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町３害２２害９健康会館内〕緯（５２７）
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■緑内障の早期発見に眼科検診を
近年増加している緑内障の早期発見
のため眼底・眼圧・視力・視野などの
検査を行いますa４０歳以上の市民の方
（眼科疾患で治療中の方は除く）s７
月２日㈪～１１月３０日㈮d市内指定医療
機関g５
００円（受診時に医療機関にお支
払いください。生活保護・住民税非課
税世帯には免除あり）q直接、または
電話か、はがきに「眼科検診希望」、
住所、氏名、生年月日、電話番号を書
いて健康推進課へ。電子申請でも可。
受診票は６月下旬から送付します。

■高齢者肺炎球菌ワクチン接種
費用の助成
９月１日以降に肺炎球菌ワクチンを
接種する場合、接種費用を助成します。
８月までの接種は対象になりません。

■マンション管理セミナーと相談会
マンション管理について、セミナー
と相談会を開催s６月３０日㈯葛第１
部・セミナー「マンション修繕積立金
に関するガイドラインについて」＝午
後１時３０分～２時３０分（受け付けは午
後１時１
５分から）葛第２部・相談会＝
午後２時３０分～４時３０分d立川市市民
会館fマンション管理士・山田弘明さ
んlいずれも申込順葛第１部＝２
５人葛
第２部＝１０組qファクスで、多摩西部
マンション管理士会事務局r（５５９）
４６８７へw同事務局緯（５５８）７１６７、市住
宅課住宅相談係・内線２５６２

■青少年健全育成市民運動推進大会
市と立川市青少年問題協議会は、明
日の立川を担う青少年を家庭や地域で
見守り育てるため、
「平成２４年度立川市
青少年健全育成市民運動推進大会」を
開催します。直接会場へs６月９日㈯
午後２時～４時d女性総合センター１
階ホールl１９０人（先着順）w立川市
青少年問題協議会事務局（市子ども育
成課）
・内線１３０５

■就職活動応援プログラム参加
者募集
市では１５歳～２５歳で働きたいと思っ
ているけれど何ができるか分からない、
就職の仕方を知りたい、うまく就職活
動を進めたいと思っている方などを対
象に応援プログラムを実施します。く
わ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。
●事業説明会（要予約） 保護者の
方のみの参加も可s６月６日㈬午後１
時～３時d立川若者サポートステーシ
ョンqNPO法人「育て上げ」ネット緯
（５２７）６０５１へ
w産業振興課・内線２６４４
乳・
■ 児童手当・児童育成手当・碓
子 医療証の年次更新手続きを
碓

●児童手当・児童育成手当（育成・
障害手当） 手当を受給中の方には「現

FAX・
・・ファクス

申し込みの方法・時期については「広
報たちかわ」６月２５日号でお知らせし
ますa６５歳以上の市民の方、６０歳以上
６５歳未満で心臓、腎臓、呼吸器機能障

健 康 日 程 表

害１級程度の市民の方、ヒト免疫不全
ウイルスによる免疫の機能障害１級程
度の障害のある市民の方で、いずれも
これまでに肺炎球菌ワクチンの助成を

w健康推進課（健康会館内）緯（527）3272

胃がん・大腸がん検診
《午前中の指定した時間・定員制》
○柴崎学習館＝７月５日㈭
○幸福祉会館＝７月６日㈮
○市役所＝７月７日㈯
○錦連絡所＝７月８日㈰
○健康会館＝７月９日㈪
渇胃がん検診＝３５歳以上の市民の方、
９
０
０
円渇大腸がん検診＝３５歳以上の市民の方、
３００円q電話で健康推進課へ
健康相談（個別予約制）
○健康会館＝６月６日㈬午前９時３０分～
１１時は運動指導士・栄養士が相談に応じ
ます。６月２１日㈭午後１時３０分～３時は
保健師・看護師・栄養士が相談に応じま
すq電話で健康推進課へ
ポリオ予防接種
《午後１時３０分～２時１５分》
○こぶし会館＝６月１８日㈪
○健康会館、砂川学習館＝６月１９日㈫

況届」のお知らせを６月上旬に発送し
ます。平成２４年度の手当を受けるため
に必要な手続きです。６月２９日までに
郵送か直接、子育て推進課給付係（市
役所１階）に必ず提出してください。
臨時窓口でも受け付けます葛臨時窓口
＝s６月１
１日㈪～１５日㈮、午前９時～
１１時３０分、午後１時～４時d市役所１
階多目的プラザ
乳 ・○
子 医療証 乳幼児医療証・義
●○
務教育就学児医療証の「現況届」は転
入などで所得などの確認が必要な方や、
加入保険などの確認が必要な方のみが
対象となります。
「現況届」のお知ら
せは８月上旬に発送予定です。
w子育て推進課給付係・内線１３４５

■立川よいと祭り～民踊流しの
一般練習会
８月４日㈯に開催される「第２４回立
川よいと祭り」の民踊流しに参加しま
せんか。初めての方でもすぐ踊れるよ
うに民踊講師が丁寧に指導。動きやす
い服装で直接会場へsd①６月２３日、
７月７日の土曜日＝立川競輪場管理棟
②７月２１日㈯＝女性総合センター健康
サロン、いずれも午後２時～４時l各
回３０人（先着順）;上履き、うちわ、
タオルw立川よいと祭り実行委員会事
務局〔立川市地域文化振興財団内〕緯
（５２６）１３１２

○柴崎学習館、天王橋会館＝６月２１日㈭
○健康会館、錦学習館＝６月２９日㈮
親と子の健康相談
《午前９時３０分～１０時３０分》
○西砂学習館＝５月３０日㈬
○若葉児童館＝☆６月６日㈬
○錦児童館＝☆※６月１３日㈬
○健康会館＝６月２７日㈬
保 健 師・助 産 師・心 理 相 談 員・栄 養
士・歯科衛生士が相談に応じます。希望
の方は直接会場へ。☆印の日は「子育て
ひろば」と同時開催。※印の日は心理相
談員・歯科衛生士はおりません。
乳児（３～４か月児）
・１歳６か月児・
２歳児歯科・３歳児健康診査
健診は該当月齢の翌月です。対象者に
は個別に通知します。通知の届いていな
い方は健康推進課へお問い合わせを。
集団健診のため、発熱や体調不良、感
染症にかかっている場合は、ご遠慮くだ
さい。次回の日程についてはご相談を。

■６月６日、証明書自動交付機
は利用できません
機械の保守点検のため、６月６日㈬
は市内すべての証明書自動交付機が終
日利用できませんw市民課管理係・内
線１３６１

■多摩川一斉清掃
立川市域の多摩川河川敷を一斉清掃
します。小雨決行s６月３日㈰午前７
時からw東京立川ライオンズクラブ緯
（５２４）０９５４〔午前１０時～午後４時〕、
市ごみ対策課緯（５３１）５５１７

■ご存じですか 小規模工事等
受注希望者登録
競争入札参加資格をお持ちでない事
業者で、市が発注する軽易な工事・修
繕の受注を希望する市内事業者はこの
登録への申請が必要です。受け付けは
随時。申請書類は契約課（市役所２階）
で配布するほか、市ホームページから
ダウンロードもできます。くわしくは
市ホームページをご覧くださいw契約
課工事契約係・内線２７１７

市民体育大会

●第６６回市民体育大会開会式 式典
とアトラクションなど。市が主催、教
育委員会・ＮＰＯ法人立川市体育協会
主管s６月１７日㈰午前１０時からd柴崎
第４回たちかわ男女平等フォーラム
の一環として『自分の強みを生かせ！
市民体育館w同協会緯（５９５）６８２６
ＯＬから起業した私の実体験～起業の
●ミニテニス（地区対抗の部） 年
成功の秘訣は「人とのつながり」と
代別６ペアのダブルス戦a地区体育会
「循環支援」～』をテーマに、創業予
の代表チームで、１６歳以上の方s７月
定者向けのセミナーと、参加者交流の
１日㈰午前９時２０分からd柴崎市民体
場を提供します。市と日本政策金融公
育館q６月１６日までにミニテニス協
庫、多摩信用金庫主催s６月１９日㈫午
会・西さん緯（５３６）０７１８へ
後２時～４時３０分（受付は午後１時３０
●柔道 少年・少女の部、青年の部
分から）d女性総合センター５階第３
a市内在住・在勤・在学の方と立川市
学習室f起業家コーディネーター・土
柔道連盟加盟者s７月１日㈰午前８時
屋廣美さんk５人程度（１歳～学齢前、 ４５分までに集合d二中q６月１日まで
申込順）l３０人（申込順）qホームペ
に同連盟・伊藤さん緯（５２４）７８６１〔平
日昼間〕へ
ージtht
t
p:
/
/
www.
bl
oomc.
bi
zから
お申し込みくださいw産業振興課・内
●健康体操 ストレッチ体操、柔軟
線２６４４
体操（組体操）
、手ぬぐい体操、フォ

■創業予定者のための「ミニブ
ルーム交流カフェ」

e ・・・Eメールアドレス HP・
・・ホームページアドレス
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受けたことがない方g自己負担５，
０００
円（生活保護受給者など、免除あり）

■麻しん風しん（ＭＲ）混合予
防接種（第２期）
a平成２４年度に小学校就学の前年度
を迎える方（平成１８年４月２日～平成
１９年４月１日生まれの方）
お持ちの問診票で接種してください。
お手元に問診票がない方は健康推進課
母子保健係までご連絡ください。

保険証を忘れずに。
●休日急患診療所
（内科・小児科）
＝
健康会館１階緯
（５２６）
２００４渇日曜日・祝
日＝午前９時～午後９時 ●歯科休日
応急診療所＝健康会館２階緯
（５２７）
１９００渇日曜日・祝日＝午前９時～午後５
時 ●医療機関案内テレホンサービス
（祝日を除く）＝緯（５２６）２００４渇月曜～
金曜日＝午後５時～９時渇土曜日＝午
後１時～９時 ●２４時間電話案内渇医
療機関案内「ひまわり」
緯０３
（５２７２）
０３０３
渇救急相談センター緯（５２１）２３２３※携
帯電話・プッシュ回線からは緯＃７１１９も
利用できます渇立川消防署緯
（５２６）
０１１９
ークダンスなど。直接会場へa健康体
操連盟会員と当日参加者（初心者対象）
s７月８日㈰午前１０時～正午d柴崎市
民体育館w同連盟・横井さん緯（５２３）
５５９５へ
●登山 日本百名山の鳥海山（秋田
県・山形県、２，
２３６ｍ）へa市内在住・
在勤の方と立川市山岳連盟会員s８月
２日㈭～４日㈯g３１，
０００円程度（交通
費、宿泊費、貸し切りバス代など）l２３
人（申込順）q７月２３日までに郵送か
ファクスで住所、氏名、年齢、性別、
電話番号を書いて同連盟・澤部範儀さ
ん〔〒１９０害００１３富士見町６害７害３１１
立川市山岳連盟事務所内〕
r
（５２５）
４９６１
へ。くわしくは、はがきでお知らせし
ます。
●新体操（個人・団体）渇ジュニア
の 部・シ ニ ア の 部 ＝a市 内 在 住・在
勤・在学の方と立川市新体操連盟加盟
者s８月２８日㈫午前１０時からd泉市民
体育館g３，
０００円q同連盟・坂下さん緯
（５３６）９１５０へ

6月の個人利用日
6月
月 個人利用日
月の個人利用
柴崎市民体育館 ☎（523）5770
○６月４日（第１月曜日）は、個人
無料開放日となります。
◎第１体育室（バドミントン・ミニ
テニス）◎第２体育室（卓球・ボルダ
リング）＝いずれも１日・８日・９日・
１５日・１７日・２２日・２３日・２９日
※６月１７日は、市民体育大会開会式・
大会開催のため第１体育室は夜間区分
（午後７時３０分～１１時）のご利用とな
ります。

■第7回ソフトバレーボール大会
混合の部（競技の部、親睦の部）と
女性の部a１６歳以上の市内在住・在勤・
在学の方。１チーム４人（混合の部は
男性２人以内）s７月１５日㈰午前９時
からd泉市民体育館qスポーツ振興課
（市役所２階）
・柴崎市民体育館にある
申込用紙に必要事項を書いて、６月２９
日（必着）までにスポーツ振興課（もし
くは柴崎市民体育館）へ（詳細は申込
用紙参照）wスポーツ振興課・内線４４１３
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■立川市役所ロビーコンサート
市役所１階にて、
「初夏のバイオリン
コンサート」を開催します。曲は、ク
ライスラー作曲「美しきロスマリン」、
モーツァルト作曲「バイオリン協奏曲
第４番より第１楽章」ほか（予定）。
直接会場へs６月１８日㈪午後０時２０分
～０時５０分d市役所１階多目的プラザ
w地域文化課・内線２６３６

２１１１
立川市役所（〒１９０－８６６６）立川市泉町１１５６－９察
（５２３）
（代表）

ちわの配布、福島産の野菜や加工食品
の販売も実施します。直接会場へs６
月３日㈰正午～午後５時d多摩信用金
庫富士見町支店前w富士見夏祭り実行
委員会事務局緯（５２２）９４５６、市産業振
興課・内線２６４４

ポ ス タ ー でs６ 月１１日 ㈪ ～２４日 ㈰ 渇
eco七夕フェスタ＝マイバッグ抽選会
（先着１００人）、バンド演奏、子どもの
ヒップホップダンス、お薦め商品の試
食などs６月２４日㈰午後１時～５時d
羽衣公園wテーラー安武緯（５２２）５２６８、
市産業振興課・内線２６４４

■たまがわ・みらいパークの催し

dたまがわ・みらいパーク（旧多摩
川小）qマークの催しは参加者名、学
年、保護者名、電話番号を書いてファ
クスでr（８４８）４６５７へ。そのほかの
催しは直接会場へw子育て推進課子育
て推進係・内線１３４０
■体験学習「手打ちそば作り」
●qＲ杖を作ろう！ 廃材を使って
杖を作りますs６月３日・１７日の日曜
本格的「手打ちそば（５割そば）
」
と「麺つゆ」の作り方を基本から学び
日、午前１０時３０分～午後１時g５００～
ますa市内在住の小学生以上の親子
８００円（材 料 代）l１０人（申 込 順、開
（大人の方のみの参加も可）s６月１６
催日の前日までに）
日㈯午前１０時～午後０時３０分d歴史民
●絵てがみ教室 野菜、果物、花な
俗資料館fそば店主・尾崎好司さんg
どを見ながら絵を描きますs６月５
日・１９日の火曜日、午前１
０時～正午
大人５００円、子ども３００円（材料代）l３０
人（申込順）;バンダナ（スカーフ）、
●qみんなのサロン 渇「ふれあい
エプロン、タオルq５月２５日から電話
サークル」健康体操、脳トレ、ゲーム、
お話をして仲間づくり＝a高齢者向け
で歴史民俗資料館緯（５２５）０８６０へ
s６月９日㈯午後１時～３時g５０円
■援農ボランティア募集
（お菓子代）l２５人（申込順、６月８
日までに）渇転倒防止の健康体操と軽
都市農業を支えるお手伝いをしてみ
ませんか。援農ボランティアは登録制
食づくり＝a高齢者向けs６月１６日㈯
で、市内の農家から依頼があった際に、 午前１０時～正午g１００円（材料代）;
登録している方を紹介します。農家の
運動靴、タオル
指導で作業実習もありますので、未経
●q陶芸教室 陶芸・陶板記念プレ
験の方でも大丈夫です。なお、援農ボ
ートづくりs６月９日・２３日の土曜日、
ランティアの受け入れを考えている農
午後１時３０分～３時３０分g子ども５００
家の方も市へご連絡くださいa農業に
円、大 人８００円（材 料 代）l２０人（申
関心があり、週１～２日程度活動でき
込順、６月８日までに）
る健康な方（市外在住の方も参加可）
●q土曜絵画教室 写生をしますs
q住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、 ６月２３日㈯午前１０時３０分～正午l１０人
電話番号を書いて、郵送で産業振興課
（申込順、開催日の前日までに）;汚
農業振興係・内線２６５０へ
れてもよい服装
●おはなしたまご「おはなし会」
■第９回富士見夏祭り
s６月２４日㈰午後１時３０分～２時
地域のチームによるよさこい踊り、
●qプラモデルづくり教室 a小学
みこし・山車を集めての練り歩きやお
２年生からs６月２４日㈰午前９時３０分
囃子を披露します。また、抽選会やう
～午後３時３０分l１０人（申込順、６月
１
kooooooooool ７日までに）;プラモデル
p
p ●子育てひろば お弁当持参でたっ
p
p ぷり遊べますa乳幼児と親s６月１０
２４日の日曜日と毎週金曜日、午前
p
p １日・
１時～午後３時
よし

じ

p
p
●全建総連第
３
５
回住宅デー
建設
p
p
ユニオン多摩中央支部立川地区が主
p
p
p催。包丁とぎ、まな板削り、無料住
p
宅相談などを実施。直接会場へs６
p月３日㈰午前１０時～午後３時dクリp
pーニング店駐車場（砂川町８害４９害p
p３）g無料w同支部緯（５６３）２６６６p
moooooooooon

高齢期
高齢期を
高齢期を
いきいき
いきいきと
い
きいきと
■囲碁入門
脳を活性化する効能もある囲碁を覚
えて楽しい仲間をつくりませんかa６０
歳以上の市民の方（入門者）s７月２
日・９日・２３日・３０日の月曜日、午前
１０時～正午（全４回）d幸福祉会館f
生涯学習市民リーダー・大井洽充さん
l２０人（申込順）q直接または電話で
幸福祉会館緯（５３５）２１９７へ

■第２
１回シルバー大学文化祭
柴崎福祉会館で、シルバー大学生と
卒業生サークル会員が日ごろの学習成
果などを披露します。直接会場へ葛み
んなの作品展＝油絵、水墨画、書道など

凡例

対 ･･･対象

時 ･･･日時

エ

コ

■はごろもｅｃｏ七夕フェスタ
羽衣商店街振興組合が主催渇グリー
ンカーテンで節電を＝にがうり苗の無
料配布。１人２株まで。先着１００株s
５月２７日㈰午前１０時～正午d羽衣公園
渇キッズアートラリー＝景品はゲーム
機やお買い物券など。くわしくは店頭
約６００点の作品を展示s６月１
６日㈯～
２３日㈯午前９時３０分～午後４時（１７日
は休み、
１６日は正午から、
２３日は正午ま
で）葛お茶席公開＝茶道講座の学生と
卒業生サークル会員のお手前披露とお
茶会s６月２１日㈭午前１０時３０分～午後
３時葛英語まつり＝英会話講座の学生
による英語歌と卒業生サークル会員に
よる英語劇s６月２２日㈮午前１０時～正
午葛カラオケ歌謡発表会＝カラオケ講
座の学生による歌謡発表s６月２３日㈯
午前９時３
０分～午後４時葛社交ダンス
公開講座＝社交ダンス講座の学生によ
る公開講座s６月２３日㈯午後１時～４
時wシルバー大学事務局緯
（５２８）
１２４６

■認知症サポーター養成講座
柏地域福祉サービスセンター
認知症について学び、地域で温かく
見守る認知症の応援者になりませんか

場 ･･･場所

師 ･･･講師

費 ･･･費用

■にしすな子育てひろば～子育
て講座
年齢別に４回開催します。お子さん
と向き合って、ゆったりとした時間を
過ごします。いずれも会場は西砂児童
館。動きやすい服装でご参加ください
qいずれも５月２５日から直接または電
話で西砂児童館緯（５３１）０４３３へ
●ベビーマッサージとフリートーク
a６か月くらいまでのお子さんと保
護者の方s６月１日㈮午前１０時～１１時
３０分f助産師・河房子さんg２００円（オ
イル代）l１５組（申込順）;バスタオ
ル、小さめのレジャーシート
●親子体操とミニお話会 a一人で
歩ける１歳のお子さんと保護者の方s
６月８日㈮午前１０時～１１時３０分f保育
士・加藤博代さんl２０組（申込順）;
バスタオル
●親子体操とママのエアロビクス
a２歳以上のお子さんと保護者の方s
６月２１日㈭午前１０時～１１時３０分fスポ
ーツインストラクター・岩松裕子さん
l２０組（申込順）
●親子遊びとフリートーク a７か
月くらい～１歳３か月くらいまでのお
子さんと保護者の方s６月２９日㈮午前
１０時～１１時３０分f保育園園長・加島茂
子さんl１５組（申込順）

■講演会「今年こそ、家庭でエ
コ！」
昨年を上回る電力不足が予想される
夏を迎える前に、家庭でできる効果的
な節電・省エネルギー対策を学びます
s６月２４日㈰午後２時～４時d錦学習
館f省エネルギー普及指導員・中川千
恵子さんl３０人（申込順）q５月２５日
から直接または電話で錦図書館緯
（５２５）７２３１へ

■わんぱく子どもフェスタ「トイ
レトレーニングを始めよう」
トイレトレーニングなど育児につい
て、みんなで話し合いますa０歳～３
歳の子どもと保護者の方s６月１４日㈭
午 前１０時 ～１
１時d若 葉 児 童 館l２０組
（申込順）q５月２５日から電話で若葉
児童館緯（５３６）１４００へ
《お詫びと訂正》５月１０日号１０面記事
の表「たちかわ男女平等フォーラム催
し一覧」にある「アイム・カフェ」に
おいて、日時が「６月２４日㈰午後１２時
３０分～４時」とあるのは「６月２３日㈯
午後０時３０分～４時」の誤りでした。
お詫びして訂正します。

●５月２６日～２９日（宇都宮記念全Ｒ
を場外発売） ●５月３０日～６月１
日（ＦⅡ、富山ＦⅠ全Ｒを併売）
開催案内・レース結果緯０１８０
（９９４）
２２３～５
qマークのある催しは
申し込み制です

富士見児童館

緯（525）9020

煙どろだんごづくり＝６月６日～８日午後
２時３０分から
煙qミニチュアいすづくり＝６月２０日午後
２時３
０分から、定員１
５人、有料
錦児童館

若葉児童館

緯（536）1400

煙プラ板工作＝６月６日午後２時３
０分から、
有料
幸児童館

緯（537）0358

緯（525）6684

煙せかいのことばであそぼう＝６月６日午
煙ネクタイカードをつくろう＝６月１３日・
後３時から
１４日午後２時３０分から、定員１５人（先着順）
煙スポーツ大会＝６月２９日午後３時３０分か
煙おたのしみシアター＝６月２
０日午後２時
ら、小学生以上
３０分から
羽衣児童館

緯（526）2336

煙おたのしみシアター＝６月２
７日午後２時
３０分から
高松児童館

s６月２０日㈬午後１時３０分～３時d柏
地域福祉サービスセンター〔柏町１害
１２都営柏町１１害１階〕l３０人程度（申
込順）q５月２５日から電話で柏地域福
祉サービスセンター緯（５３５）５５１０へ

■わかばの会（認知症の高齢者を
支える家族の会）
に参加を
認知症の家族を介護している方のた
めの会です。お話をしながら肩の荷を
降ろしたり、生の情報交換をしたりで
きる場です。毎月開催s６月１１日㈪午
後１時３０分～３時３０分（途中入退室可）
d若葉会館w立川市社会福祉協議会緯
（５３７）７１４７r（５３７）７１５７esakaewa
kaba@r
oom.
ocn.
ne.
j
p

■親族後見人向け講演会
テーマは「日々の後見活動で気をつ
けたいこと」
。基調講演後、後見人と

定 ･･･定員

緯（535）1557

煙卓球一点勝負＝５月３
０日午後３時から
煙てあとる上砂＝６月６日午後３時から

緯（528）2925

煙qみんなでクッキング「白玉パフェをつ
くろう」＝６月１３日午後３時から、定員
１５人、有料
煙マンガを描こう＝６月１８日午後２時３０分
から
煙火ばさみ隊＝６月２７日午後３時から

保 ･･･保育

上砂児童館

持 ･･･持ち物

西砂児童館

緯（531）0433

煙紙のブーメランづくり＝６月２
０日午後２
時から
煙バドミントンしよう＝６月２
７日午後２時
から

しての活動で悩んでいることや疑問点
を話し合い、法律家の助言を受けます
a親や兄弟などの後見人をしている方
s７月２８日㈯午後１時３０分～３時（午
後１時開場）d立川市総合福祉センタ
ー f八王子ひまわり法律事務所所属
弁護士・古川健太郎さんl６０人（申込
順）
q地域あんしんセンターたちかわ
緯（５２９）８３１９へ

■シルバー人材センター入会説
明会
前日までに申し込みの上ご参加くだ
さい。定員になり次第締め切ります。
a市内在住の５７歳以上の方s６月１３日、
７月１１日の水曜日、午後１時からdシ
ルバー人材センター柴崎本部〔柴崎町
１害１７害７〕q同センター緯（５２７）
２２０４
へ

申 ･･･申し込み

問 ･･･問い合わせ

