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区制80周年の総決算

「元気な港北区」の冬の風物詩

新年賀詞交換会

第35回港北駅伝大会

1 月 5 日、新横浜プリンスホテルで、新年賀詞
交換会を行いました。昨年の賀詞交換会では
記念ロゴや記念動画が公開され、区制 80 周年
が始まりましたが、本年の賀詞交換会では 80
周年記念事業の記録動画が放映され、80 周年
を振り返りました。動画は市
YouTube 公式チャンネルにて
公開中です。
動画はこちらから

●参加費の記載がない場合は無料、表示金額は総額（テキスト代など含む）
●申込の記載がない場合は当日直接会場へ ●所定の用紙は申込先の窓口にあります
●区役所への郵便は「〒 222-0032 大豆戸町 26-1 港北区役所 ○ ○ 係」へ
●住所などの個人情報は催しの開催・申込者への連絡以外の目的には使用しません
●［必要事項］は行事名・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・
（往復はがきは返信先）を記入してください

当月11日からの予定

マークの説明

…電話、 …ファクス、 …E メール、
…ホームページ、 …申込、 …問合せ

ミズキーの
一言メモ

区役所からの

この欄（10〜12ページの端）
では、本文中
マークの催
しの補足情報などを掲載し
ています。

お知らせ

■区民のための災害対策講座

3月14日(土)14時～16時、港北公会堂、当
日先着300人

区民のための災害対策講座
迫り来る災害に対し、私たちは何
を備えるべきかを考えます。災害
医療・栄養・排せつなど、すぐに
実践できる知識を学びます。

1 月 19 日、日産フィールド小机で、港北駅伝
大会を開催しました。昭和 20 年代に開催され
ていた「綱島駅伝競走」に愛着をもつ区民の
声により、昭和 61 年に第 1 回大会が開催され
た本大会は今年で 35 回目を迎えました。前日
は雨と雪が降り開催が心配されましたが、当日
は無事快晴となりました。子どもから大人まで、
230 チーム・1,349 人のランナーが大会を楽し
みました。

グループ(1組4人まで)、先着20組、1組

登録済みの男女混合ペア(中学生以上)、

3,600円

①一般、②年齢別(40歳・50歳・60歳以

ホームページ(3月15日～)新治恵みの
北部農政事務所
948-2480

所定の用紙(4月1日必着)に参加費振

948-2488

込領収書の写しを添えて郵送で、区バド
ミントン協会へ

4月26日(日)9時30分～12時30分、県立

433-2367

433-8911

四季の森公園(緑区)、市内在住か在勤か

■家庭防災員スキルアップ研修

防災講演会。3月18日(水)13時30分～15
時30分、港北公会堂、当日先着200人
港北消防署予防係
・ 546-0119

■移動図書館巡回日程

※申込時に要協

会登録

里へ

■薬草探索健康ウォーキング横浜

区医師会

上)、①②1組2,500円

在学者、抽選50人、500円 ※小雨決行
ホームページかファクスかはがき(4月

区バドミントン協会(津田)
・ 541-6860

■バドミントンダブルス大会

5月6日(水・休)9時～17時、港北スポーツ

6日必着)[必要事項]と年齢、性別を記入し、

センター、区内在住か在学か在勤か協会

市薬剤師会へ（〒235-0007磯子区西町

登録済みの男性ペアまたは女性ペア(中

14-11神奈川県総合薬事保健センター内）

学生以上)、①一般、②年齢別(40歳・50

761-7840

754-3000

歳・60歳以上)、①②1組2,500円 ※申込

家庭防災員スキルアップ研修

綱 島 東 三 丁目公 園：3月1 8日、4月1日

防火・防災に関して必要な知識

(水)、14時10分～15時30分、南日吉団地

所定の用紙(4月1日必着)に参加費振

管理事務所前：3月20日(金・祝)、4月3日

込領収書の写しを添えて郵送で、区バド

(金)、14時～15時30分

ミントン協会へ

と技術を学んでいる家庭防災
きしゆう じ

員の自主活動発表や、岸由二氏
（慶 應 義 塾 大 学 名 誉 教 授）の
講演を通して、鶴見川の水害と
対策などについて学びます。

※荒天中止

中央図書館サービス課
262-0050

231-8299

せ り ざ わ け い す け

■芹沢銈介 知られざる港北の宝

3月22日(日)11時～16時、港北公会堂、当

かた

え

ぞめ

幕)は、
「型 絵 染」の重要無形文
化財保持者(人間国宝)の芹沢

「所定の用紙」は区役所生涯学習支援係
540-2245)や地区セン
( 540-2238
ターにあります。

区バドミントン協会(津田)
・ 541-6860

■区レディースバドミントン講習会
な か や ま と も

日先着450人

芹沢銈介 知られざる港北の宝
港北公会堂のどん帳(ステージ

時に要協会登録

こ

元プロ選手の中山朋子氏から学ぶ。4月1

生涯学習支援係

日(水)、初心者・初級：9時30分～11時45

540-2239

分、中級・上級：12時30分～14時45分、

問合せや申込は各施設へ。

港北スポーツセンター、区内在住か在学

㊡ は通常の休館日

540-2245

か ん の ん れ い じょう

■旧小机領観音霊場を巡る

4月8日(水)9時30分～12時30分、JR小机

か在勤か協会登録済みの女性、1,250円

駅集合、抽選40人、300円 ※荒天中止

※申込時に要協会登録

大倉山記念館
〒222-0037 大倉山2-10-1
544-1881
544-1084 休 第2月曜

Eメールかホームページか往復はが

所定の用紙(3月25日必着)に参加費振

した。作 品 展 示 や 講 演を通し

き(3月24日必着)参加者全員の[必要事項]

込領収書の写しを添えて郵送で、区バド

■Jardin Rose

て、
どん帳制作の由来と作家の

を記入し、生涯学習支援係へ

ミントン協会へ

4月25日(土)、①10時～11時30分、②13時

銈介氏により下絵が描かれま

魅力を伝えます。型絵染ワーク
ショップ(11時～12時、当日先着
10人、500円)もあります。

540-2240

540-2245

区バドミントン協会(津田)

ko-kouza@city.yokohama.jp

■綱島

花と歴史のツアー

港北オープンガーデンの庭巡りと歴史探

旧小机領観音霊場を巡る
4月1日から5月6日まで旧小机
ふだ しょ ほん ぞん

領札 所 本 尊 の、12年に一度の
ね

どし

ご開帳があります(子 歳 観音)。
港北ボランティアガイドの案内
の下、第1番から第4番までの札

4月3日～9月25日の金曜(4月10日、5月

日(日)、①10時～12時30分、②13時～15

時～15時、港北スポーツセンター、区内

時30分、綱島駅特設案内所集合、抽選各

在住か在勤者(高校生以下不可)、抽選15

10人、300円 ※荒天中止

人、12,000円 ※雨天中止

ホームページか往復はがき(4月10日

ファクス(3月31日必着)[必要事項]と年

必着)参加者全員の[必要事項]と参加希望

齢、ソフトテニス歴、ポジションを記入

日時を記入し、区民活動支援センターへ

し、区ソフトテニス協会(今岡)へ

る花壇を楽しく巡るイベントで
す。オープンガーデンの参加会
場に加え、港北ボランティアガ
イドの案内の下、綱島古墳など
の歴史スポットを巡ります。

港北図書館

■区卓球ペアマッチ区民大会

〒222-0011 菊名6-18-10
421-1211
431-5212 休 3月16日

男子、女子、
ミックス、年齢別など。4月5日
(日)9時～19時、港北スポーツセンター、

■「横浜と相撲」パネル展

区内在住か在学か在勤か協会登録済み

日吉の横綱・武藏山の没後50年記念展。

飯田家住宅表庭
に い は る

■新治恵みの里トウモロコシ作り

4月25日、5月16日、6月13日、7月11日
(土)、全4回、10時30分～12時30分（7月
11日は9時～11時）、にいはる里山交
流センター(緑区)、市内在住の個人か

む

さ し や ま

3月5日(木)～31日(火)

所定の用紙(3月20日必着)に参加費振

花と歴史のツアー

宅の庭や地域で手入れしてい

作品例

・ 548-1772

港北オープンガーデンは、個人

ズ

■区前期ソフトテニス教室

のペア、1組2,000円
綱島

ー

電話か来館(3月15日10時～)

29日、6月5日、7月24日除く)、全22回、11

所を巡ります。

ロ

30分～15時、①②先着各12人、3,000円

・ 541-6860

索。4月18日(土)・19日(日)、5月9日(土)・10

・ 540-2246

ジ ャ ル ダ ン

■おはなし会

込領収書の写しを添えて郵送で、区卓

①ひよこのおはなし会：3月12日・26日

球協会へ

(木)、1～3歳児と保護者、当日先着各15
組、②ひろばおはなし会：3月18日(水)、3

区卓球協会(古賀)
090-4133-3974

531-0733

■バドミントンミックス大会

い ち

～6歳、③紙芝居の日：3月21日(土)、④一
ど

土 のおはなし会：4月4日(土)、小学生以

4月18日(土)9時～17時、港北スポーツセ

上、①11時～11時30分、②～④15時～

ンター、区内在住か在学か在勤か協会

15時30分
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2020
（令和2）
年 3月号 ／ 港北区版

■朗読の部屋
ふ じ さ わ しゅう へ い

あ

す

電話か来館(3月28日10時～)

か や ま

電話か来館(3月21日10時～)

藤沢周平「飛鳥山」ほかを朗読。3月14日

■背骨コンディショニング体操

(土)15時～16時、成人

肩こりや腰痛予防の体操を習う。4月6日

■港北ふるさと映像上映会

～7月13日の月曜(4月27日、5月25日、6月

学3年生以下は保護者同伴、先着20組、

｢飯田家住宅の屋根葺き｣を上映。3月22

22日除く)、各全12回、①12時15分～13

100円

日(日)11時～12時

時15分、②13時30分～14時30分、①②

■大人のための朗読会

18歳以上、先着各20人、4,800円

ふ

あ わ さ か つ ま

お

泡坂妻夫「匂い梅」ほかを朗読。3月28日
(土)15時～16時、成人

電話か来館(3月16日10時～)

■こども将棋教室

〒222-0032 大豆戸町26-1
540-2400
540-2399 休 第2月曜

■ランチタイムロビーコンサート
3月23日(月)12時15分～12時45分

港北国際交流ラウンジ
〒222-0032 大豆戸町316-1
430-5671 休 第3月曜
430-5670

4月29日(水・祝)9時30分～11時30分、小

日、7月2日・16日(木)、全8回、15時30分～

〒223-0062 日吉本町1-11-13
561-6767
561-5841
休 3月21日まで(本館のみ)・第4月曜

17時30分、5歳～小学6年生、先着20人、

■本館リニューアルオープン

1,000円

本館のエレベーター設置工事が終了し

3月22日(日)、①内覧：9時30分～12時、

Jardin Rose

②セレモニー：10時～11時、③和室開

レース柄の白い器の中に、旬を

電話か来館(3月17日10時～)
いちご

■日吉おはなし会
読み聞かせや紙芝居など。3月26日、4月

■はじめての能

護者、当日先着各15組

①講義：4月20日、5月18日、6月15日、7月

■おもちゃの病院

13日(月)、②鑑賞：5月5日(火·祝)、7月

おもちゃの修理。4月18日(土)10時～13

19日(日)、①②全6回、10時～11時30分、

時、先着20点(1人2点まで)、人を傷つけ

18歳以上、先着20人、7,000円

る恐れのある物やテレビゲームなど除

ど。3月13日、4月10日(金)、11時～11時30

うたごえ喫茶をリニューアル。4月～9月

■親子3B体操教室

分、未就学児と保護者、当日先着各20組

の第4木曜、全6回、13時15分～14時30

4月23日～6月25日の第2・4木曜、各全5

■春季テニス教室

分、18歳以上、先着50人、600円

回、①9時15分～10時15分、②10時30分

電話か来館(3月26日14時～)

～11時30分、①②3歳以下の歩ける子と

電話か来館(3月20日～)

～6月1日の月曜(5月4日除く)、各全8回、

男性と50歳以上の女性)：14時～15時30
分、抽選各14人、8,500円

※雨天時6月

8日・15日

保護者、抽選各20組、800円
往復はがき(3月18日必着)参加者全員

篠原地区センター
〒222-0022 篠原東2-15-27
423-9030
423-9032 休 第3月曜

当日先着20人、人を傷つける恐れのある

年齢、希望コース、テニス歴、本テニス教

物やテレビゲームなど除く、部品代実費

室への参加経験の有無を記入

■春の星空めぐり

■ジーン先生の初級英会話教室

の[必要事項]と希望時間(第2希望まで)、子
の性別・月齢を記入

■おもちゃの病院
おもちゃの修理。3月28日(土)10時～14時、

往復はがき(3月23日必着)[必要事項] と

小学生の国際理解教室
スタッフから、いろいろな国の
話を聞きます。
クイズもあり、楽
しく学べます。

新田地区センター
■集まれおはなしキラキラぽっけ
季 節 に 合っ た 読 み 聞 か せ 。3 月 2 6 日

4月16日・30日、5月14日・28日、6月11日・

日(日)10時～11時30分、小学生(3年生以

(木)10時30分～11時

25日、7月9日・30日、8月6日・27日、9月10

下は保護者同伴)、先着20人、300円

日・24日、10月8日・22日、11月5日(木)、全

電話か来館(3月15日10時～)

■親子でのびのび体操

前回の様子

親子で楽しく体を動かす。5月21日、6月4

15回、18時30分～20時、中学生以上、先

日・18日、7月2日・16日、9月3日・17日、10

着18人、6,000円 ※テキスト代別

月1日・15日(木)、11月7日(土)・19日(木)、

電話か来館(3月19日9時～)

男性のための自彊術体操
日本古来の健康体操です。続け

全11回、10時～11時30分、2016年4月

ることで生活習慣病の予防や

2日～2018年4月1日生まれの子と保護

改善につながります。

者、抽選25組、3,000円

城郷小机地区センター
〒222-0036 小机町2484-4
472-1332 休 第4月曜
472-1331

春

前回の様子

〒223-0056 新吉田町3236
591-0045 休 第2月曜
591-0777

金星の話や暗闇で光るカード作り。4月5

■土曜の朝の体操教室

ランチタイムロビーコンサート
クラシックのミニコンサートです。

く、部品代実費

電話か来館(3月17日10時～)

■うたごえサロン

A(女性初級)：10時～11時30分、B(女性

迎えるバラの花を摘み入れてい
くイメージでアレンジします。

9日(木)、11時～11時30分、未就学児と保

電話か来館(3月17日10時～)

絵本の読み聞かせや折り紙、手遊びな

中級)：12時～13時30分、C(60歳以上の

です。

着16人、600円

4月18日(土)9時45分～12時45分、18歳

区テニス協会のコーチから学ぶ。4月6日

会員です。申込は3月11日から

■本館の内覧とセレモニー

以上、先着12人、2,000円

■おはなしたんぽぽ

の名前を調べながらウォーキ
ングします。講師は市薬剤師会

4月10日(金)10時～12時、18歳以上、先

■小学生の国際理解教室

〒222-0011 菊名6-18-10
421-1214
431-4101 休 第3月曜

薬草探索健康ウォーキング横浜
園内散策コースを、身近な薬草

ンします。

日本と世界の違いを学ぶ。3月27日(金)10

菊名地区センター

釜ゆでにして味わいます。

■フローリングの修復講座

き：10時～12時

電話か来館(3月15日～)

れたての甘いトウモロコシを

ます。3月22日(日)にリニューアルオープ

電話か来館(3月16日10時～)

■大人のスイーツ 苺のババロア

時～11時30分、小学3～6年生、先着20人

農家からトウモロコシの栽培
を学び、体験します。最後に、採

電話か来館(4月11日10時～)

日吉地区センター

春

4月9日・16日、5月7日・21日、6月4日・18

港北公会堂

■紙ヒコーキをとばそう

新治恵みの里トウモロコシ作り

作品例
じ きょう

■男性のための自彊術体操

4月4日～6月20日の土曜、各全12回、

4月6日・13日(月)、全2回、15時15分～16

①9時15分～10時25分、②10時35分～

時45分、58歳以上の男性、先着15人、

11時45分、①②18歳以上、先着各70人、

1,000円

2,400円

やすい服持参

※タオル・飲み物・靴下・動き

往復はがき(4月15日必着)参加者全員
の[必要事項]と子の生年月日を記入

本館の内覧とセレモニー
セレモニーでは、ヒップホップ
ダンスの披露、和室開きではお
茶席の無料サービス(整理券配
布9時30分～、当日先着70人)が
あります。
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おもてなしの英国伝統料理
東京2020応援プログラムです。
市がホストタウンとなる英国の
伝統料理「牛肉ビール煮込み」
、
「ソーダブレッド」、
「ベイクド
ビーンズ」、
「トライフル」を作り
ます。
ハンギングバスケットを作る
東京2020応援プログラムです。
市がホストタウンとなる英国発
祥のハンギングバスケット
（花
の寄せ植え）を作ります。

綱島地区センター
〒223-0053 綱島西1-14-26
545-4578
531-5771 休 第3月曜

東京2020応援プログラムです。
市がホストタウンとなる英国を
代表する料理「フィッシュアンド
チップス」をオーブンで作ります。

絵本の読み聞かせや紙芝居、歌、折り紙

■ヨガ&太極拳教室

絵本や紙芝居の読み聞かせと親子交

■親子で作るハーバリウム

4月7日～6月16日の火曜(4月28日、5月5

流。4月～2021年3月の第2・4水曜(8月、

4月26日(日)13時～14時30分、小学生と

日、6月9日除く)、全8回、13時15分～14

12月23日、1月13日除く)、10時45分～11

保護者（2人1組）、先着12組、1,000円

時45分、16歳以上の初心者、先着16人、

時15分、未就学児と保護者

電話か来館(3月17日10時～)

5月11日(月)10時～12時30分、成人抽選
12人、2,500円

新吉田地域ケアプラザ
〒223-0056 新吉田町6001-6
592-2151
592-0105 休 第4月曜

分開演)のみ参加の場合は申込

日(水)、全5回、14時45分～16時45分、

3月12日(木)13時30分~15時30分、介護

2021年か2022年に小学校に入学する子

5月16日(土)9時30分～11時30分、成人

をしている人か介護経験のある人

と保護者、抽選16組(2人1組)、1組6,500

抽選15人、3,500円

■はぐピョン

円(追加1人3,000円、2歳以下700円)

往復はがき(3月27日必着)[必要事項] と

往復はがき(3月31日必着)参加者全員

3月26日(木)10時～13時、未就学児と保護者

菊名記念病院公開市民講座
菊名記念病院の山元なお香氏
やま もと

か

ホームページか往復はがき(3月29日
消印有効)参加者全員の［必要事項］と子の

老人福祉センター

菊名寿楽荘

〒222-0011 菊名3-10-20
433-1255
433-2895 休 第4火曜

■寿楽文化祭
登録団体の発表会やお茶会、作品の展

年齢を記入

アートフォーラムあざみ野
男女共同参画センター横浜北
横浜市民ギャラリーあざみ野

菊名コミュニティハウス
休 第3月曜、
〒222-0011 菊名4-4-1
401-4964
401-4968 3月30日・31日

絵本の読み聞かせや手遊びなど。3月21

※ 1～ 3は保育あり、1歳6か月以上( 3
は2か月以上)の未就学児、有料、要予約

時(15日は14時まで)
地域子育て支援拠点

休 第 4月曜

〒 225-0012 青葉区あざみ野南 1-17-3

示など。3月13日(金)～15日(日)、9時～16

■おはなしのへや

不要です。

ど。4月15日・22日、5月13日・20日、6月3

■ハンギングバスケットを作る

の[必要事項]と子の生年月日・性別を記入

楽しみます。
コンサート(10時45

自然遊びやクラフト、季節の菓子作りな

記入

と保護者、抽選12組、1,500円

サートに参加しながら親子で

■ふれあい親子クラブ自然見つけ隊

■介護者のつどい

5月24日(日)10時～12時30分、4～6歳児

音の出るおもちゃを作り、コン

4,800円
電話(3月15日～)

■おもてなしの英国伝統料理

■GO GB親子でクッキング

春のおたのしみ会

〒221-0855 神奈川区三ツ沢西町3-1
314-7726
311-6444 休 第4月曜

など。3月19日(木)11時～11時30分、未就

作品を飾る予定の場所を記入

過去の教室の様子

三ツ沢公園青少年野外活動センター

学児と保護者、当日先着20組

■つなしま絵本読み聞かせの会

往復はがき(3月25日必着)[必要事項] を

GO GB親子でクッキング

■師岡おはなしの部屋

どろっぷ

〒222-0037 大倉山3-57-3
540-7420
540-7421 休 日・月曜・祝日

男女共同参画センター横浜北1～3
910-5700

1当日受付教室

910-5755

骨盤底筋体操

日(土)11時～11時40分

■手形の日

腹圧性尿失禁の予防と改善を目指す。3
月12日・19日(木)、14時～15時15分、女

■春のおたのしみ会

専用冊子に手形を押す。4月2日(木)14時

むくみ・はれ～心不全編～」を

3月22日(日)10時～11時30分、未就学児

～15時30分、0歳児と保護者

性、当日先着各25人、600円

学びます。

と保護者、先着20組

■あっぷっぷ

すい服装、飲み物、
タオル持参

触れ合い遊びやママトーク。4月8日・22

2パパといっしょに作って遊ぼう

を講師に招き、
「気になる足の

電話か来館(3月17日10時～)

介護者のつどい

日(水)、全2回、10時30分～11時50分、初

介護者のためのリフレッシュ

※動きや

毛糸を巻いて飾りやおもちゃを作る。3月

会です。音楽で気分転換をしま

回開催日に2～4か月の第1子と保護者、

14日(土)10時30分～12時、未就学児と保

しょう。茶話会もあります。

先着12組

護者、当日先着30組、300円

電話か来館(3月17日～)

はぐピョン
「さよなら会」
とヴォーカルアン

■土曜日両親教室
も く よ く

育児・沐浴の講座と先輩家庭との交流。4

サンブル「フルール」の皆さん

めます。
寿楽文化祭
発表会とお茶会は14日のみ開
催します。お茶会の前売り券を
窓口で販売中です。
フェローアートギャラリー
たっぷりのアクリル絵の具で大
胆に描かれた、品川太成氏の

くるま

ギター

車 たまプラーザ氏(G t・歌)、え
ピアノ

み

ともこういち

ださくら氏(歌・Pf)、三友宏一氏
バイオリン

みつぞの

さ

え

(Vn)、満園彩絵氏(Pf )、にじいろ
保育園園児(ハンドベル)が出演
します。

もよい服装で参加

3ニットカフェ@あざみ野
思い思いの材料を持ち寄って編み物を
楽しむ。3月20日(金・祝)10時～15時、当

地域ケアプラザ、25日(土)：どろっぷサテ

日先着30人、700円

■港北こども学習会

ライト、10時～12時、区内在住の出産予

のニット、編み棒持参

無料の学習会。3月22日(日)13時～16時、

定月が2020年8月で初出産の夫婦(妊婦

小・中学生

のみも可)、抽選各15組

出演者のイチゴパフェの皆さん

■菊名記念病院公開市民講座

ホームページ(3月22日まで)

3月26日(木)14時～15時

■きくなこみっこ
子どもを遊ばせながらおしゃべり。3月27
日(金)10時～12時、未就学児と保護者

師岡コミュニティハウス
〒222-0002 師岡町700 トレッサ横浜南棟3階
534-2439
546-4568 休 第3月曜

■師岡コミハ寄席
落語と南京玉すだれを楽しむ。3月15日
(日)13時30分～15時、当日先着70人

※毛糸、編みかけ

横浜市民ギャラリーあざみ野 4・5
910-5656

910-5674

4フェローアートギャラリー
し な が わ た い せ い

品川太成展。4月26日(日)まで

地域子育て支援拠点 どろっぷサテライト

〒 223-0052 綱島東 3-1-7 休 日（ 3 月 29 日除く )
633-1072 月曜・祝日・3月31日
633-1078

■あっぷっぷ

絵画を紹介します。
Welcome!ロビーコンサート

※汚れて

月11日(土)：どろっぷ、18日(土)：日吉本町

による親子向けコンサートをし
ます。子どもから大人まで楽し

※おくるみかバスタオル持参

触れ合い遊びやママトーク。4月8日・22
日(水)、全2回、10時30分～11時50分、初
回開催日に2～4か月の第1子と保護者、
先着12組

※おくるみかバスタオル持参

電話か来館(3月17日～)

ウ

ェ

ル

カ

ム

5Welcome!ロビーコンサート
3月22日(日)12時～12時40分

港北区社会福祉協議会
〒222-0032 大豆戸町13-1吉田ビル206
547-2324
531-9561 休 第1日曜

■善意銀行(寄託12月1日～31日)
リーダー電子(株)、表谷町内会、Hula港
北Lehua、区老人クラブ連合会、匿名個
人[敬称略]ありがとうございました

