
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。
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相馬野馬追２日目、本祭りが催されました。

メイン会場の雲雀ヶ原祭場地では、神旗争奪戦や甲冑

競馬が繰り広げられ、躍動する騎馬武者が、会場に詰め

かけた約３万5,000人の観客を魅了していました。
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7月28日と29日、浪江町内において、標葉郷野馬追祭が開催されました。

浪江町での開催は、東日本大震災後初めてのことで、浪江町、双葉町および大熊町の騎馬武

者56騎が浪江町内を練り歩きました。

28日は、中央公園を出陣後、ＪＲ浪江駅前、新町通りを経由して商工会館前までをお行列し、

小高神社（南相馬市）で小高郷と合流。

29日は、雲雀ヶ原（南相馬市）での甲冑（かっちゅう）競馬・神旗争奪戦の後、浪江町に凱

旋。町内を凱旋行列した後、中央公園で神旗争奪戦が行われました。

標葉郷の騎馬武者は、浪江の空に打ち上げられた御神旗を勝ち取ろうと、中央公園内を所狭

しと駆け巡りました。

【7月28日】
●出陣式・お行列

次ページへ続きます
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●凱旋行列・神旗争奪戦

【7月29日】

●甲冑競馬・神旗争奪戦（雲雀ヶ原）

3浜通り×さんじょうライフvol.366 
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18７

本市の姉妹都市・米国ペンドルトン市の生徒たちの訪問団が市役所を訪れました。訪れたの

は、ペンドルトン市の高校生6人と引率者1人の計7人です。

門馬市長が「市民を代表して歓迎します。ふるさとに戻ったら、交流事業を通じて経験した

ことを伝えてください」と歓迎しました。団員は「文化と美しい風景に感動しています」「町

の文化を知るのが楽しみです」などと話しました。

訪問団の派遣は東日本大震災後、一時中断していましたが、平成27年から再開されました。

今回の派遣は震災後4回目です。

水

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. 南相馬市博物館特別展示「伊達成実 南相馬へ来る」 [30分]

3. 市長の部屋へようこそ！ “野馬追備列絵巻”複製品受贈 [12分]

4. まちなか探訪～名称決定！“小高ストア”～ [5分]

5. 南相馬見聞録 同慶寺 [5分]

6. 野馬追の里健康マラソン大会参加者募集 [4分]

7. リクエストアワーのお知らせ [2分]

番組内容 [8/1～8/8]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）



被災自治体News

災害公営住宅 空き住戸の入居者を募集します

8月1日HP更新

次ページへ続きます

番号 住宅名 部屋番号 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

1 西川原団地 15号室 2DK 5年 15,600～41,400 あり

2 西川原団地 23号室 3DK 5年 22,300～59,100 あり

3 西川原第二団地 3号棟203号室 3DK 3年 18,500～49,100 1,000円/月

番号 住宅名 部屋番号 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

4 大町東団地 404号室 3DK 4年 21,600～57,300 1,000円/月

5 栄町団地 3号棟201号室 2DK 3年 18,900～50,000 1,000円/月

市で整備した災害公営住宅に、東日本大震災の影響で家屋が全壊および半壊以上の判定を

受け解体した方、さらに原子力災害により避難し家屋を解体した方を対象として、空き住戸への

入居者を募集します。

募集住宅

《鹿島区》

《原町区》

※ 家賃については東日本大震災特別家賃低減事業により減額される場合があります。

申し込み資格

震災時点（平成２３年３月１１日）で南相馬市内に住所を有し、次のいずれかを満たす方

(1) 東日本大震災で住宅が全壊した方または住宅が半壊以上で家屋を解体もしくは解体が確

実な方

(2) 福島第一原子力発電所事故によって避難指示を受けた方で、家屋を解体もしくは解体が

確実な方

※ ただし、以下の条件に当てはまる場合は申し込みできません。

税または公営住宅の家賃の滞納がある。

世帯員に「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」で規定する暴力団員がいる。

応募多数の場合は公開抽選会で入居決定しますが、申し込み資格(1)の方を優先します。

入居日

９月１日（土）

申込期限

８月１４日（火） ※郵送の場合は当日必着

南相馬市からのお知らせ

5浜通り×さんじょうライフvol.366 
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TEL

申し込み方法

市役所各申込窓口へ、「災害公営住宅入居申込書」を提出してください。

申込書は、市役所各申込窓口で配布しています。また、市役所ホームページからもダウンロー

ドできます。

添付書類

住民票（世帯全員が記載されているもの）

所得証明書（入居希望者全員分）

納税証明書（入居希望者全員分）※完納証明書でも可

その他下記の書類

・申し込み資格(1)の方：全壊の方はり災証明書の写し、半壊以上の方はり災証明書の写し、

家屋の解体証明書または解体申出書の写し

・申し込み資格(2)の方：家屋の解体証明書か解体申出書の写し

市役所各申込窓口

・南相馬市役所 建築住宅課

・小高区役所 産業建設課 午前８時３０分～午後５時１５分（土・日曜日、祝日を除く）

・鹿島区役所 産業建設課

【郵送先・問い合わせ先】

〒975－8686 南相馬市原町区本町二丁目27番地

南相馬市役所 建築住宅課 市営住宅係

0244-24-5253

【募集】８月分の市営住宅入居者を募集します

8月1日HP更新

市営住宅の入居者を募集します。

入居資格や申し込み方法などについて詳細を確認の上、お申し込みください。

申込者が重複した場合は、抽選会を開催し入居者を決定します。

入居日

９月１日（土）

公募期限

８月１４日（火） ※土・日曜日、祝日を除く。

次ページへ続きます

浜通り×さんじょうライフvol.3666



被災自治体News

問い合わせ
建設部 建築住宅課 市営住宅係（原町区内市営住宅管理担当）

0244-24-5253

小高区役所 産業建設課 建設管理係（小高区内市営住宅管理担当）
0244-44-6804

鹿島区役所 産業建設課 建設管理係（鹿島区内市営住宅管理担当）
0244-46-2116

TEL

TEL

TEL

入居者を公募する市営住宅

一般世帯の住宅

定住促進住宅

問い合わせ

・入居相談や申し込みは、下記の問い合わせ先のどこでもできます。

・各住宅の内部などの詳細については、各区の管理担当にお問い合わせください。

№ 区 住宅名 部屋番号 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

1 小高 紅梅団地 B-1-1号室 3DK 18年 19,000～37,400 あり

2 小高 紅梅団地 D-1-2号室 3DK 20年 18,700～36,700 あり

3 小高 紅梅団地 D-4-2号室 3DK 19年 18,900～37,000 あり

4 小高 万ヶ廹団地 27-2号室 3DK 8年 17,700～34,800 なし

5 原町 国見町団地 2号棟401号室 3DK 34年 14,600～28,800 あり

6 原町 仲町団地 1号棟406号室 3K 45年 9,800～16,400 あり

7 原町 仲町団地 1号棟503号室 3K 45年 9,800～16,400 あり

8 原町 仲町団地 4号棟402号室 3K 44年 10,600～20,900 あり

№ 区 住宅名 部屋番号 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

1 鹿島 定住促進住宅 1号棟305号室 3DK 26年 11,000～21,700 あり

2 鹿島 定住促進住宅 1号棟506号室 3DK 26年 8,600～16,900 あり

3 鹿島 定住促進住宅 1号棟503号室 3DK 26年 12,300～24,200 あり

4 鹿島 定住促進住宅 4号棟402号室 3DK 26年 8,600～16,900 あり

7浜通り×さんじょうライフvol.366 
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スパリゾートハワイアンズ 敬老招待のご案内

8月1日HP更新

浪江町からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.3668

多年にわたり社会に貢献された皆さまの長寿をお祝いし、常磐興産株式会社のご厚意により、

７０歳以上の浪江町民の皆さまを「スパリゾートハワイアンズ」に無料招待します。

利用には申し込みが必要となりますので、下記の申込方法をよく確認の上、申し込みください。

申込期限

１１月２２日（木）

対象

浪江町に住民票のある７０歳以上の方（平成３０年９月１日時点）

申込先

生活支援課 避難生活支援係 【TEL 0243-62-0305】 平日午前９時～午後５時

申し込み時の確認事項

1. 名前 2. 生年月日（年齢）

3. 現在お住まいの住所 4. 日中連絡が可能な電話番号

※ 申込資格の確認後、招待券（はがき）を郵送します。

※ 受け付けから招待券の発送まで一週間ほどかかります。余裕を持って申し込みください。

※ 各出張所では受け付けを行っていません。

招待券の有効期間

９月１日（土）～１１月３０日（金）

注意事項

招待券一枚につき、招待者本人と付添者１人の計２人の方が無料で入場できます。入場の際

は招待券を入場口受付に提出してください。（有効期間内に一回のみ利用できます。）

招待券は招待者本人以外の利用はできません。また、入場の際に本人確認のため、身分証

の提示を求める場合があります。

有効期間が過ぎた場合、いかなる理由でも利用できませんのでご注意ください。

施設内への飲食物の持ち込みは固くお断りします。

招待券では宿泊できません。

会場までの交通費、施設内での有料サービスについては自己負担となります。

問い合わせ 生活支援課 避難生活支援係 0243-62-0305TEL
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本宮市復興公営住宅（吹上団地）の入居者を募集します（8/6まで）

7月23日HP更新
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本宮市では、原子力災害により避難指示を受けている方が入居できる６１戸の復興公営住宅を

市内３カ所に整備しました。

今回、吹上市営住宅で１戸が空室となりましたので、入居者を募集します。

募集する住宅

申込書・募集要項などの入手方法

本宮市白沢総合支所にお問い合わせいただくか、浪江町ホームページからダウンロードしてく

ださい。

申し込み期限

８月６日（月）必着

申し込み方法

窓口または郵送による提出

【提出・問い合わせ先】

本宮市役所白沢総合支所 地域振興課 地域振興係

〒969－1203 本宮市白岩字堤崎494番地22

0243-44-2113

受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分 ※土・日、祝日を除く

TEL

住宅の名称 所在地 構造など 間取り 募集戸数 ペット

吹上市営住宅 本宮市仁井田字吹上 RC集合3階建て 3LDK 1戸 不可

問い合わせ 浪江町 生活支援課 住宅支援係 0243-62-0194TEL
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浪江町営住宅入居者募集

8月1日HP更新

町では、町営住宅の空き住戸について入居希望者の募集をしています。町営住宅への入居を

希望される方は、各住宅の募集要綱（詳しい資料）をご確認の上、申し込み手続きをしてください。

募集期間

８月８日（水）～２２日（水） ※消印有効

応募方法

※ 募集要綱で詳細を確認の上お申し込みください。

◎申込書の入手方法

・浪江町ホームページから申込書をダウンロード

もしくは

・浪江町役場住宅水道課住宅係（TEL0240-34-0232）に連絡の上郵送

◎記入例を参考に申込書を作成し、添付書類を添えて、

住宅水道課住宅係（本庁舎）、または生活支援課住宅支援係（二本松事務所）に提出

（郵送可）

募集する住宅

※ 想定家賃は低所得者など特に配慮が必要な世帯向けの減額措置を行ったあとの家賃を記載

しています。

詳細は各住宅の募集要綱（詳しい資料）で確認してください。

※ 上記A,Bどちらの住宅も幾世橋地区（なみえ創成小学校・中学校（旧浪江東中学校）周辺）に

立地しています。

※ どちらの住宅も一定のルールを守っていただくことによりペットの飼育を可能としています。

分類 住宅名称 住宅分類 募集住宅概要 入居予定時期 想定家賃

A
幾世橋
住宅団地
B

浪江町
災害公営住宅

木造平屋戸建
2LDK74㎡(6戸)
3LDK84㎡(1戸)

平成30年10月予定
(入居手続き完了し

次第)

2LDK：
7,700円～66,800円
3LDK：
8,700円～75,500円

B
幾世橋
集合住宅

浪江町
福島再生賃貸住宅

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造
5階建集合
1LDK56㎡(6戸)
3DK58㎡(2戸)

平成30年10月予定
(入居手続き完了し

次第)

1LDK：
10,000円～53,400円
3DK：
10,400円～55,200円

次ページへ続きます
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問い合わせ 住宅水道課 住宅係 0240-34-0232TEL

募集対象

申し込みに際して注意事項

◎ 幾世橋住宅団地、幾世橋集合住宅、両方に同時に申し込むことはできません。

◎ どちらの住宅も部屋を選ぶことはできません。募集期間終了後、抽選で部屋を決定します。

◎ 「住宅入居申込辞退届」を提出することにより、申し込み後に辞退することができます。

（入居後は退去手続きを取っていただくことになります）

ただし、申し込み後はなるべく辞退されないようよく検討の上お申し込みください。

◎ 正式な入居手続きの中で、応募要件を満たしていないことが明らかとなった場合、入居は取り

消しとなります。

◎ 応募に際しては募集要綱をよく確認の上お申し込みください。

分類 申し込みができる方の基本条件

A
幾世橋住宅団地B

平成23年3月11日において浪江町に居住していた方のうち、町への帰還に際し住宅に

困窮していると認められる次のイから二のいずれかに該当する方（すでに浪江町に帰

還し浪江町内に住宅を確保している方は申し込みできません）

イ. 東日本大震災により居住していた住宅が全壊・全流失の世帯

ロ. 東日本大震災により居住していた住宅が半壊・大規模半壊で解体した、または解

体することが確実（解体受付票の写しが必要です）である世帯

ハ. 帰還困難区域に居住していた世帯

二. 町への帰還に際し、町内に居住する住宅がないと認められる世帯

B
幾世橋集合住宅

世帯の収入が基準額（月額487,000円）を超えない世帯で、次のイまたはロのいずれ

かに該当する方

イ. 平成23年3月11日において浪江町に居住していた方

ロ. 浪江町に移住する方（入居決定後住民票を移していただく必要があります）

11浜通り×さんじょうライフvol.366 
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町営大平山霊園について

8月1日HP更新

津波被災地の方へ

浪江町営大平山霊園の使用について、平成２７年４月から津波被災地の方へ区画の公募を実

施してきましたが、今年の９月から使用対象を「平成２３年３月１１日震災時浪江町に住民票があ

った方」に拡大します。

現在、下記の使用対象になっている方でまだ申し込みをしていない方は至急お問い合わせくだ

さい。

●平成２３年３月１１日震災時に津波被災地にお住まいだった方

●津波被災地内の旧墓地にお墓があった方

●津波被災地内の旧墓地に区画を所持していた方

町民の方へ

９月から応募を開始します。

応募方法につきましては広報なみえ９月号に同封します。

募集区画数より希望者数が多い場合には抽選とさせていただきます。

※ １区画永代使用料は１５０，０００円 管理料は２，０００円/年

今回新たに区画所持された方につきましては上記を納付していただきます。

問い合わせ まちづくり整備課 管理係 0240-34-0243TEL
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被災自治体News

町長メッセージ

8月1日HP更新

双葉町からのお知らせ

次ページへ続きます

暑い日が続いていますが、町民の皆さまにおかれましてはお元気

にてお過ごしでしょうか。

６月２３日、いわき市勿来酒井地区に福島県営復興公営住宅

勿来酒井団地、双葉郡立勿来診療所、高齢者等福祉施設、

商業施設等の生活関連施設を併設した町外拠点が概ね完成し

たことから、実行委員会の主催によりオープニングイベントが開催

されました。関係者の皆さまのご尽力に深く感謝申し上げます。

６月２７日、いわき市と双葉地方町村会の要望活動で上京していた際に浪江町の馬

場有町長が逝去されたとの訃報が届きました。体調を崩し治療に専念するために任期途

中で辞表を提出されたとのことでしたが、あまりの早さに愕然とし、深い喪失感を禁じ得ま

せんでした。馬場町長は、平成１９年に町長に就任され、平成２３年の東日本大震災に

よる大津波で浪江町の請戸地区が壊滅的な被害を受け、翌日には福島第一原子力

発電所の事故による全町避難という大変な状況のもと町の復興の先頭に立って命がけ

で取り組んでこられ、同じ双葉郡の首長として学ぶことが数多くありました。昨年発生した

十万山の山林火災の際には災害対策本部に一緒に詰めながら町の復興について

色々な話をしたことなどが思い出されます。謹んで哀悼の意を表しますとともに、これまでの

ご功績を偲び心から安らかなるご冥福をお祈りいたします。

７月２日には平成３１年度の国の予算編成を前に、佐々木清一町議会議長とともに要

望活動を行いました。復興庁、農林水産省、環境省、経済産業省、国土交通省、総

務省、公明党復興加速化本部、さらに福島県選出国会議員事務所を回り、大臣や副

大臣、政務官の方々に町の現状を説明し、避難指示解除など双葉町の復興に向け町

の意向を重視した重点事項について要望書を手交いたしました。

昨年７月に線状降水帯による記録的な豪雨が九州北部に甚大な被害をもたらし、今

年もまた７月に西日本を中心とした記録的短時間豪雨により多くの尊い命が奪われまし

た。自然の脅威になすすべもなく、浸水や土砂崩れなどで壊れた家屋や避難所で過ご

す被災者の皆さんの映像が映し出されるたびに胸が痛みました。
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被災自治体News
毎年のように想像を絶する自然災害が発生しています。全国に避難している町民の皆

さまの安否を心配しながら、いつ、どこで発生するかわからない災害への備えについて対

応策を講じていかなければならないことを改めて肝に銘じた次第です。

今年も夏の風物詩である国指定重要無形民俗文化財の相馬野馬追祭が南相馬市

原町区の雲雀ヶ原祭場地において開催されました。標葉郷の騎馬武者は８年ぶりに浪

江町で出陣式を行い、小高神社を経て雲雀ヶ原祭場地を目指しました。避難生活が長

引く中で、伝統行事の継承にご尽力いただいている関係者の皆さまに心から感謝を申し

上げます。

暑さの厳しい時節です。熱中症など健康管理にはくれぐれもご留意されますようお願い

いたします。

双葉町長 伊澤 史朗
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双葉町民の避難状況
【都道府県別】 平成30年7月31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 13 埼玉県 812 岐阜県 6 鳥取県 - 佐賀県 4

青森県 15 千葉県 174 静岡県 35 島根県 17 長崎県 5

岩手県 11 東京都 338 愛知県 6 岡山県 3 熊本県 2

宮城県 245 神奈川県 169 三重県 1 広島県 3 大分県 6

秋田県 9 新潟県 142 滋賀県 1 山口県 - 宮崎県 1

山形県 26 富山県 14 京都府 9 徳島県 - 鹿児島県 12

福島県 4,077 石川県 13 大阪府 5 香川県 - 沖縄県 4

茨城県 470 福井県 1 兵庫県 2 愛媛県 5 海外 4

栃木県 152 山梨県 14 奈良県 1 高知県 - 合 計 6,892

群馬県 40 長野県 16 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 254 田村市 18 西郷村 34

会津若松市 45 南相馬市 258 矢吹町 29

郡山市 692 伊達市 9 棚倉町 10

いわき市 2,211 本宮市 38 塙町 8

白河市 189 桑折町 5 三春町 15

須賀川市 67 大玉村 7 広野町 38

喜多方市 8 鏡石町 9 新地町 9

相馬市 53 会津坂下町 10 その他 36

二本松市 18 会津美里町 7 合 計 4,077

(前月 6,893)

(前月 4,077)

所在 人数

福島県内に避難している方 4,077

福島県外に避難している方 2,815

＊所在不明者 2人
＊死亡者 669人

うち災害関連死亡者 170人

この避難状況は、平成23年3月11日現在
の人口から、死亡者を除き、震災以降の転
出者および転入者、出生者を含むものであ
り、現在、町として支援対象となる人口の
避難状況を表しています。



被災自治体News

「光義だけ逃げろ」

町外への避難指示が発令された時、川原光義さんのご両親が言った言葉です。

川原さんのご両親は病床にありました。両親を置いて自分だけ避難する訳にはいかない。途

方に暮れた川原さんを助けてくれたのは当時ご両親を担当していたヘルパーの方でした。

ご自身も大変な状況の中で救いの手を差し伸べてくれた彼女のことを川原さんは「命の恩

人」と表現しています。

そのほか、川俣町への避難途中でガソリンが尽きそうになった時、思いがけず助けてくださ

った警察の方、避難した先でお世話になった方々への感謝のメッセージです。ぜひご覧くださ

い。

https://youtu.be/P-vPuf5pVx4

【ありがとうメッセージPick Up】#017
避難時に支えてくれたヘルパーさんへの感謝

村井佳人さんは震災後からの約7年間を東京都江戸川区で過ごしてきました。

一緒に避難してきたお母さまは、予想だにしなかった都会での生活に一時疲れ切ってしまい、

歩くこともままならなかったそうですが、ボランティアの方の助けを得て畑を始めたり、お孫

さんとスイミングに通うようになったことで徐々に元気を取り戻していったそうです。

この避難生活を予想だにしていなかったのは村井さんご自身も同様です。

なかなか仕事が見つからない時に、親身になってくれたハローワーク職員の方への感謝、家

族が元気を取り戻す手助けをしてくれた方々への感謝のメッセージ。ぜひご覧ください。

https://youtu.be/7sSLluqEs-M

【ありがとうメッセージPick Up】#018
避難先で畑を始めるきっかけをくれた方への感謝
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7月27日

東日本高速道路株式会社

NEXCO東日本は、お客さまに高速道路を安全・安心・快適にご利用いただくため、

磐越自動車道 新潟中央JCT～会津若松IC間で、舗装補修工事等に伴う夜間通行止めを実施し

ます。

NEXCO東日本 お客さまセンター
0570-024-024 （ナビダイヤル）（24時間）
03-5338-7524 （PHS、IP電話のお客さま）

問い合わせ
TEL

TEL
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交流ルームひばり通信

問い合わせ・申し込み
交流ルーム「ひばり」 TEL ０２５６-３３-８６５０

今年２回目の一時帰宅支援バスの運行が決定しました。

今回(通算12回目)も、新潟県内のボランティア、三条市役所、三条市社会福祉協議会、

ひばりボランティアが同行しての一時帰宅です。

マイクロバスでの移動になりますが、三条市から南相馬市まで運転する負担もなく、電車

での乗り換えもなく移動できます。

また、同行のボランティアにお願いして、家の片付け、外回りの清掃などをお考えの方は、

参加申し込みの際にひばりへお申し出ください。

日 時 １０月３日 詳しい日程は後日お知らせします。

集合場所 総合福祉センター

申込締切 ８月２４日(金) 正午

※浪江町、双葉町へも一時帰宅支援を行います。お問い合わせください。

水
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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 0244-22-2111

双葉町:双葉町役場いわき事務所

（いわき市東田町2-19-4）

浪江町 0240-34-2111

双葉町 0246-84-5200

郡山市 024-924-2491

被災自治体 問い合わせ先一覧

市町村名 世帯数 人数

小高区 20 50

原町区 4 7

南相馬市 計 24 57

浪江町 3 11

双葉町 2 4

郡山市 4 9

合 計 33 81

三条市に避難している
世帯数と人数(2018.8.1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

交流ルームひばり通信

８月の『ひばり』

日 月 火 水 木 金 土

★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。

2日 ３日 ４日

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日

ひばり休み 版画教室
ひばり休み
浜通り配布

山の日

ひばり休み

１２日 １３日 １４日 １５日 １６日 1７日 １８日

ひばり休み ひばり休み ひばり休み ひばり休み ひばり休み ひばり休み浜通り配布

浜通り×さんじょうライフvol.36618

問い合わせ TEL

E-mail
交流ルーム ひばり
（総合福祉センター内）

0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[運営時間] 日・水・金 午前10時～午後2時

月 午前10時～正午

交流ルーム「ひばり」夏季休暇は８月11日(土・祝)～1６日(木)です。


