催し
ます
●�日 時　6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

6月わらべうたベビー・
キッズマッサージ教室
●�日時　6月8日（水）、22日
（水）　
①�ベビー・プレママクラス：
午前10時～10時50分　
②�キッズクラス：午前11時
～11時50分　
●�定員　いずれも7組（先着
順）　
●場所　八木市民センター　
　子育て支援ルーム
●参加費　1組1,000円/1回
※追加500円/1人
●�申込方法　開催日の2日前
までに電話または詳細・申
込フォームからお申し込み
ください。

詳細・申込フォーム
問おだ　まみ
TEL050-3559-3751

学びの南丹「イラスト教
室」受講者募集
　イラストレーター上仲竜太
さんからイラストづくりの楽

しさを学びます。今回は貼り
絵でイラストをつくります。
●�日時　6月25日（土）、7月
2日（土）
　�いずれも午後2時～午後4
時　
●�場所　八木市民センター会
議室1
●�講師　上仲竜太さん（イラ
ストレーター）
●�費用　受講料　1,000円
（材料費は別途700円程度
が必要です。）
　�（初回参加時にお支払いく
ださい）
●�内容　自分の好きな「季節」
をテーマにイラストをつく
ります。
●�持ち物　筆記用具、ハサミ、
カッターナイフ、のり、定
規
●�対象者　南丹市在住・在勤
の成人
●定員　10人
●�申込方法　5月31日（火）～
6月21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）

令和４年度女性の館講座
の受講生を募集します
　女性の館では、さまざまな
手作り作品に取り組むととも
に、受講生の交流を深めてい
ます。初めての方も男性の方
も大歓迎です。
＜フラワーアレンジメント＞
　四季折々の花をヨーロピア
ン風にアレンジし、暮らしに
華やかさと癒しを。
●�日 程　7月2日、8月6日、
9月3日、10月1日、11月
5日、12月3日（各土曜日）
●�時間・場所　午前10時～
正午：美山文化ホール１階

会議室
　�午後1時30分～3時30分：
園部女性の館
●講師　森谷万知子さん
●定員　15人
●�持ち物　生け花用はさみ、
持ち帰り袋

＜こもの物語＞
　紫陽花の壁掛けとウール生
地でパッチワークのカバンを
つくります。
●�日 程　7月1日、8月5日、
9月2日、10月7日、11月
4日、12月2日（各金曜日）
●�時間　いずれも午前10時
～正午
●場所　園部女性の館
●講師　沼田尚美さん
●定員　15人
●持ち物　裁縫道具
＜布あそび＞
　うさぎのぬいぐるみをつく
ります。12月はうさぎの干
支の置き物をつくります。
●�日 程　7月9日、8月6日、
9月10日、10月8日、11
月19日、12月10日
　（各土曜日）
●�時間　いずれも午後1時30
分～3時30分
●場所　園部女性の館
●講師　布２の会
●定員　10人
●持ち物　裁縫道具
＜エコクラフト＞
　クラフトテープで籠やカバ
ンを編みます。
●�日 程　7月5日、8月2日、
9月6日、10月4日、11月
1日、12月6日（各火曜日）
●�時間　いずれも午後1時30
分～3時30分
●場所　園部女性の館
●講師　中村裕予さん
●定員　10人
●�持ち物　洗濯ハサミ20個、
工作用ハサミ、ボンド

＜さをり織り＞
　さをり織り布を使ってリュ
ックサックをつくります。
●�日時　8月24日、9月28日、
10月26日（各水曜日）�
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●�時間　いずれも午前10時
30分～午後3時30分（１日
講座）
●場所　園部女性の館
●講師　松本悦子さん
●定員　15人
●持ち物　裁縫道具、お弁当
＜和布リバーシブルベスト＞
　和布を使った、キルト入り
で軽くて暖かなベストをつく
ります。
●�日時　9月20日、10月18
日、11月15日（各火曜日）
●�時間　いずれも午前10時
30分～午後3時30分（一日
講座）
●場所　園部女性の館
●講師　疋田里美さん
●定員　10人
●�持ち物　裁縫道具、和布（あ
る方のみ）、お弁当

＜アッセンデルフト＞
　携帯や小物入れ・カバン・
マスク・サンバイザーに、ア
クリルカラーで花を描きます。
●�日 時　7月9日（ 土）、8月
16日（火）
●�時間　午前10時30分～午
後3時30分（一日講座）
●場所　園部女性の館
●講師　長井久容さん
●定員　10人
●持ち物　お弁当
＜共通事項＞
●�運営協力金　各講座とも1
回500円
※�初回講座時に全回数分をお
支払いください。材料費は
別途必要です。
●対象　どなたでも
●�申込方法　6月18日（土）ま
でに電話でお申し込みくだ

さい。（日・月曜日は休館）
申込者には、はがきで詳細
を連絡します。
※�各講座の申込人数により講
座を中止することがありま
す。

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

美山かやぶき美術館から
のお知らせ
●�日程　6月7日（火）～7月
24日（日）
●�内容　森谷和輝さん、金子
朋恵さん、大野なつみさん
のガラス展

問美山かやぶき美術館
TEL（0771）75-1777
HP h t t p : / /www .m i yama -

kayabuki.org

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　6月1日、8日、15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　

＜さつき山野草展＞
●�日時　6月3日（金）～6月5
日（日）午前9時～午後5時
●�場所　京都トレーニングセ
ンター入口ロビー
●�内容　愛好家の方々によっ

て丹精こめて育て上げられ
た作品を展示
●入場料　無料
※�ほかイベント多数あります。
問丹波自然運動公園　
TEL（0771）82-1045　
FAX（0771）82-0480

 kouen@kyoto-tanbapark.
or.jp
　　　

美山地域情報

元気にすごせるまち　お
出かけツアー
　「移動手段のない高齢者の
支援」として定期的なお出か
けツアーを行います。
●�対象者　宮島地区在住の高
齢者の方で移動手段のない
方、または遠方までの運転
に自信のない方
●�日時　6月17日（金）午前９
時頃ご自宅に伺います。
●�行き先　宮島地区ならびに
園部方面
●参加費　500円/人
●�申込方法　事前に電話でお
申し込みください。

問宮島振興会
TEL（0771）75-5100　
問倉内
TEL080-9756-8051　
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