ノルンタインデーの2月14日但）に、まちの子育てひろば ぽぼたん で行っ
た『親子で楽しむチョコ作り』に10組の親子が参加しました。次々にカラフル
なチョコレートができあがり、調理室はチョコの甘い香りで溢れていました。
冷蔵庫で因めてから、仕上げにプレゼント用のきれいなラッピングをしまし
た。子どもたちに「だれにあげるのかな〜？」とたずねると「パパ〜り「じい
じ／」と元気に答えてくれました。
もうすく暖かい春がやってきます。子育てひろばへ出かけてみませんかっ
皆様のお越しをお待ちしています。

も

今月の社協だよりは・
☆ぽぼたんでチョコレート作り・………‥1
☆117ウオークに参加…

‥‥2

竃耀蒜誌福祉協議会㌘

☆歳末たすけあい運動のお礼・ ‥・3
☆サロン偏祉団体＝・

…4〜5

☆ボランティア・子育て情報…………6〜8

☆善意銀行・各種相談日・モニター募集・9
☆子育てひろばミニフェスティバル……10

熟
〜この社協だよ。は共同宴会の配分金によ。作成し、再生紙を使用しています。⑱

1．17メモリア凡ウオークに劉n！！

社脇会員会費で
この事業を実施しました

阪神・淡路大震災から丸16年が過ぎました。昨年12月には
『117のつどい』に使われる竹とうろう作りのため、20名の方
が社協の呼びかけで集まりました。竹切りからメッセージの書
き込みまでを行い、約100本を神戸に送ることができました。
兵庫県では、阪神・淡路大震災の経験と教訓を継承するとと

もに、いつまでも忘れることなく、安全で安心な社会づくりを
期する日として1月17日を『ひょうこ安全の日』と定め、県民参
画のもと、「1．17ひょうこメモリアルウオーク」や「1．17のつど

い」をはじめ、Fひょうこ安全の田』にふさわしいさまざまな事
業が行われています。

1月17日伯）の朝は雪が降り、寒い日でしたが17名の参加
者の皆さんと『ひょうこメモリアルウオーク』に参加しました。
参加者の方々はそれぞれの思いを胸に、神戸の街約5kmのコ

ースを歩きました。見事に復興を果たした神戸ですが、震災

前とでは大きく様変わりしている所も多く、失われたものの
大きさを改めて感じました。
コールの神戸東部新都心（HAT神戸）では様々なイヘント

が催されていました。この日無料開放だった「人と防災未来
センター」の防災未来矧こ入館したり、交流ひろばで防災の
啓発や炊き出し、防災訓練などを見学し、防災意識を新たに
した一日となりました。

に備えていますか？
し

二二、云；ダぬたの校区の避難場所をこ存知ですか？酷一度確認してみてくだ乱1！
災害はいつ、どんな形で起こるか予測できま
デー せん。しかし、日ごろから備えることはできます。例
えば、地震で家具が倒れないようにしっかり同定

したり、避難時に持ち出す「非常持ち出し品

校区

斑鳩

（袋）」などを日ごろから備えておく、などなど。

避難場所（収容人数）

斑鳩小学校
斑鳩保育所
太子町役場

（500）斑鳩幼稚園
（150）
斑鳩公民館 （200）
（150）
（100）

中央公民館

（300）

また、万が一地震などが起こったときに家族が
離ればなれで被災することも考えられます。
家族が慌てず行動できるよう

石海小学校

石海 太田

石海公民館

・家の中のどこがt番安全か
・避難場所、避難路はどこか
・非常持出袋はどこにおいてあるか
・家族との連絡方法の確認
・自宅内から屋外への脱出ルートを考える
・自宅から避難所までのルートの確認
などを日ごろからご家族で話し合い、情報を共有
しておきましょう。

【参考】総務省消防庁ホームページ
http：／／www．fdma．go．jp

（500）石海幼稚園

（200）

i太子高等学校 （600）太子西中学校（600）

保健福祉会館

（200）ノ南総合センター（100）
（200）

太田公民館

（150）町民体育館

（600）

文化会館

（600）太子棄中学校（600）

太田小学校

（500）太田幼稚園

（200）

子育て学習センター（200）
龍田

龍田小学校
龍田公民館

（450）龍田幼稚園
（150う

（200）

こちらは太子町のホームページで確認できます。
http：／／www．town．taishi．hyogoJp／
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歳末た寄相宿い違潮へのご協力
ありがとうございました！！
スローガン『みんなでささえあう あったかい地域づくり』
「歳末たすけあい運動」は、共同募金運動の一環として地域住民やボランティア、民生委員児童委員、社会
福祉施設、社会福祉協議会等の関係機関・団体の協力のもと、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苦らすことができるよう、住民の参力口や理解を得てさまざまな福祉活動を重点的に展
関するものです。
11月より婦人会や自治会を通じて、また募金箱の設置等

により町民の皆様にこ協力お願いをいたしましたところ、
募金を集めることができました。お寄せいただきました募金は、町内外の福祉施設や7施設へ配分させていた
だいたり、また社会福祉協議会が行う歳末映画会、クリスマスプレゼント事業（ひとり暮らし高齢者へのカレン
ダー贈呈）、年末ふれあい弁当配食事業に活用させていただきました。
太子町共同募金委員会
町民皆様の温かいこ協力に心よりお礼申し上げます。
本当にありがとうございました。

歳末たすけあい運動募金の配分金
でこの事業を実施しました

をお届けしました！
平成元年度から平成18年度まで「おせち料理」として12月
30日に配食していた本事業は、平成19年度より現在の「年末ふ
れあい弁当」として配食しています。12月の社協の仕事納めの
臼に、給食サービス利用者のうち年末ふれあい弁当を希望され
る方にお届けしています。調理はボランティアの あじさい グ
ループが担当し、真心込めたお弁当ができあがると町内の中学
生ボランティアが利用者の自宅までお届けし、手渡しています。
本年度は12月28日（火）に75名の方にお届けしましたが、
≧ 午後からお弁当を手に中学生たちが自転車で町内を走り始め

てしばらくすると、雨が降り始めてきました。冬の冷たい雨の
野

中、中学生たちはお弁当の到着を心待ちにしている方々に、元

濁 気と笑顔を添えて手渡してくれました。社協へは弁当を受け取
った方々から、「雨の中、傘もささんとめれながら届けてくれて
な〜、うれしかったよりと喜びの声も届けられました。
本年度も、多くのボランティアの方々や中学生の皆様のこ協
力により事業を実施することができました。
本当にありがとうございました。

∫

′■ヽ

笑顔いきいき・仲間の貯蓄

福祉サービスの苦情解決とは…
社会福祉協議会の提供する福祉サービ
スに対して、利用者等からの苦情に適切に
対応するための制度です。第三者委員は
利用者からの苦情申し出に対し、社協への
助言、苦情申出書への助言、苦情申出書と
苦情解決責任者との話し合い時の立会い
等を行います。

﹃季讐議窃回診﹄

任期（平成22年9月28日から2年間）

東南自治会では︑毎月ふれあいサロンを開催されています︒

（敬称略）

毎回受付で配られるお茶菓子袋の裏側に書かれた数字で︑座るテーブ

・矢部 要（元人権擁護委員）
・山根 勲（元民生委員児童委員）

ルを決めているそうです︒今田はスカットボール大会で︑同じテーブルに

福祉サービスの苦情解決のための毒
第三者委員は次の方々です ・

座った人たちが1チームとなり︑合計4チームで対戦しました︒﹁いや〜︑

平成14年4月23日

これは人らへんわー﹂︑﹁ちょっと打つのが強いで﹂など︑あちらこちらから

声があがります︒上位2チーム︑個人成績の1位と2位の方には賞品が︑

参加者全員には参加賞が配られました︒

ゲームで体を動かした後は昼食会です︒お弁当は購入されていますが︑

サロン開始

温かいお汁はスタッフの方が朝から

参加者 30〜40名程度
スタッフ 8名

作られています︒参加者の方にサロン

200円

費

について伺うと﹁考えてくれる人は大

会

変やろけど︑毎月楽しみにしていま

毎月第1日曜1000〜1200

スタッフも一緒に楽しむ︑笑顔弾む

東南公民館

開催日

す︒﹂と答えてくださいました︒

東南サロンでした︒

開催場所

ラジオで生涯学習！

〜学び続ける人は輝いている〜

軍感詑確度兵庫県高齢者放送裏革
雷ジ牙講座受講生募集旨至
自宅にいながらにして著名な講師の話を聞くことが
できる『兵庫県高齢者放送大学』は、ラジオ講座を通じて
こころ豊かな生き方を学ぶことを目的としています。ま
た、様々な行事を通じて多くの学友も生まれます。

●誰…王■舶筒蔓■兵庫県高寄書放送大学 事務局
【財兵庫県高齢者生きがい創造協会内】
〒675−0188加古川市平岡町新在家902−3
電話（079）424−3343／FAX（079）424−3475
ホームぺLジhttp／／wwwhrlklgaICOm／lklgal／

■ノ′

太子町で育つ障がいのある子どもが、将来も希
望をもってこの町で暮らしていけるように、私達、
親の会は、いろいろな場で活動をしています。

☆初春に友人が言いました。「易きに流れず、今年は
苦手なこと、後まわしにしてきたことをしようりと。
法人を運営する彼女は「次のステップへの準備と、
手芸」とパキツと明快l優柔不断な私はのらりくら
り、考え考えて、「息子（知的障がい者、26才）のた
めの仲間づくり」に。とても苦手だけど努力しよう
と思います。
☆先日、某市の社協にボランティア登録をしました。
プールの付き添いとか施設での手伝いとか、私に
できることはないかと思ったのですが・まずはパ
ン教室へ。前述の友人のパン工房（就労継続支援
B事業所）で長年パンづくりにかかわってきたけれ
ど、イーストではなく天然酵母で膨らむパンに「へ
え〜l」と感動。すごく楽しかったです。また、まだま

だ手元があぶなっかしい（失礼）メンバ
ーさんたちが初々しくて、阜練習を重ね
れば立派にお仕事できるようになるよ。．。
と心の中でエールを送りました。私にと
って思いがけず初心に戻れたボランティ

電皇軍
総会並びに会員長寿表彰について
平成23年度の総会は下記日程で開催の予定で
す。その席で会員の長寿表彰を行いますが、平成
23年度の長寿表彰に該当のされる会員の方は下
記のとおりです。3月下旬に、単位クラブ会長を通
じて該当者の調査を行いますので、該当される方
は単位クラブ会長にお申し出ください。なお、ダイ
ヤモンド婚・金婚の表彰については、こ夫婦共に
老人クラブ会昌である方が対象となります。

総会の案内は単位クラブ会長を通して後日改
めてご案内いたしますが、会員の皆様多数こ出席
ください。

≪総会≫（予定）
日時平成23年5月19日㈹1300〜

場所あすかホール大ホール
≪長寿表彰者≫
ダイヤモン帽 昭和27年に婚姻届を出されたこ夫婦
金

婚

昭和37年に婚姻届を出されたこ夫婦

白

寿

大正2年に生まれた方

米

寿

大正13年に生まれた方

喜

寿

昭和10年に生まれた方

間合先：老人クラブ連合会事務局
（社会福祉協議会 ℡276−4111）
J

ア体験でした。で、次の日はいつものパン工房へ。
ドアを開けるなり「おはようございますlJ「寒か
ったでしょう」と元気いっぱいのおなじみのメンバ
ーさんたちに迎えられて、「やっぱり慣れたところ
はラク〜」と実感。つい■ 易きに流れてしまう 私な

のでした。
☆1月13日に西播磨福祉地区育成会の役員研修で、
三木市で障害福祉サービス事業を展開している社
会福祉法人まほろばと県立防災センターに行って
きました。まはろばさんのスケールの大きさ、製品

（パン、ラスク等）の完成度に圧倒されました。また、
防災グッズ準備の有無や、もしも災害が起きた場
合の集合場所、持ち寄る物（ちなみに私はテントと
簡易トイレ）等の話で盛り上がり、災害はもちろん
起こってほしくないけれど、「規
の会の仲間がいる」と安心でき
るのは心強いことだと思いまし
た。とてもいい研修だったと思
います。

∴

第5回兵庫県障害者のじぎくスポーツ大会
開催のお知らせ
磋頂琵遊芸濫逐逆夢※締め切りは3月上旬
月田：平成23年4月29日（祝）
場所：ユニバー記念陸上競技場（補助競技場）

雀遷ヨヨヨ6匹E蓼※締め切りは3月下旬
≪水泳・卓球≫
月田：平成23年5月21日（土）
場所：水泳一三木市立三木山総合公園
卓球一県立障害者スポーツ交流館（神戸市）
≪陸上・フライングディスク≫
月日：平成23年5月28日（土）
場所：いずれも県立三木総合防災公園（三木市）
≪サウンドテーブルテニス≫
月日：平成23年6月3日（金）
場所：県立障害者スポーツ交流館（神戸市）
☆興味のある方は事務局までこ連絡ください。詳細が
決定次第ご連結いたします。

身体障害者福祉協会より
◆身体障害者福祉協会では会員入会受付中です。年会
費は500円です。気軽にお問い合わせください。
事務局（社会福祉協議会 ℡276−4111）

一ヽ

そんな疑問に

◎日

時

原則、平田の900〜1700までの問の1時間程度

◎場 所 太子町内であればどこでもお伺いします
◎対象人数 5名より訪問いたします
◎費

用

◎内

容

無料

②コーディネーターつて何する入り

［①ボランティアセンターつてなにつ
③太子町にはどんなボランティアグループがあるのワ
等々、ボランティアセンターにまつわる話を楽しく簡潔にお話しします。
上記以外でもボランティアに関わるお話であればこ相談に応じます。
◎申込み

太子町ボランティアセンター
太子町社会福祉協議会

ボランティアセンター運営や各種ボランティア

講座の実施は社協会員会費が財源です︒

√・∴・デ・了■二・hT・・琴 ′■一打こぶ軸tt，ノま盲

℡276−6632
℡276−4111

兵庫県ボランティア・市民活動災害共済の受付について
「兵庫県ボランティア・市民活動災害共済」は、加入されたボランティアの方が自発的な意志に基づき、日本
国内において他人や地域社会に頁献するなど社会的に意義のあるボランティア活動中（活動先への往復途
上も含む）の、万が一の事故に備えていただくためのものです。下表の給付金（保険金）または、見舞金が支
払われます。

◎掛 け 金1名につき年額500円
◎補償期間 4月1日から翌年3月31日まで
◎加入手続き 加入書矧こ掛け金を添えて、ボランティアセンターまで提出ください。4月1日から加入を希望
される方は、3月1日（火）〜3月31田（木）までにお手続きください。
加入書類の必要な方は3月1日（火）よりボランティアセンターまで。

3月・4月の土竃e

r ∴．ニ殻俵

3月19日（土）
9：00〜12：00
4月16日（土） お気軽にお越し下さい。

★各種ボランティアグループに関するお申込み・お問合せ☆
ボランティアセンター

℡276−6632／メールアドレスtaishi−Shakyo＠seagreen．ocn．ne．jp
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伊人形劇を体験してみませんか？
見ている￣モけて「屠つこ一つ」する∴詑剤を菰なたも演じてみ三≡せ九・か〔
参加者は■全三初心者」です一新キ雷に匂って−．億二チ一、一レンジしてあ・≡．≡し。こう
◎日

時

亘）4月

8日（金）1000〜1130

②4月15日（金）1000〜1130
（彰4月22日（金）1000〜1130

◎場

所

◎講

師

太子町保健福祉会館2階

ボランティアグループどんくり劇場
代表

◎対

象

⑳定

員

◎申込み

会議室2

白井

時子

氏

人形劇に興味のある方で、大学生以上の初心者
※特別な理由がない限り3回とも出席できる方
20名

太子町ボランティアセンター
太子町社会福祉協議会

℡276−6632

℡276−4111

』』も

二一±童

小学5．6醐嘩禁誓碧空讐慧
rちょボラン体験軌に入って、l駆J咽、ノ

今年の「ちょボラン」は、1年間を通して「斑鳩等」や「ボランティ
ア」について学び、いろんな方に対して「観光案内」をするボランティ
アを行います。
◎日

時

原則第3土曜日の1000〜1130

◎対

象

新5・6年生

◎定

員

先着15名（原則として毎回参加できる方）

◎申込受付

3月2日（水）900〜

◎申込み先

太子町ボランティアセンター
太子町社会福祉協議会

4月16日（土）

5月21日（土）

℡276−6632
℡276−4111

史跡竃昆光ボランティ

保健福祉会館

アについて学ぼう！

6月18日（土）
8月20［］（土）史跡観光ボランティ

筆記用具
お茶

斑鳩寺
l ；保健福祉会館

2階

筆記用具 F裁縫箱

9月17日（土）！ァを考えてみよう
11月19日（土）いざ便跡観光ボラ

斑鳩寺

：筆記用具 てお茶 l

12月17日（土）iンティア！

1月21日（土）
2月18日（土）

■太子町の歴史につ

巳 いて学んでみよう

3月17日（土） シ修了式来年度以 ：降の活動について

7

l 未定1筆記用具

l l保健福祉会館l筆記用具 l

や

至芸芸芸芸霊器でダ

安心して子育てができる地域社会をめざして〜

巨言寄哺砂をぽ

憑〜社協も支援します目
まちの子育てひろぼ事業
イメージキャラクター

社協が取り組む「まちの子育てひろば」は、子育て中の親などが気軽に集い、仲間作りを通して子育て
の悩みを話し合ったり、情報交換や相談ができる身近な場として町内各所に開設されています。

態協◎ノ寄雷で髄引密『謄麿直鮎』
まちの子育てひろば「ぽぼたん」では、0歳から就学前ま
での親子が参力OL、「規子が主役」になって楽しい時間を過
ごせるようボランティアが協力してくれています。

守∴∴㍉∴

「何かをしてくれるところ」ではなく、「規子でほっこり」で

きるひろば作りを目指しています。
23年度の「ぽぼたん」のひろば年間予定表は、3月中旬より太子町社会福祉協議会・ボランティア
センター窓口にて配布します。

★☆太子町では、次のような所でひろばを開設しています。ぜひ、気軽にご参加ください☆★
施

児

童

設

館

名

幼児映画会

名

称

原則として 金曜日
毎週火曜日

のびすく

安養保育園

おひさま

不定期

巨2〜3歳児親子（園庭開放）

二葉保育園j2〜3歳児親子（園庭開放）

際22

備

710＝30−11＝30

．ヨ；器ヲ26

10‥30〜11‥30

毎週土曜日 第3木曜日

月曜日

不定期 月曜日

考

277−3880

l

277−3733

毎週土曜日．4／9・16・23・30

．まちの保健室 社協「ぽぼたん」 粟詣2F集会室
社協「たんばぽ」

ど

3／3休）

l不定期

保健福祉会館

な

276−3680

3／5・12・17

3／14

毎月2由 月曜日

3／7・28

㊧申し込み

277−0163

㊧申し込み

l

276−6630

お休み

たいし社協だより

第140号

β

社協会員会費で
実施しています

杜協心配ごと相談

12月・1月受付分 〜受付順・敬称麿〜

●匿名

10，000円

●拳心館道場

5，000円

●NPO法人ネットワーク太子の風
3，000円
【あすかふるさとまつりチャリティーバザー】
〈日時〉毎月第24金曜日1330〜1600

●匿名

50，000円

rH3・4月の相談日は一一一一一一一一一一一…一一一

●太翔会（太子高校同窓会）
【あすかまつり収益金】

；3月11日（金）4月 8日（金）

●瀧浦富子（西本町）亡夫瀧涌権大供養

25日（金）

22日（金）

■ヨ超駈∃∃至巨嬬《日時》3月の相談日
●心のケア相談…………………奇数月第3火曜日
3月15日（火）1330〜1630

4，100円

100．000円
●匿名

30．000円

ありがとうございました。お寄せいただいたあた
たかいお心は、有効に活用させていただきます。

●身体陸がい者（児）相談………奇数月第3水曜日
3月16日（水）

930〜1130

●知的降がい者（児）相談………奇数月第3木曜日
3月17日（木）

930〜1130

☆開催場所はいずれも
太子町保健福祉会館相談室2
☆秘密は守りますので、安心してご相談ください。

☆予約の必要はございませんが、先に相談者のあ
る場合にはお待ちいただくことがあります。

●ひとり暮らし高齢者誕生日お祝い金
平成22年12月

49名

平成23年1月

50名

一

・49，000円
・・50．000円

善意銀行とは
太子町社会福祉協議会では、地域の皆様の尊い善
意（金銭物品などの提供）を善意銀行にお預かりし、
地域住民の福祉のために役立てることができるよ
う 善意の橋渡し の活動を続けております。

読者モニターの

「号よっとご蔑見」
前回卯月号にフいて◎ヱ意見は…
★竹広自治会のもちつきは、世代間だけでなく近所
の交流も希ヲ引こなっている中、このような取組み
は素晴らしいと思いました。
★年末ふれあい弁当の配食は知っていましたが、お
弁当の中身がどんなのかわかりませんでした。今
年もおいしいお弁当が配食されているといいです
ね。
★ぽぼたんの親子で楽しむチョコ作り。家で作る物
とはちがった物ができそうなので行ってみたいな
あと思いました。でも子どもは何才までならでさ
そうかわからないし、平目というのもあり断念。
★トライやるウイーク、小学生ちょボラン体験隊で
の経験を通じて将来に役立ててほしいと思います。

★ボランティア情報、いろいろな催しを多くの方に
参加を呼びかけてほしいです。
★太子町は福祉の面で充実していると思います。「ほ
たるの会」家に閉じこもっておられる方、勇気を
出して初めての一歩、参力0してほしいです。来て
よかったと思われるかもl

買重なこ意見ありがとうございました。
、り

皆様からの生の声をお硬かせください
皆様の幅広い意見や感想を「たいし社協だ
より」に反映するため、読者モニターを募集い
たします。
内容は、社協だより発行後にこちらからお送
りする簡単なアンケートにお答えいただくとい
うものです。
ご協力していただける方は太子町社会福祉

協議会へこ連絡ください。モニターにこ応募
いただいた方には粗品を進呈いたします。高
齢者の方から学生、お子さんまでたくさんの
方のこ応募をお待ちしています。

【対象者】町内在住者、又は町内への通勤通学者
【期

間】平成23年4月より2年間

【募集締切】平成23年3月31日（木）

【申込み先】太子町社会福祉協議会
〒67ト1553揖保郡太子町宅原102−1
TEL276−4111FAX276−4169

メールアドレス．
talShLrSOWel＠beachocnneJP

雲2雷雲芸望完E雷苧ダ

毎年恒例となりました『まちの子育てひろばミニフェスティバル』を本年度も開催します。
「子育てひろばに行ってみたいけど、平日は参力］できない」という方にもご参加いただける
ように、土曜日の午前中に開催しますので、ぜひご参加ください。普段のひろばでは体験で
きないメニューで皆さんをお待ちしています♪
◎日

時

◎場

所

◎講

師

平成23年3月12日（士）930〜1130

太子町保健福祉会館1階

保健指導室

八木楽器姫路店・太子教室
ドラムリ代一カツシヨン講師 山本順久氏
容「ドラムの先生と手作り楽器でセッションしよう（」
講師によるドラム演奏披露と手作り楽器での苗遊び
象 3歳〜就学前の子どもと保護者

◎内
◎対
◎定

員

◎持ち物

40組

バケツ、布ガムテープ1巻き、水筒、汗ふきタオル

◎申込受付

◎申込先

平成23年2月28日（月）900〜

太子町社会福祉協議会

℡276−4111

太子町ボランティアセンター℡276−6632

※1回の電話で1組のみ
受け付けます。

募集職種及び人員 介護予防事業の看護職員‥・2名
採用日 平成23年4月1日付
就業場所
就業時間

太子町保健福祉会館内
9．00〜1200

こrM肛軒放劇

巴聖ツプ

交替で遇2〜3日程度
賃

金

必要資格
仕事内容

申込み

半白当

5，700円

看護師免許
介護予防事業（介護保険
の認定外の方のうちの特定高齢者を対象とする運動器の
機能向上などの事業）の利用者の健康チェックや指導など
の補助業務
必ずハローワークで求職の申込みを行ったうえ、市販の履
歴書（必要事項を記入し、写真添付）を

平成23年3月7日▼唄）〜11日哩までに社会福祉協議会
へこ持参ください。そのときに面接をさせていただきます。
※なお、来館される場合は、必ず事前にご連絡をお願いし
ます。

☆お問合せは‥・太子町社会福祉協議会まで
住所太子町宅原102−1／Tel079（276）4111

町民の皆様にご協力いただいて
いますエコキャップの2月までの

回収実績を報告します。今後も
皆様のこ協力をよろしくお願い
しますIl

平成23年2月15日現在
回収実績

500，000個

届けたワクチンは
625人分

CO2削減効果は
3，937短

±・日を除く830〜17−15まで

たいし杜協だより

第140号
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