
週刊 避難者応援情報紙

皆様の生活する上での不安や疑問を少しでも解消していただく
ための情報紙として、毎週お届けします。

●南相馬市HP「フォトレポ」から
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５２ 日

市内各地域の歴史と風土に育まれ、受け継がれてきた

民俗芸能を披露する「第11回民俗芸能発表会」が、南

相馬市民文化会館「ゆめはっと」で開催されました。

２ページをご覧ください。

2月8日発行

Vol.294

●交流ルームひばり通信

© City of Minamisoma



５２ 日

被災自治体News

浜通り×さんじょうライフvol.2942

市内各地域の歴史と風土に育まれ、受け継がれてきた民俗芸能を披露する「第１１回民俗芸能発表

会」が、南相馬市民文化会館「ゆめはっと」で開催されました。

神楽や相馬流れ山踊りなどの演目で7団体が出場し、約550人の観客が民俗芸能を堪能しました。

また、演目終了ごとに福島県文化財保護審議会委員の懸田弘訓氏が、踊りの由来や所作など面白く

分かりやすい解説を加え、訪れた観客は耳を傾けていました。

© City of Minamisoma

神楽
下太田神楽保存会（原町区）

鬼踊り
馬場民俗芸能保存会（原町区）

相馬流れ山踊り
小高郷相馬流れ山踊り保存会（小高区）

神楽 高倉神楽保存会（原町区）

原釜大漁祝い唄 西町なでしこ会（鹿島区）

相馬流れ山踊り
相馬農業高等学校（原町区）

神楽 栃窪神楽保存会（鹿島区）



１２ 水

被災自治体News

「銘醸館 つるし雛飾り」が野馬追通り銘醸館の一番蔵ギャラリーで開催中です。

つるし雛教室の作品や昭和40年代の7段飾りのひな壇、パッチワークのタペストリーなどが

飾られ、色とりどりの作品が一番蔵ギャラリーを彩っています。

催しは入場無料で2月15日(水)まで、午前9時から午後4時まで開催される予定です。毎年好

評の和小物・布地などの販売品は、売切れ次第終了となります。

© City of Minamisoma
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3,559

人 数

合 計

市町村

1塙町

1矢祭町

南相馬市民の避難状況 ※南相馬市外に避難している人数

【都道府県別】 平成29年2月2日現在

都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数

福島県 3,559 群馬県 114 兵庫県 18 広島県 5 宮崎県 1

宮城県 1,323 北海道 54 愛知県 17 大分県 5 和歌山県 -

東京都 483 長野県 51 京都府 16 富山県 3 鳥取県 -

茨城県 477 山梨県 49 福井県 12 愛媛県 3 徳島県 -

新潟県 460 秋田県 42 沖縄県 12 佐賀県 3 高知県 -

山形県 454 岩手県 36 滋賀県 9 三重県 2 熊本県 -

埼玉県 422 静岡県 32 岐阜県 8 山口県 2 鹿児島県 -

栃木県 327 石川県 28 岡山県 8 香川県 2 海外 10

千葉県 274 大阪府 23 福岡県 8 奈良県 1 合 計 8,646

神奈川県 266 青森県 18 長崎県 8 島根県 1

【福島県内市町村別】
市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数

福島市 910 喜多方市 32 大玉村 9 磐梯町 4

相馬市 847 本宮市 31 棚倉町 9 泉崎村 4

いわき市 529 会津坂下町 22 田村市 8 楢葉町 3

郡山市 423 鏡石町 15 南会津町 7 天栄村 2

会津若松市 163 西郷村 15 金山町 7 鮫川村 2

新地町 145 桑折町 14 会津美里町 6 浅川町 2

二本松市 82 猪苗代町 14 矢吹町 6 小野町 2

須賀川市 76 川俣町 14 古殿町 5 国見町 1

伊達市 70 西会津町 11 北塩原村 5

白河市 48 三春町 10 広野町 4

71,561人平成23年3月11日現在の人口

6,729人市内転居

15,902人

11人

10,573人

5,318人

8,646人

(5,087人)

8,646人

47,013人

2,135人

3,082人

35,067人

計

所在不明

転出

死亡（震災以外の死亡含む）

その他

計

（うち福島県外）

市外の知人宅や借上げ住宅等

市外避難者

計

市内の仮設住宅

市内の知人宅や借上げ住宅等

自宅居住

市内居住者

56,343人71,561人計

42,951人47,116人原町区

12,260人11,603人鹿島区

1,132人12,842人小高区

平成29年
2月2日現在の

居住者数

平成23年
3月11日現在の

人口

※平成23年3月11日以降の転入者および他市町村
からの避難者を含むため、避難の状況の市内居
住者数と合計の数が異なります。

南相馬市からのお知らせ

被災自治体News

(他市町村からの避難者 2,628人)

(1/26 8,657)

浜通り×さんじょうライフvol.2944



被災自治体News

介護職員合同就職面接会を開催します

2月1日HP更新

問い合わせ 長寿福祉課 長寿福祉係 0244-24-5239TEL

市内の介護保険事業所では、介護に携わる職員不足が深刻化しています。

このことから市では、介護職員不足の解消を図るため、介護職員初任者研修講座を修了された

方や２級ヘルパー資格をお持ちの方など、介護の仕事への就業を希望される方を対象として、市

内の介護保険事業所との合同就職面接会を開催します。

資格がなくてもOK、事業所の話を聞くだけでも結構ですので、気軽にご参加ください。

とき・ところ

２月２６日（日） 午後０時３０分～３時３０分 （受け付け：正午～）

ホテルラフィーヌ （原町区旭町）

対象

介護施設で働くことに関心のある方

参加事業所

１５法人程度

●主催／南相馬市 ●共催／ハローワーク相双、福島県社会福祉協議会

参加費
無料

申し込み
不要

脳卒中センター開所式 2月1日 市立総合病院

市立総合病院に隣接して整備された脳卒中センターが本格稼働するにあたり、開所

式を執り行いました。

市長は「相双地域における救急医療の要となる。スタッフが力を合わせて、命を守

り繋げる使命を果たしてほしい」と激励し、関係者とともにテープカットをしました。

浜通り×さんじょうライフvol.294 5



ふるさと大好き
59市町村応援プロジェクト記念植樹式

1月28日 JR小高駅前

高校生見守り隊 出発式

被災自治体News

市内の小高工業、小高商業、原町の各高校に通う生徒有志が、小高区の高齢者のお宅

を訪問する「見守り隊」を結成し、活動を開始しました。これに先立ち行われた出発式

で、市長は激励のことばを送りました。

この活動は、学校の枠を超えて高校生自らがまちづくりを考える「高校生による小高

区への提案事業」の中で発案されたものです。

今後は、市社会福祉協議会の協力を得て、休日などを利用しながら定期的に訪問する

予定です。

浜通り×さんじょうライフvol.2946

福島民報社による創刊125周年記念事業の一環として、小高駅前で紅梅と白梅の植樹

式が行われました。

旧小高町の花である紅梅には、古くからこの土地にいきづく文化や精神を守り育んで

いく決意が、白梅には小高を舞台に新たに生まれる交流を歓迎する気持ちが、それぞれ

込められています。

市長は「力を合わせて南相馬を再興させるという想いが発信できる。花が咲けば駅に

降り立つ利用客のもてなしにもなる」とあいさつし、出席者とともに植樹しました。

1月28日 JR小高駅前



被災自治体News

今週の番組（60分） ※パソコン視聴

1. オープニング&今週の番組 [2分]

2. 市役所便り 南相馬市立総合病院

脳卒中センタードクターヘリ等救急対応リハーサル [15分]

3. 銘醸館ひなまつり [10分]

4. 市長訪問報告（副市長対応）大町東団地・大町西団地

第33回福島県建築文化賞(復興賞)受賞報告 [2分]

5. 平成28年度 小高4小学校学習発表会

第6回 6年生 劇「つなごう小高の絆」前半 [20分]

6. 鉄路 北へ 震災復興への第一歩

JR常磐線 相馬～浜吉田間運転再開 [10分]

7. リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容[2/8～2/15]

今週は、市立総合病院脳卒中セ
ンターのオープンにともない行わ
れたドクターヘリ等救急対応リハ
ーサルの模様などをお届けします。

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）

1月15日現在

浜通り×さんじょうライフvol.294 7



被災自治体News

【浪江町ADR集団申立て】経過説明会の開催について

2月2日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.2948

浪江町からのお知らせ

東京都中央区日本橋3-5-13

三義ビル

TEL:03-4577-9240

TKP東京駅前会議室

カンファレンスルーム1
午後1時30分～2月28日(火)

南相馬市原町区本陣前三丁目60-2

TEL:0244-25-3577

ひばり生涯学習センター

多目的ホール

宮城県仙台市青葉区花京院1-2-3

ソララガーデンオフィス

TEL:022-217-7126

TKP仙台カンファレンスセンター

カンファレンスルーム3B午後1時30分～

(同時刻開催)
2月26日(日)

いわき市小名浜字辰巳町43-1

TEL:0246-92-3701

いわき・ら・ら・ミュウ

研修室
午後2時～

郡山市日和田町高倉字下中道116

TEL:024-958-1700

福島県農業総合センター

大会議室
午前10時～

2月25日(土)

福島市黒岩字田部屋53-5

TEL:024-546-8311

福島県青少年会館

大研修室
午後2時～

二本松市北トロミ573

TEL:0243-62-0123

浪江町役場二本松事務所

大会議室
午前10時～

2月20日(月)

住所および電話番号場所時間

町が町民の１５,０００人以上を代理し進めている「浪江町ＡＤＲ集団申立て」につきまして、今般

１人の方の和解が成立します。

このことについて経過などを説明させていただき、広く皆さまの意見をいただいて、今後の取り

組みに活かしたいと考えています。

つきましては、以下のとおり説明会を開催しますので、参加くださいますようよろしくお願い申し

上げます。

説明会の日程

申立人数について

１次申立てから６次申立ての人数 １５,７８８人

うち、死亡者 ６２５人（平成２８年１２月３１日現在）

和解案同意書について

1. 同意書発送人数 １５,６２５人

⇒申立人数 １５,７８８人から申立後死亡者 １６３人（平成２６年５月３１日現在）を除き発送

2. 和解案同意人数 １５,６１８人

⇒同意書発送人数の９９.９％以上の方が同意

→町は、平成２６年５月２６日 正式に和解案受諾を回答

次ページへ続きます



被災自治体News

問い合わせ 総務課 賠償支援係 0243-62-1105TEL

和解案の内容

≪増額基準1≫

避難生活の長期化に伴う精神的苦痛（将来への不安など）の増大による慰謝料の加算

≪増額基準2≫

避難により高齢者の正常な日常生活の維持・継続が長期間に渡り著しく阻害されたために生じ

た日常生活阻害慰謝料として加算

月額5万円加算平成24年3月11日～平成26年2月28日申立人全員

金額対象期間対象者

月額3万円加算
75歳に達した誕生日の月から

平成26年2月28日

平成23年3月12日以降

75歳に達した申立人

月額3万円加算平成23年3月11日～平成26年2月28日
平成23年3月11日時点で

75歳以上の申立人

金額対象期間対象者

火防祈祷
2月4日(土)、浪江神社にて浪江町消防団によ

る火防祈祷が行われました。

1年間の無火災を祈る浪江の伝統行事「裸参

り」は、白装束姿の若衆が浪江神社で火防祈祷

を行った後、沿道の町民から冷たい水を浴びせ

られながら目抜き通りを駆け抜けるものでした。

東日本大震災後も火防祈祷だけは団員が避難

先から参集して続けられています。

裸参り（平成23年2月に撮影されたものです）
※浪江町HP「ふるさと浪江の風景」から

浜通り×さんじょうライフvol.294 9



被災自治体News

浪江町東日本大震災六周年追悼式を開催します

2月1日HP更新

問い合わせ 介護福祉課 福祉係 0243-62-4737

浜通り×さんじょうライフvol.29410

TEL

平成２３年３月１１日午後２時４６分、震度６強の地震および沿岸部を襲った大津波により、浪江

町内での死者・行方不明者は１８４人（町外の方２人を含む）にのぼり、６００棟以上の家屋などが

流失するなどの甚大な被害を受けました。

お亡くなりになられた方々のご冥福と、行方不明者の方が一日も早くご家族のもとへ帰られるこ

とをお祈りし、町主催による追悼式を執り行います。また、現在町営大平山霊園内に東日本大震

災でお亡くなりになられた方の慰霊碑を建立しています。当日はその除幕式も執り行います。

とき・ところ

３月１１日（土）

午前１１時 慰霊碑除幕式 町営大平山霊園（浪江町大字請戸）

午後１時 大震災追悼式 浪江町地域スポーツセンター（浪江町大字権現堂）

※ 町営大平山霊園は駐車場が少ないため、浪江町地域スポーツセンターから送迎バスを運行

します。慰霊碑除幕式に出席の方は、午前１０時３０分までに浪江町地域スポーツセンターへ

お集まりください。

浪江町民の避難状況（平成29年1月31日現在）

【都道府県別】(福島県外) 【福島県内市町村別】

26石川県

13富山県

410新潟県

445神奈川県

12福井県

47山梨県

50長野県

15岐阜県

871東京都

567千葉県

695埼玉県

159群馬県

468栃木県

1,017茨城県

154山形県

54秋田県

827宮城県

38岩手県

37青森県

71北海道

人 数都道府県

5香川県

1徳島県

-山口県

11広島県

-和歌山県

-鳥取県

6島根県

20岡山県

13愛媛県

5高知県

15福岡県

4佐賀県

57静岡県

35愛知県

5三重県

4滋賀県

30京都府

62大阪府

21兵庫県

6奈良県

人 数都道府県

7鹿児島県

20沖縄県

13国外

6,348合計

9宮崎県

5大分県

6熊本県

12長崎県

人 数都道府県

82川俣町

22国見町

199桑折町

610本宮市

4下郷町

1天栄村

15鏡石町

146大玉村

122伊達市

1,880南相馬市

84田村市

1,535二本松市

525相馬市

31喜多方市

162須賀川市

257白河市

3,157いわき市

1,831郡山市

249会津若松市

3,055福島市

人 数市町村

1平田村

10石川町

1玉川村

8棚倉町

20会津坂下町

4磐梯町

2西会津町

1古殿町

4鮫川村

5塙町

26矢吹町

1中島村

5泉崎村

150西郷村

13会津美里町

2金山町

35猪苗代町

2北塩原村

11南会津町

1只見町

人 数市町村

18小野町

14,482合計

17その他

78新地町

4川内村

5楢葉町

31広野町

60三春町

人 数市町村

20,830

避難者総数

(前月 20,833)



特定復興拠点制度の早期具体化と整備計画の認定
を要望 1月10日

被災自治体News

新春恒例の双葉町ダルマ市 1月7日

夢ふたば人主催による新春恒例の双葉町ダルマ市がいわき市南台仮設住宅イベント広場で開

催され、伊澤町長は、震災後も絶やさず開催されていることに対しての感謝を述べるとともに、

町民の皆さんの無病息災と双葉町の復興を願いながら、昨年復活した巨大ダルマ引きに参加し

ました。
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また、奉納神楽や子ども樽

神輿、芸能発表会、民俗芸能

の発表、ダルマ神輿などの催

しも観覧し、出演された方々

を労いました。

東京電力ホールディングス(株)廣瀬直己社長に
要求書 1月4日

東京電力ホールディングス(株)廣瀬直己代表執行役社長が

いわき事務所を訪問した際に、要求書を手渡しました。

・早期かつ着実な廃炉の実施

・放射性物質の飛散防止など、廃炉に係る安全対策の徹底

・作業員の教育・訓練の徹底

・迅速かつ確実な情報の発信

・東京電力ホールディングス(株)福島復興本社の双葉町中野

地区への移転

・技術者研修拠点などの形成

・町民の被害実態に即した賠償の実施

・農林業者などに対する営業損害に係る賠償

・町有財産（土地・建物）に係る損害賠償方針の早期提示

以上の9項目について強く要求しました。

復興庁、環境省、経済産業省に対し、伊澤町長が、鈴

木正晃福島県副知事同行のもと渡辺利綱大熊町長ととも

に、昨年8月に示された「帰還困難区域の取扱いに関す

る考え方（政府方針）」を受け、特定復興拠点制度の早

期具体化と、両町の意向を最大限尊重した特定復興拠点

整備計画の認定を行うこと等を強く要望しました。

双葉町からのお知らせ



被災自治体News

双葉町民の避難状況
【都道府県別】 平成29年2月1日現在

都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数

北海道 14 埼玉県 837 岐阜県 6 鳥取県 - 佐賀県 5

青森県 13 千葉県 173 静岡県 31 島根県 17 長崎県 5

岩手県 9 東京都 332 愛知県 4 岡山県 4 熊本県 2

宮城県 255 神奈川県 179 三重県 - 広島県 4 大分県 6

秋田県 11 新潟県 157 滋賀県 1 山口県 - 宮崎県 -

山形県 29 富山県 13 京都府 10 徳島県 - 鹿児島県 13

福島県 4,085 石川県 19 大阪府 5 香川県 - 沖縄県 4

茨城県 463 福井県 5 兵庫県 2 愛媛県 5 海外 4

栃木県 157 山梨県 14 奈良県 - 高知県 - 合 計 6,961

群馬県 42 長野県 17 和歌山県 - 福岡県 9

【福島県内市町村別】
市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数

福島市 293 田村市 20 西郷村 34

会津若松市 61 南相馬市 233 矢吹町 33

郡山市 719 伊達市 11 棚倉町 11

いわき市 2,106 本宮市 50 塙町 8

白河市 221 桑折町 5 三春町 15

須賀川市 65 鏡石町 9 広野町 33

喜多方市 9 猪苗代町 17 新地町 8

相馬市 60 会津坂下町 11 その他 26

二本松市 14 会津美里町 13 合 計 4,085

(前月 6,963)

所在 人数

福島県内に避難している方 4,085

福島県外に避難している方 2,876

＊所在不明者 3人
うち津波による行方不明者 1人

＊死亡者 529人
うち災害関連死亡者 165人

(前月 4,098)

当選証書付与式 1月30日

双葉町長選挙・双葉町議会議員選挙の当選証書付与式が行われ、無投票で再選を果たした

伊澤町長と同じく無投票で当選した議員8人に鴻崎太郎選挙管理委員長から当選証書が付与され

ました。

町長2期目の任期は平成29年3月10日から平成33年3月9日までの4年間になります。
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富岡町避難指示解除に係る住民説明会の質疑応答内容について

2月1日HP更新

富岡町からのお知らせ

富岡町の避難指示解除に係る国による住民説明会が、１月２１日にいわき市で、２２日に郡山市

で行われ、約５４０人の方が出席しました。

説明会で寄せられた質問とそれに対する回答、意見・要望などを紹介します。

問い合わせ 富岡町役場 0120-33-6466

質疑応答内容を添付しました。

※富岡町の世帯

10,733合 計

富岡町民の避難状況
【都道府県別】 平成29年2月1日現在

都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数

北海道 67 埼玉県 527 岐阜県 4 鳥取県 1 佐賀県 3

青森県 31 千葉県 452 静岡県 55 島根県 22 長崎県 5

岩手県 30 東京都 689 愛知県 52 岡山県 10 熊本県 8

宮城県 258 神奈川県 396 三重県 4 広島県 12 大分県 10

秋田県 23 新潟県 263 滋賀県 11 山口県 14 宮崎県 8

山形県 28 富山県 6 京都府 10 徳島県 8 鹿児島県 13

福島県 10,733 石川県 20 大阪府 37 香川県 2 沖縄県 19

茨城県 653 福井県 17 兵庫県 9 愛媛県 10 海外 13

栃木県 236 山梨県 21 奈良県 10 高知県 6 合 計 14,978

群馬県 96 長野県 52 和歌山県 1 福岡県 23

【福島県内市町村別】
市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数

福島市 354 南相馬市 138 矢吹町 28

会津若松市 154 伊達市 29 玉川村 8

郡山市 2,666 本宮市 45 三春町 251

いわき市 6,039 国見町 7 小野町 18

白河市 105 大玉村 162 広野町 139

須賀川市 84 西会津町 8 楢葉町 15

喜多方市 33 猪苗代町 16 川内村 31

相馬市 58 会津美里町 11 新地町 15

二本松市 44 西郷村 37 その他 58

田村市 169 泉崎村 11

平成23年3月11日現在富岡町に住民登録されていた方の避難先別人数

※避難者数には、外国人および平成23年3月11日以降に転出した方を
含み、平成23年3月11日以降に亡くなられた方は含んでいません。

(前月 14,999)

4,245福島県外避難者数

14,978合計

10,733福島県内避難者数

2,288福島県外避難世帯数

7,922合計

5,634福島県内避難世帯数
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「とみおかアプリ」を開発しました

2月7日HP更新

３月３１日をもって現在配布しているタブレット事業が終了となり、４月１日からタブレットが利用で

きなくなります。

情報配信のために現在スマートフォン・タブレットで使えるアプリを開発しており、２月１１日から

東京、福島県内の計６箇所で、使い勝手などの意見をいただくための事前説明会を開催します。

問い合わせ 総務課 秘書広報係 0120-33-6466

あぶくま信金富岡支店 ３月27日営業再開

あぶくま信用金庫(本部・南相馬市)は、原発事故に伴い営業を休止している富岡支

店を3月27日に再開します。店舗は、原発事故前と同じ場所です。

職員は５人体制で、営業時間は午前９時～午後３時です。

ATMはすでに稼働しており、午前９時～午後８時に

利用できます。

（営業再開後は、午前８時～午後８時）

なお、店舗営業を再開していない双葉支店、大熊支

店、夜の森支店の機能も富岡支店内に設ける予定です。
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浪江高校、浪江高津島校から両校同窓生へのお知らせです。

両校は今年3月末で休校となります。これに伴い、3月1日の卒業式後に、合同での

休校式が行われます。

同窓生や家族、旧職員、震災の影響で転校を余儀なくされた方々が休校前に両校の

絆と同窓生の絆を深めることができるよう、多くの皆さんの出席を呼び掛けています。

◆と き

3月1日(水)

開式 午前11時35分（卒業式後） ※入場は午前11時15分～

◆ところ

サンライズもとみや（本宮市本宮字矢来39-1）

※JR東北本線本宮駅から徒歩5分

◆申し込み

出席には事前の申し込みをお願いします。

1. 電話の場合

(1)氏名

(2)電話番号

(3)浪江高校、浪江高津島高校の別

(4)同窓生、同窓生の家族、震災後他校に転校の別

をお知らせください。

2. FAXの場合

上記(1)～(4)と、休校式出席希望を明記の上、お送りください。（様式は任意）

問い合わせ
■浪江高校 (担当・高木) 0243-33-2114

0243-33-2111

■浪江高津島校 (担当・夏目) 0243-23-2327
0243-23-2383

TEL

FAX

TEL

FAX
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市町村名 電話番号 以下の町は役場機能が移転しています。

南相馬市 0244-24-5232 浪江町:平石高田第二工業団地内

（二本松市北トロミ573番地）

双葉町:双葉町役場いわき事務所

（いわき市東田町2-19-4）

富岡町:郡山市大槻町西ノ宮48-5

浪江町 0243-62-0123

双葉町 0246-84-5200

富岡町 0120-33-6466

いわき市 0246-25-0500

郡山市 024-924-2491

被災自治体 問い合わせ先一覧

原町区

小高区

6932南相馬市 計

48

4

1

1

3

7

5

27

世帯数

108

10

5

1

6

17

8

61

人数市町村名

浪江町

双葉町

富岡町

いわき市

郡山市

合 計

三条市に避難している
世帯数と人数(2017.2.8現在）

発行/三条市総務部政策推進課 三条市旭町二丁目３番１号
Tel 0256-34-5511

問い合わせ 0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[開館時間] 午前9時30分～午後3時

TEL

E-mail
交流ルーム ひばり（総合福祉センター内）

交流ルームひばり通信

２月の『ひばり』

版画教室

建国記念の日

茶話会

ひばり休み

ひばり休み
浜通り配布

９日

２５日２４日２３日２２日２１日２０日１９日

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

１８日１７日１６日１５日１４日１３日１２日

１１日１０日
★版画教室 第2・4水曜日午前１０時～正午
★茶話会＆簡単な手芸教室

第1・3・5水曜日午前10時～午後２時

気軽に参加ください。

土金木水火月日
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