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　乳幼児を連れた子育て世代が集まる場所と思い打瀬公民館で取
材したところ、次のような場所を教えていただきました。

● 子育て支援センター：子育てひろば・うたせ
  （月～金：9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:00、土：9:00 ～ 12:00
  打瀬保育園内、TEL：273-6646）　
● 子育てサロン
  毎月第 1・3 水曜 10:00 ～ 11:45、ミラリオ第２集会室１階和室、
  連絡先　西村さん TEL：211-0298、須田さん　TEL：276-2588）
● 打瀬公民館（TEL：296-5100）
  「ツインズファミリー」( 毎月第２水曜午前 )
  双子、三つ子家族の集い
  「UFO キッズ」( 毎月第２・4 金曜午前 ) 未就園児のふれあい遊
びと育児の話し合い　＊お問合せは直接開催日時に会場へ。

● 子育て支援　親子教室「ひよこくらぶ」
  毎週火曜　10:00 ～、マリンフォート多目的室：２歳以上未就
園児と保護者の親子教室、会費制、月 3000 円（教材・部屋代
込み）

　「子育てひろば・うたせ」は千葉市が行っている子育て支援事業
で、打瀬保育園でほぼ毎日開設されています。ベイタウンで子育
て中のお母さんならまず最初に思いつく場所でしょう。さっそく
お訪ねしてお話しを聞いてきました。
　子育てひろばには担当の保育士さんが数名います。すべての親
子に名前で声をかけ、育児の話はもちろん買い物の話など気さく

に会話を盛り上げてくれてとても親しみやすい雰囲気でした。
　取材日当日はちょうど誕生会があり、保育士による手遊びで始
まり、イラストのケーキとろうそくで誕生月の子に皆で歌をうた
い、手作りのバースデーカードがプレゼントされました。紙の人
形を使ったお話など出し物もあり、子どもたちは興味深そうに近
寄って見たり、触ったり。プレゼントのカードには、その場でお
子さんの手形をとってもらえます。手形を楽しみに翌年も参加す
る親子もいるそうです。とてもよい記念になります。お誕生会は
毎月開かれ予約制となります。
　お話をうかがった担当保育士の土井さんは、「私自身もベイタウ
ンに引っ越してきた後、本当に多くの人に助けてもらい子育てを
してきたの。子どもたちも大きくなって、今度は地域に恩返しを
したいという気持ちでこの仕事をしているのよ」と想いを語って
くださり、同じ子どもをもつ母親としてとても素敵で頼もしい存
在だと感じました。土井さんはじめ、優しく話しやすいスタッフ
の方々に親身に接してもらいママも子どもたちも安心して来られ
るのだと思います。
　子育てひろばには毎日平均 20 ～ 30 組の親子が来園し、０歳～
２歳くらいのプレ保育に通うまでの月齢の子どもが多いそうです
（対象は小学校就学までの親子）。引っ越してきたばかりの方に地
域の情報を提供したり、お友達作りのきっかけを探せるよう心が
けているとのことで、さらに今後は地域と親子だけでなく、異世
代とのパイプ役となるような場にしていきたいとのことです。

ベイタウンの子育て事情（乳幼児編）
　昨年12月ここベイタウンに住み始め、今月からベイタウンニュースで記事を
書くことになりました。５歳と３歳の子どもがいる「ベイタウン子育て初心者」
でもあります。この街では皆さんどのような子育てをしているのでしょう。子
育ての情報やサポートを得られる場を知りたいと思い調べてみました。　【斎田】
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第17回ベイタウンまつり（5月17日）ガイドマップ

イベントひろば
10：00～　ベイタウンまつり開会式
10：30～　ロッテマリーンズキャラクターショー
11：30～　「打瀬子どもルーム」（キッズダンス）
11：50～　打瀬中学校吹奏楽部演奏
12：30～　ジャズシンガー”奥土居　美可”　ライブ
13：00～　「ミルキートワラーズ」（バトントワラー･
　　　　　チアリーデｲング）
13：30～　ロッテマリーンズキャラクターショー
14：00～　ダンススケッチ
 　　（子どもから大人までのジャズダンス）
14：30～　「モアニ・ケアラ」（ハワイアンバンド＆フラダンス）　
15：00　　終了

フリーマーケット（プロムナード）

コロラド前～11番街前、バレンタイン通り
5、6番街前に出店します。
出店される方は商品を8:50までに
搬入してください（奇数番は7:50～8:20、
偶数番は8:20～8:50）。

模擬店とバーベキュー広場

ネットでの事前申し込み分
のみ。当日受付はありません。

ベイタウンニュースからのお願い
第17回ベイタウンまつりのスナップ写真を募集しま
す。採用分は来月号のベイタウンニュースに掲載さ
せていただきます。お子さんやお友達との記念にど
うぞ。メールでベイタウンニュース松村

（mazmbtn@gmail.com）までお送りください。

時間は10:00～16:00　雨天順延です。
9:00以降は会場内への車の進入は禁止です。



　３月号でお伝えした幕張海浜公園の歩道の拡幅工事が３月末に
ようやく終わりました。２月初めからの約２ヶ月間の工事でした。
　今までは歩道の幅が狭く、何度か自転車と歩行者がぶつかりそ
うになることもありました。工事が終わって幅が広くなったら一
見事故が起きにくくなったように思えますがそうとも限りません。
　歩道が広がったので逆にスピードを出して走っている姿も見ら
れます。そのため、自転車と歩行者がぶつかってしまう可能性が
あるのです。
　「自転車を利用する人はスピードの出しすぎに気をつける」、「歩
行者は『ながら歩き』をしない」など利用者一人一人が気をつけ
て利用するようにしたほうがいいと思いました。
　一方で友達の間では、「歩道を広げる前の方が良かった」という
意見もありました。そこで、この広くなった歩道を利用する方々
に工事の前と後で、どちらが良いと思うかアンケートをしてみま
した。その結果、ほとんどの人が工事の後の方が良いとの答えと
なりました。
　理由を聞いてみたところ、「自転車をあまり気にせず歩けるよ
うになった」、「歩道の幅が広がったので、自分のペースで歩ける
ようになった」、「道が広くなって、歩いていてすがすがしい気持
ちになれる」、「以前は自転車とぶつかりそうになり危なかったが、
広くなったのでその心配も無くなり、安心して歩けるようになっ
た」などがありました。たまたまこのアンケートを採った時に「歩

道拡大前の方が良かった」という意見の人がいなかっただけかも
しれないため、単純に今回の工事が本当に良かったかどうかはこ
れからの利用する皆さんの判断を待つことになると思います。
　なお、アンケートでは出ませんでしたが、私が見る限り歩道は
広くなりましたが、街灯はそのままのような気がします。できる
だけ夜間の歩道は明るいほうがいいと思いますが、実は街灯近く
の街路樹は夜間照明による日照時間の増加のため落葉期が遅れ、
樹木の体力の低下に結びつくという事も指摘されており、簡単に
は解決できない問題も抱えています。
　これからもこの広くなった歩道をさまざまな人が心地よく利用
できることを願っています。

海浜幕張公園の歩道の幅が広くなりました

　今年２月から千葉市の家庭ごみ手数料徴
収制度が始まりました。焼却ごみの減量と
ごみ処理費用の公平化を目的としたもので
す。実際今のベイタウンのごみ事情はどう
なっているのでしょうか。 
　昨年 11 月「廃棄物空気輸送システム利
用地区のごみの出し方等の配布について」
という文書がベイタウンの全戸に配布され
ました。その後、説明会、お試しセット配布、
スタート当初の係員による投入口での指導
という啓発活動の流れで進みました。ベイ
タウンは新たに指定袋の使用という点で大
幅な変更なので、他地域より念入りに広報
活動が行われたということです。 
　マンションの管理人さんに聞いたとこ
ろ、指導期間中に袋が違うことで注意され
る人はなく、皆さんほぼ順調に有料袋を使
い始めたようです。 
　打瀬地区は空気輸送システムでごみを収
集しています。各マンションの投入口に入
れられたごみは、地下の輸送管を通ってみ
はま病院隣の幕張クリーンセンターに集積
され、運搬車で焼却場に運ばれます。セン
ター長の大浜さんに取材しました。 
　この制度の目的が焼却ごみの削減だった
ので効果があったか聞いたのですが、時期
が引っ越しのシーズンでもあり数カ月で単
純な比較はできないとのこと。しかし今は
量よりも困った問題が。それは輸送管の詰
まりです。 

　千葉市からの説明では、この地域で使う
のは 10ℓ と 20ℓ 袋の 2 種類。その 20ℓ
の袋を最大限に使うと高さが 60 ㎝。輸送
パイプの太さが 50 ㎝。管よりも大きいも
のが投入されれば、詰まることが多くなる
のも当然です。 
　ベイタウンの住民は入居時、可燃ごみは
24×24×34 ㎝の大きさまでという説明が
されました。しかし「袋の大きさを指定さ
れ、かつ 20ℓ 袋入りのごみも投入口に入
ることから、もともとの原則が忘れられて
いる」と大浜さんは指摘します。確かに自
分も入るかどうか心配しながら 20ℓ 入り
のぱんぱんの袋を投入したことが何度かあ
りました。 
　また、不燃ごみも投入口に入るとはいえ
３㎏以上の重いものが投棄されることも多
くなったということです。 
　昨年度ごみ空気輸送システム移管問題が
一応の決着を見ましたが、年間 9000 万円
といわれている運営にかかる費用のうち市
の他地域と同様にゴミ収集車で収集した場
合の経費相当の 3400 万円を市が負担し、
残りを県が負担。さらにシステム維持の
ための改修費や廃止の場合のコストは県が
負担するという入り組んだ分担になってい
て、費用負担が今後の検討事項として残っ
ています。 
　このシステムのおかげで便利な生活を享
受している私たち。管理運営に多くの費用

がかかっていることを忘れてはいけませ
ん。 
　気持ちとしては 20ℓ の袋の時には目一
杯詰め込んで捨てたいところですが、少な
めにして捨てたほうが良いようです。ベイ
タウンが特殊な地域であるということを理
解し、私たちのすこしずつの努力で長くこ
のシステムを守りたいものです。 
　この問題ではリンコスでも店長の長島さ
んにお話しを聞いてきました。分別が少し
は進んで、牛乳パック等のリサイクルごみ
が増えているのでは、と予想したのですが、
特に変化はない、ということでした。
　「ベイタウンには環境問題に対する意識
の高い人が以前から多く、他地域と比較し
てリサイクルごみの回収量がすでに多かっ
たからではないか」とのことです。
　ごみ袋の売れ行きは 10ℓ 用が 20ℓ 用よ
り少し多い程度のほぼ同じような売れ行き
で、30ℓ45ℓ のものも売れており、千葉
市全体では、45ℓ 袋は欠品状態なのだそう
です。また、レジ袋の辞退率も変化なしで
す。
　ところが、予想外の残念な現象が２月以
降増えていました。店外設置のごみ箱に、
家庭ごみが投棄されることが頻発してお
り、「お願い」が貼りつけてありました。ご
み処理には分別（ぶんべつ）と分別（ふん
べつ）が大事ですね。
　このベイタウンは様々な面で便利に快適
に住める街。皆で協力して、いつまでもそ
のクオリティーを保っていけるようにした
いものです。 　【小原】

家庭ごみ手数料徴収制度

　こんにちは。今月からベイタウンニュースに中学生記者として参加すること
になった椙山真凜です。まだ中学生なのでいい文章が書けるかどうか心配です
が、中学生ならではの見方で記事が書ければいいと思います。どうぞよろしく
お願いします。
　今月号では私は普段使っている海浜幕張公園の歩道を広くする工事が完成し
たので取材しました。　【椙山】

工事で幅が広くなった歩道。右側の舗装が新しいところが広くなっ
た部分。ほぼ２倍の広さになっている。



所には伊東さん以外にも、確定拠出（401K）
や相続対策等に詳しい専門家もいるそう
だ。
　みすずユナイテッドの本社は先にも書い
たように渋谷に本社を置くが、伊東さんは
自分の住む街ベイタウンでも人生設計をサ
ポートするような仕事がこれからはできる
のではないかと考えたそうだ。
　なるほど、こんな新しい業態もあるのか
と感心しながらも振り返ってみると自分の
人生でももっと早い時期に考えて対応して
いれば今とは違っていたかなと思い当たる
こともある。都心のオフィス街で富裕層を
相手にする仕事のようにも思ったが、若く
て新しい街ベイタウンには似合ったお店だ
ろう。

　洒落た事務所風の外観のお店の周りに
は、花が並べられていた。医者か弁護士事
務所のような感じもするが、どんな職種な
んだろうとよく見ると、「30 分でできる未
来設計」と入口付近に小さく書かれていた。
このキャッチをヒントに話を聞いてみるこ
とにする。
　店の運営責任者はベイタウン在住の伊東
明夫さん。「みすずユナイテッド」はみすず
総合事務所という「司法書士・家屋調査士
の事務所」がベースとなっており、その上
に不動産と建築関連の専門家が集まってで
きたグループ。そこに大手信託銀行時代か
ら取り引きをしていた伊東さんも加わり、
ライフプランニング業務を行っているとの
こと。
　人生の中には進学、就職、結婚、出産、
住み替え、さらに年を重ねると入院や病気、
相続など様々なイベントやリスクがある。
その内容は人によってさまざまだが、たい
ていは個人にとっては大きなお金が動くこ
とになる。重い負担になることは確かだが、
年齢に応じて収入もあり、また銀行から
融資を受けることもできる。ライフプラン
ナーはこれらの人生の節目節目で起きる出
費や仕事を予め予想し、普段からそれを見
越した対策をアドバイスしたり、サポート
してくれる仕事だ。
　こう書くと保険の仕事のようで、実際、
日本では保険会社が業務の柱にしていて、
保険業務の一部のように思われることが多
いが、家の買い換えや相続のように保険だ
けでは片付かない問題もある。病気や事故

　4 月 22 日（火）午後、中学校で「打瀬中 20 周年記念植樹祭」
が開かれました。ベイタウンの 20 周年記念の最初の行事です。
　あいにくの曇り空で、直前まで雨も降っていましたが、挨拶に
立った千葉校長先生によると、「この雨は植樹にはとてもいい湿り
気、しかも今やお天気は回復傾向でこれからの打瀬中の発展を暗
示しているかのよう」とのことでした。なるほど。
　植樹祭は今年１年かけて行われる打瀬中の 20 周年記念
行事の第１弾ということで、パティオスの会が昨年から
準備を重ねてきたそうです。実行委員のみなさんご苦労
様でした。今回の植樹祭には学校から生徒会と緑化委員
会の生徒が参加していました。
　新しく植えられたのは「タイサンボク」。アメリカ原産
の木だそうですが、５月頃には白く美しい花を咲かせるそうです。
前にこの場所にあったのは（確か）サクラの木でしたが、開校し
て２，３年で潮風でやられてしまいました。それから 20 年近くた
ち、今は海側にも建物ができたので潮風は大丈夫かもしれません。
植樹に来ていた造園業者の方に聞くと、「まあ大丈夫でしょう」と
のことでした。ちょっと頼りなさそうだったけど。
　タイサンボクを選んだ理由については、「花言葉に『前途洋々』
とあり、打瀬中のこれからの発展を祈念して」とのことです。

のリスクだけでなく人生で起きる様々なイ
ベントに対応するには保険や銀行という専
門の会社よりも、独立系で様々な問題をカ
バーできる方が有利なのだそうだ。この事
務所はこれらの法律や融資にも対応できる
よう弁護士や行政書士というプロも協力し
ている。
　事務所をオープンさせた伊東さんに、新
しい業種のお店をベイタウ
ンに開業したことについて
聞いてみた。
　伊東さんは元々は銀行勤
務で仕事の中でファイナン
シャルプランナーの資格を
取得した。伊東さんは 20
年以上にわたり、住宅ロー
ンや不動産売買に関する業
務に携わってきており、「住
宅ローンや不動産取引きに
関しての経験は誰にも負け
ない」と語っていた。
　銀行勤務時代は 2 期連続
社長賞を受賞した経歴があ
り、お客様と取り引き不動
産会社の立場になって仕事
をしてきたからこその受賞
であり、その経験を出し切
り住宅購入をサポートした
いという想いがあるとのこ
と。
　現在は保険業務等も含
め、幅広く業務を行えるよ
うになっており、この事務

「30 分でできる未来設計」 　みすずユナイテッド　幕張ベイタウン店

　　5番街の角地にあったコーヒー店「蔵」が３月末に閉店し、代わって新しいお店がオープンした。ここ
はベイタウンの中心地。何のお店だろうと通りかかる人が足をとめてのぞき込んだりしているが、商品が並
べられているわけでもなくよく分からない。できたばかりの看板には「みすずユナイテッド　幕張ベイタウ
ン店」とあるが、業種は書いていない。分からないことがよけいにゆく人の興味をかりたてるようだ。まだ
人のいないお店の前で足をとめて予想し合ったりしている人たちもいる。気になったので興味津々、飛び込
みで取材してみることにした。

楽しいイベント・セミナーのお知らせ
　お店では「楽しい未来を作るセミナー」を定期的に開催していき
ます。大人向け〜子ども向けまで講座内容はさまざまです。
　イベント参加料は500円（コーヒーまたは紅茶付き）、参加には予
約が必要です。
5/5（月）、5/6（火）
「算数オリンピック大会公認」パパとママもいっしょに考えよう。
対象：小学1～3年生
5/23（金）
「知らなきゃ損するあなたの年金」の著者が語るあなたの障害年金の
しくみ。
このほか5月は合計8回のセミナー・イベントを用意しています。
詳しくは：043-376-1853　e-mail；info@misuzubay.com　（伊東）

 楽しいイベント・セミナーのお知らせ

お店では伊東さん（ファイナンシャルプランナー）のほか、司法書
士、社会保険労務士、弁護士など様々な分野のスペシャリストと相
談できます。

打瀬中学校 20 周年記念植樹祭

（写真上左）会場全景。空中廊下
では吹奏楽部が校歌を演奏。（写
真中左）準備の力仕事は緑化委
員の３年生も行った。（写真下左）
今回の植樹祭を準備したパティオ
スの会実行委員の皆さん。（写真
右）植樹されたタイサンボク。



　5 月のコア・イベント
わくわくおはなし会　5月の常設おはなし会はベイタウンまつりのためおや
すみです

5月 17日（土）寺子屋工作ランド

紙トンボ
日時：5 月 17 日　　第 3 土曜日　　9：30 〜 11:30
場所：ベイタウン・コア工芸室
持ってくるもの：工作用具
参加費：50円（保険料）

～歌って楽しいね！    きれいな声ってすてきだね！～

５月 11 日（日）コア音楽ホールにて
9：20 ～ 10：00…年長～小学２年  
10：10 ～ 11：00…小学３年～高校生
「歌うのが大好き！    歌がもっと上手になりたい！    きれいな声で
歌いたい！」
フェアリーズでは、そんなメンバーを募集しています。
「興味あるけど、ちゃんと歌えるかな？」というお子さんのために
体験会を行ないます。楽譜を読むのが苦手でも、恥ずかしがり屋
さんでも大丈夫！　年長から高校生まで、それぞれの発達段階に
合わせて丁寧にご指導致します。
 
　１月の千葉県合唱アンサンブルコンテスト金賞、２月の東京・
春のコーラスコンテストは幕張総合高校合唱部との合同チーム
MSCC フェアリーズで参加して１位、３月には声楽アンサンブルコ
ンテスト全国大会に初出場で銅賞を受賞と、今年もメンバーは大
活躍！　たくさんの仲間がお待ちしています。お気軽にご応募く
ださい。（他の日の見学も対応します）
申込先 TEL/FAX：275-9474（井上）、377-4726（吉田）

　支援センター内で行事や講座のような形で、たとえば「お手玉」
「わらべうた」「あやとり」「折り紙」などを教えてくださる方を募
集しています。特別な資格はなくて構いません。世代を問わずお
手伝いしてくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひ子育てひろ
ばまでご連絡をお待ちしています。（TEL：273-6646）

日時：  5 月 23 日、30 日、6 月 6 日、13 日の金曜日
  午後 1 時 00 分～ 3 時 00 分
  5 月 23 日：胚芽パン、5 月 30 日：ソーセージロール、
  6 月 6 日：コーンバーンズ、6 月 13 日：アーモンドパン
対象：女性　　定員：12 名　　費用：2,000 円
用意するもの：ふきん２枚（タオル地）、スリッパ、木べら（しゃ
もじ）、小ボール（直径 15cm くらい）、大ボール、台ふきん、筆
記用具、メモ
申し込み：5 月 2 日から　費用持参で直接打瀬公民館（TEL：296-
5100）まで。

「ベイタウン年表」づくりのお誘い
 勝手に幕張ベイタウン２０年記念

　ベイタウンは 1995 年に街開きし、それから 20 年が経ちました。
個人的には「えっ、もう20年なの？」って感じです。20年と言えば、
そのとき生まれた打瀬っ子も成人式を向かえて、大人になる頃で
す。街もまた 20 年経てば、ちょっとした history が街角にも人の
心にもたまっているはずです。公式の history だけでなく、たくさ
んのmy histories があり、家族や仲間のさまざまな histories がこの
街にかかわってできているんだろうなあと思います。
　じつはベイタウンニュースには開基５周年のころまでの「秘蔵
の年表」があります。ちょっとだけのぞいてみると。
○ 1996.3  打瀬小、手作りの校章と校歌できる（校章は手作りだっ

たの？）
○ 1997.10  第１回ハローウィン仮装行列（さすがに早いね）
○ 1997.10  24 時間営業ファミリーレストラン問題（ベイタウン

のファミレスって 11 時までなんだよね）
○ 1999.9   10 番街となりの空き地で水たまり埋められる（うん？

これ、なんだろう ...）
　でもこの年表。残念ながら「作りかけ」なんです。2001 年から
あとは真っ白です。なんだかベイタウンの歴史にぽっかり穴が空
いたようで、見るたびに気になっていました。
　そこで、ベイタウンニュースでは 20 周年を機に更に充実した
「20 年記念ベイタウン年表」を作りたいと思います。皆さんの記
憶と知恵を出し合って、たくさんのhistoriesで年表を埋めましょう。
レキシをもたない街はユーレイのようなものです。幕張ベイタウ
ンはどこからきてどこにむかっていくのでしょう。まずは年表作
りのための作業部会を開きます。「年表をどうやって作ろうか」、「個
人史も入れていいの？」なんて考える準備の会です。長くお住ま
いの方からついこの４月に入居された方まで、年配の方からティー
ンまで、幅広く参加してくださるとうれしいです。以下の日程で
行いますので、ぜひ気軽にご参加下さい。
●第１回ベイタウン年表づくり作業部会
日時：2014 年 5 月 24 日（土）午前 10 時 30 分～ 12 時ごろまで
場所：ベイタウンコア講習室
お問い合わせ：211-6853、mail：mazmbtn@gmail.com（ベイタ
ウンニュース松村）まで。

第 127回ファツィオリの会（コア文化振興基金後援事業 )

日時：5 月 25 日（日）9：30 〜 11：30
場所：ベイタウン・コア音楽ホール
フルコンサ−トピアノ「ファツィオリ」の演奏や他の楽器の演奏、
声楽や合唱などに使って頂くことが出来ます。非公開でのご利用ご
希望のときは、ご相談下さい。定員になり次第締め切らせていただ
きます。聴きに来て頂くのは、自由です。
最新の情報はhttp://www.baytown.ne.jp/core/ をご覧ください。
申込締切：5 月 18 日（日）
申込先：TEL/FAX 297-3088　（上谷）

ジュニア コーラス　フェアリーズ　体験会

子育て支援センターからのお願い

元南極観測船 SHIRASE で，身近なお天気や、海のことについて、
楽しく体験・体感できる親子向けイベントを開催します！
今回は、「マリンフェスタ 2014 in FUNABASHI」との同時開催です。
詳細情報はコチラ→ SHIRASE ホームページ　http://shirase.info

イベント名：チャレンジング SHIRASE2014 第 3 回
日時：5 月 24 日（土）25 日（日）9 時～ 16 時
場所：船橋市高瀬町 2 番地先　元南極観測船しらせ（SHIRASE 
5002）
料金：大人（高校生以上）500 円、中学生以下は無料
アクセス：JR 京葉線新習志野駅よりシャトルバスを運行。駐車場
あり。
主催：ＷＮＩ気象文化創造センター　
問い合わせ先：TEL:043-274-3191  E-mail:shirase-goiken@wni.com

チャレンジングSHIRASE2014 第3回

日時：  5 月 27 日（火）～ 6 月 1 日（日）
  AM9:00 ～ PM5:00（初日 AM11:00 ～ / 最終日～ PM3:00
場所：千葉市民ギャラリー・いなげ
幕張ベイタウンの公民館で活動している絵仲間が日頃の成果を展
示します。ご高覧ご指導賜りますようご案内申し上げます。

2014 第６回　コア水彩サークル作品展

パン作り教室「はじめてのパン焼き」（公民館主催）


