７月 日︑ひだまりの里
病院作業療法科での初めて
の試みとして︑患者様に夏
を感じ楽しい時間を共有し
てもらおうと︑中庭
で金魚すくい・水鉄
砲・線香花火など懐
かしい遊びをする小
さな﹁夏祭り﹂を企
画しました︒患者様
と和紙染めのうちわ
を作ったり︑習字で
看板を書いて準備を
し︑いよいよ夏祭り
当日︒真夏の強い陽
射しと提灯に﹁眩し

参加コースを選んでエントリーし、1ヶ
月間チャレンジします。目標を達成された
方には達成賞をご用意しています。生活改
善や健康づくりのきっかけに気軽にチャレ
ンジしてみてください。

期 間：11月１日㈪〜11月30日㈫
対象者：林友の会会員と同居のご家族
エントリー締め切り：10月29日㈮
結果報告締め切り：12月14日㈫

コース内容

患者様自身のや
第 号 二〇二一年十月一日
岡山市中区浜四七二
発 行 〒
ってみたいとい
林 友 の 会
う気持ちや︑真
電話︵〇八六︶二七二 八
―八一一㈹
剣に遊び面白が
電話︵〇八六︶二七二 二
―九五七直
る様子がみられ
発行責任者 石 田 正 也
紙代一部 円︵郵送料 円︶
ました︒特に金
い〜︑暑いねえ﹂﹁こりゃ 魚すくいは男性
す ご い な ︒ 賑 や か し い な にも女性にも大
あ﹂と声が上がりました︒ 好評︒豪快にい
リラックスした雰囲気の中︑ く方︑破れない
ようそっとすく
う方︑穴が開い
ても枠を使う方
など存分に個性
が発揮され︑
﹁イラじゃから
すぐ破ける﹂﹁お宮なんか
でようやっとった﹂﹁何十
年ぶり！子供と一緒に行っ
たのが最後﹂と︑思い出を
語りながら笑い合いました︒
コロナ禍で様々な催しが
できない中で︑日本の文化
である﹁夏祭り﹂は︑季節
感や一人ひとりの記憶の中
にある懐かしさを思い出さ
せてくれるものだと改めて 忘れられない一日となりま
感じました︒なにより﹁童 した︒
心に帰りました︒５歳くら ︵岡山ひだまりの里病院
いかな﹂と茶目っ気たっぷ
作業療法士
りに言われた言葉と笑顔が
三浦麻衣子︶

2021年ヘルスチャレンジ

あじさいの会

心の病気をもつ方のご家族であれば、ど
なたでも参加していただけます。初めての
方もお気軽にご参加ください。

病気、人間関係、将来のことなど、当事者
同士で交流しています。事前の申込等は必
要ありません。お気軽にご参加ください。

日時：10月21日㈭ 14時半〜16時半
場所：林友の会事務所
参加費：100円（お茶菓子代）

日時：10月13日㈬ 15時〜16時半
場所：林友の会事務所
参加費：100円（お茶菓子代）

予定が変更になる場合
もあります︒事前にお問
い合わせください︒

家族交流会

ゆとりの会

当事者交流会

▲狙って狙って！当たらんわ〜（水鉄砲）
▲ようけすくえた！総ざらえじゃ

１．ウォーキングコース
１回30分以上歩く 週４回以上
２．心にゆとりを ほめほめコース
周りの人を１日１回ほめる
３．お酒ほどほどコース
週２日以上の休肝日
４．快眠コース
毎日23時までに寝る
５．乗るだけダイエットコース
１日１回体重計に乗る
６．認知症予防 頭の体操コース
パズルや計算などを毎日する
７．オリジナルコース
例：間食をやめる、早寝早起きなど

▲手作りのうちわと看板でお出迎え
▲ああ〜！落ちる落ちる（線香花火）

（昭和59年３月19日第三種郵便物認可）第451号
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思い出語り笑い合った
夏祭りの懐かしい遊び

29
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こ だ ま

▼この新聞が読者の皆さん
の手に届くころには新しい
自民党総裁が決まっている
でしょう︒安倍に次いで政
権投げ出しの菅総理︒その
後釜は誰になっても自民党
である限り︑変わりません︒
▼菅内閣のこの１年︑正確
には安倍・菅政権の９年間
は嘘と︑ごまかしで国民を
欺き︑国政を私物化し︑政
治不信を拡大してきました︒
森友・加計問題︑﹁桜を見る
会﹂問題︑河井選挙違反事件
問題︑日本学術会議任命拒
否問題等々枚挙にいとまは
ありません︒▼究極は無為
無策のコロナ対応︒独善と
傲慢さを持つ菅を安倍の後
継者として選んだ自民党は
国民の反撃の前に政権維持
のため
﹁菅の首を切る﹂
こと
で国民の目を欺こうとして
いるのです︒▼９月８日市
民連合と野党４党首は﹁命
を守る政権をつくる﹂こと
を旗印に共通政策に合意・
調印しました︒①憲法に基
づく政治の回復︑②コロナ
対策︑③格差と貧困の是正︑
④地球環境を守る︑⑤ジェ
ンダー平等︑⑥権力の私物
化許さないという６本の柱︒
▼今度の総選挙は政治の腐
敗を一掃し︑自公政治に代
わる新しい日本をつくる政
権交代の選挙です︒何より
憲法にもとづく政治の回復
を実現する最高のチャンス
です︒﹁あなたの１票が政治
を変えます﹂ワクワクする
選挙です︒
︵Ａ・Ｈ︶

ください。

月間中の企画「ヘルスチャレンジ」と林友の会
にお知り合いの方をお誘いください。

２．協同基金のご協力で林財団事業所を経営面で支

事業所窓口にお持ちいただくか、同封の郵便払込
用紙をご利用ください。

3．社会の仕組みや制度をよくする運動にご協力く

ましたら林友の会事務所までお届けください。

これまでにお送りした署名がお手元に残ってい

086-272-2713

〒703-8256 岡山市中区浜621-1

検索
つばさ薬局

日時：10月12日㈫ 12時半〜
場所：東京靴の流通センター倉田店前

の結果を踏まえ︑同居の親
には年金生活者が多く︑家
族に気兼ねをして受診を控
え重症化した具体的な事例
などを伝えました︒
私の息子は受給者証が届
いたとき﹁お父さんたちが
頑張ってくれたので︑虫歯
を直し︑耳鼻科で耳掃除を
してもらえる﹂とお礼を言
ってくれました︒
︵奈良県精神障害者
家族会連合会
奥田和男︶
み
※んなねっと 精神疾患
のある家族の全国組織﹁公
益社団法人 全国精神保健
福祉会連合会﹂の愛称︒

【処方箋受付FAX】

スタンディングでのアピール行動です。ど
なたでもお気軽にご参加ください。

笑顔を大切にする薬局です

どこの病院の処方箋も受付致します

の身体・知的に対する重度
心身障害者医療費助成制度
の枠に当てはめるのではな
く︑精神障害者独自の医療
費助成制度となりました︒
奈良県で２級が実現でき
たのは家族だけでなく当事
者︑支援者と力を合わせた
運動ができたこと︑及び︑
県による精神障害者の生活
と医療の実態調査が実施さ
れたことです︒支援者は学
習会資料や通信︑集会の準
備︑また︑通所の当事者と
共に請願前後や予算の審議
に県議会の傍聴席を埋め尽
くしてくれました︒実態調
査は議会の質問にも取り上
げられ︑﹁まずは１級か
ら﹂を表明した 市の市長
との話し合いでは実態調査
12

誰もが安心して住み続けられる社会をめざして

みんなねっと東京大会ONLINE

オンラインでの参加になります。参加希望の
方は林友の会事務局までご連絡ください。

日時：10月7日(木) 11時40分〜17時

︻しいたけ︼
実りの秋︑食欲の秋です︒
きのこの中でも定番食材で
あるしいたけについてお話
します︒脇役としてのイメ
ージが強い食材ですが︑煮
ても焼いても︑天ぷらにし
ても美味しいですよね︒熱
を加えると香り立つのが魅
力︒低カロリーで︑スープ
や煮物など︑他の野菜と組
み合わせやすい食材です︒
︻栄養や効能︼
・﹁エリタデニン﹂という

白石 弘巳氏（なでしこメンタルクリニック院長）

特別講演
「首都東京の精神医療を考える
〜都立松沢病院の取組〜」

齋藤 正彦氏（松沢病院名誉院長）

主催：東京都精神保健福祉家族会連合会
公益社団法人全国精神保健福祉家族会連合会

特有の成分は︑血中の悪玉
コレステロール値を下げる
効果があるとされています︒
・丈夫な骨や歯を作る﹁ビ
タミンＤ﹂を含みます︒体
内のカルシウム代謝に重要
な役割を果たす栄養素で︑
骨粗鬆症の予防効果があり
ます︒
・お通じ改善の強い味方
﹁食物繊維﹂も多く︑便秘
解消︑肥満予防︑ダイエッ
ト効果もあります︒
︻選び方︼
かさが開ききっておらず︑
厚みがあって丸っこいもの︑
かさの内側にあるヒダが白
くてきれいなものが新鮮で
す︒
しいたけが美味しい季節︑
ぜひ主役として味わってみ
てください︒
︵管理栄養士 岡部舞︶

基調講演
「当事者・家族が生きいきと地域で
暮らしていくために〜医療・福祉の連携〜」

食の
豆知識

【営業時間】
月水木金 ９：００〜１７：３０
火曜
９：００〜１７：００
土曜
９：００〜１３：００
休み
日・祝日
【電話】
集団的自衛権の行使に反対する中区の会

つばさ薬局

全国のとりくみに学び
岡山での制度充実の力に

奈良県の精神障害者に対
する福祉医療は︑精神保健
福祉手帳１級︑２級所持者
への適用が２０１７年４月
から の全市町村︵天川村は
３級まで︶で実施されました︒
精神の手帳２級所持者が
全ての診療科で入院・通院
が無料になっているのは︑
山梨県と岐阜県︑奈良県の
３県のみです︒精神の２級
は中度にランク付けされ︑
大きな壁になっています︒
※ んなねっと
昨年度︑ み
の福祉医療実現に向けたオ
ンライン学習会でも︑２級
の壁をどうすれば突破でき
るのか大きな課題となって
います︒奈良県では︑従来

39

10

ださい。

086-272-2710
第73回行動 スタンディング

入院治療の制限や適切な治
療が受けられない医療崩壊
が起きています︒今こそ︑
﹁誰もが安心してかかれる
医療﹂を進めてきた民医連
事業所とその共同組織を発
展させることが求められて
います︒
林友の会は１９７７年の
創立以来︑精神障害者の権
利向上と国民のこころの健
康づくりのために︑①林財
団事業所の医療活動を利用
者の立場から支え改善する
運動︑②事業所の医療だけ
では応えきれない患者さん
や家族︑地域の要求を実現
心身障害者医療費公費負担
する運動︑③精神障害への
偏見をなくす啓発活動や制
心身障害者医療費公費負担制度について︑全国での
度改善の運動︑などに取り
実施状況やご意見などを連載でお届けしています︒今
組んできました︒ 月から
回は︑奈良県でのとりくみと現在の制度
月を共同組織拡大強化月
についてご紹介をしていただきます︒
間と位置づけ︑会員の拡大
をめざします︒林友の会の
岡山での精神手帳２級の
活動を大きく広げるために︑
福祉医療実現に向けて
みなさんの力をお貸しくだ
さい︒

利子借入)にご協力ください。林友の会事務所や

12

林財団事業所の医療活動を支える協同基金(無

林友の会を
大きく広げよう
１．林友の会の活動への参加を通じて入会をお誘い

政府がこれまで進めてき
た医療費・社会保障費の削
減に加え︑１年半に及ぶ新
型コロナウイルス感染症の
感染拡大により︑国民のい
のちとくらしが危機を迎え
ています︒また︑全国各地
で医療がひっ迫し︑必要な

えてください。

10〜12月 共同組織拡大強化月間

こんなことにご協力ください

2021年10月１日（発行 毎月１回１日発行）（２）
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遠慮していた人も︑
音を聞いていると
叩きたくなるのか︑
次第に叩く人が増
え︑交代しながら
叩きました︒世界
で人種関係なく心
を動かすと言われ
ているのが太鼓の
音です︒盆踊りの
曲に合わせて太鼓
を叩き口ずさむ︒
日本の風景︑いいですね︒
次は︑頭の体操で語想起︑
﹁夏祭りで思い出すこと
は？﹂と尋ねると﹁花火・
盆踊り・かき氷・たこ焼
き・綿菓子等﹂あっという
間に沢山出てきました︒夏
らしい飲みものということ
で︑サイダーとカルピスを
飲んでいただきちょっと一
息︒サイダーをコップにつ
ぐと︑﹁いい香りですね︒
懐かしい﹂と言ってくださ
いました︒最後は︑２チー
ムに分かれて玉入れ︒元気
な人は遠くから︑車いすの
人は近くから︑各々のでき
る範囲から入れてもらって︑
９月６日︑﹁全日本民医
連共同組織活動交流集会オ
ン ラ イ ン プ レ 集 会 ｉｎ 山
梨﹂が開催されました︒
７つの指定報告の中で︑
コロナ禍でも班会ができる
と紹介された岡山の倉敷医
療生協︒元気で長生きの秘
訣は社会参加︑つまり班会
が有効だそうです︒足もと
がおぼつかなかった方が︑
週１回の１００歳体操で１
年後にしっかりと歩けるよ
うになった動画は衝撃的で
した︒継続は力なりです︒

は︑毎月社保平和教育委員
会の中で﹁人権Ｃａ ｆｅ ﹂
の読み合わせをしています︒
その後︑委員は各部署へ持
ち帰り職場の職員へ呼びか
け︑新聞を読んで思ったこ

コロナ禍で会員との結びつ
きを強めるため︑事業所と
友の会が協力して全会員へ
の電話かけに取り組んだ福
岡の北九州健康友の会︒と
りくみには職員の ％が参
加したそうです︒コロナ禍
でもできる︑また︑コロナ
禍だからこそできる活動が
あると感じました︒
憲法ミュージカルは感動
的でした︒ビキニ水爆実験
で放射能を浴びた第五福竜
丸の久保山愛吉さんが亡く
なる時﹁水爆で死ぬのは自

ける民医連のとり
くみ﹂︵根岸京田
副会長︶では︑民
医連活動の三本柱
である①平和・社
会︑②医療介護︑
③まちづくりを︑
コロナ禍の中でも
念頭において活動
する事が重要であ
ると改めて良く分
かりました︒国民
の ％が開催を反
対したオリンピッ
ク以降のコロナの
発生は人災︒秋の
総選挙で国民の命
を真に大切にされ
分が最後にして欲しい﹂と る社会へ転換するよう運動
言われた時︑涙が出ました︒ したいと思いました︒
︵事務局 真田昌子︶
記念講演﹁コロナ禍にお

とや意見を寄せ書き形式で
書いてもらいます︒第２号
の﹁ジェンダー﹂に関して
は︑﹁性別など関係なくみん
なが幸せだと感じられる世
界になってほしい﹂﹁自分が

60

納得できる姿でいられるこ
とが一番︒個人が堂々と表
現できる世の中に変われば
いいと思う﹂など︑たくさ
んの意見が寄せられました︒
集約した感想用紙は院内
の廊下の壁へ張り出し︑職
員全員で感想交流ができる
ようにしています︒参加し
た職員には︑Ｃａ ｆｅ にち
なんでスティックコーヒー
をプレゼントしているので︑
日々の業務の中で人権のこ
とを考えながら少しでもほ
っとする時間を過ごしても
らえたらと思っています︒
︵岡山ひだまりの里病院
社保平和教育委員
宮脇真梨子︶
﹁ＭＩＮ Ｉ
‐ＲＥＮ人権
Ｃａ ｆｅ ﹂は︑全日本民医
連のホームページからご覧
いただけます︒

▲全国1500ヶ所以上で視聴されました

つながり強める活動で
共に進めるまちづくり

みんな楽しそうにされてい
ました︒短い時間でしたが︑
患者さんの活気ある笑顔に
スタッフが元気をいただき
ました︒
︵岡山ひだまりの里病院
３階病棟
介護福祉士
合田宗弘︶

まりました︒学習資材とし
て︑民医連新聞号外の﹁Ｍ
ＩＮ Ｉ
‐ＲＥＮ人権Ｃａ ｆ
ｅ ﹂が毎月１回︑７号まで
発行されます︒
岡山ひだまりの里病院で

▲壁に掲示した職場からの寄せ書き

▲みんなが叩いて活気づきました

岡山ひだまりの里病院
５月より︑世界の人権保
障の歴史と到達を学び仕事
やくらしの問題について語
り合う全日本民医連の﹁人
権Ｃａ ｆｅ ﹂学習運動が始

人権保障の現状学び
仕事とくらし考える

和太鼓の音に心も弾む
みんなで楽しんだ夏祭り
岡山ひだまりの里病院

なかなか終息が見えない
新型コロナ︒患者さんが元
気になる企画をと︑夏祭り
を開催しました︒
盆踊りの曲を流して雰囲
気作り︒患者さんも昔を思
い出してかなんとなくソワ
ソワ・ウキウキしている様
子です︒ドン・ドン・ドン
と和太鼓を叩くと︑皆さん
の表情も和やかに︒最初は

▲心地よい音が響きます
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60

尾 原

前 田

林

林

岡 崎

吉 井

北 山

吉 井

木

金

廣 中

北 山

二
※重ワクに入った文字を並べて
できる言葉は何でしょう？

清 光

認知症デイケア
（月）〜（土）
9：30〜15：30

（月）〜（土）
9：30〜15：30

初診の方は、あらかじめ電話でご予約ください。

水

岡 本

ナイトケア

岡 崎

火

田 中

相談員

9：00〜12：30

※１土曜日の医師体制は、隔週毎になります。
※２月曜日の廣中医師は、第１・第３・第５週になります。

月

前 田

声

●マスクが習慣になりまし
た︒歳をとった自分の顔を
隠すには良いのですが︑素
敵な人の笑顔が見られない
のは悲しいです︒
︵宮岡豊︶

吉 井

午後

吉 井

午前

原

●田舎でミョウガをとって
きました︒特に世話してい
ないのにたくさん採れ︑ご
近所さんにもお分けしネッ
トで紹介すると︑意外な人
から 大｢好き の｣声で︑すぐ
に届けてあげました︒残り
は︑甘酢漬けにして長持ち
させています︒何ともいい
味︑身体にも良い︒皆さん
お好きですか？
︵住寄善志︶
●畑のサツマイモが順調に
大きくなっていました︒と
ころが８月下旬イノシシに
荒らされているのを発見︒
実りの秋を楽しみにしてい
ましたが︑今年は残念な事
態になりました︒ワイヤー
メッシュで囲っていたにも
拘わらず鳥獣被害には苦慮
しています︒ ︵山﨑晶弘︶
●９月に入り︑ナイトケア
から帰宅していると︑病院
の近くでも秋の虫の鳴き声
が聞こえてきました︒暦通
り季節は進んでくれてホッ
としています︒
︵井原誠司︶

●コロナ感染は︑デルタの
おさえ込みに失敗した事に
あります︒ミューは絶対に
おさえこまなくてはなりま
せん︒変異株にワクチンは
効きません︒皆様︑自分を
守る行動を取りましょう︒
マスク︑手洗い︑スーパー
だけを徹底しましょう︒身
体を大切にしてください︒
︵西本良広︶
●先日︑誕生日を迎えまし
た︒年をとることはすごく
嫌なことなのに︑コロナで
思うように人に会えない中︑
職場のみんなに﹁おめでと
う﹂と声をかけてもらい︑
すごく嬉しい気持になりま
した︒お祝いしてくれる人
がいるのは︑とてもありが
たいことだとしみじみ思い
ました︒
︵みー︶

吉 井

●毎号︑ついついコメント ●９月号こだまに共感しま
したくなる記事があります︒ した︒コロナ禍におけるオ
今回は見送るつもりでした リンピック・パラリンピッ
が︑一面の花火作品に感動 クへの賛否両論で人間関係
しました︒ぜひ実物を見て もぎくしゃくする中︑互い
みたいと思いました︒とこ に 正｢論 が｣あるという事実︒
ろで︑今までの作品はどう 障害や心の病を持つ人︑ジ
しているのですか︒
ェンダー差別をなくす取り
︵禰屋祐司︶ 組みにも通じます︒物事を
今までの作品はデイケア 多面的にとらえ︑理解し︑
室内に飾っています︒また︑ 受け入れる寛容さが問われ
ご紹介したいと思います︒ ています︒常に冷静な判断
で︑自分に謙虚でありたい
●ロールアートを初めて知 ものです︒ ︵藤内典子︶
りました︒どんな風に使っ
ているのか興味があります︒ ●広島に落された原爆が放
花火がとっても綺麗ですね︒ 射線である事が改めて分り
コロナ禍が過ぎれば見に行 ました︒キューリ夫人がレ
きたいです︒ ︵ずんこ︶ ントゲンを発見したのが良
かったことばかりではない
と言えますね︒
︵石原行子︶

●花火のロールアート︑き
れいでしたね︒コロナ禍で
花火が見えない中で︑癒さ
れました︒それにしてもス
ガ自公政権の無能無策には
腹が立ちます︒ ︵赤嶺勝︶
●パラリンピック学校連携
観戦︵江東区の子供たちを
２０００人動員予定︶を中
止でき︑署名の力を大きく
感じました︒新婦人江東区
支部の方が立ち上げ︑短期
間で４９４８１筆集まりま
した︒江東区に姪がすんで
おり︑気が気ではなく知り
合いにも声をかけお願いし
ました︒皆さん本当にお世
話になりました︒
︵原康子︶

吉 井

休診

尾 原

休診

※2

●ロールアートとは知りま
せんでした︒たいへん感銘
致しました︒右端の花火の
垂れ感はすばらしい︒夜の
花火大会を実際見ている様
です︒感動ありがとうござ
いました︒ ︵新谷建紀︶
●夫婦で助け合いクロスワ
ードパズル楽しんでます︒
スマホにも助けられていま
す︒
︵鷲尾裕︶

北 山

氏平みほ子（県 議）
林
潤（市 議）
石田 正也（弁護士）
則武
透（弁護士）
家 族 会 役 員

TEL086-272-8570（けやき外来直通） 林財団ホームページ
http://www.hayashi-dorin.or.jp/
TEL086-272-8811（林病院代表）

田

金

重度認知症患者
デイケア

藤

木

電話で予約して
ご来院下さい
☎
（086）
267-2011

午前診療時間 ９：00〜12：30（受付時間 ８：30〜12：00）
午後診療時間 14：00〜17：00（受付時間14：00〜16：30）

田

水

（月）〜（土）
9：00〜15：00

火

（月）〜（土）
16：00〜20：00

藤

事前にお話を伺い、

田

相談員へお取次ぎします。

藤

各相談は、林友の会事務局員が

田

デイケア

本

生活相談・法律相談・家族相談

田

平日８：30〜17：00

夜間・休日も
対応しております。

林
清 光
北 山

電話：086-272-2957（林友の会）

外来診療表

月

前 田
岡 崎
太 田

入院担当看護師へ
おつなぎします。

電話相談

へお電話ください。

認知症専門病院
岡山ひだまり
の 里 病 院

土 ※1

本

廣 中

（敬称略）

19
18

ルック」

裕

●入院のご相談は
代表（086）272-8811

けやき外来診療表（2021.10.1〜）

林病院

B
E

⑲短時間の睡眠

▼れもん

⑩手編みのマフラーの材料

E
D

▼鷲尾

⑨たてがみがあるライオンの性別

⑨無理矢理売りつける

17
16

⑱水兵さんみたいな服。「○○○

▼ずんこ

⑦泡立てて顔や体を洗う

C

⑰ゴールド

▼みー

⑧下着もズボンも

15

⑯見せると攻め込まれる

▼光本 令子

⑤遠くにあって想うもの

14
C

⑭髪の毛のこと

⑮認めに押す

パズル当選おめでとう

⑦大売り出し

13

⑬賛否の判断でとる

A

⑥⇔上巻

④鍵

12

⑬江戸の華だったのは火事と何？

11
10
９

③円を描く道具

B

⑫パーは紙。グーは？

D

④組織に金品を無償でプレゼント

hamawww@po.harenet.ne.jp

⑫暇、休暇

８

①双六で振る

②足が10本の軟体生物

林友の会「心のひろば」編集部

⑪真っ黒なパスタソース

ク ッ シ ョ ン

７
６

５
４
３
２
１

①⇔右舷

宛先：〒703-8520 岡山市中区浜472

A

第450号
の答

クロスワードパズル
➡ ヨコのカギ
●
⬇ タテのカギ
●

クロスワードを解き、二重枠に入った文
字を並べてできる言葉をハガキかメールで
お送りください。住所、氏名、紙面や友の
会活動に対するご意見・ご感想をお書きく
ださい。お名前の掲載ができない方はペン
ネームか匿名希望とご記入ください。抽選
で５名の方に図書カードを差し上げます。
応募締切：10月15日
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