
日

1(日)

2(月)

3(火) 9:00 ～ 14:30

4(水)

5(木)

6(金)

7(土)

13:30 ～ 16:00

9(月) 14:40 ～ 16:00

10(火) 11:00 ～ 11:45

11:00 ～ 12:00

20:00 ～ 21:00

12(木) 10:30 ～ 11:30

14(土) 9:00 ～ 11:30

8:00 ～ 11:30

8:15 ～

8:30 ～ 12:00

13:00 ～ 16:00

16:00 ～

16(月)

11:00 ～ 11:45

13:00 ～ 14:00

18(水)

19(木)

20(金) 10:30 ～ 11:30

21(土) 9:00 ～ 17:00

22(日)

23(月)

24(火) 13:00 ～ 16:00

9:30 ～ 16:00

14:00 ～ 16:00

20:00 ～ 21:00

10:00 ～ 13:00

10:30 ～ 11:30

10:30 ～ 11:30

19:00 ～ 21:00

27(金) 13:00 ～ 15:00

9:00 ～ 11:30

10:30 ～ 12:00

13:30 ～ 15:30

29(日)

30(月)

17(火)

11(水)

※要予約

下部集落公民館 ℡0556-36-1450

　　　　　　　　　（公民館主事 笠井）

年金相談会

第１３回みのぶ健康マラソン 富士川クラフトパーク

第20回ブック・フェスタ

　（身延町立図書館まつり）

勤労感謝の日

10:00 ～ 16:00 身延町立図書館 ℡0556-62-2141

第３回ツール・ド・富士川 道の駅富士川

富士川流域の３町（市川三郷町・富士川町・身延町）約100㎞を走るロン

グライドイベントです。

政策室 ℡0556-42-4801

15(日)

25(水)

粗大ごみ収集

26(木)

生涯学習課 ℡0556-20-3017

町民課町民担当 ℡0556-42-4804南部町森林組合 竜王年金事務所の職員による年金相談会です。

下部温泉会館

心と体を癒すヨガ教室。対象：どなたでも　持ち物：運動のできる服装、大

きめのタオルかヨガマット、水分補給用の飲料水　参加料 300円/回

第６回身延町総合文化祭

　「文化文芸作品展示会」（～２９日）

ヨガ教室（下部集落公民館事業）

「ママカフェ」

結婚相談日

心と体を癒すヨガ教室。対象：どなたでも　持ち物：運動のできる服装、大

きめのタオルかヨガマット、水分補給用の飲料水　参加料 300円/回

行政相談日

幼児体操教室（後期）

ヨガ教室（下部集落公民館事業）

13:00 ～ 15:00

毎月第３日曜日に開催しています。

発明クラブ

なかとみ現代工芸美術館

かいてらす（山梨県地場産業センター）

楽しいリズム遊びと絵本の読み聞かせやミニ工作など

対象：乳幼児とその保護者　参加費：無料　お気軽にご参加ください。

身延町総合文化会館ホール ※入場無料　要整理券

詳細は裏面参照

みのぶジュニアコーラスコンサート

集まれ！０・１・２

≪中先生の歌のおはなし会≫

身延町総合文化会館２階 和室

（受付時間）

「お弁当の日」 身延児童館

13(金)

身延町文化協会合唱部「合唱発表交流

会」

身延町総合文化会館

身延町文化協会に所属する３つの合唱部と、シレノス混声合唱団（甲府市）

による合唱発表です。総勢100名を超える合同合唱は必見。

生涯学習課 ℡0556-20-3017

　　　（身延町文化協会事務局）

国の行政機関等の業務に関する意見や要望をお聞きします。

8(日)

平成27年度政治大学講座

　（山梨県選挙管理委員会主催事業）

講師に川上和久氏（明治学院大学法学部教授、東京都明るい選挙推進協議会

委員）を迎え、「18歳選挙権とこれからの啓発」と題して政治大学講座が

開催されます。■定員100名(先着順)　■申込期限11月6日(金)まで

下部小中学校PTA資源回収

7:30 ～

下部地区 集荷物・集荷場所については、回覧をご覧になるか学校に問い合わせてくだ

さい。

延期の場合のみ防災無線で放送します。延期の場合は１５日（日）です。

下部小学校 ℡0556-36-0350

久那土小学校PTA資源回収 久那土・古関地区

親子でスキンシップをとりながら、体を動かす楽しさを体験しましょう♪

対象：町内居住未就園児（３歳以下）とその保護者　参加料：無料

下部温泉会館

申込先　山梨県選挙管理委員会

　　　　　　℡055-223-1829

行 事 時 間 会 場 該 当 者 ・ 該 当 地 区 ・ 内 容 等

文化の日 第４回みのぶまつり 詳細は裏面参照身延町総合文化会館

詳細は裏面参照身延山七面山修行走

連 絡 先

総務課 ℡0556-42-4800

身延町総合文化会館２階 和室 身延町立図書館 ℡0556-62-2141

小学生から中学生(小3までは保護者同伴)を対象とした、毎月第2・第4土曜

日に、科学工作・木工工作を行う教室です。年会費1000円

絵本の読み聞かせ・てあそび・わらべうた・ミニ工作など

対象：乳幼児とその保護者　参加費：無料　お気軽にご参加ください。

集まれ！０・１・２

≪ちいさなちいさなおはなし会≫

弁護士による無料相談 身延福祉センター

身延町内の方であればどなたでもご利用できます。

※要予約　予約受付：11月11日（水）～11月20日（金）

身延児童館 ℡0556-62-3880

消費生活相談日 暮らしの中の消費生活に関する苦情や相談をお受けします。 観光課 ℡0556-62-1116

身延児童館 ℡0556-62-3880

身延山大学の学生さんによるイベントです。親子でいっしょに遊びましょ

う。　対象：未就学児と保護者

身延児童館

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

身延山・七面山修行走実行委員会

　　　　　　℡0556-62-0504

身延山・七面山

心配ごと相談日 どなたでも、どんな内容でも、どの会場でも相談をお受けします。

下部保健福祉センター・中富すこやか

センター・身延福祉センター

身延児童館

ママ同士お茶を飲みながら、お子さんや育児のことについて話しましょう。

対象：未就園児の保護者　　　持ち物：お子さんの飲み物

生涯学習課 ℡0556-20-3017

（身延町総合文化祭実行委員会）

男性料理教室（5回目）

下部集落公民館 ℡0556-36-1450

　　　　　　　　　（公民館主事 笠井）

幼児体操教室（後期）

生涯学習課生涯スポーツ担当

　　　　　　℡0556-20-3017

生涯学習課生涯スポーツ担当

　　　　　　　℡0556-20-3017

身延支所

総合文化会館担当 ℡0556-62-2110

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

館内でお話をしながら、楽しくお弁当を食べましょう。

対象：未就園児と保護者　　持ち物：親子のお弁当と飲み物

身延児童館　℡0556-62-3880

久那土小学校 ℡0556-37-0220

保育園・小中学校をはじめ各種団体等、多くの文化文芸作品を展示します。

初日にオープニングセレモニーとお茶の会を開催。

町内１０ヶ所 身延町民が対象です。（詳細は各戸に配布します） 環境下水道課 ℡0556-42-4814

心配ごと相談日

身延町立図書館全館

講演会・ワークショップ・人形劇・ブックリサイクル・雑誌の放出・遊休品

バザー・わたしのおすすめこの１冊展　など。

読書の秋、ぜひご家族でお出かけください。

身延支所3階

下部保健福祉センター

中富すこやかセンター

身延福祉センター

身延児童館

身延保健センター２階

福祉保健課 ℡0556-20-4611

「壁面を作ろう」（～27日） 身延児童館

親子で製作して、児童館の壁面を飾りましょう。

対象：未就園児と保護者

身延児童館 ℡0556-62-3880

発明クラブ 身延支所3階

小学生から中学生(小3までは保護者同伴)を対象とした、毎月第2・第4土曜

日に、科学工作・木工工作を行う教室です。年会費1000円

生涯学習課 ℡0556-20-3017

政策室 ℡0556-42-4801

当日開催時間のみ受付

　　　　　　℡0556-62-1395

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773中富すこやかセンター

どなたでも、どんな内容でも、どの会場でも相談をお受けします。 社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

乳児健診 中富すこやかセンター 対象児：平成26年10月・平成27年1・4・7月生まれ

28(土)

子ども・若者育成支援身延町推進大会 身延町総合文化会館大ホール

◇表彰 「家庭の日」作品他受賞者

◇意見発表 中学生交通・防犯弁論大会受賞者

◇講演 (講師)山梨県埋蔵文化財センター　史跡資料活用課長　今福 利恵 氏

生涯学習課 ℡0556-20-3017

中富すこやかセンター

親子でスキンシップをとりながら、体を動かす楽しさを体験しましょう♪

対象：町内居住未就園児（３歳以下）とその保護者　参加料：無料

生涯学習課生涯スポーツ担当

　　　　　　　℡0556-20-3017

図書館古文書講座① 身延町総合文化会館２階 会議室

証文などを読み解きます。対象：初心者　参加費：無料

1回のみの参加も出来ます.。お気軽にご参加ください。

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

「お兄ちゃん、お姉ちゃんと遊ぼう！」

■国⺠健康保険税 ５期(１１月３０日) ■学校給食費 11月(１１月３０日) ■保 育 料 11月(１１月３０日)
■介護保険料 ７期( 〃 ) ■町営住宅使⽤料 11月(      〃 ) ■簡易⽔道使⽤料 11月(１１月２６日)
■後期⾼齢者保険料 ５期( 〃 ) ■奥の湯温泉使⽤料 11月(        〃 ) ■下⽔道使⽤料 11月(       〃 )

母子健康手帳母子健康手帳母子健康手帳母子健康手帳 は中富すこやかセンターで交付していますは中富すこやかセンターで交付していますは中富すこやかセンターで交付していますは中富すこやかセンターで交付しています。。。。 来所前に必ずお電話をください。来所前に必ずお電話をください。来所前に必ずお電話をください。来所前に必ずお電話をください。 【【【【連絡先連絡先連絡先連絡先】】】】福祉保健課保健師福祉保健課保健師福祉保健課保健師福祉保健課保健師 ℡℡℡℡0556055605560556----20202020----4611461146114611

詳しくは、広報「みのぶ」 １０月号 ２０ページ をご覧ください。
【問い合わせ先】政策室 広聴広報担当 ℡0556-42-4801

★★★★ 笑顔の写真を募集しています笑顔の写真を募集しています笑顔の写真を募集しています笑顔の写真を募集しています ★★★★
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3

1

氏 名№ ふ り が な 住 所 電 話 番 号 性別 学校名・学年・年齢 参加種目

多くの皆さまのご来場をお待ちしています！多くの皆さまのご来場をお待ちしています！多くの皆さまのご来場をお待ちしています！多くの皆さまのご来場をお待ちしています！

芝生広場・・芝生広場・・芝生広場・・芝生広場・・ 町内の商店や農業生産法人等の出店をはじめ、姉妹

都市の鴨川市や静岡市商工会議所からも出店予定。

ステージで身延どんぶり街道フェアや人気のサクライ

ザーショー等の催し物を行います。

身延町のど自慢大会には、10人の町民が出場し、自

慢の歌声を披露します。

総合文化会館・・総合文化会館・・総合文化会館・・総合文化会館・・ 虫歯のない子や地域福祉活動功労者等の表彰式、

２階ではミニ四駆大会を開催します。

【問い合わせ先】 政策室 企画政策担当 ℡ 0556-42-4801

【【【【日日日日 時時時時】】】】 11111111月月月月3333日（火・祝）午前日（火・祝）午前日（火・祝）午前日（火・祝）午前9999時～午後時～午後時～午後時～午後2222時時時時30303030分分分分

【【【【会会会会 場場場場】】】】 身延町総合文化会館身延町総合文化会館身延町総合文化会館身延町総合文化会館 ・・・・ 芝生広場芝生広場芝生広場芝生広場

【【【【開催日開催日開催日開催日】】】】 11111111月月月月29292929日日日日（日）（日）（日）（日） 【【【【場場場場 所所所所】】】】 身延山地内、七面山身延山地内、七面山身延山地内、七面山身延山地内、七面山

【コース】 ①七面昇龍ロングコース(36km) 7:40 スタート

②思親報恩ショートコース(13km) 9:15 スタート

☆アドバイザー 石川弘樹氏（TRAIL WORKS代表）

★多くの皆さまのご声援をお願いします。

本イベントに関する問い合わせは・・

身延山・七面山 修行走実行委員会 事務局 ℡0556-62-0504

【【【【 申込期限申込期限申込期限申込期限 】】】】１１月９日（月）＜期日厳守＞１１月９日（月）＜期日厳守＞１１月９日（月）＜期日厳守＞１１月９日（月）＜期日厳守＞

【【【【 申込方法申込方法申込方法申込方法 】①】①】①】①一般・ファミリーの部の参加者は申込書に記入の上、郵送又はＦＡＸにて申込みをしてください。一般・ファミリーの部の参加者は申込書に記入の上、郵送又はＦＡＸにて申込みをしてください。一般・ファミリーの部の参加者は申込書に記入の上、郵送又はＦＡＸにて申込みをしてください。一般・ファミリーの部の参加者は申込書に記入の上、郵送又はＦＡＸにて申込みをしてください。

※※※※申込書が必要な場合は、生涯学習課までお問い合わせください。申込書が必要な場合は、生涯学習課までお問い合わせください。申込書が必要な場合は、生涯学習課までお問い合わせください。申込書が必要な場合は、生涯学習課までお問い合わせください。※TEL※TEL※TEL※TEL０５５６－２０－３０１７０５５６－２０－３０１７０５５６－２０－３０１７０５５６－２０－３０１７

②小・中学校、高校、スポーツ少年団については、各学校・各団で参加者を取りまとめ、一括して申込みをしてください。②小・中学校、高校、スポーツ少年団については、各学校・各団で参加者を取りまとめ、一括して申込みをしてください。②小・中学校、高校、スポーツ少年団については、各学校・各団で参加者を取りまとめ、一括して申込みをしてください。②小・中学校、高校、スポーツ少年団については、各学校・各団で参加者を取りまとめ、一括して申込みをしてください。

【【【【 提提提提 出出出出 先先先先 】①】①】①】①直接：生涯学習課（常葉１０２５）、中富総合会館（切石３６０）、身延支所（梅平２４８３－３６）直接：生涯学習課（常葉１０２５）、中富総合会館（切石３６０）、身延支所（梅平２４８３－３６）直接：生涯学習課（常葉１０２５）、中富総合会館（切石３６０）、身延支所（梅平２４８３－３６）直接：生涯学習課（常葉１０２５）、中富総合会館（切石３６０）、身延支所（梅平２４８３－３６）

②郵送又は②郵送又は②郵送又は②郵送又はFAXFAXFAXFAX：〒４０９－２２９２：〒４０９－２２９２：〒４０９－２２９２：〒４０９－２２９２ 身延町常葉１０２５番地身延町常葉１０２５番地身延町常葉１０２５番地身延町常葉１０２５番地 身延町教育委員会生涯学習課身延町教育委員会生涯学習課身延町教育委員会生涯学習課身延町教育委員会生涯学習課

ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ ０５５６－３６－００８８０５５６－３６－００８８０５５６－３６－００８８０５５６－３６－００８８ ※FAX※FAX※FAX※FAXの場合、事前に送信連絡をお願いします。の場合、事前に送信連絡をお願いします。の場合、事前に送信連絡をお願いします。の場合、事前に送信連絡をお願いします。

【【【【 注注注注 意意意意 】】】】電話での申し込み及び期日を過ぎての申込みは受け付けられませんので、ご注意ください。電話での申し込み及び期日を過ぎての申込みは受け付けられませんので、ご注意ください。電話での申し込み及び期日を過ぎての申込みは受け付けられませんので、ご注意ください。電話での申し込み及び期日を過ぎての申込みは受け付けられませんので、ご注意ください。

【【【【 期期期期 日日日日 】】】】１１月１５日（日）＜小雨決行１１月１５日（日）＜小雨決行１１月１５日（日）＜小雨決行１１月１５日（日）＜小雨決行>>>>（荒天のときは中止）（荒天のときは中止）（荒天のときは中止）（荒天のときは中止）

【【【【 会会会会 場場場場 】】】】富士川クラフトパーク富士川クラフトパーク富士川クラフトパーク富士川クラフトパーク

【【【【 日日日日 程程程程 】】】】受受受受 付付付付 ８時３０分～８時５０分８時３０分～８時５０分８時３０分～８時５０分８時３０分～８時５０分

開開開開 会会会会 式式式式 ９時００分～９時２０分９時００分～９時２０分９時００分～９時２０分９時００分～９時２０分

スタートスタートスタートスタート ９時３０分～（小学生・ファミリーの部）９時３０分～（小学生・ファミリーの部）９時３０分～（小学生・ファミリーの部）９時３０分～（小学生・ファミリーの部）

１０時１０分～（中学生・高校生・一般の部）１０時１０分～（中学生・高校生・一般の部）１０時１０分～（中学生・高校生・一般の部）１０時１０分～（中学生・高校生・一般の部）

佐野夢加氏の陸上教室佐野夢加氏の陸上教室佐野夢加氏の陸上教室佐野夢加氏の陸上教室

１０時４０分～１１時３０分１０時４０分～１１時３０分１０時４０分～１１時３０分１０時４０分～１１時３０分

【【【【 コースコースコースコース 】】】】クラフトパーク内特設コース３ｋｍ（全種目共通：１．５ｋｍクラフトパーク内特設コース３ｋｍ（全種目共通：１．５ｋｍクラフトパーク内特設コース３ｋｍ（全種目共通：１．５ｋｍクラフトパーク内特設コース３ｋｍ（全種目共通：１．５ｋｍ××××２周）２周）２周）２周）

【【【【 種種種種 目目目目 】○】○】○】○ファミリーの部（小学生以下親子等ペア）ファミリーの部（小学生以下親子等ペア）ファミリーの部（小学生以下親子等ペア）ファミリーの部（小学生以下親子等ペア）

○小学生の部（男・女）○中学生の部（男・女）○小学生の部（男・女）○中学生の部（男・女）○小学生の部（男・女）○中学生の部（男・女）○小学生の部（男・女）○中学生の部（男・女）

○高校生の部（男・女）○一般の部○高校生の部（男・女）○一般の部○高校生の部（男・女）○一般の部○高校生の部（男・女）○一般の部 （男・女）（男・女）（男・女）（男・女）

【【【【参加資格参加資格参加資格参加資格】】】】①身延町民の方②身延町内の学校及びスポーツ少年団・クラブに在籍している方①身延町民の方②身延町内の学校及びスポーツ少年団・クラブに在籍している方①身延町民の方②身延町内の学校及びスポーツ少年団・クラブに在籍している方①身延町民の方②身延町内の学校及びスポーツ少年団・クラブに在籍している方

③身延町内の事業所に勤務している方④町外者（③身延町内の事業所に勤務している方④町外者（③身延町内の事業所に勤務している方④町外者（③身延町内の事業所に勤務している方④町外者（OPOPOPOP参加）参加）参加）参加）

共通：心身共に健康な方で大会のルール・マナーを遵守できる方共通：心身共に健康な方で大会のルール・マナーを遵守できる方共通：心身共に健康な方で大会のルール・マナーを遵守できる方共通：心身共に健康な方で大会のルール・マナーを遵守できる方

【【【【 表表表表 彰彰彰彰 】】】】各部門１位～３位に表彰状・メダル、４位～８位に表彰状のみ授与する各部門１位～３位に表彰状・メダル、４位～８位に表彰状のみ授与する各部門１位～３位に表彰状・メダル、４位～８位に表彰状のみ授与する各部門１位～３位に表彰状・メダル、４位～８位に表彰状のみ授与する

※※※※完走者には完走証を発行する完走者には完走証を発行する完走者には完走証を発行する完走者には完走証を発行する

【【【【 その他その他その他その他 】】】】○ナンバーカード（ゼッケン）は主催者で用意する。受付時に配布し終了後返却する。○ナンバーカード（ゼッケン）は主催者で用意する。受付時に配布し終了後返却する。○ナンバーカード（ゼッケン）は主催者で用意する。受付時に配布し終了後返却する。○ナンバーカード（ゼッケン）は主催者で用意する。受付時に配布し終了後返却する。

○中止の連絡は防災無線で午前７時３０分に放送する。○中止の連絡は防災無線で午前７時３０分に放送する。○中止の連絡は防災無線で午前７時３０分に放送する。○中止の連絡は防災無線で午前７時３０分に放送する。

○事前に健康診断を受け体調には十分注意し、変調を感じた時はただちに○事前に健康診断を受け体調には十分注意し、変調を感じた時はただちに○事前に健康診断を受け体調には十分注意し、変調を感じた時はただちに○事前に健康診断を受け体調には十分注意し、変調を感じた時はただちに 競技を中止すること。競技を中止すること。競技を中止すること。競技を中止すること。

○主催者は傷害、紛失、その他の事故等については、応急処置を除き一切の責任を負いませんの○主催者は傷害、紛失、その他の事故等については、応急処置を除き一切の責任を負いませんの○主催者は傷害、紛失、その他の事故等については、応急処置を除き一切の責任を負いませんの○主催者は傷害、紛失、その他の事故等については、応急処置を除き一切の責任を負いませんの

で、各自の責任において対応してください。で、各自の責任において対応してください。で、各自の責任において対応してください。で、各自の責任において対応してください。

主 催：みのぶ健康マラソン実行委員会

共 催：身延町・身延町教育委員会

身延町体育協会

協 力：身延町スポーツ推進委員会

身延町体育協会陸上部

富士川･切り絵の森

南部交通安全協会身延地区各支部

身延高校陸上競技部

協 賛：身延ロータリークラブ

今回はロンドンオリンピックに出場した佐野夢加さんを大会ゲス

トとして招き「陸上教室」も実施します！

正しい走り方の技術指導や、体を動かすことの大切さや楽しさを

学ぶことができます♪

ぜひこの機会に世界大会を経験した佐野夢加さんと交流しながら

心身ともに充実した時間を過ごしましょう☆

ロンドンオリンピック女子４ロンドンオリンピック女子４ロンドンオリンピック女子４ロンドンオリンピック女子４××××１００１００１００１００mmmmリレー出場リレー出場リレー出場リレー出場

きっと、本が好きになる２日間。

とき：１１月２２日(日)・２３日(月)／ところ：身延町立図書館

２日間やっています

〒〒〒〒409409409409----2523252325232523 身延町波木井身延町波木井身延町波木井身延町波木井407 407 407 407 ℡℡℡℡0556055605560556－－－－62626262－－－－2141214121412141

ブックフェスタ開催に向けて大募集！【わたしのおすすめ・この１冊】

【【【【わたしのおすすめ・この１冊わたしのおすすめ・この１冊わたしのおすすめ・この１冊わたしのおすすめ・この１冊】】】】を募集します。子どもの頃に読んで忘れられない本、人生を変えた

本、最近読んで心に残った本など、皆さんの“この１冊”を、ぜひ、紹介してください。応募してい

ただいたメッセージはブック・フェスタの時に本と一緒に展示いたします。【応募方法】指定の用紙

に必要事項を記入して応募箱（町立図書館・中富図書室・下部図書室に設置）に投函してください。

● 募募募募 集集集集 締締締締 切切切切 １１月８日（日）１１月８日（日）１１月８日（日）１１月８日（日） ●●●● たくさんの方のご応募をお待ちしています。

ブックバザーと雑誌の放出

わたしのおすすめ・この１冊 展
お申込み・お問いお申込み・お問いお申込み・お問いお申込み・お問い

合わせはこちら！合わせはこちら！合わせはこちら！合わせはこちら！

詳しくは広報・チラシ

を見てください

●朗読ボランティア千の風による【遊休品バザー】

●講演会「アヤコの年齢不問のファッション人生」

●●●● ファッションショーファッションショーファッションショーファッションショー

いとういとういとういとう あやこあやこあやこあやこ

講師：伊藤 綾子 さん（デザイナー）

身延町出身のデザイナー。かわいいおばあちゃん、若々しい

おじいちゃんのためのファッション（PrettyGrandMother 

And GrandFather = PGファッション）を日本で最初に提案

して４５年。ファッションショーには地域の方がモデルとして

登場！

２３（月）

● 人形劇

出演：人形劇団 こんぺいとう

山梨市牧丘町の主婦の皆さんでつ

くっている人形劇団。民話をもとに

人形劇などに取り組んでいる。

県内各地で活動を重ね、今年で活

動30年目を迎える。

このほかワークショップなど

２２（日）

※※※※ いずれも要申込みいずれも要申込みいずれも要申込みいずれも要申込み


