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民生委員・児童委員ってどんな人？
　民生委員は、地域から推薦され、民生委員法に基づき、厚生労働大臣か
ら委嘱された非常勤の地方公務員です。ただし、給与の支給はなく、ボラ
ンティアとして活動しています。また、民生委員は児童福祉法に定める児
童委員を兼ねており、その中には子どもに関する問題を専門に対応する主
任児童委員もいます。高齢者・児童の見守り活動
のほか、区の様々な事業に協力しています。
　区では現在、518人の民生委員・児童委員(うち
主任児童委員35人)と、民生委員・児童委員の活
動に協力する６人の協力員が活躍しています。

相談したい場合はどうしたらいいの？
　民生委員・児童委員には、それぞれの担当区域があります。お住まいの
地域の民生委員・児童委員がわからない場合は、生活支援課庶務係にお問
い合わせください。

民生委員・児童委員は、援助を必要とする方の様々な相談に応じ、区・関係機関への橋渡しを行っています。

民生委員・児童委員に
ご相談ください

民生委員・児童委員
PRイベント

▶とき＝５月30日㈪10時～16時▶ところ＝イベ
ントスクエア(区役所１階)▶内容＝民生委員・
児童委員の活動を紹介するパネル展など

東京都民生委員・児童委員
イメージキャラクター「ミンジー」

会議日程
●５月‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
26日㈭　告示、議会運営委員会
●６月‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
３日㈮・６日㈪　本会議（一般質問）
８日㈬　 企画総務・区民環境・健康

福祉委員会
９日㈭　都市建設・文教児童委員会
14日㈫　議会運営委員会
15日㈬　 自治体DX調査特別委員会、 

地域・経済活性化調査特別
委員会

16日㈭　 災害対策調査特別委員会、
インクルージョン推進調査
特別委員会

20日㈪　議会運営委員会
21日㈫　本会議
※10時から（議会運営委員会は13時
から）。※本定例会中に審査を希望
する請願・陳情の提出は、５月25日
㈬15時まで受付。
インターネット中継を行います
　本会議のインターネット中継（生
中継・録画配信）を区ホームページ
でご覧になれますので、傍聴はでき
る限りお控えください。

令和４年第２回区議会定例会の開会予定
区議会事務局議事係☎3579－2702

(公財)板橋区産業振興公社☎3579－2192問　合

　受賞企業には、賞金のほか、各種専門家による訪問サポート、いた
ばし産業見本市での展示、プロモーション用映像(DVD)の制作支援
などを行います。
▶対象企業＝区内に本社または事業所があり、継続して事業を営む個
人・中小企業または中小企業グループ▶対象＝個人・中小企業または
中小企業グループが自ら開発し、平成29年４月～令和４年３月に市場
に供給された製品・技術※詳しくは、募集案内をご覧ください。▶募
集案内などの配布場所＝(公財)板橋区産業振興公社(情報処理センタ
ー５階)・区ホームページ▶申込＝６月10日(必着)まで、必要書類を
直接または郵送で、同公社(〒173－0004板橋２－65－６)

板橋製品技術大賞
優れた新製品・新技術を

募集します

生活支援課庶務係☎3579－2352問　合

こんなときはご相談ください

相談の秘密は守られます
　民生委員・児童委員には、秘密を守る義務があるため、相談内容が漏れ
る心配はありません。一人で悩まず、ご相談ください。

新型コロナウイルスワクチンの４回目接種を行います
　対象者には、５月下旬から接種券を順次お送りします。※詳しくは、区ホームページなどでお知らせします。
▶問＝板橋区新型コロナワクチンコールセンター☎0120－985－252(９時～18時)

高齢で
一人暮らしが
不安

生活に
困っている

相談先が
わからない

近所で
心配な方が
いる

育児で
悩んでいる

５月12日は民生委員・児童委員の日

区 制 施 行
90周年記念
ロゴマーク

本号は５月14日号との合併号です。次回は５月21日㈯に発行します
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※費用の明示がないものは無料

お 知らせ
Ｊアラート（全国瞬時警報システム）
の情報伝達放送テストを行います
　大規模災害などの緊急情報を瞬時に伝達する
手段を整備するため、防災行政無線などで全国
一斉情報伝達放送テストを行います。
▶とき＝５月18日㈬11時
▶放送内容
●「これはＪアラートのテストです」３回
●「こちらは防災板橋です」１回
▶情報伝達手段＝防災行政無線、J:COM緊急
地震速報端末（当サービス加入の家庭のみ）▶問
＝防災危機管理課危機管理係☎3579−2154

常盤台地域集会室の部屋を増設します
▶利用開始日＝８月１日㈪▶住所＝常盤台３−
27−１▶増設部屋＝洋室（82㎡・80人）▶利用時
間＝９時〜21時30分▶利用料金＝午前900円・
午後1100円・夜間1000円※８月分の利用申込な
ど詳しくは、常盤台地域センター（☎3559−
6560）にお問い合わせください。▶問＝地域振
興課庶務係☎3579−2161

児童育成手当の申請を
受け付けています
　令和３年度の所得超過などで、現在手当を受
給していない方が対象です。なお、現在受給中
の方には、６月上旬に現況届をお送りします。
※手当月額・所得限度額・申請方法など詳しく
は、区ホームページをご覧になるか、お問い合
わせください。
▶問＝子育て支援課子どもの手当医療係☎3579
−2477

就学に心配があるお子さんの相談
▶期間＝６月７日㈫〜10月
▶対象＝次のいずれかの要件を満たす方
●�来年４月に就学予定で、心身に障がいがある、�
またはその心配がある

●�来年４月から区立中学校の特別支援学級また
は都立特別支援学校の中学部への入学を希望
する

●�就学猶予または免除を受けていて、来年４月
から就学を希望する

▶ところ・申込・問＝６月１日㈬朝９時から、
電話で、教育支援センター教育相談係（区役所
６階）☎3579−2198※転学は定員に限りがある
ため、早めにご相談ください。

さつきフェスティバル
▶とき＝５月16日㈪〜19日㈭、８時30分〜17時
（最終日は16時まで）▶ところ＝イベントスクエ
ア（区役所１階）▶内容＝さつきの展示、さつき
の販売（５月16日㈪・19日㈭）、植木市・区内産
農産物の販売（５月17
日㈫・18日㈬、区内産
農産物の販売は11時30
分から）※各日とも売
り切れ次第終了▶問＝
赤塚支所都市農業係☎
3938−5114

「いたばし認地笑かるた」の 
貸出を始めます
▶貸出開始日＝５月９日㈪▶対象＝区内在住・
在勤・在学の方が３人以上所属している団体※
貸出方法など詳しくは、区ホームページをご覧
になるか、お問い合わせください。▶問＝おと
しより保健福祉センター認知症施策推進係☎
5970−1121

「2022いたばし学習・スポーツガイド
（春夏号）」をご活用ください
　区が９月までに実施する事業を「文化・教養」
「健康とくらし」「ボランティア」などの分野ごと
に紹介する冊子です。
▶閲覧場所＝生涯学習課（区役所６階⑮窓口）・
各地域センター・各区民事務所・各健康福祉セ
ンター・区ホームページなど▶問＝生涯学習課
社会教育推進係☎3579−2633

リサイクル自転車販売
▶受渡日＝６月10日㈮10時〜11時▶受渡場所＝
🅐リサイクル自転車作業所（志村３−17−14）🅑
グリーンホール１階ホール▶対象＝区内在住・
在勤・在学の方▶販売台数＝60台（抽選）▶販売
価格＝5000円・8000円・１万円▶申込＝５月18
日（消印有効）まで、往復はがきで、（公社）板橋
区シルバー人材センター（〒173−0004板橋２−
65−６）※申込記入例（４面）の項目と希望する受
渡場所（🅐または🅑）を明
記▶問＝同センター☎
3964−0871、板橋区土木
計画・交通安全課交通安
全係☎3579−2513

募 　 集
粗大ごみの受付業務を行う事業者
▶期間＝契約締結日〜来年３月▶選定＝プロポ
ーザル方式▶募集要項の配布場所＝５月12日㈭
から、資源循環推進課（区役所７階⑪窓口）・区
ホームページ▶申込・問＝５月31日㈫まで、必
要書類を直接、資源循環推進課管理係☎3579−
2217

公園刈り込みボランティア
▶とき・ところ（各１日制）
🅐５月25日㈬…緑ヶ丘第三公園（桜川３−９−１）
🅑５月27日㈮・31日㈫…板橋区平和公園
🅒�６月２日㈭…赤塚新町公園（赤塚新町３−35
−１）
🅓�６月６日㈪…成増北第一公園（成増５−19−１）
🅔６月８日㈬…高島平緑地（高島平９−１）
※９時30分〜11時30分※雨天時は翌平日に順延
▶内容＝低木の刈り込み▶対象＝区内在住・在
勤・在学で、18歳以上の方▶持物＝軍手・飲み
物※刈り込みばさみなどの無料貸出あり※長袖
・長ズボンでお越しください。▶申込・問＝５
月20日㈮まで、電話で、🅐🅑
南部土木サービスセンター地
域連携係☎3579−2532🅒�〜🅔
北部土木サービスセンター地
域連携係☎5398−1259

区立高齢者住宅・区営住宅などの入居者
▶募集内容・戸数
●�区立高齢者住宅（けやき苑）…65歳以上の単身
者向け３戸・２人世帯向け６戸

●区営住宅…家族向け（一般）12戸
●改良住宅…２人以上向け２戸
● �都営住宅（板橋区地元割当）…１・２人向け２
戸、２人以上向け１戸

※詳しくは、募集案内をご覧ください。
▶募集案内などの配布場所＝５月23日㈪〜30日
㈪に、住宅政策課（区役所５階⑭窓口）・庁舎案
内（区役所１階）・赤塚支所・各地域センター・
各区民事務所・各福祉事務所・区ホームページ
※夜間・土曜・日曜は、区役所の夜間受付で配
布。▶申込＝６月２日（必着）まで、申込書を郵
送で、住宅政策課住宅運営係※５月23日㈪〜31
日㈫の消印が必要▶
問＝板橋区住宅政策
課住宅運営係☎3579
−2187、㈱東急コミ
ュニティー（区役所
内）☎5943−5006

休 みます
きたのホール
▶とき＝５月10日㈫※施設清掃のため▶問＝地
域振興課庶務係☎3579−2161
区立文化会館・グリーンホール受付窓口
▶施設・とき
●区立文化会館…５月26日㈭
●グリーンホール…５月30日㈪・31日㈫
※17時〜20時※施設点検のため
▶問＝区立文化会館☎3579−2222
男女平等推進センター
▶とき＝５月30日㈪・31日㈫※施設点検のため
▶問＝男女平等推進センター☎3579−2790
高島平図書館
▶とき＝６月６日㈪〜11日㈯※資料点検・整備
のため▶問＝高島平図書館☎3939−6565〈第３
月曜・月末日休館〉

※新型コロナウイルス感染症の影響で、記事の内容が中止・変更になる場合があります

創業から事業用不動産一筋にもうすぐ半世紀『かゆい所に手が届く』をモットーに営業活動展開中 ! 株式会社　豊 徳 / 東京都知事（13）第 29605 号広　告

ぬくもりサービス協力会員募集説明会
　地域住民による支え合いのサービス（１時間あ
たり700円からの謝礼あり）で、家事や外出の付き
添いなどを行う協力会員を募集します。
▶とき＝５月26日㈭10時〜11時30分▶ところ＝さ
ーどぷれいす＠まもりん坊ハウス（上板橋１−26
−８）※当日に会員登録をする場合は、必要な持
ち物あり。詳しくは、お問い合わせください。▶
申込・問＝５月９日㈪朝９時から、電話で、ぬく
もりサービス☎3964−1185

ご案内社会福祉協議会

感染防止にご協力をお願いします
板橋区新型コロナ健康相談窓口

☎4216−3852
（平日、９時～17時）

東京都発熱相談センター
☎5320−4592・☎6258−5780

（いずれも24時間）

東京都発熱相談センター
医療機関案内専用ダイヤル
☎6630−3710（24時間）
☎6626−3473（９時～18時）

板橋朝市
▶とき＝５月15日㈰朝６時30分から▶ところ＝板
橋宿不動通り商店街（都営三田線「板橋区役所前」
下車）▶催し＝餅つき

朝 市〈産業振興課〉

発熱・呼吸器症状などがある場合
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※費用の明示がないものは無料

※申込開始日の明示がないものは月曜朝９時から受付

　健康ガイド

はじめての歯みがきひろば
▶とき＝６月17日㈮10時20
分～11時30分▶内容＝子ど
もの歯みがき相談・保護者
の歯科相談▶対象＝区内在
住で、令和３年４月～８月
生まれのお子さんとその保
護者▶定員＝16組(申込順)
▶持物＝母子健康手帳▶と
ころ・申込・問＝電話で、
板橋健康福祉センター☎
3579－2333

膠
こうげんびょう

原病の方の交流会
▶とき＝６月１日㈬13時30分～15時30分▶とこ
ろ＝板橋健康福祉センター▶内容＝A療養上の
体験の情報交換Bタオル体操など▶講師＝B運
動指導員▶対象＝区内在住・在勤で、膠原病を
患っている方とその家族▶定員＝15人(申込順)
▶持物＝フェイスタオル▶申込・問＝電話で、
予防対策課管理・精神難病係☎3579－2329

区民結核健診
▶とき＝６月10日㈮９時30分～10時30分▶とこ
ろ＝板橋区保健所▶内容＝胸部Ｘ線検査※診断
書の発行不可▶対象＝区内在住の16歳以上で、
同検査を受ける機会がない方▶定員＝20人(申
込順)▶申込・問＝電話で、感染症対策課感染
症相談指導係☎3579－2321

※新型コロナウイルス感染症の影響で、記事の内容が中止・変更になる場合があります

広 告

広告コーナー 広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。掲載のお問い合わせは広聴広報課広報係☎3579－2022

講　座
ファイナンシャルプランナー３級講座
▶とき＝６月８日～８月10日の毎週水曜、10日
制、19時～21時15分▶ところ＝ハイライフプラ
ザ▶内容＝講義・模擬試験▶講師＝㈱東京リー
ガルマインド専任講師▶対象＝区内在住・在勤
・在学の方▶定員＝30人(抽選)▶費用＝１万
2000円※ハイライフいたばし会員１万円▶申込
・問＝５月20日(必着)まで、はがき・FAX・Ｅ
メールで、(公財)板橋区産業振興公社(〒173－
0004板橋１－55－16)☎5375－8102 5375－
8104 highlife@itabashi-kohsha.com※申込
記入例(４面)の項目とハイライフいたばし会員
の方は会員番号を明記

東京マイ・タイムライン講習
▶とき・ところ(各１日制)
●６月25日㈯…災害対策室(区役所４階)
●６月26日㈰…ロータスホール
※９時30分～11時30分
▶内容＝講義「風水害時の避難に必要な知識な
ど」▶対象＝区内在住の方▶定員＝各日50人(抽
選)▶申込・問＝５月30日(必着)まで、電話・
はがき・FAXで、地域防災支援課
地域支援係☎3579－2152 3963－
0150※申込記入例(４面)の項目と
希望日、町会・自治会に加入して
いる場合はその名称を明記。 問 合 スポーツ振興課管理係☎3579－2651

区民体育大会 　申込方法など詳しくは、区・区体育協会ホームページにある
競技要項をご覧ください。

種　目 とき・ところ 定員・費用 申込期間・問

ネオホッケー 
男子・女子・シニア・小学生低学年
(１～３年)

●５月22日㈰９時～15時
●小豆沢体育館

●計100人(申込順)
●１人200円

●５月15日㈰まで
●協会・平田☎5995－3093

テニス 
女子ダブルスA一般B50歳以上
男子ダブルス●C一般D50歳以上
●E女子シングルス
F男子シングルス
Gミックスダブルス

●AB９月４日㈰●C～●E９月
18日㈰F９月25日㈰・10月
２日㈰G９月25日㈰※各種
目の残りの試合は10月９日
㈰(予備日16日㈰)

●新河岸庭球場

●A●C64組B●DG24組●E48
人F128人(いずれも抽選)

●A～●D●G１組1000円EF 
500円

●５月14日㈯～６月16日㈭
●スポーツ振興課

14日㈯　森のステージと緑の体験
●  開会セレモニー(11時から)…栽培キットをプ
レゼント(先着200人、10時から整理券を配
付)

●  クラシックコンサート(12時から)
●  ハーブブーケ作り講習会(13時から・先着30
人・費用300円・11時45分から整理券を配付)

●万葉集に関する講演会(14時から)
●どんぐり工作

15日㈰　キッズ体験デイ
●多肉植物の寄せ植えを作ろう(先着30人、10時から整理券を配付)
●  出張こども動物園(10時～11時30分・13時30分～15時)…ヤギの餌や
り・モルモットの抱っこ(各回１時間前から整理券を配付)

●  みどりの体験講習会(10時30分～11時30分・12時～13時、各１回制)
●こども自然教室(13時30分～14時30分)
●じょうもんアクセサリー作り

14日㈯・15日㈰　共通の催し
●  園内ガイドツアー(10時から・15時から、各回
先着10人)

●  板橋のいっぴんの販売・福祉園などの出店など
●切手の販売
●植木鉢に絵を描こう(費用300円)
●  クラフト体験・キーホルダー作り(いずれも費
用200円)

●  クイズラリー…参加者に記念品をプレゼント
● むかし遊び…シュロの葉でかたつむり作りなど
●板橋のみどり展

※駐車場はありません。※雨天の場合、中止・変更になる催しがあ
ります。※定員の明示がないものは、材料が無くなり次第終了。

みどりと公園課みどり推進係☎3579－2533問　合

りんりんちゃんもくるよ

グリーンフェスタ2022
みどりでつながる！赤塚植物園

赤塚植物園

５月14日㈯・15日㈰、10時～16時

ところ

と　き
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※費用の明示がないものは無料 ※新型コロナウイルス感染症の影響で、記事の内容が中止・変更になる場合があります

申込記入例

往復はがきの場合は
返信用の宛名面にも
郵便番号・住所・氏名
を記入

※原則●❶～●❺を全て記入
※ 区内在勤・在学の場合は●❻勤務先(所在地)・
学校名を記入
※ 記事内に指定がある場合は●❼その他記載事項
を記入
※原則１人１枚

〒173－8501　 板橋区役所(住所記入不要)
〇〇〇課〇〇〇係

申込先に住所がない場合の宛先

❶ 催し名・コース
❷ 郵便番号・住所
❸ 氏名(ふりがな)
❹ 年齢
❺ 電話・FAX番号

▶視聴方法＝チャンネルいたば
し (区ホームページ参照 )、
J:COMチャンネル(毎日12時・
20時)※区政資料室(☎3579－
2020)でDVDの貸出を行ってい
ます。▶問＝ブランド戦略担当
課☎3579－2025

５月のテーマ
「 ゼロカーボンいたばし2050」

森 宏明さん

板橋区スポーツ大使・
北京パラリンピック

クロスカントリースキー出場

区内在住

いたばしのヒトビトいたばしのヒトビト

　区の魅力を国内外に広く発信し、スポーツ振興・都市ブラン
ド向上を図ります。スポーツを通じて活躍している個人・団体で、 
区に愛着を持って、積極的な広報活動とスポーツ振興への支援
に協力していただける方に、スポーツ大使を委嘱しています。

板橋区スポーツ大使

　板橋区の魅力は、自然が豊かで、公園などの遊び場が多く、暮らし
やすいところだと思います。私は、幼い頃から荒川土手や区内のスポ
ーツ施設で、野球・水泳・体操などに親しんできました。現在は、小
豆沢体育館でトレーニングをしています。アスリートに栄養バランス
の良い食事は欠かせませんが、区内にはおいしい飲食店がたくさんあ
るので、グルメのまちだとも感じています。
　スポーツ大使への就任にあたり、スポーツを通じて、区の魅力を発
信していきたいと思います。区内在住のスキーヤーとして、これから
も頑張りますので、応援よろしくお願いします。

エコポリスセンターの催し
A緑のカーテン育成講習会
▶とき＝５月30日㈪14時～15時30分※ゴーヤー
の苗をプレゼント▶定員＝40人(区内在住・在
勤の方を優先し抽選)
B海藻でメッセージカード作り
▶とき＝６月５日㈰10時～11時30分▶講師＝
NPO法人水未来人代表　矢作裕子▶対象＝小
学生以上▶定員＝15人(区内在住・在学の方を
優先し抽選)▶費用＝500円

[ABいずれも]
▶申込＝５月16日(必着)まで、往復はがきで、
エコポリスセンター(〒174－0063前野町４－６
－１)※申込記入例参照※同センターホームペ
ージからも申込可
C板橋の蝶

ちょう

写真展
▶とき＝５月11日㈬～29日㈰、10時～16時▶内
容＝板橋区の蝶を調査する会が撮影した蝶※人
気投票あり。10時～11時30分・13時30分～16時
に投票した方に、しおりをプレゼント。
D板橋の蝶質問コーナー
▶とき＝５月15日㈰14時～16時※当日、直接会
場へ。

[A～Dいずれも]
▶ところ・問＝エコポリスセンター☎5970－
5001〈第３月曜休館〉

大原サークル公開教室
そば打ち
▶とき＝６月12日㈰、９時15分～10時30分・10
時45分～12時・12時45分～14時、各１回制▶対
象＝区内在住・在勤・在学の方▶定員＝各回６
人(抽選)▶費用＝740円▶持物＝タオル２枚・
エプロン・バンダナ・持ち帰り用容器(長さ
25cm程度)２個▶ところ・申込・問＝５月23日
(必着)で、往復はがきで、まなぽーと大原(〒
174－0061大原町５－18)☎3969－0401〈第３月
曜休館〉※申込記入例の項目と希望時間を明記

じゃがいも収穫体験
▶とき＝６月18日㈯９時～14時※抽選で開始時
間を振り分け。※雨天時は19日㈰に順延▶とこ
ろ＝農業体験農園(赤塚５－22)※駐車場・駐輪
場はありません。▶対象＝区内在住・在学で、
中学生以下のお子さんとその保護者▶定員＝
300人(抽選)▶費用＝１人500円※３株まで持ち
帰り可※天候などにより、作物の生育に影響が
出る場合あり。▶持物＝軍手・持ち帰り用袋▶
申込・問＝５月20日(必着)まで、往復はがき(１
世帯１枚)で、赤塚支所都市農
業係(〒175－0092赤塚６－38－
１)☎3938－5114※申込記入例
の項目と参加人数を明記

体験・観賞
金継ぎ講座
▶とき＝５月22日㈰10時20分～12時10分▶講師
＝書道家　孤塚仁宏▶対象＝区内在住・在勤・
在学の方▶定員＝10人(抽選)▶費用＝1000円▶
持物＝３つ程度に割れた食器・欠けた食器各１
個、エプロン▶ところ・申込・問＝５月13日(必
着)まで、往復はがきで、リサイクルプラザ(〒174
－0041舟渡４－16－６)☎3558－5374※申込記
入例参照※同プラザホームページからも申込可

アフタヌーンコンサート
▶とき＝５月29日㈰14時～15時▶出演＝池田実
結(バイオリン)ほか▶対象＝小学生以上▶定員
＝40人(申込順)▶費用＝1000
円▶ところ・申込・問＝５月
７日㈯10時から、電話で、郷
土芸能伝承館☎5398－4711
〈第３月曜休館〉

一般向け投影「ブラックホール」
▶とき＝６月１日㈬～30日㈭、15時30分～16時
20分▶対象＝小学５年生以上▶定員＝各日78人
(申込順)▶費用＝一般350円・高校生以下120円
※65歳以上の方(持物…年齢がわかるもの)・障
がいがある方(持物…各種手帳)は割引あり▶申
込＝５月21日㈯朝９時から、教育科学館ホーム
ページ(１申込５人まで)▶ところ・問＝同館☎
3559－6561〈月曜休館〉

プレウイーク
▶とき＝５月16日㈪～20日㈮、９時～17時(初日は13時から、最終日
は12時まで)▶ところ＝中央図書館▶内容＝フォトスポット・工作コ
ーナー・協力団体による催しなど※定員あり

メイン会場
▶とき＝５月21日㈯・22日㈰、10時～15時▶とこ
ろ＝中央図書館・常盤台地域センター▶内容＝乳
幼児親子向け絵本関連イベントなど※事前申込制
の催しあり

「絵本のまち板橋」の魅力を伝え、親子で楽しめる催しを開催します。

CAP'S(児童館)会場
▶とき＝５月23日㈪～28日㈯、９時～12時・13時～17時▶ところ＝各
児童館▶内容＝乳幼児親子向けプログラムなど※定員あり

こどもわくわくフェスタ2022

子育て支援課子育てサービス係☎3579－2475問　合

笑顔いっぱい！CAP'Sでつながるストーリー

※詳しくは、区ホームページ●をご覧ください。


