
 

 
 

イノシシ等の有害鳥獣の捕獲を実施しています  
 
農林水産物の被害を防止するため，町では有害鳥獣の捕獲を次のとおり実施していますので，

山林に立ち入る場合は十分に気を付けてください。（従事者：大子町鳥獣被害対策実施隊） 
イノシシ等の有害鳥獣の被害にお困りの方は，農林課鳥獣被害対策室まで御連絡ください。 

種 別 期 間 方 法 
イノシシ ４月 １日（土）～１１月１４日（火） 銃器・わな 
ハクビシン ４月 １日（土）～１１月１４日（火） わな 
カラス ４月１５日（土）～ ５月１４日（日） 銃器 
カワウ ５月 １日（月）～ ５月３１日（水） 銃器 

 
問合せ  農林課鳥獣被害対策室 ℡７２-１１２８ 

 

農作物被害防護柵設置に補助金を交付します  
 
●対象経費  イノシシ等による農作物の被害を防ぐための電気柵，防護ネット等の防護用資材

の購入及び設置に要する経費 
●補 助 率 
個人で購入 購入費用(消費税を除く。)の１／２(限度額２万円) 
2戸以上の農業者が共同で購入 購入費用(消費税を除く。)の１／２(限度額１０万円) 

●対象農地  町内の耕作農地。ただし，共同で購入した場合は，隣接した耕作農地に限ります。 
●申請方法  防護柵等の設置完了後，資材購入費の領収書，補助金の振込先金融機関の口座番

号（共同の場合は代表者の口座番号）及び申請者の印鑑を持参し，農林課に申請し
てください。 

 
問合せ  農林課鳥獣被害対策室 ℡７２－１１２８ 

 

わな猟免許を取得した方に補助金を交付します 
 
＜わな猟免許取得補助金＞ 
 予備講習会受講料（８，０００円），狩猟免許試験申請手数料（５，２００円），医師の診断書
料（所要額）は，全額補助されます。わな猟免許の取得後，諸経費の領収書と印鑑を持参し，農
林課に申請してください。 
 
＜講習会・狩猟免許試験＞ 
 予備講習会は「一般社団法人 茨城県猟友会」，狩猟免許試験は「茨城県」が実施しています。
日程，会場及び申込方法は，ホームページ（http://ibaryo.com/publics/index/32/）を御覧にな
るか，各開催先までお問い合わせください。 
 
※わな猟免許を取得しただけではイノシシ等の捕獲はできません。狩猟期は狩猟者登録が必要に
なり，狩猟期以外はイノシシの被害から農地，農作物を守るための自衛目的の捕獲に限り，特
別に捕獲許可（わなのみ）を出しています。 

 
問合せ  ＜予備講習会＞ 一般社団法人茨城県猟友会 ℡０２９６－７２－７７３０ 

＜狩猟者免許試験＞ 県北県民センター環境・保安課 ℡０２９４－８０－３３５５ 
 

－回覧ではありません。一部ずつお取りください。－ １ 



 

 

自動車税，軽自動車税の納税はお済みですか？ 
 
今年度の自動車税，軽自動車税の納期限は，５月３１日（水）です。最寄りの金融機関，コン

ビニエンスストア等で納期限内に納めてください。土・日・祝日や夜間の納付をお考えの方は，
コンビニエンストアでの納付が便利です。なお，自動車税についてはクレジットカードでも納付
できます（軽自動車税の納付ではクレジットカードは使えません。）。 
 
※納税通知書が届いていない方，紛失された方は，下記まで御連絡ください。 
 
問合せ  《自動車税に関すること》茨城県常陸太田県税事務所収税第一課 

℡０２９４－８０－３３１４ 
     《軽自動車税に関すること》税務課町税担当 ℡７２－１１１６ 

 

大型豪華客船にっぽん丸で航
い

く 『世界遺産巡りと瀬戸内クルーズ』 
 
町と地域間連携協定を結ぶ大洗町との特別企画として，１０月に開催される「世界遺産巡りと

瀬戸内クルーズ」を特別料金にて御案内します。是非この機会に「にっぽん丸」による優雅で豪
華な船の旅を満喫してみませんか。 
 まずは，お気軽に説明会へお越しください。 
●説 明 会  ５月１７日（水）18：00～19：30 文化福祉会館「まいん」（※事前予約制） 
 
□旅行期間  １０月４日（水）～９日（月・祝） ５泊６日 

□航  路  大洗～新宮～屋久島～軍艦島周遊～上五島～瀬戸内海～大洗 
□参加資格  大子町在住又は勤務の方本人及びその家族の方 
□申込期限  定員になり次第締め切ります。 

 
問合せ  大洗港振興協会クルーズ係（大洗ターミナル株式会社内） 

℡０２９－２６６－３３２５（平日 8：30～17：00） 

 

弾道ミサイルに関する 

ＦＭ放送について 
 
 弾道ミサイルが茨城県付近に落下する可
能性があることが確認された場合は，国から
の通知により，緊急告知ＦＭラジオが緊急起
動し，緊急情報を放送します。 
 弾道ミサイルは，発射から極めて短時間で
着弾します。緊急情報が流れたら，直ちに次
の行動をとってください。 
＜屋外にいる場合＞ 
・近くのできるだけ頑丈な建物に避難する。 
・近くに適当な建物がない場合は，物陰に身
を隠すか，地面に伏せ頭部を守る。 

＜屋内にいる場合＞ 
・できるだけ窓から離れ，できれば窓のない
部屋へ移動する。 

 
問合せ  総務課総務担当 ℡７２－１１１４ 

 

道路上に張り出している樹木伐採のお願い 

 
木々の枝が繁茂する季節となり，沿道の樹

木の枝が歩道・車道へと張りだしている箇所
が見られます。 
 張り出した枝等により事故が生じた際に
は，樹木所有者の責任となる場合がありま
す。道路上空への枝のはみ出し，立ち枯れ木
や折れ枝の道路への倒木や落下，竹林等の繁
茂による道路上空への張り出しなど，土地の
所有者の皆さんは個人の管理・責任のもと，
枝払い・伐採等の処置をとられますようお願
いします。 
 
問合せ 
《国道・県道》茨城県常陸大宮土木事務所 

大子工務所道路管理課 
        ℡７２－１７１５ 
《町道》建設課 ℡７２－２６１１ 
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消防設備士試験のお知らせ  
 
●試験種類 

実施日 試験会場 受付期間 

８月２７日(日) 
水戸啓明高等学校 

（水戸市） 

書面申請 ７月 ７日(金)から 
７月１９日(水)まで 
 

電子申請 ７月 ４日(火)から 
７月１６日(日)まで 

平成３０年 
３月３日(土) 

茨城大学 
（水戸市） 

書面申請 平成３０年１月１２日(金)から 
平成３０年１月２４日(水)まで 

 
電子申請 平成３０年１月 ９日(火)から 

平成３０年１月２１日(日)まで 
□受験願書配布場所 
受験願書，試験案内及び試験手数料払込用紙は，消防本部，茨城県消防安全課及び一般財団

法人消防試験研究センター茨城県支部でお受け取りください。 
電子申請の場合は，一般財団法人消防試験研究センターのホームページ

（http://www.shoubo-shiken.or.jp）を御覧ください。 
 
□受験願書受付場所 
〒３１０－０８５２ 
水戸市笠原町９７８番２５号 茨城県開発公社ビル４階 
一般財団法人消防試験研究センター茨城県支部（℡０２９－３０１－１１５０) 

 
問合せ  消防本部予防課 ℡７２－０１１９ 

 

平成２９年工業統計調査 

 
経済産業省では，従業者４人以上の全ての

製造事業所を対象に，平成２９年６月１日時
点で工業統計調査を実施します。工業統計調
査は，我が国における工業の実態を明らかに
することを目的とする政府の重要な調査で，
統計法に基づく報告義務のある基幹統計調
査です。調査の結果は，中小企業施策や地域
振興など，国及び地域行政施策のための基礎
資料として利活用されます。調査票に御記入
いただいた内容は，統計作成の目的以外（税
の資料など）に使用することは絶対にありま
せん。５月下旬に，統計調査員が該当事業所
に伺い，調査票を配布します。調査の趣旨，
必要性を御理解いただき，御回答 
をよろしくお願いします。 
 
問合せ 
まちづくり課  
℡７２－１１３１ 

 
 

 

いばらき出会いサポートセンター会員募集 

 
 いばらき出会いサポートセンターでは，結
婚を希望する「独身男女のパートナー探しの
お手伝い」や「ふれあいパーティーの開催」
などの結婚支援を行っています。開設以来，
約１０年で成婚数は１，７００組を超えるな
ど着実に実績をあげています。 

 町では，「いばらき出会いサポートセンタ
ー」に町民の方が入会された場合に，入会登
録料（１０，５００円。３年間有効）を助成
しますので，積極的に御活用ください。 
 
問合せ 
≪入会方法など≫ 

  いばらき出会いサポートセンター 
    ℡０２９－２２４－８８８８ 
    URL http://www.ibccnet.com/ 
≪助成金の申請≫ 

  まちづくり課 ℡７２－１１３１ 
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工業統計キャラクター・コウちゃん 



 

 

集 団 健 診 の お 知 ら せ  
 
●日程 

 
※上記日程で受けられない方は，別地区で実施される健診を利用してください。 
※依上・佐原・黒沢・宮川・池田・大子地区の方は，９，１０月に健診を実施します。早めに受
診したい方は，御連絡ください。 

 
●４０歳以上７４歳以下の国民健康保険に加入の方  

町から交付された受診券，保険証をお持ちください。 
●４０歳以上７４歳以下の社会保険に加入している被扶養者の方 

医療保険者（保険証発行先）発行の受診券，保険証をお持ちください。医療保険者によって
は，健診実施場所の指定がありますので御注意ください。 

●７５歳以上の方及び６５歳以上で後期高齢者広域連合に加入の方 
８０歳までの方及び昨年度健診を受けた方に受診券を交付しています。受診券をお持ちくだ

さい。８０歳以上で，新たに健診を希望する方は，事前に健康増進課にお申し込みください。 
●３９歳以下の方及び生活保護世帯の方 

昨年度健診を受けた方に受診券を交付しています。 
  新たに受診を希望する方は，事前に健康増進課にお申し込みください。 

 

 

 

 

 
※町の助成を利用して人間ドックを受けた方及び医療機関で特定健診・高齢者健診を受けた方
は，重複受診はできませんので御注意ください。 

 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

実施日 受付時間 対象地区 会 場 

6月4日（日） 
10：00～11：30 

頃藤（北１・北２・東・西１） 上小川小学校（体育館） 
13：00～14：30 

6月5日（月） 
9：30～11：00 頃藤（北３・南・西２） 上小川小学校（体育館） 

13：30～15：00 大沢，栃原 大沢集会所 

6月6日（火） 
10：00～11：30 

下小川（１・２・３） 旧西金小学校（体育館） 
13：00～14：30 

6月16日（金） 
9：30～11：00 北田気 大子町保健センター 

13：30～15：00 久野瀬，袋田（滝本・宿） 袋田小学校（体育館） 

6月17日（土） 
10：00～11：30 袋田(滝本・宿を除く。)，下

津原，南田気 
袋田小学校（体育館） 

13：00～14：30 

6月23日（金） 
9：30～11：00 小生瀬（水根・苗代田・下合） 小生瀬下区集会所 

13：30～15：00 外大野，内大野，大生瀬坂東 内大野集会所 

6月25日（日） 
10：00～11：30 小生瀬(水根・苗代田・下合

を除く。)，高柴 
生瀬小学校（体育館） 

13：00～14：30 
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◎ 対象年齢は，平成３０年３月３１日が基準日となります。 

◎ 高齢者健康診査の対象年齢は，７５歳の誕生日を迎えた日が基準日となります。 

対象年齢の注意点 



 

 

乳がんの医療機関検診について 
 
 乳がんの医療機関検診は，下記の医療機関で受けることができます。今年度から追加された，
塙厚生病院では平成２９年１０月２日から平成３０年１月１９日までの間で検査を受けることが
できます。 
大切な命を守るために，年に１回は必ずがん検診を受けましょう。 

医療機関名 住 所 検査内容 対象者 受診できる期間 

三愛クリニック 
水戸市小林町
1186-60 

エコー検査 
３０歳～７４
歳の女性 平成２９年４月～ 

平成３０年２月 常陸大宮済生会
病院 

常陸大宮市田
子内町3033-3 

Ｘ線検査 

４０歳～７４
歳の女性（Ｘ線

検査は２年に
１回） 

塙厚生病院 
福島県東白川
郡塙町大字塙
字大町1-5 

平成２９年１０月２日～
平成３０年１月１９日 

※常陸大宮済生会病院，塙厚生病院で乳がん検診を受けたい方は，事前に予約を取った上で，健
康増進課にお申し込みください。 
□常陸大宮済生会病院（放射線技術科）  ℡０２９５－５２－５１５１ 
□塙厚生病院（健康福祉課）  ℡０２４７－４３－１１４５ 

※健康増進課での乳がん医療機関検診の受付は，平成２９年４月から平成３０年２月までです。
詳しくは健康増進課にお問い合わせください。 

 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 
 

歯のなんでも電話相談 
 
ふだん，歯医者さんに聞けないこと，入れ

歯のこと，子供さんの歯の悩み，インプラン
ト，矯正，口臭の悩み，顎関節症，歯周病，
ブラッシングの仕方，料金のことなど，歯に
関する悩みや質問を無料で電話相談するこ
とができます。 
匿名で結構ですので，お気軽にお電話くだ

さい。茨城県保険医協会の歯科医師が御相談
に応じます。 
●日 時  ６月４日（日） 

13：00～16：00 
●回答者  歯科医師 
●相談料  無 料 
●主 催  一般社団法人 茨城県保険医

協会 
 
＜受付電話番号＞ 

０２９－８２３－７９３０ 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

 

 

５月３１日は「世界禁煙デー」です 

５月３１日～６月６日は「禁煙週間」です 
 
 喫煙は，がんなどの生活習慣病を引き起こ
す大きな原因です。 
 喫煙する本人だけでなく，その煙を吸う周
囲の人の健康まで脅かします。 
 禁煙，喫煙マナーを守って周囲の人への配
慮に努めましょう。 
 施設や職場では，禁煙又は分煙対策に努め
ましょう。 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

クールビズを実施しています 
 

大子町役場では，節電及び省エネルギーの
取組の一環として，クールビズを実施してい
ます。５月１日から１０月３１日まで本庁舎
及び各施設の事務室内において，職員がネク
タイや上着を着用しない軽装で業務を行い
ます。 
 皆様の御理解と御協力をお願いします。 
 
問合せ  総務課総務担当 ℡７２－１１１４ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ５ 

広報だいご お知らせ版 平成 29年 5月 8日 



 

 

シルバーリハビリ体操指導士３級養成講習会受講者募集 

 
「シルバーリハビリ体操指導士」は，ボランティアとしてシルバーリハビリ体操を地域に広め

る活動をしています。現在，４７人の指導士が町内の各地域で活躍しています。 
●受講資格  ６０歳以上で常勤の職についていない，地域でのボランティア活動に意欲のある方 

（６０歳以上の方が優先されますが，５０歳以上の方でも申し込み可） 
●日 程  ７月７日（金），１２日（水），１４日（金），２０日（木），２４日（月），２８日（金） 

※全６日間で体操の指導に必要な知識を楽しく学びます。 
●場 所  保健センター（７月７日は茨城県立健康プラザ（送迎有り）） 
●定 員  ２０人（定員になり次第，締め切ります。） 
●申込み  ６月９日（金）までに地域包括支援センターに申し込んでください。 

 
問合せ  地域包括支援センター ℡７２－１１７５ 

 

パパ・ママ教室 

 
 新米パパ・ママ，既に子どもはいるけれど，
もう一度勉強したいパパ・ママを対象に開催
します。妊娠や育児の話を聞き，パパ・ママ
２人でのストレッチや沐浴のデモンストレ
ーションなどがあります。 

 教室は，２回参加して終了となり，参加費
は無料です。ママだけの参加やお子さんと一
緒の参加も歓迎します。 
●開催日時 
１回目 ６月 ７日（水）18:15～20:00 

 ２回目 ６月２１日（水）18:15～19:45 
●場  所  保健センター 
●内  容 

１
回
目 

・妊娠から出産までの経過 
・妊娠中の食生活 
・妊婦体操と出産の呼吸法（実技） 

・ビデオ「赤ちゃん このすばらしき命」 
※体操をするので，動きやすい
服装でお越しください。 

２
回
目 

・赤ちゃんの沐浴（デモンストレーション） 
・育児についての話 
・ビデオ「お父さんへのメッセージ」 

 ※パパの妊婦体験も行います。妊娠中のマ
マのことを一緒に学びましょう。 

●申 込 み  ６月６日（火）までに健康増
進課に申し込んでください。 

 

問合せ  健康増進課 
℡７２－６６１１ 

 

児童巡回相談  

 
 児童（１８歳未満），保護者及び一般の方
を対象とした相談を行います。 
 予約制になっていますので，事前にお問い
合わせください。 
●期 日  ６月２日（金） 
●場 所  保健センター 
●内 容  しつけの相談，ことばの相談， 

適性の相談，養育の相談，精神や
身体についての相談，非行や性格
上の相談 その他 

●相談員  福祉相談センター児童福祉
司・児童心理士ほか 

    
問合せ 福祉課社会福祉担当 ℡７２－１１１７ 

 

ひきこもり専門相談  
 
ひきこもり状態にある方と家族からの相

談に応じています。予約制ですので，事前に
お申し込みください。秘密は厳守します。 
●日 時  毎月第３金曜日  
       9：30～11：30 
●場 所  常陸大宮保健所（常陸大宮市姥

賀町2978-1） 
●内 容  臨床心理士による個別相談 
●費 用  無 料 
●申込み  常陸大宮保健所健康指導課に

電話で申し込んでください。 
 
問合せ  常陸大宮保健所健康指導課 

℡０２９５－５５－８４２４ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ６ 
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ひきこもり家族教室  

 
 ひきこもり状態にある方の家族からの相
談に応じています。予約制ですので，事前に
お申し込みください。秘密は厳守します。 
●日 時  毎月第２木曜日 

14：00～15：30 
●場 所  常陸大宮保健所（常陸大宮市姥

賀町2978-1） 
●内 容  フリートーク，コミュニケーシ

ョン技法，将来の生活に向けての

予備知識，ひきこもり支援団体の
活動，心理療法「コラージュ」，
就職活動の進め方等 

●費 用  無 料 
●申込み  常陸大宮保健所健康指導課に

電話で申し込んでください。  
 
問合せ  常陸大宮保健所健康指導課  

℡０２９５－５５－８４２４ 

 

精神保健相談  

 
精神面の病や心の健康について，悩みのあ

る方と家族からの相談に応じます。予約制で
すので，事前にお申し込みください。秘密は
厳守します。 
●日時及び場所 
□毎月第２水曜日 13：30～ 

常陸太田合同庁舎（常陸太田市山下 
町4119） 

□毎月第３水曜日 13：30～ 

  常陸大宮保健所（常陸大宮市姥賀町
2978-1） 

●内 容  専門医による相談 
●費 用  無 料 
●申込み  常陸大宮保健所健康指導課に

電話で申し込んでください。 
 
問合せ  常陸大宮保健所健康指導課 

℡０２９５－５５－８４２４ 
 
 

 
 
 

 

物忘れ（認知症）相談 

 
地域包括支援センターでは物忘れや認知

症に関する相談日を設けています。最近物忘
れが気になるようになった方や認知症の症
状のある方を介護されている方はお気軽に
御相談ください。 
●期 日  ５月２４日（水） 

６月２８日（水） 
７月２６日（水） 

●時 間  13：00～16：00 

●担当者  地域包括支援センター職員 
●場 所  地域包括支援センター相談室

（役場第一分室１階） 
●申込み  相談日の前日までに地域包括

支援センターに電話で申し込ん
でください。 

 
問合せ  地域包括支援センター 
      ℡７２－１１７５ 

 

無料法律相談会  

 
大子町消費生活センターでは，毎月１回法

律の専門家による無料法律相談会を開催し
ます。消費者問題だけでなく相続，離婚や隣
近所とのトラブルなどについて，法律の専門
家がお答えします。 
●相談員  山口康夫氏（国士舘大学法学部

教授） 
●日 時  ５月３０日(火) 

10：00～15：00 

（正午～13：00を除く。） 
 ※相談は，１件当たり１時間程度です。 
●会 場  役場 ２階小会議室 
●定 員  ４人（要予約・先着順） 
●その他  既に弁護士に依頼している案

件，係争中や同一案件の繰り返し
利用は御遠慮ください。 

●申込み  事前に大子町消費生活センタ
ーに電話で申し込んでください。 

 
問合せ  大子町消費生活センター  

℡７２－１１２４ 

 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ７ 
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スポーツ吹矢教室を開催します 
 
●期 日  ６月６日(火) 

６月２０日(火) 
●時 間  19：00～21：00 
●場 所  中央公民館 講堂 
●対象者  一般の部，小・中学生の部 
●参加費  １人１００円（保険料として） 
●申込み  ６月２日（金）までに教育委員

会事務局生涯学習担当（中央公民
館内）に申し込んでください。 

 
問合せ  大子吹矢クラブ 

℡０９０－４６６５－４９７０（武士）
０９０－４３６３－１１４８（金沢） 

 

第５回大子町吹矢大会 
 
●日 時  ７月４日(火)18：30～21：00 
●場 所  中央公民館 講堂 
●対象者  一般の部，小・中学生の部 
●参加費  一般の部 ６００円 
      小・中学生の部 ３００円 
       ※当日徴収します。 
●申込み  ６月３０日（金）までに教育委

員会事務局生涯学習担当（℡７２
－１１４８）に申し込んでくださ
い。 

 
問合せ  大子吹矢クラブ 
℡０９０－４６６５－４９７０（武士） 
０９０－４３６３－１１４８（金沢） 

 

第７１回町民バドミントン大会 
 
●期 日  ６月４日（日） 
●時 間  9:00（受付は 8：30まで） 
●場 所  リフレッシュセンター 
●種 目  ダブルスの部（男子・女子・混合） 
●申込み  ５月３１日（水）までに教育委

員会事務局生涯学習担当（中央公
民館内）に申し込んでください。 

●参加費  一般  １，０００円 
      連盟登録者 ５００円 

（当日徴収，保険代込） 
●その他  当日は，ラケット，体育館シュ

ーズ，昼食を御持参ください。 
 
問合せ  大子町体育協会バトミントン連盟 

℡０９０－４９５８－７５５１（鴨志田） 
 
 

 

図書館プチ・ソフィア  
 
無料で本・雑誌の貸出しを行っています。 

●一人５冊まで２週間利用できます。 
●休館日は，毎週月曜日と木曜日です。 
●開館時間は，午前１０時から午後６時まで
です。 

●新しく入った本 
「青い服の女―新・御宿かわせみ」平岩弓
枝，「信長と弥助」ロックリー・トーマス，
「ひよっこ上・NHK連続テレビ小説」岡田
惠和，「秋山善吉工務店」中山七里，「サイ
コパス」中野信子，「それでもこの世は悪
くなかった」佐藤愛子，「不調･病気知らず
の体をつくるおくすりごはん」梅崎和子，
「なんでも解決！もひかん家の家族会ギ」
もひかん，「幸せを売る男」草葉一壽，「105
にんのすてきなしごと」カーラ・カスキン 
ほか 
 

※インターネットで図書館プチ・ソフィアの
蔵書が検索できます。 
URL http://www.lib-eye.net/daigo/ 

 
問合せ  図書館プチ・ソフィア ℡７２－６１２３ 

 

森林を伐採する場合には届け出が必要です 
 
皆さんは，「自分の山林だから」と無断で

木を伐採していませんか。 
大子町にある森林を伐採する場合には，た

とえ自分の山でも町へ届け出をしなければ
なりません。なお，無届けにより伐採を行っ
た場合には，罰則が適用される場合がありま
すので御注意ください。 
 
問合せ  農林課農林担当 ℡７２－１１２８  

 

給水装置工事事業者の指定のお知らせ 
 
次の事業者を，大子町水道事業指定給水装

置工事事業者に指定しましたので，お知らせ
します。 
●株式会社 幸陽サブコン 
  代表取締役 萩野谷 幸 司 
   那珂市瓜連１５９４ 
    ℡０２９－２９６－０８５７ 
 
問合せ  水道課施設担当 ℡７２－２２２１ 

 

平成 29年 5月8日 

－次回の発行は，平成 29年 5月 22日（月）です。

－ 

８ 
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