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季節のご挨拶
８月７日、旧暦７月１日、立秋です。

しかし、今年も異常気候が続きますね。
今週の予想では、愛知県以西の殆どの県に
おいて、最高温度が、３５℃以上、最低温度
が、２５℃以上となっており、真夏日、
熱帯夜の連続のようですね。さいわい、

ダイヤランドは、標高と多くの木々に
よる吸熱反応である炭酸ガスを吸って酸素
を出す反応により、涼しさの恩恵を受けて
います。木々を大切にしたいものですね。

さて、８月１２日は、ダイヤランドで
夏祭りが開催されます。
今年は、区民の会において会員組織の
「あやめ会」という音頭同好会ができ、
夏祭りに大きな華を咲かすべく、子供達から
大人まで、練習に励んでおられます。（写真）
大変楽しみですね。

「ダイヤランド音頭」練習風景
今年度から記事を寄せられる方が徐々に ダイヤランドホールにて

増えてきており、この「会報３８号」も 撮影 ８月７日
「お知らせ」の量が多くなり、嬉しい限り
です。じっくり目を通して、活用されることを希望します。

「玄岳だより」の竹内駐在さんからも力の入った原稿を寄せて頂き、地域の安全確保
に対するお気持ちが伝わってくるようです。
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１．平成２５年度 第２回定例会の報告（７月２８日開催）

Ａ．平成２５年度７月度区長会報告（Ｈ２５年７月１２日開催）

１）町・各種団体からの依頼事項他
①東京電力からのおしらせ（東京電力ＫＫ）

・この夏の電力需要見通し：７／８／９月とも、供給に問題無い。
・供給力の内訳：火力発電中心に
・でんき予報・停電情報：インターネットで公開しています。

⇒でんき予報：東京電力／でんき予報・・・検索
⇒停電情報 ：東京電力／停電情報 ・・・検索

② in 狩野川かんなみ猫おどり協賛金のご依頼について（函南町観光協会）

日 時 ：平成２５年８月３日（土）午後３時～８時半
（当日雨天の場合は、翌４日（日）となります。

場 所 ：肥田簡易グラウンド（狩野川河川敷）
花火打ち上げ予定時間：午後８時１５分頃

協賛金 ：各区 １口／１０，０００円以上
（ダイヤランド区は、７／２４納付）

＜当日の交通アクセス＞
函南町役場・JR 函南駅・仁田駅より、シャトルバス運行
・会場には、駐車場が無いので、シャトルバスを利用して会場へ
・役場の駐車場は、利用できる

③平成２５年度 函南町敬老会開催のご案内について（福祉課）

日 時 ：平成２５年９月６日（金）午前１０時～午後２時
場 所 ：熱海後楽園ホテル
交 通 ：各地区より、送迎バスにより招待者を送り迎えする。
対象者 ：５，０３３人（男 ２，１０６人、 女 ２，９２７人）

内 新規 ４９１人 （男 ２３９人、女 ２５２人）
本人への通知：６月２８日 往復はがきにて、お知らせ済み

（参加の連絡は、７月１９日 締め切り）

④敬老祝い金の支給について（福祉課）

対象者 ：７，１１１人（満７０歳以上）
支給日 ：平成２５年９月１７日～２０日のいずれか
場 所 ：ダイヤランドホール（支給日は、別途通知）
福祉課での受取：平成２５年９月２４日～２７日

午前９時～午後４時
支給品 ：現金５，０００円 又は湯～トピアかんなみ入館券（１２枚綴り）
対象への通知 ：９月上旬に、はがきにて通知

⑤平成２５年度総合防災訓練における同報無線放送
及び携帯電話エリアメールの送信について（総務課）

日 時 ：平成２５年８月２５日（日）午前８：００
＜放送・送信内容＞

・同報・無線放送・・・函南町広報無線放送にて
「訓練、地震情報」放送

・携帯エリアメール・・docomo,KDDI,Softbank の携帯電話へ
（函南町エリアの携帯電話へ一斉送信）

１－１会長挨拶及び区長会その他報告 ・・・・・・会長 中村 圭一
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⑥平成２５年度まちづくりブロック懇談会「町長と語ろう」の開催
（企画財政課）

日 時 ：平成２５年１０月 ～ １１月（２時間以内）
対象地域 ：区長会ブロック単位（ダイヤランドは、４ブロック）
場 所 ：函南町役場 ２階 大会議室又は農村改善センター
趣 旨 ：町や地域の課題・発展性等について、参加者と意見交換し今後

の町政や地域発展に活かす。
参加者 ：各地区より３名（会長及び副会長出席予定）

⑦「出張！ 開運なんでも鑑定団」へのお宝募集について（企画財政課）

応募締め切り ：平成２５年 ７月２３日（火） 必着
受付場所 ：函南町役場 企画財政課

２）配布物（区民の会掲示板に掲示）
①熱函広域「日曜朝市」 in かんなみ仏の里美術館（８月１８日開催）
②丹那小だより（７月）
③函南中だより 平成２５年６月号
④かんなみ猫おどりポスター

Ｂ．会議・催事等への出席（予定を含む）

１）丹那小学区防災連絡会議
日時：平成２５年 ６月 ２７日（木） 午後７時～
場所：丹那小学校 ランチ・ルーム
内容：・災害発生時の学童保護について

・発災時の広域避難所組織立ち上げについて

２）函南町水防訓練（丸山自主防災会長と出席）
日時：平成２５年 ６月 ３０日（日） 午前７時５０分～
場所：肥田簡易グラウンド（狩野川河川敷）
訓練内容：水防工法（土嚢つくり、積み上げ工法）、水難救助講習他

３）青少年健全育成大会
日時：平成２５年 ７月 ７日（日） 午前９時～
場所：中央公民館 大ホール
内容：１）わたしの主張発表（小中高各校より代表１名）

２）表彰

４）消防団第２分団「隊員確保について」
日時：平成２５年 ７月 １２日（金） 午後８時３０分 ～
場所：函南町消防団事務所
内容：新規隊員の確保について

５）まちづくりセミナー「里人の護り継いだ文化財・・・」講演会
日時：平成２５年 ７月 ８日（月） 午後１時３０分 ～
場所：函南町役場 ２階 大会議室
演題：「里人の護り継いだ文化財からの発信」
講師：かんなみ仏の里美術館 館長 鈴木勝彦氏

６）まちづくりセミナー「防災研修会」（丸山自主防災会長：出席／中村：欠席）
日時：平成２５年 ７月 ２５日（木） 午後１時 ～
場所：函南町役場 ２階 大会議室
内容：「南海トラフ巨大地震について」

巨大地震に備えて、今できること
講師：田方地区防災・危機管理対策調整官 佐野松太郎氏

７）デジタル MCA 無線機説明会
日時：平成２５年 ８月 ２日（金） 午後７時 ～

又は ８月 ３日（土） 午後３時、５時からの計３回
場所：函南町町役場 ２階 大会議室
主催：函南町 総務課
参加対象：各区自主防災関係役員
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８）町民の森づくり事業
日時：平成２５年 ８月 １８日（日） 午前８時 ～
場所：函南町 町民の森
参加者：函南町職員・町議会議員・町民有志

例年 約５０名位参加、ダイヤランドは、３名位
参加方法：草刈作業のできる服装、軍手、タオル（汗ふき用）等持参

虫さされ用薬

C その他

１）日赤社員・社協会員の加入促進について

２）消防団第２分団の団員確保について

３）その他
①かんなみ仏の里美術館無料開放

無料開放日 ： 平成２５年 ８月 １８日（日）
併設イベント： 熱函広域「日曜朝市」

開催時刻 ９時～１３時迄

この朝市は、熱海市なぎさ小公園で毎月開催されている
朝市です。

１）函南町水防訓練に出席
日時 ６月３０日（日） ８：００ ～ １０：３０
内容 土嚢積み

２）まちづくりセミナー「防災研修会」に出席
日時 ７月２５日（木） １３：３０～
場所 函南町役場 ２階 大会議室
概要 ・函南町は、崖崩れに注意、流動化するような所は少ない。

・スルガトラフは、元禄型関東地震

３）７／１９ 西伊豆町での大雨災害
災害ボランティアで、ダイヤランドからも参加された方がおられる。

４）８月２５日は、原則として地区防災訓練
地区によっては、９月 １日に実施する地区もあり。
幹事は、訓練内容を記載したものを、自主防災会に提出して頂きたい。

無線テストは、９：００より実施

５）防災の図上訓練をこの定例会で実施

１）防犯灯設置申込数 ７基 （Ｈ２２年度～Ｈ２４の積み残し含め）

防犯灯設置決定数 ２基

２）カーブミラーの移設／新設申請 １１件

１－２部会活動報告
環境整備・交通安全部会 ・・・・・・・・ 部会長 藤田 宗久

１－２各部会活動報告・依頼事項
自主防災会 ・・・・・・会長 丸山 正行
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１）ダイヤランドの夏祭りに向けて、「ダイヤランド音頭」の練習会を開催

開催日 ７月 １９日、
８月 ７日、９日

２）函南町タウンウオッチングを開催

日時 ９月 ２７日 １３：００～１６：００
詳細 １２ページを参照願います。

参加ご希望の方は、申込用紙で申し込んで下さい。

１．「ダイヤランド区民の会」会報３８号の発行
７月２８日、第２回定例会が開催されましたので、８月１５日に３８号を発行

すべく、作業を開始します。

２．「ダイヤランド区民の会」ホームページの運営について
最後のページに、パスワードを載せ、ホームページへのアクセス方法を説明
させて頂きました。

３．「ダイヤランド大学」の活動について
別の項目に、「ダイヤランド大学」の各講座ののお知らせを記載してあります。
ぜひご一読お願いします。

報告内容は特にありません。

特にありません。

１）森の里の運営について

・平成２４年度の環境整備費による補填は、２、０００万円
昨年より７００万削減

・運営方法を、フナイ総研に企画依頼

１－２部会活動報告
環境美化文化部会 ・・・・・・・・ 部会長 奧田 伸江

１－２部会活動報告
会 計 ・・・・・・・・ 責任者 古河 恵子

１－２部会活動報告
総務部会 ・・・・・・部会長（代行） 中村 圭一

１－２部会活動報告
特別委員会 ・・・・・・・・ 委員長 中村 圭一

１－２部会活動報告
広報部会 ・・・・・・・・ 部会長 川原 徳重
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１）地区別防災訓練のお知らせ
原則として、８月２５日（日）に地区別自主防災訓練が実施されます。

夏期は、地区ごとでの訓点実施のため、地区の都合に合わせ、実施日が異なります。
７月２８日（日）現在では、各地区での実施日は、下記の通りです。
詳細は、各地区の幹事さんにお聞き下さい。

８月２５日（日）実施予定地区

３地区、４地区、５地区、６地区、７地区、８地区、９地区

各地区の実施内容の問い合わせは、幹事さんにお願いします。

９月 １日（日）実施予定地区

１地区、２地区、１０地区

各地区の実施内容の問い合わせは、幹事さんにお願いします。

各地区の訓練のお知らせ（お知らせを受けたところ）

２地区防災訓練実施についてのお知らせ
日 時 ９月 １日（日） ９：００～

集合場所 Ｎｏ．８ ゴミステーション前集合

訓練概要 ・全員参加で、消火ホースをつなげてみます。

（地震の後の、一番怖い！！！ 火事に備えます。

・お楽しみ抽選会もあります。

連絡先窓口 ２地区幹事 奧田伸江 電話 ９７４－０３４５

５地区防災訓練実施についてのお知らせ
日 時 ８月 ２５日（日） ８：３０～ １２：００

集合場所 公園前防災倉庫前

訓練概要 ・５地区の地区防災組織について
・防災倉庫の点検表による点検
・発電機／チェーンソウの動作確認
・地区内の消火栓／ホース格納箱の点検表による確認（１４箇所）
・地区内の危険と思われる場所の参加者による点検確認

連絡先窓口 ５地区幹事 川原徳重 電話 ９７４－１５４２

２．地区別自主防災訓練のお知らせ・・・・・・・・広報部会 川原 徳重
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２）ダイヤランドの年度別地区別着工件数（管理センターのデータを整理）
日本の建築物で、耐震に対して目安になるのは、一般的に、１９８１年６月１日

に施行された新耐震の建築基準法で建築されたかどうかということが云われます。
つまり、１９８１年以前の建築物は、地震時、倒壊する可能性が有り、１９８１年
以降に着工した建築物は、倒壊する可能性が少ないことを意味します。
但し、これは、目安として下さい。
そこで、ダイヤランド内の建築物の年度別着工件数を、管理センターからデータを
借りて、２０１１年に整理して、２０１１年８月１５日（会報２９号）に載せました
が、お忘れになった方もおられる思い、再度掲載致します。

この表の見方は、左の縦を着工年数とし、上の横を地区別にしています。
そして、どの地区が、１９８１年以前に着工した建築物の割合が多いかが、理解できる
と思います。

下の横に、１９８１年以前の建築比というのを記載していますが、その数値が大きい
ほど、１９８１年以前に着工した数が多い事を意味します。

目安として、数値が大きい地区は、注意が必要になります。

ダイヤランドは、避難先となる所が、あまりありません。
そのため、下記の対応が必要と思われます。

１）地区で危険と思われる土砂崩れや倒木等がありそうなところは、早めに調査を
しておく。

２）地区の建物が、１９８１年以前に建設されたものか以後のものかを可能な限り
調べておく。

３）自宅を耐震補強しておく。
４）自宅の家具や棚が倒れないように補強しておく。
５）１０日間位対応できる、水の準備をしておく。
６）１０日間位対応できる、非常食の準備をしておく。
７）非常持ち出し品を揃えて置く。
８）その他、一般的に云われている災害時の準備品を用意しておく。

地区別防災訓練に必要と思われる資料を添付します。

３）防災倉庫の在庫表兼点検表（ご参考）
この表は、５地区で、使用している防災倉庫の在庫表兼点検表です。
名前と備品が合いますか？ よかったら使用して下さい。

ダイヤランドの防災倉庫は、このリストの内容で資材が収納されています。
点検結果不足していたり、使用期限をオーバーしているものがありましたら
自主防災会にお知らせ下さい。

４）消火栓及びホース格納箱点検表（ご参考）
この表は、５地区で、使用している消火栓及びホース格納箱の点検表です。
５地区では、５地区及び隣接する１４箇所の消火栓やホース格納箱を点検
する時に使用しています。よかったら使用して下さい。

ここで、器具として無いものや違う規格のものが有る場合は、自主防災会に
お知らせ下さい。

５）消火栓の設置場所及びその標高と吐出圧
この表に書いてある消火栓の標高と吐出圧は、地域内のホース格納箱に
ラベルとして貼ってあります。このデータは、管理センターから入手した
ものをベースにして作成しました。

会報 ダイヤランド区民の会 第３８号（２０１３年）
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３）防災倉庫「在庫表 兼 点検表」
会報 ダイヤランド区民の会 第３８号（２０１３年）
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４）［消火栓及びホース格納箱］点検表
会報 ダイヤランド区民の会 第３８号（２０１３年）
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５）消火栓の設置場所及びその標高と吐出圧
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１回目は、丹那断層他、２回目は、東部浄化センター他、そして今回は３回目です。
内容は、下記のようになります。

日 時 ９月 ２７日（金） １３：００～１６：００

集合場所 管理センター前

持ち物 入館料 ２００円 飲み物、おやつ等

雨天の場合 小雨決行です。

行き先 かんなみ仏の里美術館 ⇒ 柏谷横穴群（国指定史跡）

⇒ 函南運動公園（建設中）

概要説明 ２８人乗りの小型スクールバスにて各所を廻ります。
現地にて、役場企画財政課の方の詳しい説明があります。
是非ご参加下さい。

申込方法 下記の申込用紙に必要な内容をご記入の上、管理センター内の
「区民の会投函箱」へお入れ下さい。
または、奧田まで、電話又はＦＡＸをお願いします。
電話番号 ９７４－０３４５

［切り取り線］

９月２７日（金）函南町タウンウオッチング申込用紙

下記の通り参加を希望します。お手続き宜しくお願いします。

氏名 Lot.No 電話 備考

函南ほとけの里美術館

函南ほとけの里美術館ＨＰより

３．第３回「函南町タウンウオッチング」のご案内
・・・・ 環境美化・文化部会 奧田 伸江
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１．書道教室の開講について ・・・・増間五三二さん

受講申込者 成人教室 ４名 （申込は、７／１０に締め切りました）

開講日 ９月 ５日（木）より

毎月 第１、第３木曜日

注 記 当初、８月からの予定でしたが、諸般の事情により９月からの
開講に変更させて頂きました。

連絡先 Lot.No 43-87
増間五三二さん
電話 ０５５－９４５－０５５１

２．パソコン教室開催状況と反省と今後の開催について ・・・・吉原英文さん

パソコン教室の今回のシリーズは、ｉＰａｄを使用して実施しました。

１回目［６月２日（日）］ １３：００～１５：００

参加者 ９名

目的 ：ゲームを通じて、 iPad の操作に慣れて頂く

状況 ：初めは、恐る恐る触っている人が多かったが、後半は徐々に慣れて
きたようです。

問題と ：・森の里が予想以上に混んでいたため、急遽会場を図書室に変更
改善 このため、wifi 回線の接続が不安定で、インターネット関連の説明

が出来なかった。
⇒次回からは、開催開始時刻を１４時に変更。

・説明しなければならない項目が多すぎて、一つ一つが理解しにく
かったのではないかと反省しています。
⇒次回からは、程よいボリュームの内容に改善したいと思います。

・ iPad ではなく、android タブレットを持っている人が何名かいた。
⇒とりあえず今回は、 iPad を前提に説明。

いずれ、android の講座もやりたいと思います。

２回目［６月１６日（日）］ １４：００～１６：００（森の里内で実施できた）

参加者 ８名

内容 ：前回できなかったインターネット関連を中心に説明と実践。
カメラ機能は操作も簡単なので参加者の方々に楽しんで頂けた。
音声認識(Siri)も大いに盛り上がりました。

問題と ： iPad が指で反応しにくい人が、おられた。
改善

４．ダイヤランド大学関係 ・・・・・広報部会 川原 徳重
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３回目［６月３０日（日）］ １４：００～１６：００

参加者 ６名

内容 :・ツイッターのアカウントを用意して実際にツイッタ－をやって頂いた。
・写真を撮って、写真の投稿を行いました。
・テレビ電話(Skype)の実演を行いました。

問題と
改善 ：文字入力には、思いの外時間がかかり大変でした。

⇒文字入力だけの練習のコースがあった方が、良いと思いました。

［３回を通したまとめ］

・３～４名程度の参加を想定して準備していましたが、予想以上の参加者が有り
ご迷惑をお掛けしたかも知れません。

・たまたま、森の里に来られていた方々の中にも、興味津々で見ている人が
おられました。次回の参加者になるかも？

・おそらくこのコースは、実施して行く段階で、需要を呼ぶ可能性があるので、
今後は、より多くの人が参加しやすい環境で行いたいと思います。
（広い会場で、当日自由参加等）

・個人用 wifi ルーターでは、さすが無理がありました。
森の里や図書室、ダイヤランドホールで使用出来る無線 LAN の設置を是非
お願いしたいと思います。

・資料が殆ど無かったので、参加者が帰宅したら、覚えたことを殆ど忘れてしまう
可能性があると思えました。今後は、市販のテキスト等を利用したいと思います。

［次回コースの予定］ 秋頃実施
今回に懲りず、より良くしていきますので、宜しく
お願いします。

３．音頭同好会（あやめ会） 代表 一條 宏さん

ダイヤランド夏祭りを盆踊りで楽しもう
８月７日、９日ダイヤランドホールで、盆踊りの講習会を開催。

内容は、風光明媚で管理された豊かな森に囲まれたダイヤランドの移りゆく
色調を表現した「ダイヤランド四季の歌」（音頭）を主に、馴染みの炭坑節等
の踊りを練習しています。

可愛らしい小学生、中学生も参加し
老若男女一緒になって、最初だけ
戸惑うかも知れませんが、すぐ慣れ
後はサラリと踊れる姿は、自然体で
絵になります。
楽しい楽しい講習会になりました。
８月１２日のダイヤランドの夏祭りは、
大勢の方が、輪になって踊る姿が、
目に浮かびます。皆様の思い出多い、
盛夏の記憶の１ページになることを
信じて・・・・・

あやめ会（音頭同好会）
代表 一條 宏
電話 ９７４－２６５１
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１．「広報かんなみ」ＣＤ版をお貸しします。

貸出受付 ダイヤランドサービスセンター
貸出方法 受付表に、区画番号、お名前、連絡先を記入して下さい。
貸出期間 １週間

ＣＤ入れの中の貸出票に、返却予定日を記入してお渡しします。
問い合わせ先 サービスセンター／生活支援室 長野さん

電話 ９７４－２２２２

制作者の思い
音訳グループ「まほろば」は、函南町が毎月発行する「広報かんなみ」をＣＤ
に録音して、目のご不自由な方や、高齢者に提供しています。

音訳グループ「まほろば」とは
函南町社会福祉協議会内の函南町ボランティア連絡協議会に加盟している
「ことばグループ」に所属し、現在１０名で音訳活動をしています。

問い合わせ先 音訳グループ「まほろば」
加賀谷圭子さん
電話 ９７８－１５２０

１．はじめに
南箱根ダイヤランドには、まだフレッツ光等の光通信設備が、整備されていません。

現在、NTT 西日本は、この地域に対してどのような計画を持っておられるか、７月
１８日、NTT 西日本／静岡支店／広報担当者にお聞きしました。

回答は、下記の通りです。

２．ダイヤランドへの光通信工事計画
今年度も、来年度の計画無しとのこと

３．函南町の光通信エリア
１）駿豆線の各駅周辺
２）函南町周辺からダイヤランド方向には、伊豆函南病院のところまで。

４．丹那地区まで来ているといううわさ
１）丹那地区には、家庭用基地は、用意されていない。
２）法人企業には、専用線として入っている。

５．富士箱根カントリークラブにも来ているといううわさ
１）富士箱根カントリークラブには、来ていない
２）伊豆の国市とダイヤランドの間は、韮山駅周辺までとのことです。

６．その他
１）光通信の交換局としては、丹那／ダイヤランド／エメラルドタウンという地区

をカバーする場合は、１つの基地局でも問題無い。
２）その地区を光ファイバー通信でカバーするためには、使用者との費用対効果を

考えて工事をすることになります。

以上です。

５．お知らせコーナー

６．ダイヤランド周辺の光通信工事の現状 ・・・・広報部会 川原徳重
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７．玄岳だより ・・・丹那警察官駐在所 竹内 良賢



- 17 -



- 18 -



- 19 -



- 20 -

会報３７号において、シャトルバス乗車時の JR との乗り継ぎ情報で第４便において
間違いがありました。訂正してお詫びします。

［間違っていた乗り継ぎ情報］

便名 ＳＣ前発 函南駅着 函南駅発 ＳＣ前着 ＪＲ函南 ＪＲ函南 備考
下り電車 上り電車

第４便 17:30 17:33 17:50 17:46 17:51

［正しい乗り継ぎ情報］
便名 ＳＣ前発 函南駅着 函南駅発 ＳＣ前着 ＪＲ函南 ＪＲ函南 備考

下り電車 上り電車

第４便 17:30 17:50 18:00 18:05

８月上旬は、出張が重なり、会報の原稿作成が、８月９日だけとなりました。
明日（８／１０）には印刷所に持参しないと、配布日に間に合いません。なんとか、
間に合わせたいと思い徹夜をしてしまいました。誤字脱字には、注意していますが、
発見された方は、お知らせ下さい。重要な部分での間違いは、次号で訂正致します。

私の出張は、日本全国ほとんど車で行きますが、明らかに各所で自動車事故が
以前より、増えているように感じます。
原因の１つに、トラックでも乗用車でも車間距離を取らずに運転する人が多くなって
いることが上げられます。また、土日祝日は、運転に慣れていない方も運転します。
携帯、ナビ、オーディオ等の機器の操作に気を取られ、前方不注意で、事故を起こす
のが多くなってきているように思われます。
車での移動が多い夏、暑さと疲れでイライラするかもしれませんが、せめて安全な
車間距離を維持しながら運転したいものですね。

ダイヤランド区民の会／ホームページの閲覧手続きは、下記の通りです。

１）「ダイヤランド区民の会」で検索
又は、[http://dialand.jp/] を入力

２）
かんたんログイン

はこちら！
をクリック

３）４つの数字を入力 このパスワードは
１７３９ ２０１５年まで有効です。

４）区民の会のホームページを閲覧できます。
まだ、投稿はできません。今しばらくお待ち下さい。

会報「ダイヤランド区民の会」 第３８号 発行 区民の会 広報部会
編集責任者 川 原 徳 重

２０１３年 ８月 １５日 発行 印刷 有限会社 日進印刷

９．編集後記 ・・・・・ 広報部会 川原徳重
［車での移動は、安全な車間距離を維持して運転したいですね。］

８．シャトルバス乗車時のＪＲとの乗り継ぎ情報［訂正］・・ 広報部会 川原徳重


	会報３８号会報A
	会報３８号会報B

