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2014 障害者週間
第31回

12月２〜７日 ★入場無料

開場：午後１時
開演：午後２時
終演予定：午後３時30分

体験コーナー
午前10時30分

ガイドDVD体験上映

★風船バレー

午後１時50分〜３時40分

★上映作品
午前10時〜午後４時
第13作『男はつらいよ 寅次郎恋やつれ』
視覚障害者の生活に役立つ用具や台所用品などを 映画の背景や状況説明が入ったガイド付きDVD
ご紹介します。高齢者にも役に立つ生活用品です。 を視覚障害者と一緒に体験、
楽しめる上映会です。

志村弘和様・典子様
濱田光枝様、吉田栄作様
根岸和雄様、大熊鎭成様
第18回社協チャリティー
カラオケ大会実行委員会
福祉協力店（募金箱）６件
社協事務所内 愛の募金箱
匿名 ２件

社協新規会員
のご紹介

力強い応援、有難うございます!

（入会された方・団体を掲載しています）
平成26年９月１日〜10月31日までに

よ！
に お いで

午後１時〜

社協会員

企画

午前10時〜11時30分 社協・地域福祉活動室

申込み・問合せ 社会福祉協議会 総務係 ☎ 394‑6333

★美容室 ほうせん花様

商品券

アンケート回答の方に
素敵なプレゼントを差
し上げます。
（サンパルネ会場のみ）

午後１時30分〜
★陶芸体験（１回300円）
★アルコールパッチテスト
★発達障害の疑似体験
★手話体験

企画

みんなで
楽器を作ろう

親子コンサート
参加者が対象で
す。 申
込時にプレ企画
の参加も合わせ
て
お伝
えください。

諸星芳夫様

【一般賛助会員】計１団体

至新宿

12月４日
（木）午後１時30
分〜３時
社協 地域福祉活
動室
親子コンサートで
使う手作り楽器を
作ってもっと楽し
もう！
※

合計 ４２６，
０２３円

計26名

イトーヨーカドー

展示された作品の中から人気投票
による入賞作品を発表します。

プレ

参加費：無料
定 員：50名（先着順）
対 象：社協個人会員の方（親子でご参加下さい）
※概ね小学校低学年までのお子様と保護者
申込み：12月１日
（月）から10日（水）の間に☎また
は直接ご来所ください。
※月〜金曜日 午前９時〜午後５時
★社協会員にはいつでもご加入できます

【個人会員】

中央公民館

アートコンクール表彰式

ート
サ
ン
コ
親 子 12月13日（土
（土）

社協

６日 午前11時
７日 午後１時

主催：障害者週間・福祉のつどい実行委員会
共催：東村山市／東村山市社会福祉協議会
TEL 394‑6333 FAX 393‑0411

12月７日（日）

市内の作業所・施設・福祉団体の作品販売・展示、つどいカフェでは、コーヒーとお菓子も販売
しています。カフェコーナーでご飲食できます。

（平成26年９月〜 10月）

至国分寺

懐かしい名曲を皆さんご一緒に歌いましょう。
出演：倉田博継、田島葉子、植田みゆき、
鵜飼節子（国立音楽大学・大学院修了）、
ラ・メール

12月 ６日（土） 自主制作展示・販売・つどいカフェ
７日（日） 午前10時〜午後４時

自立・自活の生活用品紹介

ひがっしー
登場時間

郵便局

コンベンションホール

12月６日（土）

至所沢

サンパルネ

会場にあるスタンプを
２個集めると、クリア
ファイルがもらえるよ
★先着200名様

要約筆記あり

＊アールブリュットとは…伝統や流行にとらわれず、
自身の内側から湧きあがる衝動のまま表現した芸術。

６日 午前10時
午後１時30分
７日 午後１時

スタンプラリー

12月５日（金） 手話通訳

展示された作品の中から人気投票による入賞作品を
選びます。また、今年は企画展示としてアールブ
リュット展も同時開催します。

サンパルネ２階

コンサート

ぽんたくん
登場時間

府中街道

ホール

12月 ２日（火）午後１時30分〜４時
３日（水）午前10時〜午後４時
４日（木）午前10時〜午後２時

寄付者ご芳名

遊びにくるよ！

福祉のつどい

アートコンクール
＆ アールブリュット展

ありがとうございます

ぽんたくん と ひがっしー が

東村山駅

展示室

〈期間〉

http://hm-shakyo.or.jp
soumu@hm-shakyo.or.jp

会場案内

中央公民館

ＵＲＬ
メール

2014年（平成26年）12月１日発行

リズムに合わせて一緒に歌ったり楽器を鳴
らしたりするワクワク楽しい体験型コンサ
ートです。親子で音をたのしんじゃおう！
詳しくは社協ホームページ
http://hm-shakyo.or.jp をチェック!

〈広告欄〉 内容等に関しては、各広告主へお問い合せ下さい。

介護タクシーサービス

車いす・ストレッチャー・階段昇降機 対応
介護保険対応の場合〔タクシー料金 800円（税抜）
（東村山近隣定額）〕
※自社サービス
（福祉用具等）
利用の方はタクシー料金200円引き

登録ヘルパー募集

＊＊＊

『見て』 『触って』 『試せる』 お店です ＊＊＊

時給（身体）2,000円（生活）1,300円 夏季・冬季ボーナスあり
※半年毎の勤務実績 土・日・祝日、年末年始、早朝・夜間割増あり

ケアセンターふれあい 東村山

189‑0014 東村山市本町４丁目３番地３ 山栄マンション103
TEL042‑396‑2001 URL：http://care-net.biz/13/fureai/

お気軽に
ご相談下さい。

福祉だよりは皆さまからいただいた会費・寄付金で発行しています。
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歳末たすけあい運動

平成

26
年度

ありがとうございます！
私たちは、地域でひとり暮らしをしているお年寄り
のために昼食会を月に２回開いています。食後には歌
を歌ったり、ゲームをしたり、皆さんにとても喜ばれ
ています。これからも地域のお年寄りのために頑張っ
ていきます！
（
「このゆびと〜まれ」の活動より）

白十字ホームにて

ありがとうございます！
私たちは、障害理解を進めることを目的に、 東村山花
いっぱいプロジェクト の活動を行っています。
ボランティ
アさんと一緒に、障害のある子どもたちやその家族とたく
さんの花々を植えてきました。今後も活動を通じて、障害
を持つ人たちが暮らしやすい地域を目指していきたいと思
います。
（
「東村山卒後の居場所準備室」の活動より）

助成事業

あなたの気持 ち は 地 域 福 祉 の
さらなる充実 の た め に 使 わ れ て い ま す

共同募金シンボル
キャラクター
愛ちゃんと希望くん

（募金の使いみち）
地域で交流活動やたすけあい活動等を行う団体に 550,000円
ふれあい・いきいきサロン活動を行う団体に 750,000円
市内の障害者団体の活動を支援するために

890,000円

各町の福祉協力員会が活動するために

620,000円

ふれあい訪問事業に

360,000円

ふれあい電話訪問事業に

360,000円

第４次地域福祉活動計画の推進のために

260,000円

募金運動事務費（募金袋・ポスターなど）

177,087円

Ｑ. 赤い羽根共同募金と歳末たすけあい
運動の募金はどう違うの？
Ａ. 赤い羽根共同募金は主に都内全域の
民間の福祉団体・施設の事業に配分
されます。歳末たすけあい運動の募
金は、全額東村山市の地域福祉活動
への支援に使われています。

中央公園にて

東村山市第４次地域福祉活動計画 進行中！③

今回は目標のひとつ

そなえよう いざという時に助け合うまちへ
〜地域ぐるみの災害対策〜

にあたる活動の紹介です︒

東村山あんしんネットワーク

ているのかを調べました︒ま
た︑新潟県中越地震で被災し
た障害者支援センターの職員
を招いて︑その当時の状況な
どの話を伺いました︒

※運用ポリシーに反する事項は掲載できません。

♥﹁つながり﹂という備え

■計画や、
活動の掲載に関するお問合せは
社会福祉協議会 ☎394‑6333へ

いを理解し︑地域とつながり
合うことが大切﹂という意見
が出されました︒
障害を持つ方同士だけでは
なく︑障害のある方とない方
とがお互いに理解しあい︑そ
の地域の住人同士として助け
合える関係づくりが必要に
なっています︒
５月１日号で紹介した﹁ヘ
ルプカード﹂も︑そうした﹁つ
ながり﹂を生むきっかけにな
れば︑と作られたものです︒
東村山あんしんネットワー
クでは︑これからも﹁いざとい
うときに助け合える﹂関係づ
くりに取り組んでいきます︒

soumu@hm-shakyo.or.jp

スマートフォンの方は、
こちらからもどうぞ ➡

助成事業への応募については、
４面をご覧下さい。

東日本大震災から間もなく
３年９ヶ月が経とうとしてい
ます︒いつ来るともしれない
災害に対して︑既に非常食や
ラジオなど︑物資の備えをし
ているご家庭は多いかと思い
ますが︑あなたの住んでいる
地域での備えはできているで
しょうか？

掲載作品募集

E-mail

対象 市内在住・在勤の方
応募方法 一人一句まで︑未発表の作品のみ︒
内容は福祉と関係なくてもＯＫ！
作 品・氏 名・住 所 を 記 載 し た も の を︑郵 送・
持参 ・ ＦＡＸ・メールで︒
掲載号 福祉だより発行日の１ヶ月半前まで
に応募すると︑翌号に掲載されます︒
︵ ３ 月・
５月・７月・ 月・ 月の１日に発行︶
応募先 社会福祉協議会 総務係
〒１８９ ︱００２２ 野口町１ ︱ ︱
ＦＡＸ ３９３ ︱０４１１

※掲載作品は当方で選び︑氏名と町名を記載します︒
応募作品は返却しませんので予めご了承下さい︒
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情報も

のイベント
施設・団体
祉
福
の
内
市
てるポン！
お知らせし

こうした活動のなかで︑﹁い
ざというときのために︑普段
からのご近所づきあいでお互

春夫︶

〜ぽんたくんがまちの活動を紹介〜
Facebookページ
「ぽんたくんのまちづくり日記」

♥ 東村山あんしんネットワーク

この会は︑平成 年に発足
し︑﹁障害のある人が地域で安
心して暮らすために﹂をテー
マに活動しています︒
会には施設職員や特別支援
学校の先生方などのいわゆる
﹁ 関 係 者 ﹂ だ け で は な く︑ 当
事者やそのご家族もメンバー
として参加しています︒

♥ これまでの活動

メンバーや地域の福祉施
設︑団体などでアンケートを
取り︑障害のある方たちが災
害時にどのような問題を抱え

新井

通子︶

正枝︶

音順で掲載

稲崎

杉山

﹁入歯ない﹂ 家族で探せば 口の中

︵秋津町

縄とびが 出来ない程に 齢重ね

︵久米川町

︵萩山町

氏名

金婚を 祝ぐや満月 静かなり

16

10
12

300,000円

ふれあいスペース『いっぷく』を運営するために

◆募金の詳しい内容等は、赤い羽根データベース「はねっと」でご覧になれます。 【主催】
ホームページアドレス http://www.tokyo-akaihane.or.jp
社会福祉法人 東京都共同募金会
◆「歳末たすけあい運動」への寄付には、税制上の優遇措置があります。
【実施】
詳しくは社会福祉協議会までお問合せください。
（総務係 ☎394‑6333）
社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

50
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25年度募金総額 4,267,087円

〜みんなでささえあう あったかい地域づくり〜
期 間：平成26年12月１日〜31日
この運動は、戦後の混乱期に、市民のたすけあい精神によ
り、生活に困窮する人々に対する物資の持ち寄り運動とし
て始まりました。今年もご協力よろしくお願いします。

2014年（平成26年）12月１日

福祉用具レンタル・販売・住宅改修
福祉用具のレンタル価格は、高くありませんか？
レンタル価格は会社によってちがいます・
・
・
お気軽にご連絡ください！
！
※ベット搬入時の既存ベット処分費無料
おむつ販売（配送無料）
くつ・杖・シルバーカー等 20〜50％引き

ふれあい工房 東村山営業所

189‑0014 東村山市本町４丁目３番地３ 山栄マンション103
TEL042‑398‑5350 URL：http://care-net.biz/13/fureai/

福祉だよりは、点字版、音訳テープも発行していますので、ご利用下さい。
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福

2014年
（平成26年）12月１日

おめでとうございます

ふれあいスペース
「いっぷく」

回東京都社会福祉大会◇

美容室

◇第

あかぎ

バラエティーショップ

タイコー

19

申請手続き を行うことにより
返済が免除 されます！
貸付限度額

中学３年、高校３年など ※

上限 200,000円

中学３年生など ※

上限 27,400円（４回分）

高校３年生など ※

上限 105,000円（３回分）

※ 申込日の年度初めに20歳未満で、中学３年生、高校３年生、またはそれらに準じる者
連帯保証人が１名必要です。
収入要件等、その他貸付要件があります。まずは下記までお問合せください。
今年度分申し込み最終受
付 は、 平 成27年 ２ 月20
日（金）です。ご利用希望
の方は、１月16日（金）
までにご相談ください。

27

第19回

社協チャリティー
カラオケ大会
参加者募集

地図

西友

63

高校や大学等へ入学した場合、

対象となる子ども

受験料貸付金

ありがとう
第18回
！
社協チャリティー
カラオケ大会報告

至新宿

洋品
いづみや

ウイング通り

募金箱設置

南口

モザーク通り

恩多町2‑28
☎ 394‑6724

久米川駅

小売業

（株）
Ｊマート
久米川店

16

類

学習塾等受講料貸付金

30

住所：東村山市栄町2‑38‑9
ロワール久米川
至所沢

＊新たな福祉協力店＊

種

27

地域の人たちが交流する場としていっぷくを
活用ください。
★貸出曜日：月〜土曜日（祝日を除く）
※原則、月４コマ上限。
★貸出時間：①午前９時〜午後12時30分
②午後１時〜４時30分
★利用登録条件：団体登録必要。
①社協の団体正会員であること
②運営連絡会に参加すること
③市内ボランティア活動団体・
非営利市民団体であること
④政治・宗教団体ではないこと
⑤管理運営上、支障がないこと
★問合せ：社会福祉協議会 まちづくり支援係
☎３９４ ６３３３

12

受験を予定しているお子さんの塾代や受験料の費用を
一定所得以下の世帯の方へ貸付けを行う東京都独自の制度です。

日程 平成 年５月３日︵日︶
場所 中央公民館ホール
募集人数
名
参加費 ６千円
申込み・問合せ 往復はがきに住
所・氏名・曲名・歌手名を記入︒
平成 年１月 日︵金︶までに︑
社会福祉協議会 総務係必着︒
☎３９４ ６
‑３３３

ふれあいスペースいっぷく
をご利用ください！

来る 月 日︑次の方々に東京都社会福
祉協議会会長より表彰状が贈呈されます︒

次号は、地域交流の場として毎年行われている、久米川
小学校の「地域とふれあいの日」を取材するポン！

〜受験生チャレンジ支援
貸付事業のご案内〜

◎優良福祉地区︵小地域福祉活動︶

東村山市立久米川小学校 ＊地域とふれあう交流活動＊

第 185 号

保育園児と
高齢者の交流の場

＊飛び出せ！ぽんたくん３月１日号予告＊

た｢まこフェスタ ｣
の一場面

取材に行った８月までに、既に市内のいろんな
団体から12もの活動依頼がきていて、延べ111
名の三中生が参加したんだって！ 地域のために 誰かの役に立
ちたい って日々活躍している三中生に、ますます注目だポン★

り

︽廻田町福祉協力員会︾
地域の高齢者を対象
に︑毎月１回﹁めぐりた
サロン﹂を７年に渡り開
催︒またサロンでは保育
園児との世代間交流も定
期的に実施︑好評を得て
います︒
︽多摩湖町福祉協力員会︾
地域住民や団体との連
携・交流を主に活動を展
開 し て い ま す︒
﹁たまこ
フェスタ﹂は︑年々参加
者が増え︑今後も地域交
流の場として期待される
行事です︒

三中生に協力してもらうようにな
り10年位経ちますが、自分の意
思で参加してくれて頼もしい。こ
の流れを今後も受け継いでいって
ほしいと思います。 （地域の方）

よ
◎ボランティア等社会福祉協力者

三中生が地域を
元気に！

小学校のときに運動会で頑
張っている中学生ボランテ
ィアの姿を見て、自分もや
りたいと思いました。景品
ももらえるし、何より楽し
い！
（三中生）

亀井俊治

校長室前の掲示板にたく
さんのボランティア情報が
貼り出されていたよ。生徒
さん達はこの掲示板を見る
習慣がついていて、積極的
に申し込むんだって。地域
からお礼の手紙もきていて、ぼく感激しちゃった！
ぼくが取材に行った栄町地域大運動会でも三中生が
大活躍！ すご〜く盛り上がったよ。

◎社会福祉協議会役職員

お待ちかねの新シリーズ「飛び出せ！ぽんたくん」。ぼくが、
地域で活躍する子ども達の活動を紹介するポン★ 第一弾は、
東村山第三中学校のボランティア活動を取材してきたよ。

だ

根本博司︵理事︶︑安井浩一郎︵職員︶
︵敬称略︶

〜地域とつながる三中生のボランティア活動〜

祉

ご相談には予約が必要です。必ず事前にご連絡
のうえ、来所の予約をお願いいたします。
問合せ 社会福祉協議会 資金担当
☎３９４ ６３３３
月〜金曜 午前９時〜午後５時 ※祝日を除く

赤い羽根共同募金へのご協力
ありがとうございました
総額 1 ,457, 577 円

（11月１日現在）

自治会・町会をはじめ多くの方々
にご協力いただきました。お預かり
した募金は、一度東京都共同募金会
へ送られた後、27年度に東村山市内
の福祉施設のために役立てられます。

街頭募金では市内
中学生が大活躍！
元気な声と明るい
笑顔で募金を呼び
かけてくれました。
（東村山駅にて）

赤い羽根の配分金で新車を購入！

〜東村山市社会福祉協議会からのありがとうメッセージ〜

ご寄付額：350,000円
10月19日（日）に開催され、大
勢の出場者と観覧者にお越しいた
だきました。社協チャリティーカ
ラオケ大会実行委員会より、当日
の参加費から運営経費を除いた上
記の額をご寄付いただきました。
ありがとうございました。

★若いパワーで募金に貢献★

ぼくも、
この車に乗っているよ〜。
新しくて気持ちいいポン★

共同募金の配分金で購入した車が、
９月22日から毎日精一杯活躍して
くれています。
ある時は小学校の福祉教育で使う
車いすとボランティアさんを乗せ、
またある時は「長寿を共に祝う会」
での参加者の方にお渡しする記念品
を荷台いっぱいに積み運びました。
社協の活動には欠かせない頼りにな
る存在です。本当にありがとうござ
いました。

使用済み切手、ベルマーク集めてます！ボランティアセンター☎396-1533

福
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2014年（平成26年）12月１日

この事業は︑歳末た
すけあい運動の配分
金が使われています︒
詳しくは２面をご覧
ください︒

平成27年度 社協助成のご案内
◇福祉活動に取り組む団体へ活動資金を助成します◇

応募受付期間：平成27年２月３日
（火）
〜18日
（水）

❶ ふれあい・いきいきサロン助成

❷ 当事者団体助成

◆応募資格

◆応募資格

◆助成金額

◆助成金額

①定期的に
（月１回以上）
ふれあい・交流の場を非営利で提供する市民団体
②参加する高齢者、障害者、親子等と運営スタッフがおおむね10名以上の団体

①活動基本額 ・・ 20,000円
②活動保険料 ・・ 半額助成（社協指定の保険に限る）
③会場使用料 ・・ １回あたり500円を上限
④新規サロン ・・ 新規開設経費として20,000円
◆申請書配布 平成27年２月３日（火）〜17日（火）

市内を中心に活動する障害者等本人と家族が主体の団体で、会則・名簿
があり、10名以上の会員がいること

①活動基本額 ・・ １団体25,000円
②加算額 ・・・・・・・ 会員１名あたり200円
※①、②合わせて80,000円を上限とし、団体年間予算の１／２以内
◆申請書配布 平成27年２月３日（火）〜17日（火）

◆ 応募方法

❸ 地域福祉活動助成

◆「ふれあい・いきいきサロン」及び「当事者団体助成」
所定の申請書を入手し、ご応募ください
◆「地域福祉活動助成」
説明会（会場：社会福祉協議会）に必ず出席の上、所定の申請書で
ご応募ください
◆申請書配布及び応募受付は期間内（日、祝日を除く）の午前９時から
午後５時までです（場所：社会福祉協議会）

◆応募資格

①ボランティアグループ、NPO等非営利市民活動団体
②プレゼンテーション（計画説明）に参加できること
③原則として、本会の他の助成を受けていない団体

◆対象事業

高齢者・障害者・児童の支援、見守り活動、交流活動、地域への
社会貢献、先駆的・モデル的活動 など

◆助成金額

１事業につき100,000円まで

◆説明会

◆ 審査及び結果

※同一事業の申請は３年間を限度とする

◆ 問合せ

平成27年２月３日（火）午前10時〜12時
月５日︑大雨の中で
ボランティアまつりが開
催されました︒催しの多
くを室内で実施︑狭いス
ペースを譲り合いながら
のフリーマーケットや体
験コーナーなどを行いま
した︒雨によって︑ボラン
ティアと参加者の絆が深
まった一日となりました︒
10

ボランティアまつり報告

室内フリーマーケットは大にぎわい

〜ふれあって 心が開く
ボランティア〜

素敵な音色に観客もうっとり

（4）

筆談ボード、牛乳パック人形作り
は大人気！

社協助成事業審査会で審査後、平成27年
４月末までに結果をお知らせします。

個別の相談に応じます。事前にご予約ください。
（土、
日、祝日を除く） まちづくり支援係 ☎394‑6333

ボランティア講座

発達障害のことを知ろう

学校や会社、社会になじめず、周囲との関わりやコミュニケー
ションが取れずに孤立してしまっている人たちが多くみられます。
この講座を通して発達障害について理解し、少しでもよい関係
づくりに役立ててみませんか。
日

時

内

容

１／10（土） オリエンテーション
午前10時
講話①「発達障害ってどんな障害？」
〜12時 講話②「こんなサポートがあったらいいな」
１／31（土）
疑似体験「障害の感じ方を体験してみよう」
午前10時
交流（一緒に食事作り、ゲーム）
〜午後２時
場所 社会福祉協議会 地域福祉活動室
この文章、
協力 らっこの会（東村山困っている子どもたちを応援する親の会）
読めますか？
参加費 ６００円
定員 ３０名（先着順）
彼らが感じるもどかし
申込み 12月１日より、下記へお電話ください。
※メール、ファックスでも可（氏名、住所、連絡先を明記） さなども体験します。

東村山ボランティアセンター

東村山市制 周年の記念式典
と行事が︑市民スポーツセンタ
ーの屋内・外で 月 日に行わ
れました︒式典での功労表彰は
団体︑その代表に社会福祉協
議会が選ばれ︑大原会長が壇上
で受賞されました︒
それは︑市民憲章で掲げてい
る〝恵まれた自然の住みよいま
ち・心と心が結び付くまち・老
人を敬い健やかな青少年の育つ
町〟を小地域福祉活動で実践し
ている社協だからです︒この地
域福祉活動の情報源になってい
るのが﹁福祉だより﹂です︒
平均寿命が延び︑超高齢化社
会を迎えるにあたり︑健康寿命
の延伸が大切です︒そこで社会
問題になっているのが﹁認知症﹂
です︒外出して帰宅できない重
症者が全国で１万人を超えてい
るそうです︒地域での見守りが
大切です︒

☎ ３９６ １５３３ FAX ３９３ ０４１１ Mail vc@hm-shakyo.or.jp
（受付 月〜土曜日 午前９時〜午後５時 ※日・祝日は休み）

19

26

健康保険が
使える！！

編集後記

永井實︵富士見町︶

10

50

年末年始・お休みのお知らせ
事

業

所

名

お

休

み

期

間

社会福祉協議会、ボランティアセンター
障害者地域自立生活支援センター「るーと」
幼児相談室、福祉作業所
12月27日（土）〜１月４日（日）
健康長寿のまちづくり推進室
ふれあいスペース「いっぷく」
中部地域包括支援センター

訪問リハビリマッサージ
おかげさまで、沢山の方々に支持されております！

寝たきりや在宅介護でもう悩まない！！
国家資格のマッサージ師による機能の
維持・回復を目的とする在宅医療ケア
１回３００円～（保険適応１割負担の場合）

お気軽に
ご相談
ください！

初回無料体験 （３０分）
慢性的な痛みがある方。ひとりで外出が大変な方。
要介護・要支援の方等で医師の同意が必要な方が対象。

久米川指圧訪問マッサージ 平日９時～１８時
☎042-395-239３ 東村山市恩多町5-15-1
ホームページ 「久米川指圧訪問マッサージ」で検索

次号は2015年３月１日号です。

12月28日（日）、１月１日（木）、１月４日（日）

