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　東日本大震災により、次のいずれかに該当する方は、平成23年度分の介護保険料

が減免となる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

�対象／

①世帯の生計を主として維持する方（生計維持者）が死亡した方

②本人および生計維持者が障害者となった方

③居住する住宅が、全壊、大規模半壊、半壊のいずれかに該当するり災証明書の交

　付を受けた方

④災害による失業、事業廃止などで、生計維持者の平成23 年中の収入見込額が激

　減する方

⑤福島第一原子力発電所事故による避難、退避の指示を受け、柴田町に転入された

　方

�申請に必要なもの／

○介護保険料減免申請書（福祉課に備え付けてあります）

○り災証明書（写しでも可）

○印鑑

○収入状況が確認できる書類（収入激減に該当する方）

�申請期限・申請先／平成24年3月31日までに福祉課へ申請してください（郵送可）。

※上記対象者に該当する方で、介護サービスを利用している場合は、利用者負担額などの減免を
　受けられる場合があります。

■申 ■問  福祉課　� 55-2159

　8月の毎週日曜日、すべての運転免許
センターで更新窓口を開設しています。
延長の適用を受けている方は、9月にな
ると免許を更新することができませんの
でご注意ください。
�受付日時／月～金曜日および日曜日
　8：30～ 9：30、13：00～ 14：00
※土曜日、祝日、休日は業務を取り扱えません。

■問  仙南運転免許センター   � 53-0111

　震災住宅改修事業補助金の申請はお済
みですか。6月 6日から申請を受け付け
ていますが、整理券だけを持ち帰り、申
請をされていない方は、至急申請してく
ださい（整理券をお持ちの方でも、期限
まで申請されない場合、受け付けできま
せん）。また、添付書類（見積書、契約書、
写真など）が未提出の方につきましても、
お早めに施工業者に作成していただきご
持参願います。
�申請期限／ 10月 31日（月）
※期限を過ぎた場合、申請を受け付けられません。

�申請場所／役場大会議室（3階）
�補助対象工事／○震災による住宅改修
　に要する費用（消費税および地方消費
　税を除く）が 20万円以上　○住宅改
　修が平成 24年 3月 31日までに終了

■問  商工観光課　� 55-2123

　東日本大震災で住宅などに被害を受けた方に、「り災証明書」「被災証明書」「高速

道路無料開放措置に伴う被災証明書」の申請を受け付けています。申請期限は8

月 31日（水）です。まだ申請されていない方は、お早めに手続きをしてください。

�受付時間／8：30～ 17：15　※水曜日は19：00まで
�受付窓口／税務課、槻木事務所
�持ち物／○印鑑　○住家、家財などの被害に遭ったことを証明する写真
　　　　　○修繕見積書または領収書の写しなど

　東日本大震災で被害に遭われた方に対し、条例に基づき、町税（町民税・国民健康

保険税、軽自動車税、固定資産税）の減免申請を受け付けています。申請期限は

8月 31日（水）です。まだ申請されていない方は、お早めに手続きをしてください。

�受付時間／8：30～ 17：15　※水曜日は19：00まで
�受付窓口／税務課

■問  税務課　� 55-2116

り災証明書・被災証明書の発行手続き ～受け付けは8月31日（水）まで～

震災などによる町税の減免手続き ～受け付けは8月 31日（水）まで～

65 歳以上の方へ

介護保険料の減免について

震災住宅改修事業補助金について
～一律 10万円の補助金制度～

忘れずに更新手続きを！

震災に伴う運転免許の
更新期間延長は8月まで
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≪震災寄附金≫
○シダックス（50万円）　○徳島県石井

町長、議会議長（40万円）　○柴田郡佛

教会（30万円）　○もみの木ゴルフ愛好

会（1万円）
※6月 30日以降に震災寄附金を受け付けし
　た分のみを掲載しました。

（8月 5日現在、順不同、敬称略）

　仙台法務局、管内各支局および宮城県

人権擁護委員連合会では、9月 5日（月）

から 11日（日）まで、全国一斉「高齢者・

障害者の人権あんしん相談」強化週間と

定めて、全国共通人権相談ナビダイヤル

により電話相談所を開設します。高齢者

や障害のある人をめぐるさまざまな人権

問題について、仙台法務局および管内各

支局の人権擁護委員、法務局職員が相談

に応じます。相談は無料で、予約も不要

です。秘密は固く守ります。

�仙台法務局の受付時間／
　9月 5日（月）～ 9日（金）
　　8：30～ 19：00

　9月 10日（土）・11日（日）
　　10：00～ 17：00

�仙台法務局管内各支局の受付時間／
　9月 5日（月）～ 9日（金）
　　8：30～ 17：15

　

■問  仙台法務局人権擁護部
　� 022-225-5743

　20歳以上の方は、学生であっても、国民年金に加入することが義務付けられていま
す。しかし、学生は一般に所得が少ないので、学生本人の前年の所得が一定額以下の
場合は、申請により在学期間中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が
あります。申請は在学期間中、毎年必要です。
〇学生納付猶予特例が承認されると
�保険料の納付が猶予され、10年の間に後払い（追納）ができるようになります。（承
　認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に納付するときは経過期間に
　応じて、当時の金額に加算額が上乗せされます）
�老齢年金を受給するための必要な期間（25年）に含まれます。
�万が一、病気やけがで障害が残ったときも、障害基礎年金を受けるための条件期間
　に含まれます。
〇対象となる学生は…学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高
　等専門学校、専修学校および各種学校（終業年限1年以上である課程）に在学する
　方で、夜間・定時制・通信制課程も含みます。
〇お申し込みは…年金手帳と学生証（または在学証明）を持参して、お住まいの市町
　村の国民年金窓口で行ってください。

■問  大河原年金事務所　� 51-3113、健康推進課　� 55-2114

�日時／8月20日（土）13：00～17：00
�場所／船岡公民館　会議室
�相談内容／借金や相続問題、遺言や成
　年後見制度などについて
※相談内容について、事前に連絡いただける
　とスムーズにご相談いただけます。

■問  HighField 司法書士法人（宮城県司法
　書士会所属 宮城第 548号）仙台市青
　葉区二日町13番 22-404号
　� 0120-489-022

 責任技術者試験

�日時／10月26日（水）13：30～16：00
�場所／宮城県仙台合同庁舎
�対象／市町村に技術者として登録予定
　の方
�申込期間／8月22日（月）～9月9日（金）
�申込先／登録予定市町村の下水道担当課

 受験講習会

�日時／10月4日（火）13：00～16：00
�場所／宮城県教育会館
�対象／責任技術者試験の受験を希
　望する方
�申込方法／責任技術者試験の申し
　込み時に併せてお申し込みください。

※試験・受験講習申込書の配布は、8月下旬からになります。

■問  上下水道課　� 55-2118、（財）宮城県下水道公社　� 022-276-2521

平成 23年度 宮城県下水道排水設備工事
責任技術者試験および受験講習会の開催

　東日本大震災により被害を受けた建築物（自らが居住する住家）について、被災者
支援と二次災害防止のため、個人に代わり、町が解体撤去・処分の援助を行います。
�対象／①り災証明書の判定が、全壊、大規模半壊と判定された建築物
　　　　②り災証明書の判定が、半壊とされた建築物については、解体撤去され
　　　　　た建築物、または解体撤去予定の建築物で状況を確認の上、町が適当
　　　　　と判断した建築物
�解体撤去の範囲／建築物の地上部分および基礎
�意向調査／対象者へは町から通知し、希望する方を対象に事業内容の説明と意
　向の確認を行います。その際に申請についての詳細も説明します。

　
　容器包装プラスチックや紙資源のごみの日に、生ごみが混入しているものがあ
ります。生ごみは決められた日に出してください。生ごみが混入すると資源化さ
れません。ごみの出し方カレンダーやごみの分け方と出し方をもう一度確認し、
きちんと分別し、決められた日に出すようにお願いします。

■問  町民環境課　� 55-2113

損壊建築物の解体撤去・処分について

ごみの正しい出し方について

全国共通人権相談ナビダイヤル

０ ５ ７ ０ - ０ ０ ３ - １ １ ０
（ゼロゼロみんなの110番）
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　介護者同士、お茶を飲みながら気楽におしゃべりしませんか。事前申し込みは不要

です。お気軽にご参加ください。

�日時／ 9月 7日（水）13：30～ 15：00　　　�場所／柴田町地域福祉センター
�参加費／100円（お茶菓子代）

■問  柴田町地域包括支援センター　� 86-3340

　献血は身近にできるボランティアです。

皆さんのご協力をお願いします。

�日時・場所／

�実施内容／ 400ml、200ml 献血
※本人確認のため、身分証明書の提示をお願
　いすることがあります。

■問  健康推進課　� 55-2160

�日時／ 1月 8日（日）10：00～　　　�場所／船岡小学校体育館
　町内にお住まいの新成人の皆さまへの式典案内状は、郵送でお届けします。なお、

町内に住所のない方で、柴田町の成人式に出席を希望される方は、11月 18日（金）ま
でご連絡ください。

成人式実行委員募集！
　町では、成人式が思い出に残る式典になるよう、一緒に作り上げ、盛り上げてもら

える新成人の方を募集しています。一生に一度しかない人生の門出づくりに参加して

みませんか。やる気のある新成人の方、新成人ではなくても有志として成人式の企

画・運営に携わっていただける方、ぜひ、お申し込みください。

  実行委員会　�日時／9～ 12月の平日、19：30頃から数回開催予定
 　　　　　　 �募集人数／10人程度　　　�申込期限／8月 26日（金）

発表者募集！～ 20歳のメッセージ～
　成人式の式典で「抱負」「将来の夢」など“新成人としての想い”を、新成人を代表

して発表してくださる方を募集しています。あなたの「想い」を聴かせてください。

�募集人数／2人
�応募方法／新成人としての「抱負」「夢」などを1,000字以内にまとめ、住所、氏
　名、生年月日および電話番号を明記の上、郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、持参のいずれ

　かで提出してください。

�応募期限／8月 26日（金）
�選考方法／提出いただいた作文を基に選考し、結果は通知でお知らせします。

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135　� 55-2132
　Ｅメール：social-edu@town.shibata.miyagi.jp

　今年は計量器の定期検査を実施する年です。計量器の定期検査は計量法に基づき、

2年に 1回、宮城県計量検定所が検査を行なうものです。対象は取引・証明に使用し

ている計量器（はかり）で、商店（宅配便取次所など含む）・会社・工場・病院（薬局

など含む）・学校（教材用は除く）・工務所などで使用しているものや、農家が農産物

直売所などで重さを表示した販売に使用しているもの、または行商などに使用してい

るものです。定期検査は受検しないと罰せられますので必ず受けましょう。検査日は

次のとおりです。検査手数料は、宮城県収入証紙で検査当日に納付してください。

�日時／ 9月 13日（火）、14日（水）10：30～ 14：30
�場所／13日：船岡体育館、14日：槻木生涯学習センター
�宮城県収入証紙取扱い金融機関（町内）／
　○七十七銀行船岡支店・槻木支店　○仙台銀行船岡支店　○仙南信用金庫船岡支店・

　船迫支店

■問  商工観光課　� 55-2123、宮城県計量協会　� 022-246-2466

　結核・肺がん検診、肝炎ウイルス検
診、基本健康診査が、8月19日（金）か
ら始まります。申し込まれていない方
で受診をご希望の方は 9月 27日（火）
までお申し込みください。当日、会場
での受診票発行はできません。日程や
会場、検診内容などの詳細については、
お知らせ版8月1日号をご覧ください。

特定計量器の検査は必ず受けましょう

場　　　所時　間実施日

三愛ロジスティクス㈱
（中名生字神明堂 1-1）

10:00 ～　
　　12:308/27

（土） ㈱ヨークベニマル
柴田店

14:00 ～　
　　16:30

　結核・肺がん検診、特定健診、後期高齢
者健診などの集団検診会場で「成人歯科相
談」を無料で実施します。この機会にぜひ
「お口の中のことについて」お気軽にご相
談ください。予約は不要です。

�受付時間／9：00～11：15
�内容／○歯や歯茎、入れ歯などについて
　歯科医に相談 ○簡単に歯の状態を診察
�対象／40歳以上の方

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

場所実施日

槻木生涯学習
センター

8月 31日（水）

船迫生涯学習
センター

9月 7 日（水）

9月 8 日（木）

保健センター
9月 22日（木）

9月 28日（水）
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　アルコールに関連するさまざまな問

題を抱えて悩んでいる本人、家族、関

係者の方および 嗜癖 問題を抱えている
し へ き

方を対象に精神保健相談員による相談

を実施します。（要予約）

�日時／9月2日（金）13：00～15：00
�場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟

　思春期の悩みを抱えている本人、家

族、関係者の方を対象に精神科医・精

神保健相談員による相談を実施します。

お気軽にご相談ください。（要予約）

�日時／9月9日（金）・30日（金）
　　　　13：00～15：00

�場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟

■予 ■問  県仙南保健福祉事務所　母子・障害班　� 53-3132

　初めての妊娠の方、何度か経験している方、喜びや楽しみと共に、それぞれ悩みや

不安があるのではないでしょうか。妊婦同士の交流を通して、健康に妊娠期を過ごせ

るように、一緒に体験をしませんか。予約は不要です。当日、直接会場にお越しくだ

さい。

�日時／ 9月 15日（木）9：30～ 11：40　　　�受付時間／9：00～ 9：20
�場所／保健センター1階
�内容／ママ体験（胎児人形抱っこ体験など）、妊娠中の食生活、歯の手入れについて、
　妊婦生活についてみんなで語ろう！

�持ち物／母子健康手帳、筆記用具

■問  健康推進課　� 55-2160

　地球温暖化防止や森林整備の促進、健
康で快適な住まいづくりなどに役立つ木
材の利用を進めるため、木造住宅普及・
支援事業が実施されます。

◎詳しくは、下記へお問い合わせいただ
　くか、県ホームページをご覧ください。

■問  県農林水産部林業振興課
　� 022-211-2912
　http://www.pref.miyagi.jp/ringyo-sk/

　確定給付企業年金法の施行に伴い、適
格退職年金制度は、平成24年3月31日
までに、ほかの制度に移行するなどの対
応が必要です。詳しくは、ホームページ
（http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/）
をご覧ください。

■問  （独）勤労者退職金共済機構中小企業退
　職金共済事業本部　�03-3436-0151

 売却物件 1【船岡東三丁目15番 1】
�地目・面積／宅地 981.96�
�用途地域／第一種住居地域
　建ぺい率 60％　容積率 200％
�売却方法／公開公募抽選
�売却価格／ 30,425,000 円

 売却物件 2【西船迫一丁目3番 45】
 　　　　　【本船迫字上町1番 2】
�地目・面積／雑種地 77�
　　　　　　　雑種地 111� 合計 188�
�用途地域／準工業地域
　建ぺい率 60％　容積率 200％
�売却方法／公開公募抽選
�売却価格／ 5,061,000 円

�申込期限／ 8月 31日（水）

■申 ■問  財政課　� 55-2278

　日本語のうたをテーマに、思わず口ず

さむ日本の名歌を、近代感覚の作品にし

ました。

�日時／ 8月 25日（木）～ 28日（日）
　9：00～ 16：00　※最終日は15:00まで

�場所／しばたの郷土館　※入場無料

■問  しばた現代墨書展実行委員会（村上）
　

　就学前のお子さんのコミュニケーショ

ンで「発音がはっきりしない」「会話がう

まくできない」「お友達との付き合い方が

うまくできない」といったご心配はあり

ませんか。専門の相談員が相談に応じま

す。（要予約）

�日時／9月22日（木）10：00～15：00
�場所／県仙南保健福祉事務所
�申込期限／ 9月 8日（木）

■予 ■問  健康推進課　� 55-2160

　太陽の村にある望遠鏡で、夏の星座を

観望します。ぜひご家族でお越しくださ

い。

�日時／8月23日（火）19：30～20：30
�場所／柴田町太陽の村「太陽の家」屋上
※時間内自由参加、無料（天候不良時は中止）
※足元が暗いので懐中電
　灯を持参してください。

■問  柴田町星を見る会
　（豊川）

　初心者、中級者の方を対象に教室を開

催します。

�期間／ 9月 4日（日）～ 11月 6日（日）
　全 8回　13：30～ 15：00

�場所／入間田テニスコート
�募集人数／ 18歳以上の町民 15人
�受講料／ 3,000 円
�申込期限／ 8月 31日（水）

■申 ■問  柴田町テニス協会事務局（加藤）
　（受付時間10：00～ 18：00）

秋季テニス教室

①県産材利用エコ住宅普及促進事業

主要構造材に県産材を 60％以上使用
する住宅に、最大 50万円の補助金を
交付

②地域材活用促進支援事業

県内や隣県産木材を使用する住宅に、
その使用量に応じ、最大 40万円の補
助金を交付

町町町町町町町町町町町町町町有有有有有有有有有有有有有有地地地地地地地地地地地地地地町有地ををををををををををををををを売売売売売売売売売売売売売売却却却却却却却却却却却却却却売却ししししししししししししししまままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすします



お知らせ版 ●5第 681号

　測定場所および測定結果などは下記の通りです。詳しいデータは町ホームページに掲載しています。測定結果は、文部科学省が

屋外活動の制限基準値としている毎時3.8 マイクロシーベルト（μSv/h）を下回っています。

定点測定地の測定結果【測定日：8月 9日（火）】　

※柴田町役場と槻木生涯学習センターは毎日、そのほかの施設は毎週火曜日に測定。

町内小中学校・幼稚園の測定結果【測定日：8月 4日（木）】

※毎週1回測定。私立幼稚園は随時測定。

児童福祉施設の測定結果【測定日：8月 4日（木）】

※毎週1回測定。

公園の測定結果【測定日：8月 9日（火）】

※毎月2回測定。

【測定場所】定点測定地：施設周辺（駐車場など屋外）、学校施設（校庭または園庭）、公園（広場）

【測定位置】定点測定地：中学校（地表から100cm）、小学校・幼稚園・児童福祉施設（地表から50cm）、公園（地表）

水道水の放射能測定結果【採取日：8月 2日（火）】

※検査は放射性ヨウ素、放射性セシウムともに宮城県企業局

■問  町民環境課（定点測定値）　� 55-2113、教育総務課（学校施設）　� 55-2134、子ども家庭課（児童福祉施設）　� 55-2115
　 都市建設課（公園）　� 55-2121、上下水道課（水道水）　� 55-2119

測定値測定値測定値

0.11槻木生涯学習センター0.18船岡生涯学習センター0.14柴田町役場

0.16西住公民館0.16農村環境改善センター0.14船迫生涯学習センター

単位：μSv/h

測定値測定値測定値

0.24西住小学校0.24船迫小学校0.15船岡小学校

0.23柴田小学校0.20槻木小学校0.27東船岡小学校

0.21槻木中学校0.23船迫中学校0.22船岡中学校

0.21たんぽぽ幼稚園0.29浄心幼稚園0.31第一幼稚園

0.21熊野幼稚園

単位：μSv/h

測定値測定値測定値

0.25西船迫保育所0.22槻木保育所0.28船岡保育所

0.25西住児童館0.26三名生児童館0.19柴田児童館

0.20むつみ学園0.23船迫児童館

単位：μSv/h

単位：Bq/kg（ベクレル／キログラム）

原子力安全委員会が定めた飲
食物摂取制限に関する指標値

食品衛生法に基づく乳児の飲
用に関する暫定的な指標値放射性ヨウ素採 取 場 所

300100不検出仙南・仙塩広域水道
　南部山浄水場（白石市）

原子力安全委員会が定めた飲食物制限に関する指標値放射性セシウム採 取 場 所

200不検出仙南・仙塩広域水道
　南部山浄水場（白石市）

単位：Bq/kg（ベクレル／キログラム）

測定値測定値測定値

0.26剣崎公園0.20白幡児童遊園0.31並松公園

0.18舘前緑地0.25下名生児童遊園

単位：μSv/h
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主な行事日学　校

夏休み作品展3・5～7船岡小学校
� 55-1064 水泳記録会5～7

遠足（4年）16

修学旅行（6年）28～29

身体計測（高学年）1槻木小学校
� 56-1029 防犯教室2

社会見学（5年）6

社会見学（6年）8

社会見学（4年）14

校内絵画展15～16

祖父母参観16

宿泊学習（5年）28～30

夏休み作品展・水泳
記録会・祖父母参観

2
柴田小学校
� 56-1430

ＰＴＡ活動10

交通安全教室15

修学旅行（6年）29～30

開校記念日1船迫小学校
� 55-5394 ＰＴＡ行事（4年）21

校内美術展・フ
リー参観

28～30

宿泊学習（5年）8～10西住小学校
� 53-3227 振替休業日（5年）12

修学旅行（6年）29～30

夏休み作品展8/30～9/2東船岡小学校
� 55-1811 遠足・社会見学（1

～ 5年）
8

人権教室（3年）15

修学旅行（6年）28～29

親子運動会3船岡中学校
� 55-1162 校内弁論大会9

地区ＰＴＡ交流会10

修学旅行（3年）13～15

農業体験（2年）13～14

郡新人大会激励会27

修学旅行（3年）14～16槻木中学校
� 56-1331 宿泊体験（2年）14～15

職場見学（1年）14

校内弁論大会21

薬物乱用防止教室28

郡新人大会激励会29

宿泊学習（2年）・
3Ｖ活動（1年）

6～7
船迫中学校
� 54-1225

校内弁論大会9

修学旅行（3年）13～15

郡新人大会激励会30

郡駅伝大会1中学校共通

※詳しい内容については、各学校にお問い合わせください。

　船岡城址公園山頂に整備を進めている「コミュニティガーデン花の丘柴田」において、

実際にガーデニングを体験して学べる講座を開催します。

�日時・場所、開催内容／

　楽しい「おはなし」をたくさん載せて、

「おはなし隊」のキャラバンカーが、柴

田町を2年ぶりに訪問します。キャラバ

ンカー内部には、各社発行の児童書が約

550冊展示してあり、子どもたちが自由

に読むことができます。また、絵本の読

み聞かせや紙芝居などを行い、絵本と触

れ合う楽しい時間を過ごします。

�日時／9月10日（土）10：00～11：00
�場所／船迫生涯学習センター
�協力／絵本読み聞かせの会「おむすび
　ころりん」

■問  船迫生涯学習センター  � 57-2011

　ご家庭で孫の面倒を見てい

るおじいちゃんやおばあちゃ

ん。楽しい遊びなどを通して

孫とのふれあいを深めましょう。

�日時／9月29日（木）10：00～12：00
�場所／槻木生涯学習センター
�対象／未就学児とその祖父母
�募集人数／ 10組（先着順）
�参加費／ 無料
�持ち物／汗ふきタオル、飲み物
�申込期限／ 8月 31日（水）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

�日時／8月26日（金）9：45～11：30
�場所／農村環境改善センター
�対象学区／全小学校区
�対象／就学前のお子さんと保護者
�持ち物／各自必要なもの

※保健師の健康相談もあります。事前の申
　し込みは不要です。

■申 ■問  子育て支援センターるんるん　� 54-4040

移動なかよし広場
～みんなで水遊びをしましょう♪～

�日時／9月1日（木）9：45～11：00
�場所／柴田児童館
�対象／2歳～就学前のお子さんと保
　護者

�持ち物／各自必要なもの
�募集人数／ 20組
�申込期限／ 8月 26日（金）

一緒に遊ぼう
～児童館のお友達とあそびましょう♪～

花のまち柴田のガーデニング実践講座

�対象／町民　　　�募集人数／20人　　　�参加費／無料
�申込方法／まちづくり推進センターまでお電話でお申し込みください。
�申込期間／8月 16日（火）～ 21日（日）

■申 ■問  まちづくり推進センター（イオンタウン柴田ショッピングセンター内）
　� 86-3631

開　催　内　容日 時 ・ 場 所

花の魅力を引き出す寄せ植えづくり
9月 6日（火）10：00～ 12：00
　柴田町観光物産交流館

来年も花を咲かせる庭のメンテナンス術
10月 4日（火）10：00～ 12：00
　コミュニティガーデン花の丘柴田

庭を彩るデザインセンスを身につけよう
11月 8日（火）10：00～ 12：00
　コミュニティガーデン花の丘柴田

野外で作れるリースづくり
12月 6日（火）10：00～ 12：00
　コミュニティガーデン花の丘柴田

　　　孫と遊ぼう
　　ふれあい教室
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