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P２～３ 消費者トラブル 困ったときは
１８８（いやや）
！に電話

困ったときは１８８！に電話
で

インターネット
トラブル
請求

怪しい投資話
身に覚えのない
電話de詐欺

いや や

消費者トラブル

多様化する情報化社会の中で、高齢者を狙った悪質商法や電話de詐欺等の被害、若者のイン
ターネットトラブルなど多くの消費者問題が起こっています。

今年度、町では千葉県消費者行政推進事業補助金を活用して町オリジナル消費者啓発グッズ

を作成し、警察・金融機関と連携した消費者啓発キャンペーンを行い、消費者被害防止に努め

ました。また、千葉県消費者センターの講師を招き、悪質商法に対する消費者自立支援講座を

行いました。

今後も町では、町民の皆さんが安心して暮らすことができるよう、関係機関と連携を図りな

がら消費者行政を推進していきます。

演技力で人をだます
劇場型詐欺が増加

悪質商法は様々な種類があり、
特に高齢者を狙ったものが多くあ
ります。息子などを装いお金を振
り込ませる電話ｄｅ 詐欺（オレオ
レ詐欺など）はよく知られていま
すが、最近は劇場型詐欺と呼ばれ
る手口が増加しています。
劇場型詐欺は、複数の悪質業者
が、実在する会社や弁護士、役所
の人間など様々な役割を演じて電
話をかけ、架空の契約話があるか
のように装い、お金をだまし取る
手口です。「必ず儲かる」「あな
たは特別に選ばれた」「誰もが欲
しがるもの」などの誘い文句で入
れ替わり立ち替わり電話をされ、
最初は不審に思った人もだんだん
と信用してしまいます。
こうした電話は、金融機関が閉
まる前の午後１時から２時頃にか
かってくることが多く、急いでお
金を振り込むよう指示されるため
パニックになり、振り込んでしま
うことがあります。
また、金融機関でお金を振り込
ませるだけでなく、悪質業者が自
宅にお金を取りに来る、地方から
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困ったときはすぐに相談を
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上京させ現金を手渡しさせる、宅
配便や小包で現金を送らせるなど
のケースも増 え て い ま す 。
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▲啓発グッズを配布し注意を呼びかける様子

気が治ります 」などの言 葉は、まず
疑うことが重要です。
誰もが被害にあう可能性があ
り、被害にあっても恥ずかしいこ
とではありません。少しでも不審
に思ったり、だまされたと思った
ときは、できるだけ早く、身近な
家族又はホームヘルパーやケアマ
ネージャー、民生委員など、周囲
の人に相談しましょう。それが難
しい場合は、相談機関もあります
ので活用してください。

問い合わせ
●消費者ホットライン
☎１８８（いやや！）
※最寄の相談窓口をご案内し
ます。
●千葉県消費者センター
☎０４７ー４３４ー０９９９
受付時間（祝日を除く）
月～金曜日 ９時～ 時 分
土曜日 ９時～ 時
●産業観光課商工観光班
☎６８ー２５１３
※内容に応じて専門の窓口を
ご案内します。
受付時間（土日祝日を除く）
８時 分～ 時 分
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消費者トラブルを防ぐため
啓発を行っています

年々手口が巧妙化する悪質商法
の被害者は、次のような特徴があ
ります。
①だまされたことに気づきにくい
悪質業者は優しい言葉で近寄っ
てきて、特に高齢者にとっては話
し相手になってくれます。そのた
め、親しくなった相手を慕ってお
金を渡したり、契約をしてしまう
ことがあります。
②被 害 に あ っ て も 誰 に も 相 談 し
ない
被害にあったと自覚していて
も、誰にも相談しない場合があり
ます。被害にあったことを恥ずか
しく思い、周囲に迷惑をかけたく
ない、だまされた自分が悪いと自
らを責めてしまいます。また場合
によっては、悪質業者から誰にも
言ってはいけないと口止めされる
こともあります。

悪質商法の被害にあわないため
には、だましの手口についての知
識を持ち、甘い言葉には絶対にの
ら な い こ と で す 。「 無 料 で 耐 震 診
断します」「必ず儲かる未公開株
を 買いませんか」
「これを 飲 むと病
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３月１日（水）には、千葉県消
費者センターから講師をお招き
し、主に高齢者を対象とした消費
者自立支援講座を役場で開催しま
した。参加した方は、悪質業者と
被害者の役になって詐欺電話のや
りとりを実演するなど、いざとい
うときに生かせる具体的な対策を
学びました。
また、現在役場で使用している
長３封筒にも注意喚起文と相談窓
口の電話番号を表示することで、
啓発を行っています。

▶ウエットティッシュとしおりタイプ
ルーペには、相談窓口の電話番号が
表示されています
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悪質商法の被害にあわないよう
注意を呼びかけるため、町ではい
すみ警察や町内の金融機関と連携
し、「悪質商法・電話ｄｅ 詐欺被
害ゼロ啓発キャンペーン」を実施
しました。キャンペーンは２月
日に町内金融機関で実施し、地方
消費者行政推進交付金を活用して
作成したしおりタイプルーペ、ウ
エットティッシュ、リーフレット
を約２００人に配布して、詐欺等
への注意喚起 を 行 い ま し た 。

Onjuku 2017.3

Onjuku 2017.3

日本とメキシコの交流の場を目指して

黒沼ユリ子さん（ヴァイオリン奏者）

駅前の通り沿いに昨年１０月１日にオープンし
たヴァイオリンの家は、御宿町在住のヴァイオリ
ニスト黒沼ユリ子さんが、日本とメキシコの友好
を深める場所としてつくられた家です。この家は
土・日・祝日の１１時から１６時まで公開され、
国内外を問わず黒沼さんのファンが訪れています。
黒沼さんは、「御宿町はメキシコと友好関係に
ありながら、町民の方々にはメキシコについてよ
く知られていないことが多々あると思います。
メキシコの音楽や文化などに触れていただき、こ
のヴァイオリンの家が皆さんの集いの場になれば
嬉しいです。ぜひお気軽に遊びにおいでくださ
い。」とお話されていました。

１９５６年桐朋学園高校音楽科在学中に日本
音楽コンクールで１位及び特賞を受賞。プラ
ハ留学を経て、メキシコを拠点に世界各地
で音楽活動を行うかたわら、弦楽器のための
「アカデミア ユリコ クロヌマ」を創設し
教育にも力を入れる。２０１４年に帰国し、
現在御宿町在住。

①建物の壁の色は印象的な青い色をしてお
り、これはメキシコの女流画家フリーダ・
カーロの博物館を模したものです。
②１階にはメキシコに関する本や写真集、
手作りの民芸品などがあり、自由に見るこ
とができます。スペイン語で書かれた本が
多くありますが、黒沼さんによる手書きの
解説が添えてあるので、誰でも楽しむこと
ができます。現在置いてある本は蔵書の
一部で、今後さらにメキシコから運び込
む予定とのことです。
③２階には、黒沼さんの夫である故渡部高
揚氏が蒐集されたヴァイオリンを弾く人形
が展示されています。人だけでなく、動物
や虫、植物、骸骨など、様々な人形が並ん
でいます。

①

しゅう しゅう

④３階は５１席のミニホールとなってお
り、コンサートをはじめ、黒沼さんによる
スペイン語講座、映画やオペラのＤＶＤ鑑
賞会、講演会など、様々なイベントが開催
されています。コンサート等の予定はヴァ
イオリンの家に掲示されています。

②

③

④
4

Onjuku 2017.3

ピックアップ防災 Vol.47
御宿町消防団員４名が消防庁長官永年勤続功労章などを受章
青葉の森公園芸術文化ホール（千葉市）で３月３日（金）に開催された「第６７回千葉県消防大
会」で、長年にわたる消防団員としての職務への精励、地域における消防防災意識の高揚と消防防災
活動への貢献が評価され、御宿町消防団本部員が表彰されました。

訓練部長 君塚 桂一郎

警戒部長 斎藤 博久

副団長 井上 峰男

指導部長 小川 雅豊

(公財)千葉県消防協会
功績章

千葉県知事
永年勤続功労章

消防庁長官
永年勤続功労章

(公財)日本消防協会
精績章

多言語版御宿町津波ハザードマップを作成
町では、いつ起こるかわからない津波災害に備
え、町内在住外国人の方や外国人観光客等に向けて
多言語版津波ハザードマップを作成しました。
平成２５年３月に作成した津波ハザードマップを
多言語化（英語・中国語・韓国語・スペイン語）し
たもので、浸水想定区域・避難所・避難場所等が確
認できます。
マップは公共施設などに置いてあるほか、町ホー
ムページでも見ることができます。

いすみ交通安全協会が千葉県知事表彰を受賞
いすみ交通安全協会は、昭和４７年に発足して以来、御宿町
やいすみ市で開催される各種行事等において会長を中心に交通
指導員が交通誘導に従事し、関係者の交通事故防止活動をする
ほか、交通安全運動等で啓発グッズを配布して啓発活動を行っ
ています。
そのような長年の活動が評価され、いすみ交通安全協会は平
成２８年度第５５回千葉県交通安全県民大会で知事表彰を受賞
されました。
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新たなスタートに向けて
町内小中学校卒業式
御宿中学校の卒業式が３月１０日（金）に行
われました。４９人の卒業生に向けて、関校長
先生から「努力（夢や希望に向かって努力す
る）」「責任（自分の責任を果たせる人にな
る）」「感謝（人にありがとうと言える心を持
つ）」の３つの言葉が贈られました。
布施小学校は１６日（木）、御宿小学校は１
７日（金）にそれぞれ卒業式が行われました。
▲晴れやかな表情で卒業証書を受取る生徒

第６６回県民体育大会ボート競技で
御宿町出身の高校生が優勝
千葉県体育協会主催の第６６回県民体育大会
が平成２８年８月から開催され、御宿町出身で
つぐみ
大原高校１年生の藤井亜美さんが、ボート競技
の少年少女シングルスカル（※）の部で優勝し
ました。
※シングルスカルとは、１人で小さいオールを
２本持って漕ぐ種目で、複数人で漕ぐことの多
いボート競技の中で唯一の個人種目です。
▲優勝した藤井さん

第４２回夷隅郡市一周駅伝大会（ロドリゴ駅伝）開催
第４２回夷隅郡市一周駅伝大会（ロドリ
ゴ駅伝）が２月１１日（土・祝）に行われ
ました。
前日は一時雪が降ったものの、大会当日
は天候に恵まれ、参加した４２チームが熱
戦を繰り広げました。
部門ごとの上位成績は、御宿中学校男子
チームと同女子チームが、それぞれ中学男
子の部と同女子の部で３位、御宿町陸上部
が一般の部で３位に入賞しました。
大会当日は多くのご声援をいただきあり
がとうございました。

▲力走を見せた御宿中学校男子アンカー
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おんじゅく釣りキンメ祭りを開催

▲港に行列ができました

御宿岩和田漁業協同組合などによる実行委
員会主催の、おんじゅく釣りキンメ祭りが３
月４日（土）に開催されました。
イベントの目玉として、県の「千葉ブラン
ド水産物」に認定された７００グラム以上の
キンメ鯛を、通常価格３，５００円のところ
特別に１，５００円で販売したコーナーは、
朝から行列ができるほどの人気でした。
その他にもキンメ汁の無料配布、青空市、
クルージング、和太鼓やソーラン節のステー
ジなど様々なイベントがあり、会場はたくさ
んの人で賑わいました。

布施小学校「あいさつで みんなつながろ トモダチ作戦」
あいさつ運動 優秀賞 受賞

▲賞状とのぼり旗を受け取る児童
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コミュニケーションの基本となる、学校
や地域の中での朝夕のあいさつ。
「小さな親切」運動では、あいさつを習
慣づけるサポート活動として「あいさつで
みんなつながろ トモダチ作戦」を実施
しており、今年度は全国約３００団体の活
動報告の中から、審査により大賞及び優秀
賞２団体が選出されました。
児童の発案による独自性にあふれた活動
であること、あいさつ運動の結果、校内だ
けでなく来校者や地域の方にもあいさつが
できるようになったことなどが評価され、
布施小学校が優秀賞に選出されました。
２月９日に表彰式が行われ、賞状のほか
副賞として、「あいさつ運動 優秀賞 布
施小学校」と名前が入った大漁のぼり旗が
贈られました。
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平成２９年度各種がん検診の実施について
町では、以下のとおり各種がん検診を実施しています。
前年度に町で検診を受診した方及び検診状況調査で町での受診を希望された方には、事前に問診票
を送付しますので、日程をご確認のうえ受診してください。
なお、上記以外で対象年齢に該当し、町の検診を受診する方は、事前に保健福祉課までお申込みく
ださい。
検診の種類

対象年齢

自己負担金

胃がん検診

40歳以上

1,000円

前立腺がん検診

50歳以上

500円

乳がん検診

30歳以上

1,000円

子宮がん検診

20歳以上

1,000円

実施予定時期と内容

4月実施予定
造影剤（バリウム）使用によるレントゲン撮影
5月、7月特定健康診査と同時実施予定
採血による検査
6月実施予定
〔30歳代〕･･･超音波検査
〔40～50歳代〕･･･マンモグラフィ（レントゲン）
検査と超音波検査の交互検診
＊平成29年度は、40歳代の方がマンモグラフィ
検査、50歳代の方は超音波検査です。
〔60歳以上〕･･･マンモグラフィ検査
8月実施予定
子宮内の細胞を採取し検査

無 料
10月実施予定
胸部（結核・肺がん）
40歳以上 （喀痰検査のみ
胸部レントゲン撮影
検診
1,000円）

大腸がん検診

40歳以上

500円

10月実施予定
2日間便を採取し検査

※対象年齢は、平成29年12月31日を基準としています。
※前立腺がん検診の対象年齢のみ、平成29年4月1日を基準とし
ています。
○現在医療機関で、各検診の検査対象部位の疾患で治療中または
経過観察中の方は、医療機関での受診をお勧めします。
○詳しい日程については、各家庭に配布する「保健事業予定表」
をご参照ください。

検診で、「要精密検査」
の結果がでた方は、
放置せず、
必ず医療機関
を受診しま
しょう！

★特定健康診査は、医療保険者ごとに実施方法が異なります。
御宿町国民健康保険もしくは後期高齢者医療制度に加入している方は、５月と７月に保
健センターで実施する予定です。詳しくは、４月中にお知らせ版でお知らせします。
問い合わせ

保健福祉課保健事業斑

☎６８－６７１７
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健康

ワンポイント

「生活習慣病予防について」

生活習慣病とは、食べ過ぎや運動不足、喫煙など日々の不健康な生活習慣の積み重ねによって引き
起こされる病気です。自覚症状がなく、相当の年数を経て病気が進行してから症状が現われるのが特
徴です。

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）とは？
①内臓脂肪型肥満に加え、②脂質異常、③高血圧、④高血糖の危険因子を２つ以上あわせ持った状
態をいいます。これらひとつずつの症状が軽度でも、複数重なることで動脈硬化を急激に悪化させ、
心筋梗塞や脳梗塞などの危険性が高まるといわれています。

①内臓脂肪蓄積：
腹囲（おへその高さ）
男性85cm以上
女性90cm以上

＋

②脂質：中性脂肪値 150mg/dl以上
または・かつHDLコレステロール値 40mg/dl未満
③血圧：収縮期血圧 130mmHg以上
または・かつ拡張期血圧 85mmHg以上
④血糖：空腹時血糖値 110mg/dl以上
またはHbA1c 6.0％以上

生活習慣を見直し、メタボリックシンドロームを予防・解消！
①食生活
・1日3食、規則正しく食べる。
・主食、主菜、副菜をそろえ、栄養バラン
スのとれた食事をとる。
・ゆっくりよく噛んで、腹八分目にする。
・脂質の多い肉や油っこい物、塩分、甘い
ものは取り過ぎないようにする。
・寝る前３時間は飲食しない。

②運動習慣
・すきま時間を利用して、今より＋10分多
く体を動かす。
・移動のときは、徒歩や自転車を利用す
る。
・ウォーキングや水中運動など自分に合っ
た運動を定期的に。

③その他の生活習慣
・禁煙は医療の力を借りて実行する。
・お酒は適量を守る。
1日にこれらのいずれか１つまでが適量
（※女性や高齢者の適量はこの半分です）
日本酒

1合（180ml）

ビール

中ビン1本（500ml）

焼酎

ぐい呑み2杯弱（100ml）

ウィスキー

ダブル1杯（60ml）

ワイン

グラス2杯（240ml）

・十分な睡眠で、心も体も休める。
・趣味の時間やリラックスタイムをもうけ、
ストレス解消を。

年に一度は必ず健診を受け、生活習慣を見直す材料にしよう
国民健康保険もしくは後期高齢者医療制度に加入している方
は、5月と7月に保健センターで実施する予定です。
それ以外の医療保険にご加入の方は、加入している医療保険者
にお問い合わせください。
この機会にご自身の健康状態をチェックしてみましょう！
問い合わせ
9

保健福祉課保健事業班
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平成２９年第１回夷隅郡市広域市町村圏事務組合
議会定例会議決結果をお知らせします
議案番号

件

（平成29年２月21日開会）

名

採決結果

夷隅郡市広域市町村圏事務組合組織条例の一部を改正する条例の制定について
議案
第１号

議案
第２号

平成28年度をもって外房線複線化に対する東日本旅客鉄道株式会社からの貸付金返還及び地
方債の償還が完了することなどから、本条例に規定する事務分掌から「外房線複線化に対する
事業費の貸付等に関すること。」を削除しました。

可決

夷隅郡市広域市町村圏事務組合外房線複線化事業特別会計設置条例の廃止について
夷隅郡市広域市町村圏事務組合組織条例の一部改正により本組合外房線複線化事業特別会計
設置条例を廃止しました。

可決

職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案
第３号

地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働
者の福祉に関する法律の一部改正に伴い所要の改正を行うため、本条例の一部を改正しまし
た。

可決

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案
第４号
議案
第５号
議案
第６号
議案
第７号
議案
第８号

地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労
働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い所要の改正を行うため、本条例の一部を改正しま
した。

可決

一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告に基づく給料表、勤勉手当及び扶養手当の改正を行うた
め、本条例の一部を改正しました。

可決

平成２８年度夷隅郡市広域市町村圏事務組合一般会計補正予算（第２号）について
歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ6,814千円減額し、予算総額を2,086,483千円にしま
した。
平成２９年度夷隅郡市広域市町村圏事務組合一般会計予算について

可決
可決

歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ2,012,818千円と定めました。
指定管理者の指定について
平成29年4月1日から夷隅郡市福祉作業所の指定管理者として、社会福祉法人土穂会を指定しまし
た。

問い合わせ

夷隅郡市広域市町村圏事務組合

可決

☎８６−６６００

29

10

29

29 29

6

28

29

29

38

29

13

28

22

まちのうごき

●人口
７，
６７１ （▲ ）
男３，
６４０ 女４，
０３１
世帯数３，
６７４
（平成 年２月 日現在）
●慶弔
出生１
死亡
（平成 年２月届出）
●御宿分署の出動状況
火災発生件数 ０
救 急 件 数
（平成 年２月中）
●交通事故発生件数
発生件数 ４
死者数
０
負傷者数 ５
（平成 年１月１日～
平成 年２月 日）
●ダムの貯水状況
貯水量３８０，
０００㎥
貯水率６５．６％
（平成 年３月 日現在）
●町浄水場の水質検査
平成 年２月 日採水の
結果
放射性セシウム「不検出」
●エビアミー号利用状況
乗車人数 延べ３５３人
（平成 年２月中）

29

家族葬

家族の絆を大切に
あたたかく、
静かなお別れを…
費用をおさえた
心のこもったお式

『エンディングノート』差上げています

これからの人生を、より充実させるために
家族に感謝し、自分の思いを伝えるために
葬 祭
全 般

㈲藤ライフサービス

★御宿町活力あるふるさとづくり寄附金 平成２８年４月～平成２９年２月末日現在 寄附件数４,７７４件
10
寄附総額８,５２９万６千円 記念品の提供については、企画財政課（６８－２５１２）へお問い合わせください。
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タウンカレンダー

やまわら

佐藤きよみ

廃校の屋根にひびきし春の雷

飼ひ猫と野良猫睦む日向ぼこ

越川

佐野志保子

安岡

悟

とも
たんか
はる
らい

●狂犬病予防集合注射

ふ

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

あお

●サンデーオープン 9:00～12:00
●町民清掃・海岸清掃

たずさ

16 日

8:00～10:00

くむね

●狂犬病予防集合注射

久生

公民館

じゅけんせい

8:00～10:00

はがた

●胃がん検診

ふか

●狂犬病予防集合注射

いさ

潔ぎよき友の啖呵や春の雷

大曽根利枝

駅を出て斑雪よけ皆帰る

武夫

公民館

し

8:00～10:00

だ

●胃がん検診

わ こ

岩和田仲宿集会所

こ

保健

8:00～10:00

に

13:30～15:00

●胃がん検診

みかん

未完の句胸に携へ青き踏む

井上

菊池

俊康

●乳児相談

えんぴつ

鉛筆に深き歯形や受験生

春雷や大音響のエネルギー

岡本

御宿台集会所

しゅんらい

春 雷 や逃げ込む吾子を抱き締める 本吉美絵子

古稀はいざ歩くを励め春の雲

8:00～10:00

●胃がん検診

公民館
か

はいこう

えき

き

ねこ

で

た

や

ひなた

はる

みなかえ

はる
くも

らい

ま る た やまわら

はげ

の ら ね こ むつ

ね

はだれゆき

ある

えきしゃ

しゅんらい だいおんきょう

こ

お

●消防団統一訓練

信子

保健：保健センター 公民：公民館
B&G：B&G海洋センター 御児：御宿児童館
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越川のり子

●胃がん検診

てんきょふだ

上布施コミュニティ消防
センター

もんぴ

8:00～10:00

なばな さ

●胃がん検診

15 土
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日

菜花咲き門扉にかかる転居札

14 金

鶴岡とく路

13 木

しろ

12 水

降り立ちし駅舎は丸太山笑ふ

●御宿小学校入学式
●布施小学校入学式

あたま

11 火

愛

●御宿中学校入学式

本吉

●おんじゅく認定こども園入園式

8 土
9 日
10 月

しゅんらい

今月の兼題【山笑ふ・春雷】

つま

7 金

俳句愛好会【おんじゅく俳壇】
はる

土
日
月
火
水
木

春めきて夫の頭の白きもの

1
2
3
4
5
6

4月

工学院大学建築学部まちづくり学科下田研
究室の発表会が、２月１２日（日）に行われま
した。
下田研究室３年次ゼミでは、御宿町を魅力的
なビーチタウンとして再生するための調査研究
を行っており、今年で５年目を迎えます。平成
▲公民館での発表会の様子

２４年度は海岸一等地に立地する町営住宅のリ
ノベーション、２５年度は御宿駅西口の整備計
画、２６年度は御宿町の街並み景観の向上、
２７年度は海岸線の遊歩道の整備と月の沙漠記
念館のリノベーション、そして今年度は御宿中
央海岸パビリオン及びウォーターパーク基本構
想が提案されました。
住民の方たちと活発な意見交換が行われ、町
と学生双方にとって有意義な発表会となりま
した。

▲ビーチフロントの模型

地域と大学生によるまちづくり
町商工会青年部主催、千葉工業大学学生のサ
ポートのもと、町内の子どもを対象としたものづ
くり体験教室「御宿こども工務店」が昨年１０月
に開催されました。そこで作成したマルチブロッ
クと呼ばれる木製のブロックを使い、３月２日
（木）に町公民館にベンチを設置しました。
設置に至るまでは、マルチブロックの配置や塗
装など、安全性や耐久性について検討を重ね、よ
うやく完成となりました。設置作業は町商工会青
年部と学生が協力して行い、座るだけでなく、高

▲ベンチ設置作業の様子

いところはテーブルとしても使える３段のベンチ
が完成しました。
マルチブロックの裏には作成した子どもたちや
学生の名前が書かれています。ベンチを設置した
翌日には、子どもたちが嬉しそうに自分の名前を
探し、「僕たちが作りました」と誇らしげに話し
てくれました。
平成29年3月24日
（金）／発行責任者：御宿町長 石田

▲公民館にお立ち寄りの際は使ってみてください
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