
　12月５日の西部ふくしあを皮切りに、市内５か所の「ふくしあ」にて総勢176名の地域の方にご参加
いただき、「地区福祉懇談会」を開催しました。今回いただいた地域の方の意見をもとに、令和３年度か
らの第四次地域福祉計画・地域福祉活動計画を策定します。

多くのご意見を聞かせていただき、
 ありがとうございました♪

静岡福祉大学 健康福祉学科 �

学科長・教授 増田樹郎先生

にファシリテーターとしてご

協力いただきました。
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事業種別（対象別） 件　数 金　額
高 齢 者 事 業 67件 1,368,000円
障がい児・者事業 18件 603,000円
児童・青少年事業 16件 292,000円
合　　計 101件 2,263,000円

助成総額4,809,000円　下記の通り助成させていただきました！
①お見舞の助成 ②福祉事業への助成
世帯の種別 配分世帯数 金　額
母子父子世帯 45件 674,000円
高齢者世帯（独居含） 96件 1,262,000円
障がい者世帯 33件 455,000円
その他の世帯 11件 155,000円
合　　計 185件 2,546,000円

▲連合静岡
　東遠地域協議会のみなさま

▲シニアクラブ
　掛川支部のみなさま

▲矢崎部品㈱大東工場全矢崎労働組合大東支部
　大浜工場全矢崎労働組合大浜支部のみなさま

▲大東明るい社会づくり運動
　推進協議会のみなさま

▲明るい社会づくり運動静岡県
　掛川地区協議会のみなさま

　「つながり、ささえあう、みんなの地域づくり」をスローガンに今年度も12月１日から31日ま
で実施しました。みなさまからご協力いただいた募金は、全額を静岡県共同募金会（県共同募金
会）へ送金しました。そして、改めて県共同募金会から受けとった助成金を、新たな年を迎える
時期に、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らすことができるよう、住民の参加や理解
を得て多様な福祉活動へと展開させていただきました。
　温かな支え合いの気持ちをありがとうございました。

� 募金総額　８,５３９,０９３円
募金種別 募金額 ご協力していただいた方法
戸別募金 6,570,252円 各世帯に封筒募金としてご協力いただきました
街頭募金 365,659円 団体や学生の皆さんにご協力いただきました
篤志家・団体 1,603,182円 社協にお届けいただきました

歳末たすけあい募金運動報告
～ ご協力ありがとうございました ～

2

かけがわ社協だより　令和２年２月号



　昨年5月発足。横のつながりのなかった視覚障がい
者と家族たちは「はじめまして…」のあいさつを交わ
し、顔見知りとなりました。家族もお互いに共感でき
る友人ができ、一緒に外出し同じ思いをもつ人たちと
の交流と食事会はたいへん意味深いものとなりました。
　ありがとうございました。

　日頃、交流の少ない方々とスポーツを通した交流会
を開催しました。中・高・大学生のボランティアも加
わり楽しく能力を認めあう場となりました。来年も
やってね！という声もあがり有意義な1日を過ごすこ
とができました。これも温かい寄付をしてくださった
みなさんのおかげです。
　感謝申し上げます。

　今年の歳末助成金のおかげで楽しいクリスマス会を
開催できました。乳幼児～就園児までの子どもたちと
子育て中のお母さんたち、地域のボランティアの交流
の場となり、毎年楽しいんでいます。
　ありがとうございました。

　子どもたちからお年寄りまで多くの区民の参加を得
て「もちつき」を行い、地域住民の交流を図ることが
できました。
　善意の寄付をしてくださった方々のおかげです。
　感謝申し上げます。

助成団体から「ありがとうメッセージ」が届きました！

～掛川市社会福祉協議会赤い羽根地域福祉促進事業第２次募集助成結果～
○掛川運転ボランティアの会：福祉車輌操作講習会・運転ボランティア研修事業
� 20,000円
○大渕地区福祉委員会「サロンふじつか」：座卓テーブル・チェア用テーブル整備事業
� 100,000円

《 合 計 》　　２件　　１２０，０００円
　　　　　　　以上の団体へ助成させていただきました。

ホワイト☆ステッキ

掛川市チャレンジドスポーツ協会

薗ヶ谷いきいきクラブ

子育て支援部サークルじゃがいもサポーター
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３月行事予定

そば打ち体験
2月1日（土）9：30～申込受付開始
※2/15（土）受付締め切り！

ママのための健康講座
2月5日（水）9：00～受付開始

と　き：3月4日（水）10：00～11：00（9：50受付）
ところ：掛川児童交流館 プレイルーム
対　象：首座り～１歳11ケ月の子どもとその母親
　　　　20組（先着順）
内　容：親子体操、体型を戻すためのお話、個別相談など
　　　　（詳しくは交流館だより２月号をご覧ください）
協　力：すぎうら接骨院　掛川院 
申込み・問合せ先：掛川児童交流館　☎24-0822

と　き：2月22日（土）10：00～12：00
ところ：大東保健センター２階　調理室　
対　象：小学生　20名（先着順） 
内　容：そば打ち体験をして食べます
　　　　（講師：石津そば打ち同好会）
持ち物：参加費200円、飲み物、三角巾、エプロン、マスク
　　　　ふきん２枚、手ふきタオル、お箸
申込み・問合せ先：大東児童館　☎72-7830

と　き：2月8日(土) 13：20～15：00
ところ：大東保健センター２階　調理室
対　象：小学生　20名（先着順）
内　容：チョコパンプディング
持ち物：参加費200円、飲み物、三角巾、エプロン
　　　　マスク、ふきん２枚、手ふきタオル、ビニール袋
　　　　持ち帰り用容器、出席カード（今年初めての人は当日渡します）
申込み・問合せ先：大東児童館　☎72-7830

と　き：2月15日(土) 10：00～12：00
ところ：大須賀老人福祉センター　大広間
対　象：小学生　10名
　　　　（わくわくキッズ会員は参加、欠席の場合は連絡をくださいね）
内　容：カロムで遊ぼう、おにぎりを作ろう
持ち物：マスク、手ふきタオル、水筒、100円（お昼代）
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48-5965

大東児童館
（大東保健センター　2階）

TEL　72－7830

日 曜
日 時間 行　　事

3 火
10:00 ぱんだくらぶ（０歳児）
15:00

英語であそぼう（園児）
15:50

6 金 18:00 ドッジボールクラブ(小学生)
7 土 13:20 キッズクッキング(小学生)

11 水
 9:30 こあらくらぶ(２歳児)
10:30 うさぎくらぶ(１歳児)

17 火
10:00 ぱんだくらぶ(０歳児)
15:00

ジャンプクラブ(園児)
15:50

大須賀児童館
（大須賀老人福祉センター　2階）

TEL　48－5965

日 曜
日 時間 行　　事

4 水 10:00
すくすく広場
ふくしあ子育て相談

5 木
 9:30 つくしんぼの広場２歳児
10:30 つくしんぼの広場１歳児

7 土 10:00 作って遊ぼう(プラ板)

14 土
10:00 わくわく修了式
13:30 一輪車クラブ

23 月 10:00 卓球で遊ぼう

掛川児童交流館
（総合福祉センター（あいり～な）本館3階）

TEL　24－0822

日 曜
日 時間 行　　事

1 日  9:30 交流館まつり

3 火
 9:45 にこにこベビーA
10:30 にこにこベビーB

4 水 10:00 ママのための健康講座
6 金 10:00 にこにこベビーC

7 土
 9:00 ハンドメイドクラブA（ひまわり）
10:30 ハンドメイドクラブA（さくら）

8 日 13:30 ハンドメイドクラブB
10 火 10:00 にこにこたまご

12 木
 9:45 ち～ちゃいもんひよこA
10:45 ち～ちゃいもんひよこB

13 金
 9:45 ち～ちゃいもんうさぎA
10:45 ち～ちゃいもんうさぎB

18 水 10:00 ちびっこ広場
24 火 10:00 囲碁体験教室

毎週火曜日は★お話の広場★
午前11：00～

（31日はおやすみです）
手遊び・絵本の読み聞かせなど

毎週木曜日は★おはなしの木★
午前11：00～

手遊び・歌・絵本の読み聞かせなど

と　き：3月23日(月) 10：00～12：00
ところ：大須賀老人福祉センター　ロビー
対　象：小学生～大人　20名
内　容：簡単なゲームから試合まで
持ち物：参加費　小・中学生100円、大人300円
　　　　水筒、上靴、あせふきタオル
申込み・問合せ先：大須賀児童館　☎48-5965

卓球で遊ぼう！申込み受付中

申込み受付中

キッズクッキング
2月1日（土）9：30～申込受付開始

わくわくキッズ合同
みんなで「カロム」

 
小学生は自分で申込みしてね。 

※休む時は前日までに連絡してください。

おもちゃ図書館
　かけがわキューピーおもちゃ図書館は…
　障がいの有る無しを問わずおもちゃを通
して交流を深め、みんな一緒に遊ぶ場です。

みんな
児童館・交流館に
あそびにきてキョ

3月は…

 15日(日)
 10：00～15：00

★活動時間・内容等変更する場合がありますので、毎月の「児童館だより」・「交流館だより」をご覧ください。
　（※掛川市社会福祉協議会のホームページからも児童館・交流館だよりをご覧いただけます。）
★申込み・内容については各館にお問い合わせください。
★行事等で撮影した写真は、館内での掲示、おたより、HP、Facebook等への掲載に使わせていただくことがありますので、ご了承ください。
　支障がある方は職員までお申し出ください。
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ボランティアセンターからのお知らせ
総合福祉センター（あいり～な）内　TEL：24-6263　FAX：23-3319

【問合せ先】
　地域福祉係　☎22－1294
　（担当：堀場・武藏島）

ボランティアセンターにご相談ください！
　ボランティアセンターでは、「ボランティアしてみたいけど、どうすればいいの？」とい
う相談を受け付けています。「ボランティアをやってみたい」と思ったあなたの気持ちは活
動の原点です。ボランティアの楽しさを感じてみませんか？
�ボランティアの種類
　①地域に関わる活動　　②環境に関わる活動
　③高齢者や障がい者に関わる活動
　④災害に関わる活動　　⑤子どもに関わる活動
上記以外にもさまざまな活動があります。
お問合せいただければ、具体的な活動内容をご紹介します。
ボランティアセンターでは「ボランティアをしたい！」と
いう思いを応援しています。ぜひご相談ください。

　現在、ひきこもり状態にある人は全国に115万人、人口に対する出現率は１％と言われて
います。（2017年、2019年内閣府調査データ）市内にあてはめると1200人弱の人がその
状態にあると推測されます。
　社協では下記の事業を実施しています。お気軽にお問合せください。

ひきこもり者居場所支援事業
「就労はまだ…でも誰かと関わりたい。」「自
宅以外の居場所が欲しい。」という当事者のみ
を対象とした居場所を、地域若者サポートス
テーションかけがわと共催で開催しています。
日　時：毎月第４水曜日 13時30分～16時
会　場：総合福祉センター 東館１階相談室
内　容：読書や手芸等自分の好きなこと、
　　　　ボランティア活動、個別相談

ひきこもり者支援啓発講演会
当事者家族が安心して地域生活を送るた
めには、専門機関だけでなく地域住民の
理解も不可欠です。本講演会は市民を対
象に、理解啓発活動を行い、誰もが暮ら
しやすい地域の実現を目指します。

当事者家族の学習会 サロン
当事者家族のみを対象に、ひきこもりについ
ての学習、悩みの共有、情報交換等のサロン
活動を行っています。
�学習会�
日　時：令和２年２月16日（日）
　　　　 9:00～12:00
会　場：総合福祉センター 教養会議室
�おしゃべり会�
日　時：令和２年３月７日（土）
　　　　13:30～15:30
会　場：総合福祉センター 教養会議室

※個別相談は随時対応しています。
　�別途調整していますので、是非お問合せ
ください。

ボランティアに関する相談・問合せは　ボランティアセンター・南部大東ふくしあ社協・南部大須賀ふくしあ社協まで

ひきこもり者支援事業について

【問合せ先】
　地域福祉係　☎22－1294
　（担当：小柳・馬淵・武藏島）
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掛川市社会福祉協議会「賛助会員・団体施設会員」
加入していただき、ありがとうございました。

ご協力いただきました会費は、地域福祉の推進のため有効に活用させていただきます。

※5,000円以上の賛助会費を納入いただいた方を順序不同、敬称略で掲載させていただいています。
� （令和２年１月７日現在）
● 賛助会員 ●（５口以上、順不同、敬称略）
・伊藤巌・中遠環境保全㈱・リンナイテクニカ㈱・㈲オカザキ・清水澄子・横井脩二・小柳満夫・若森久雄
・兼子昌己・㈱掛川平和商会・佐々木製茶㈱・関本悦子・（宗）寶住寺�佐々木宏道・（宗）龍登院　川口素見
・㈱かねも・馨敏郎・森田菊司・㈲久田瓦店・真如寺・足立哲彦・掛川モータース・魚友㈲・㈲風間新聞店
・（医）社団順仁会きたはらクリニック・㈱三善・きたはらクリニック通所リハセンターＥＩＭ・㈱藤田鉄工所
・イムラ綜合不動産㈱・鈴木美恵子・㈱中遠電気・松下文子・㈱富士薬品・鈴木五男・三ツ井張次郎・㈲大石種苗店
・㈱川島組・黒田正史・セブンイレブン上張店・ビューティーエバ　ヘアメイクアップアートＢＯＹ・㈱浅岡工業
・坂井良子・㈲マルテ伊藤削節店・増本常夫・小沼製餡所・鈴木盛次・（医）川口会・大川原淳哲
・㈲石川自動車・ＮＥＣプラットフォームズ㈱・池端産業㈱・鈴木正治・㈱金田組・大島宣義・掛川茶商協同組合
・㈱ミナミ・松葉倉庫㈱・中遠化学�小林好見・松浦哲二・協和水道㈱掛川営業所・くわたか自動車・㈱コプレック
・静岡資材㈱掛川販売支店・鈴木製機㈱・合葉かね子・丸堀製茶㈱・榛葉隆二・榛葉恵子
・㈱新開トランスポートシステムズ・㈱静岡茶通信販売センター・天理教薫遠州分教会�福島修一
・（宗）春林院�白木由高・マルイ工業㈱・㈱トダックス　井口真一・榛村辰之・魚寿・石川寿・小杉富雄
・橋本紘司・掛川グリーンヒルカントリークラブ・杉山武・袴田豊昭・鈴木宏・（宗）永江院・渡辺健次
・鈴木保男・キャタレント・ジャパン㈱・佐藤亘亮・染葉充之㈲一乳・丸松興事㈱・天野百々香・㈱マツイ健設
・杉山彰・松本敏春・大浜給食協同組合・小澤幸子・久保田康徳・㈱榛葉鉄工所・㈲大東新聞センター
・加藤芳子・松山光志・㈱杏林堂薬局・加藤勝男・㈱ヴァイスプランニング・平井順策・掛川市農業協同組合
・榛葉よね・ヤマハモーターパワープロダクツ㈱・㈱平野工業・㈱アクセス・三笠運輸㈱・榛葉正志
・もちや　鈴木定雄・松下廣子・㈱松下組・丸山製茶㈱・正願寺　中村宏人・小野クリニック�小野七生
・㈲掛川製作所・中部電力㈱掛川営業所・加藤正智税理士事務所・㈲福田屋商店・島田掛川信用金庫
・三浦菜美子�（三浦歯科医院）・耳鼻咽喉科�村上医院・（医）ハート会　ながおか内科�長岡憲保・宮澤稔行
・近藤歯科医院　近藤均・㈱尾崎工務店・山崎和則・㈱勝又商店掛川支店・倉元みつ江・佐野医院　佐野克行
・松浦梱包輸送㈱・大雲院・山本智彦・㈱三宝園　田旗桂太・㈱北陽・大須賀ライオンズクラブ
・（医）宇野会　宇野浩之・榑林組㈱・㈱マルコポーロジャポン代表取締役�影山淳・小笠原哲夫　
・小笠原まち子・小笠原加工㈱・丸山文男・㈱キャタラー・山本清一・第６地区民生委員児童委員協議会　
・掛川市部課長会・武州総合サービス㈱静岡営業所・武州総合サービス静岡㈱　
・明るい社会づくり運動静岡県掛川地区協議会・掛川市民生委員児童委員協議会

● 施設会員 ●（順不同、敬称略）
・（福）掛川芙蓉会・エバーグリーン掛川・掛川工房つつじ・（福）天竜厚生会　さやの家・おおすか苑　
・デイサービスきたはら・（医）好生会さわや家・（福）聖母福祉会掛川聖マリア保育園・ＪＡデイサービス大城
・（福）ねむの木学園　星に祈る・（福）ねむの木学園　やさしいお家・（福）ねむの木学園感謝の心
・（医）学修会　神子の園・宮脇デイサービスセンター・メンタルサポートみこち
・訪問看護ステーション掛川・（福）Ｍネット東遠・ケアホームぬくとんぼ・山崎デイサービス
・くにやす苑・訪問看護ステーション大東・おおすか苑デイサービスセンター・（特非）風の家
・マザーズ長谷壱番館
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社会福祉協議会の賛助会員を募集しています！
賛助会費【１口】・・・1,000円
施設会費【１口】・・・2,000円

車椅子や福祉車輌、サロン用品の貸出など、福祉活動の支援
に活用させていただいています。
なお、税法上寄附金となり、税金の控除の対象となります。
ご協力お願いします。



福祉教育への取り組み紹介

次は中地区の紹介です。お楽しみに♪

～城北地区福祉協議会～
　城北地区は下西郷区、下西郷西区、北門区、弥生町区、城北
町区の５区で構成されています。現在地区福祉協議会は、まち
づくり協議会健康福祉部会となって活動を行っています。主な
活動は高齢者がいきいきと暮らせるように、各区で毎月いきい
きサロンを開催して各種講座やゲーム、創作活動、食事会等を
行っています。また高齢者の安全を守るために見守り隊を結成
し、日々見守り活動を行っています。これからも区民がいきい
きと安心して暮らせるまちづくりを目指していきます。

～掛川市立大渕小学校～

　「車椅子に乗っているから助けるのではなく、困っているから助け
る。」福祉体験を終えた児童は、自分の知らない世界に驚いたり共感
したりしながら、視野を広げ、ひとまわりたくましくなります。
　本校は、３年生が「聴覚障がい」、４年生が「視覚障がい、盲導犬」、
５年生が「肢体不自由」について、障がい者と関わる実践を通し、自
分とは違う人の存在や生き方を知るとともに、思いやりや助け合いの
心を育てています。また、１年生が敬老会でお年寄りと交流をしたり、
夏休みには希望者が近くの施設でボランティア体験をしたりします。
全校では、アルミ缶集めや赤い羽根募金に加え、お互いの良さを認め
合い紹介する活動も行ったりしています。

＊ 交 流 館 ま つ り ＊
●日　時：３月１日（日）9:30～13:00
●会　場：掛川市総合福祉センターあいり～な、駐車場

☆オープニング…各クラブの発表、パプリカダンス♪
☆今年も登場！プラレールタウン！
☆ハンドメイド作品展
☆ポイントラリー
☆遊びのコーナー☆工作コーナー☆飲食コーナー
　　…詳しくは交流館だより3月号を見てね…

・ボルダリング…黒板ウォールや
　　すべり台付きのキッズウォールが登場！

【問合せ先】掛川児童交流館
☎２４－０８２２

お手玉投げ ちぎり絵づくり フィットネス体操

楽しい食事会

2020年オ
リンピッ

クイヤー
の

 
テーマは

スポーツ
！！

楽しく体を動かそう！

＊ボランティア募集中＊
一緒に交流館まつりを
� 盛り上げましょう！
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個人名のご紹介につきましては、ご本人様の了承を得て掲載させていただいています。

 

善意をありがとう

相談名 会場 相談日 時間

結 婚 相 談

総合福祉センター東館
あいり～な

（23-3036）※当日のみ
※第二日曜日は女性優先
※�登録は本人のみ。写真持参で
15:00までに入室してください。

 1（日） 13:00
～
16:00
（ 15：30受付終了）

 8（日）

15（日）

心 配 ご と
相 談

総合福祉センター東館
あいり～な

（23-3036）※当日のみ
 6（金） 13：00

～
16：00
（ 15：30受付終了）市役所大東支所1F（72-1135） 13（金）

市役所大須賀支所1F（48-5531） 27（金）

相談名 会場 相談日 時間
介 護 相 談 本所（22-1309）

月～金
（祝日を
　除く）

 9：00
～
17：00

ボランティア
相 談

ボランティアセンター（24-6263）
南部大東ふくしあ社協（72-1135）
南部大須賀ふくしあ社協（48-5531）

福祉総合相談

本所（22-1294）
東部ふくしあ社協（23-4720）
中部ふくしあ社協（28-8546）
西部ふくしあ社協（29-6192）
南部大東ふくしあ社協（72-1135）
南部大須賀ふくしあ社協（48-5531）

子育て相談 本所（22-1309）
随時受付

３
月
の
相
談
日
の
ご
案
内

（令和元年12月分）※順不同敬称略●寄付金
＊横山政子（静岡福祉協力会）
＊竹尾喜六　＊掛川タクシー㈱
＊木村塗装　＊掛川さとう式リンパケア
＊第二十八回JA夢咲大城フェスティバル
＊まっちゃん一座　＊駄菓子やっこ・ちびやっこ
＊葛ヶ丘地区福祉協議会
＊日本基督教団掛川教会
＊掛川市グラウンドゴルフ協会 掛川支部
＊掛川市グラウンドゴルフ協会 大須賀支部
＊掛川市子ども会連合会大須賀地区会
＊匿名2件

●寄付物品
＊國府五月（衣類）　＊お茶の実の雪うさぎ工房㈲
（焼き菓子）　＊ザ・ビッグ大須賀店（車いす）
＊静岡県退職公務員連盟小笠支部（タオル）
＊ヤマハ労働組合掛川支部女性部（タオル、菓子）
＊はやの小児科（長椅子）
＊匿名5件（衣類、布団、文房具、食品券、未使用切手）
●寄付物品（フード）
＊平野龍那（乾うどん）　＊作楽人（米）
＊匿名5件（麺類、菓子、レトルト食品、おでん
　餅他）

●収集物
＊髙橋春香　＊三浦一枝　＊森下和子　＊浅岡芳男
＊寺崎茂男　＊沖一化工㈲　＊㈱磯村　＊㈱ギャバン
＊海坂発行所　＊大日本報徳社　＊戸塚書道教室
＊NPO法人 とうもんの会
＊第二地区民生委員児童委員協議会
＊第三地区民生委員児童委員協議会
＊第四地区民生委員児童委員協議会
＊第五地区民生委員児童委員協議会
＊十王いきいきクラブ　＊城西白寿会　
＊あじさい卓球クラブ　＊つくしなかよし広場　
＊産業労働政策課　＊匿名４件

〇雇用形態　　登録運転手（時給920円）
○年　　齢　　70歳未満
〇必要資格　　中型免許証（8ｔ限定解除）
〇勤務内容　　�シニアクラブや福祉団体等の活動

行事で依頼場所への送迎運転
〇勤 務 地　　①22世紀の丘公園たまりーな
　　　　　　　　（満水1652）
　　　　　　　②大須賀ふくしあ（西大渕100）
〇勤 務 日　　①主に火・土・日曜日、祝日
　　　　　　　②依頼があった日

登録運転手募集
中型バスの運転手を募集します！

生きがいデイサービスセンター
パート職員募集

◆認知症の家族を介護されている方のためのサロン◆
「笑顔のつどい」のご案内
北部：２月28日（金）13：30～15：00
　　　あいり～な２階・教養会議室
　　　　★健康講話を行います。
南部：２月12日（水）13：30～15：00
　　　大須賀老人福祉センター
　　　　★ヨガを行います。

【申込み・問合せ先】
　高齢者支援係　☎24－2754
　（担当：牧野）

【申込み・問合せ先】
　高齢者支援係　☎24－2754
　（担当：牧野）

元気なお年寄り（介護保険を利用されていない）
のための介護予防のデイサービスです。

○雇用形態　パート職員（時給920円）
○年　　齢　65歳未満
○勤務内容　利用者の活動支援
　　　 （レクリエーション、健康体操制作活動 他）
○勤 務 地　大須賀老人福祉センター（西大渕150）
○勤務時間　火～金の内 週2、3日 9:00～15:00

あたたかい心を
ありがとうございます

南遠環境保全（株）様から100,000円のご寄付
をいただきました。
福祉事業推進のために活用させていただきま
す。ありがとうございました。

フードバンクにご協力ありがとうございました！

今回集まった食料は、【認定ＮＰＯ法人フードバンクふじのくに】から
行政・社会福祉協議会支援団体を通じて食べる物がなくて困っている方
へ食糧支援をさせていただきます。

次回は2020年８月を予定しています。よろしくお願いいたします。

募集 募集
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