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　各公民館では、自主企画 ･ 自主運営の生涯学習講座「わくわく学び塾」の前期受講生を募集します。講師と受講
生が協力して、自主的な講座運営をしていきます。
　今回は、今年度の前期（５月～ 10 月）に開講する講座の受講生を募集します。
◆講座内容　下表のとおり
◇参 加 料　１人（組）１講座 1,000 円です。（材料費等が必要な場合は、自己負担額があります。）
◆申込方法　希望講座番号・講座名・氏名・住所・電話番号を会場の各公民館に電話またはファックスをしてください。   
◇申込期限　平成31年４月25日（木）                          
◆そ の 他　申込者が定員（下表参照）を超えた場合は抽選を行い､ 結果を後日連絡します。申込者が５人未満の
　　　　　　講座は､ 中止となります。
＊後期（11 月～２月）開講講座の募集は、しぶかわ生涯学習だより後期号に掲載予定です。

番号
講座名 

（講師名）
と　き 対象（自己負担額） 定員 持ち物

内　容

会場・連絡先 中央公民館 （TEL 22ｰ4321 FAX 20ｰ1202)

1
初めての「蝋書」入門 
(管創会)

5/20(月)､5/28(火)､6/3(月)､6/24(月)､
7/23(火)午後1時30分～3時30分

成　人 
(初回200円)

10 筆記用具・エプロン

蝋を溶かして和紙に文字を書き､周りを染色します。墨書とは違い自由な色づかいで独創
的な作品づくりを楽しみましょう。ハガキ大の作品から始めます。会員がマンツーマンで
指導します。

2
生き生き社交ダンス中級編 
(石坂久幸)

5/20､6/10､6/17､6/24(すべて月曜日)
午前10時30分～正午

成人・高齢者 30 ダンスシューズ

群馬県新統一スローフォックストロット､サンバなどを講習します。

3
ボタニカルアート  
ディスペンサーづくり 
(千明久美子)

5/21､9/10､12/10(すべて火曜日) 
午前10時～正午

親子(小学生以上)
・成人 

(毎回2,500円)
8

はさみ・持ち帰り用の袋
(シャンプーボトルくらい
のサイズ)

二重構造のディスペンサーボトルの中にドライフラワーやペーパークラフトなどでお好
みのデザインに装飾して､最後にハンドソープや食器用洗剤を入れて完成です。ハーバリ
ウムに似ていますが実際に使って楽しめます。日々の家事に彩を添えてみませんか？

4
はじめての水墨画教室 
(佐藤英子)

5/22､6/5､6/19､7/3､7/17(すべて水
曜日)午後1時30分～3時30分

成　人 
(毎回500円)

20
太筆等書道用具(貸出可)・
水入れ(筆洗用)・白タオル・
浅い白皿

身近な季節の花を描く水墨画の基礎学習。色紙の作品を楽しみながら学びます。

5
たのしくやさしいシニア英会話 
(茂原和代)

5/30､6/6､6/13(すべて木曜日) 
午後2時～3時30分

成人・高齢者 20 筆記用具

英語が初めての人でも大丈夫です。やさしく楽しく学べる英会話。きっと英語が好きにな
れます。

6
プリザーブドフラワーアレンジ・夜 
(幸野弘子) 

5/24(金)､6/28(金)､7/18(木)、8/9(金)､
9/20(金)､10/18(金)午後7時～9時

成　人 
(毎回2,000円)

15
ホットボンド(持っている
人)・工作バサミ

プリザーブドフラワーをメインに使用し､季節感をとり入れた壁掛け・置物などを作りま
す。作っているときの楽しさと出来上がった時の喜びを感じてほしいです。

7
ココロとカラダをつなげるヨーガ 
(石坂美香)

5/28､6/4､6/11､6/25、7/2､7/9 
(すべて火曜日)午後7～8時30分

成　人 15
できればヨガマット(なけれ
ばバスタオル)・飲み物・タオ
ル(汗ふき)・動きやすい服装

ヨーガ療法は､簡単な動き､呼吸法､瞑想､リラクゼーションを行います。心と身体は密接に
かかわりあっています。身体と呼吸と心の調和､自分の｢今ここ｣に意識を向けます。負荷を
かけ､緊張とリラックスした感覚を意識し､身体と呼吸と心のバランスの取れた状態にな
れるよう指導します。
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番号
講座名 

（講師名）
と　き 対象（自己負担額） 定員 持ち物

内　容

8
プリザーブドフラワー・アレンジ・昼 
(幸野弘子)

5/30､6/20､7/18､8/8､9/26､10/24 
(すべて木曜日)午前10時～正午

成　人 
(毎回2,000円)

15
ホットボンド(持っている
人)・工作バサミ

プリザーブドフラワーをメインに使用し､季節感をとり入れた壁掛け・置物などを作りま
す。作っているときの楽しさと出来上がった時の喜びを感じてほしいです。

9
呼び返そう！あの頃の歌声(Ⅵ) 
(島田實貴男)

6/2(日)､7/13(土)､8/11(日)､9/8(日)､
10/20(日)､11/3(日)､12/8(日)､1/5(日)､
2/9(日)午前9時30分～11時30分　

成　人 50 筆記用具・飲み物

主に昭和30年・40年代に青少年団体などで歌われた歌およびフォークソング・歌謡曲な
ど、今後も歌い継ぎたい約100曲の歌唱指導およびエピソードなど。

10
よさこい(踊り・旗)ＨＩＰＨＯＰ(基礎) 
(新妻道明)

6/2､6/23､6/30､8/11､8/25､9/1､9/15､
9/29､10/6(すべて日曜日)午前10時
～正午

どなたでも 50 シューズ

初心者でも楽しく踊れる｢よさこい｣を体験してもらいます。ＨＩＰＨＯＰダンスの基礎も
組み込みますので､年齢を問わず楽しめると思います。

11
香道入門教室 
(須田英子)

6/4､7/2､8/6､9/3､10/8(すべて火曜日)
午後1時30分～3時30分

成　人 
(毎回1,000円) 

15 筆記用具・あれば扇子

香木(組香)をたき､その香りを楽しむ教室。大名家の香道です。雅な香りを楽しんでみませ
んか。

12
楽しい水墨画 
(猪熊きみ江)

6/5､6/12､6/19､6/26(すべて水曜日) 
午前10時～正午

成人・高齢者 20
大小筆・白い皿・雑巾・水入
れ・墨・下敷・和紙(無い方
は初回300円で頒布可)

墨と水､筆を使い､季節の花や気に入った風景などを描きます。

13
自分の命は自分で守れるか 
(竹渕幸雄)

6/5､10/2､11/6(すべて水曜日) 
午後1時30分～3時30分

成人・高齢者 30 筆記用具

ヒートショック､熱中症などの恐ろしさは死につながることが多いということです。「自分
の命は自分で守り、みんなの命はみんなで守る」という考えを普段から持つことが大切だ
ということを学びます。 
6月：熱中症､10月：ヒートショック､11月：火災事故

14
初めてフラ 
(伊東小矢佳)

6/6､6/20､7/4､7/18､9/5､9/19､10/3､
10/10､10/31､11/14(すべて木曜日)
午前10時30分～正午

親子・成人女性・ 
高齢者女性

15
動きやすい服装(あればフ
レアスカート)・飲物・タオル

ハワイの伝統文化であるフラを基本から楽しく正しく学びましょう。楽しく踊ってハワイ
を感じてください。

15
自己免疫ＵＰ！ 
自彊術(じきょうじゅつ) 
(大塚麗子)

6/9､9/8､10/6､11/3､12/8 
(すべて日曜日)午後1時30分～3時

どなたでも 15
動きやすい服装・あれば5
本指靴下・バスタオル・汗
ふきタオル・飲物

呼吸法と全身性､系統的な31動作を行います。ストレス解消､腰痛､肩痛､膝痛などの改善
に役立つ治療体操です。

16
古典に学ぶ人生の知恵『論語』 
(関　竜二)

6/25、7/30、8/27、9/24、10/29、11/26、
12/24、1/28、2/25(すべて火曜日) 
午前10時～11時30分

成　人 20 筆記用具

論語の素読を交えながら､内容をわかりやすく説明します。

17
はじめてのキーボード入門コース 
(笹部共栄)

6/4､6/11､6/18､6/25(すべて火曜日) 
午後1時30分～3時

成人・高齢者 8
筆記用具・キーボード（貸
出可：期間中1，000円）

鍵盤に触れてみましょう。まずドレミから始め､色々の音色､リズムを楽しんでみましょう。

18
スマホ・タブレットの初歩・基礎講座 
(高津信子)

6/5､6/19(すべて水曜日) 
午後1時30分～4時

成人・高齢者 
(初回500円)

10 スマートフォン､タブレット

スマホのなぞ？なぜ説明書がない？他､わからないこと聞きたいことについて学びます。

会場・連絡先 渋川西部公民館 （TEL 25ｰ3841 FAX 25ｰ3844)
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27
手打ちそば教室(前期) 
(干川重之)

6/6､6/13､6/20(すべて木曜日) 
午後1時30分～4時

成　人 
(毎回500円)

10
タオル2本・エプロン・持ち
帰り用タッパー

500g(4人前程度)の二八そばが打てるようにご指導いたします。

会場・連絡先 豊秋公民館 （TEL 22ｰ0312 FAX 24ｰ7692)

会場・連絡先 金島公民館 （TEL 22ｰ0241 FAX 24ｰ7690)

22
初めてフラ 
(伊東小矢佳)

5/29､6/5､6/19､7/3､7/17､9/4､9/18､
10/2､10/23､10/30(すべて水曜日)
午後7時30分～9時

親子(未就学児)・ 
中学生以上の女性

15
動きやすい服装(あればフ
レアスカート)・飲物・タオル

ハワイの伝統文化であるフラを基本から楽しく正しく学びましょう。楽しく踊ってハワイ
を感じてください。

23
簡単な浴衣の着付けとヘアアレンジ 
(佐藤美幸)

6/23（日）､7/20(土) 
午前9時～正午

親子(小学生)・中
学生以上の女性
(40代くらいまで

2人一組)

10組

浴衣と帯・切ってもよいス
トッキング・ヘアゴム・ヘア
ピン・あれば帯板・Tシャツ
半ズボンまたはキャミワン
ピ等着用

友達や親子で､浴衣を洋服感覚で気軽に楽しめる簡単な着付けと､編み込みを使った簡単
で可愛いヘアアレンジ。和服で夏を楽しもう。

会場・連絡先 古巻公民館 （TEL 22ｰ1892 FAX 24ｰ7691)

24
わくわく手打ちそば教室 
(干川重之)

6/6、6/13、6/20(すべて木曜日) 
午前9～11時30分

成　人 
(毎回500円)

10
タオル2本・エプロン・持ち
帰り用タッパー

500g(4人前程度)の二八そばが打てるようにご指導いたします。

25
ココロとカラダをつなげるヨーガ 
(石坂美香)

9/3､9/10､9/24､10/1､10/8 
(すべて火曜日)午後7時～8時30分

成　人 15

できればヨガマット(なけ
ればバスタオル)・飲み物・
タオル(汗ふき)・動きやす
い服装

ヨーガ療法は､簡単な動き､呼吸法､瞑想､リラクゼーションを行います。心と身体は密接に
かかわりあっています。身体と呼吸と心の調和､自分の｢今ここ｣に意識を向けます。負荷を
かけ､緊張とリラックスした感覚を意識し､身体と呼吸と心のバランスの取れた状態にな
れるよう指導します。

26
スマホ・タブレットの初歩・基礎講座 
(高津信子)

9/4､9/18(すべて水曜日) 
午後1時30分～4時

成人・高齢者 
(初回500円)

10 スマートフォン・タブレット

スマホのなぞ？なぜ説明書がない？他､わからないこと聞きたいことについて学びます。

番号
講座名 

（講師名）
と　き 対象（自己負担額） 定員 持ち物

内　容

会場・連絡先 渋川公民館 （TEL 22ｰ0999 FAX 24ｰ7689)

19
フラダンス 
(池田政子)

6/7､6/14､6/28(すべて金曜日) 
午後7時～8時30分

5～65歳 15 無し

子どもまたは成人層の健康のためのフラダンス､始めてみませんか！

20
フラダンス 
(池田政子)

7/12､7/19､7/26(すべて金曜日) 
午前10時30分～正午

5～65歳 15 無し

子どもまたは成人層の健康のためのフラダンス､始めてみませんか！

21
コードを覚えてキーボードを弾こ
う！ 
(山崎京子)

7/3､7/17､7/31(すべて水曜日) 
午前10時～正午

成　人 8
筆記用具・キーボード（貸
出可：期間中1，000円）・
あれば延長コード

キーボードの自動伴奏機能を使ってかっこよく弾きましょう。 
(弾きたい曲の楽譜がある人は持ってきてください)
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31
日本の心｢日本の歌百選｣を歌い継ご
う！ 

（島田實貴男）

6/13(木)､7/10(木)､8/8(木)､9/25(水)､
10/10(木)､11/14(木)､12/12(木)､1/23(木)､
2/13(木)午前9時30分～11時30分

小学生以上 40 筆記用具・飲み物

平成18年、文化庁とＰＴＡ全国協議会が、親子で長く歌い継いでほしいと定めた童謡・唱
歌など101曲の｢歌唱指導｣及び｢時代背景、作詞者・作曲者の紹介｣など。

会場・連絡先 北橘公民館 （TEL 52ｰ2300 FAX 52ｰ2190）

30
呼び返そう！あの頃の歌声(Ⅵ) 
(島田實貴男)

6/6(木)､7/4(木)､8/1(木)､9/5(木)､10/1(火)､
11/7(木)､12/5(木)､1/9(木)､2/6(木) 
午前9時30分～11時30分　

成　人 50 筆記用具・飲み物

主に昭和30年・40年代に青少年団体などで歌われた歌およびフォークソング・歌謡曲など、
今後も歌い継ぎたい約100曲の歌唱指導およびエピソードなど。

会場・連絡先 赤城公民館 （TEL 56ｰ2214 FAX 56ｰ4110）

28
スマホ・タブレットの初歩・基礎講座 
(高津信子)

8/7､8/21(すべて水曜日) 
午後1時30分～4時

成人・高齢者 
(初回500円)

10 スマートフォン・タブレット

スマホのなぞ？なぜ説明書がない？他､わからないこと聞きたいことについて学びます。

会場・連絡先 伊香保公民館 （TEL 72ｰ5777 FAX 72ｰ5766)

29
スマホ・タブレットの初歩・基礎講座 
(高津信子)

7/3､7/17(すべて水曜日) 
午後1時30分～4時

成人・高齢者 
(初回500円)

10 スマートフォン・タブレット

スマホのなぞ？なぜ説明書がない？他､わからないこと聞きたいことについて学びます。

会場・連絡先 小野上公民館 （TEL 59ｰ7027 FAX 59ｰ2788）

番号
講座名 

（講師名）
と　き 対象（自己負担額） 定員 持ち物

内　容

あなたの生涯学習、 応援します !
●「生き活き楽習」

　市民が講師となり、みなさんが主催する学習会などに講座をお届けします。スポーツ、手芸、
教養など、さまざまな分野に触れるきっかけづくりや、さらなる趣味の充実のためにお気軽に
お申し込みください。

◆講座内容 … 平成30年度は39講座が登録されました。
◆料　　金 … 講師料は無料。ただし、材料費などを実費負担していただく場合があります。
◆申込方法 … 開催希望日の1カ月前までに申込書を生涯学習課へ提出してください。

※講座一覧及び申込書は生涯学習課(第二庁舎）にあります。市ホームページから印刷もできます。

お問い合わせ：生涯学習課（電話 22-2500）
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ＶoiceＶoice　市内で生涯学習活動を　　行っている人の声

　私の住む豊秋地区本石原は、世帯数 220 余り

の小さな町です。この町で昨年度、世代を超えて

多くの町民が集う機会にと「夏祭り」を計画し、

その企画の中で「防災訓練」を実施してみました。

災害への油断もありますので「ご近所の皆さんで

避難を想定した経験をしてみよう」という事で防

災安全課にご協力頂き、また会場は、多くの人が

集まれるよう当自治会館に隣接する保育所跡地園

庭をお借りし、自主炊出しや避難者名簿の作成、

クイズ等で楽しみながら学習も行いました。非常

食は思いのほか美味しくて、ちょっと安心したと

ころです。

　「町内の沢山の方々に参加して頂きたい」と回

覧板、掲示板での周知はもとより、ご近所さん同

士が声かけしながら参画を呼びかけ、その結果

150 名を超える方々にご参加頂きました。これ

は本石原にとっては画期的な参加人数で、より防

災を身近に感じる好機となりました。

　その後のお祭りでも、世代を超えた人達の踊り

の輪や花火を楽しむ子供達の姿に町内の連帯感を

みているようでひときわ感動的でした。「本石原

自治会ふれあい夏祭り」は大成功でした。

　この夏祭りを機に「地域助け合い活動」は「本

石原地域たすけ愛隊」（仮称）として、町民がみん

なで参画し一緒に集う事から一歩を踏み出しまし

た。誰もが健やかに暮らせる本石原でありたいと

模索しつつ、気持ちを新たにしているところです。

　“木の芽起こしの雨が降る　いで湯塩川湯けむ

りの星　愛のひと夜が忘られ…”

　これは、小野上地区出身の高橋たけおさんが小

野上温泉を舞台にして製作した CD「塩川慕情」

の一節です。曲に合わせて、高齢者教室（通称　若

返り学級）の学級生が扇子片手に繰り返し踊って

います。

　１時間余りたっぷりと汗を流し、頃合いを見て

「さあ、ひと休みしましょうか」と声を掛けると、

１人の元気な学級生が駆け出して行ってお茶を運

んで来ます。92 才と思えない早業です。他の人

もお座敷に集まって、お決まりの茶話会が始まり

ます。各々、持ち寄ったお菓子や煮物をつまみな

がら、ひと時、世間話に花を咲かせます。程良い

緊張感を味わった後のリラックスタイムに飲むお

茶は格別の味がします。

　私が舞踊と出会ったのは婦人会のクラブ活動で

した。紆余曲折もあって十数年お稽古を続けた後、

昭和 60 年に免状を戴きました。その後、間もな

く若返り学級舞踊クラブが発足し、活動が始まり

ました。あれから三十余年、学級生の顔ぶれは替

わりましたが、踊る程に若返るという学級の精神

を胸に頑張っています。

　平成の現在、65 才から 92 才まで 12 名の学

級生と、社協夏まつり、敬老の集い、小野上地区

文化フェスティバル等に出演し、デイサービスの

慰問にも行きます。これからも高齢の学級生と共

に、楽しみながら舞踊活動を続けていきたいと

思っています。

　齢者と共に 　が町本石原、こんな町
佐　藤　昭　子 地域助け合い活動　堀　越　みゆき

高 我
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～渋川読み語りの会　萌えの子～

　渋川読み語りの会　萌えの子さんは、今年で発
足34年目を迎える読み語り団体です。会長の都丸
京子さんをはじめ、会員は 12 名。
　渋川市立図書館や渋川西部公民館、老人ホーム
ひまわり渋川駅前等を活動の拠点としており、子
どもから高齢者まで幅広い年代に向けて、本の世
界の美しさ、言葉の美しさを知ってもらうことを
目的として活動されています。
　渋川市立図書館では、第１・３土曜日の午後２
時から、図書館内の黒川こども文庫にて、おはな
し会が行われています。季節に合わせた絵本や紙
芝居、時には素敵な歌声を披露しながらの手遊び
等、様々な読み語りの方法で楽しませてくれます。
ゆっくり本のページをめくりながら、落ち着いた
声で進められるおはなし会に、子どもたちは「こ
のお話、どうなるんだろう」「次は何をお話してくれ
るのかな」と、目を輝かせながら、お話に耳を傾け
ています。　　

　文化財保護課では「しめ縄飾りづくり教室」を、
毎年 12 月に八木原の北会館で開催しています。
　この教室では、地域の伝統文化継承を目的とし
ている八木原風俗習慣保存会に講師を依頼してい
ます。教室は平成 8 年度より実施しており、20 年
以上に渡り、伝統文化及び受け継がれてきた技術
の継承を行っています。
　使用するわらは、八木原風俗習慣保存会が栽培
し加工した古代米（緑米）の稲わらで、「ごぼう締め」
と「輪飾り」の二種類を製作します。
　参加者は講師に教わりながら、自分の手で稲わ
らを束ね、巻き、形を整えていきます。青田刈り
された稲わらは通常の稲わらよりも長いため、完
成すると、約１メートルの長さのとても立派なも
のになります。
　製作のコツは、束ねた稲わらを巻く前に、てい
ねいに更に３つの束に分けること。時間をかけて
均等にすると、仕上がりのバランスの良さが格段

　 立図書館　　　

　 化財保護課

市

文

所在地・連絡先：渋川市渋川1767番地1　TEL22-0644・FAX20-1200

所在地・連絡先：渋川市北橘町真壁2372番地1 TEL52-2102・FAX52-4008

特色ある活動・
活動団体を紹介します

　また、７月にはたなばた会、12 月にはクリスマ
ス会が開催されます。手作りのブラックパネルシ
アターは美しく、迫力満点。子どもたちが毎年楽
しみにしている、渋川市立図書館の人気のイベン
トです。是非お出かけください。
　そして、萌えの子さんでは読み聞かせのボラン
ティアも随時募集しています。読み聞かせに興味
のある方、子どもたちの笑顔が見たい方は、おは
なし会に見学にいらしてください。お待ちしてお
ります。

に違います。
　募集案内は「広報しぶかわ」の 11 月 1 日号に
掲載されます。しめ縄飾りづくり教室に関するお
問合せは、教育委員会文化財保護課（TEL　52-
2102）まで。
　市内在住・在勤の方であれば、どなたでもご応
募いただけます。ぜひ、ご家族やご友人とお申し
込みください。
　今年の冬は、自分の手で作った正月飾りで、新
年をお迎えしてみませんか。

ピックアップ
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公民館 L
ﾚ　　ﾀ　　ｰ

etter 渋川市公民館主事会議ワーキンググループ

　渋川市公民館主事会議では、
昨年度「仮称・勝ち組」「負けん
組」の２つのワーキンググルー
プに分かれて研究活動を行い、
１月に行われた渋川市社会教育
委員会議・公民館運営審議会合
同会議においてそれぞれの成果
発表を行いました。
　「仮称・勝ち組」は、「地域の
良さを再発見しよう」をテーマ
に伊香保地区の「伊香保八景」
に着目しました。伊香保八景と
は、江戸時代に初代歌川広重が
伊香保の八つの景勝地を描いた
浮世絵です。明治、大正、昭和
の時代にもこの絵にちなんで八
景が編まれています。後世にそ
れだけ影響力を持つ浮世絵に描
かれた風景の、現在の様子を探
ることから活動が始まりました。
さまざまな場所や角度から検証

した結果、浮世絵とほぼ同じ風
景を見つけることができたのは

「二ツ嶽の雪」という作品のみ
でした。ですが「二ツ嶽の雪」
の風景を見つけた時には、まる
で江戸時代にタイムスリップし
たような高揚感を味わうことが
できました。「地域の良さを再
発見」した瞬間でした。
　「負けん組」では「郷土かる
たを使って地域を愛する心を育
てよう」をテーマに、「渋川か
るた」を題材にした公民館講座

「『渋川かるた』DE ミステリー
ツアー」を企画しました。「渋
川かるた」は平成 21 年度に渋
川青年会議所が発行した新しい
郷土かるたです。講座では、元
渋川青年会議所の方を講師に招
き、詳しい解説や思いについて
お話しいただいたほか、実際に

かるたを体験したり、到着する
まで目的地がわからないミステ
リーツアーでかるたに詠まれた
場所を訪れたりしました。参加
者からは「地域の魅力を知るこ
とができた」「有意義であった」

「楽しかった」「渋川市に愛着が
わいた」という感想が寄せられ、

「地域を愛する心を育てる」一
助となった実感を得ることがで
きました。
　「仮称・勝ち組」と「負けん組」
の活動は今年度も続きます。昨
年度の内容をさらに一歩進める
のか、それとも応用して別の研
究に取り掛かるのかは今後の話
し合いで決められますが、みん
なで学ぶ楽しさを共有する仲間
として、つながりを大切にしな
がら活動していく予定です。

　12 月５日、伊香保公民館にて「日本人の気付かぬ日本語」
講座が開催されました。講師は桑原和昭先生です。
　発明（はつめい）、発案（はつあん）、発達（はったつ）、
発見（はっけん）。大きな［つ］が小さな［っ］に変わるの
はどんなとき？普段使っている言葉の中にある日本語の法則
や不思議さについて学びました。参加者からは、「おもしろ
かった。｣、｢もっと話を聞きたい。」といった声が上がりました。
　「生き活き楽習」はスポーツ、手芸、教養など様々な講座
をお届けします。対象は市内に在住・在勤・在学している団
体です。

「仮称・勝ち組」の報告より 「負けん組」の報告より

お問い合わせ：生涯学習課（電話 22-2500）

生き活き楽習「日本人の気付かぬ日本語」トピックス


