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１ センターからのお知らせ

（１）視覚障害者情報機器操作講習会を開催します

視覚障害者情報機器操作講習会を五所川原市で開催します。

この講習会は、プレクストークなどの操作の講習を行い、利用者の方

に、より便利に読書を楽しむ方法を習得していただき、あわせて図書利用

者を増やすため開催するものです。

日時 ７月４日（日）1０時から 15 時

※開催時間の中で、１人３０分から１時間程度講習を行います。

場所 五所川原市中央公民館 ２階第１会議室

内容 ・プレクストークの体験・操作法

    ・視覚障害者用ソフトがインストールされたパソコンの体験・操

作法など

※プレクストークとパソコンは当方で準備します。

その他、ご希望に応じて、講習を個別に行います。

対象 五所川原市及び近隣にお住いで、視覚障害の身体障害者手帳を

お持ちの方

定員 ５名程度（定員を上回る場合は調整させていただきます）

申込締切 ６月１１日（金）

その他 お申し込みの際、どのような機器の講習を受けたいかをお知

らせください。

例）プレクストークの操作法、iPhone アプリの活用法など

※ iPhone 講習希望者はご自身の iPhone をお持ちください。

※当日は、青森県視覚障害者福祉会による「白杖歩行講習会」も開催し

ます。詳しくは青森県視覚障害者福祉会（01７－７８３－３４４７）へ

お問い合わせください。
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２ 新刊録音図書の紹介

図書番号・書名・著者名・時間数・原本出版年・内容紹介の順にご紹介

します。（書名の前のＡの記号は郷土資料を示します。）

【哲学】

1 頑張りすぎずに、気楽に

～お互いが幸せに生きるためのバランスを探して～

キム スヒョン 著 ほか   4時間35分

2020年出版。同調圧力の強い社会で、どうしたら自分を上手に守りなが

ら、他者とのバランスを心地よく保つことができるのか。他者と心地よい

関係を築く方法をわかりやすく語る。

【技術．工学】

2 ひとり酒の時間イイネ！

東海林（しょうじ）さだお 著   5時間20分

2020年出版。「どうやったらひとり酒を楽しめるか」20代で飲み始めて

以来、ずっとこの問題に取り組んできた著者による、不要不急・抱腹絶

倒・永久不滅のお酒エッセイ。

【言語】

3 日本語の奥深さを日々痛感しています

朝日新聞校閲センター 著   6時間2分

2020年出版。「おいしいです」は変？「折り返し点」は中間点？日々こ

とばと格闘している朝日新聞社の校閲センター員が、ことばに関する疑

問に答える。
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【文学】

4 生まれてバンザイ

俵 万智（たわら まち）作   54分

2010年出版。歌人・俵万智が、息子を身ごもってから、出産し、幼稚園

を卒園するころまでに詠んだ短歌を中心に収録。

5 覚えておきたい虚子の名句 200

高浜 虚子（たかはま きょし）著 ほか   4時間59分

2019年出版。現代俳句の基礎ともいうべき方法論や俳句観を提唱した

高浜虚子。20万以上と言われる俳句作品の中から、200句を厳選。

6 えんま様のもっと！忙しい４９日間 2 新宿中央公園の幽霊

霜月（しもづき）りつ 著   5時間44分

2020年出版。新宿・歌舞伎町で休暇中の閻魔大王。人間の青年「大央炎

真」となった彼はまたしても謎めく事件の解決を頼まれ、中央公園に出没

する幽霊の正体を探りはじめるが…。不思議に彩られた全5話を収録。

7 A 悲しみについて 津島佑子コレクション

津島 佑子（つしま ゆうこ）著   11時間47分

2017年出版。家族の生死と遠い他者の生死とをリンクして捉え、人間の

想像力の可能性を押し広げた作家・津島佑子。「泣き声」「真昼へ」など、

長男の死という絶望の果てに、夢と記憶のあわいから紡いだ作品全7編を

収録する。

8 空芯手帳   八木 詠美（やぎ えみ）著   5時間4分

2020年出版。理不尽な雑用、セクハラ…。職場で「女」だからという理

由でろくでもない役回りをこなす人生に嫌気がさした柴田は、偽の妊婦

を演じることで、空虚な日々にささやかな変化を起こしてゆき…。第３６

回太宰治賞受賞作。
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9 清算 ～特命金融捜査官～

江上 剛（えがみ ごう）著   13時間1分

2019年出版。「地銀の雄」の不正融資疑惑と、28年前に起きた猟奇殺人

事件の真相。ふたつの事件が交錯するとき、伊地知は拳銃に手をかけ…。

ハードボイルド金融エンターテインメント。

10 曽根崎心中 小説で読む名作戯曲

黒澤（くろさわ）はゆま 著 ほか   4時間8分

2020年出版。元禄時代、難波の街。物心ついたころから廓という特殊な

世界で生きてきたお初は、醤油屋の手代・徳兵衛に惹かれる。愛し合うも

のの、未来が途絶えた二人が向かった先は、曽根崎の森で…。近松門左衛

門の名作戯曲を小説化。

11 ダブルジェイ 警視庁公安Ｊ 6

鈴峯 紅也（すずみね こうや）著   11時間16分

2020年出版。外務省の役人が殺された。極秘に捜査するエリート公安捜

査官・小日向純也は、被害者が自衛隊の南スーダン派遣に関わっていたこ

とを突き止める。事件を深追いするうちに、国家機密Ｊファイルが他にも

存在していることを知る。

12 プラチナエイジ 3

清水 有生（しみず ゆうき）著   7時間7分

2020年出版。残された人生そんなに長くないから、失敗を恐れることは

ない！60歳になってからの変化、夢と自分への挑戦。湘南に暮らす夫婦

3組の、交流と友情を生き生きと描く“還暦の青春物語”。最終巻。

13 A 脱獄王 ～白鳥由栄の証言～

斎藤 充功（さいとう みちのり）著   6時間58分

1999年出版。強盗殺人の罪で投獄された後、四度の脱獄を繰り返した

男・白鳥由栄。巧妙かつ大胆なその手口と、最長二年間に及ぶ逃亡生活な

どを本人の証言を基に克明に記録した衝撃のノンフィクション。
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◇厚労省委託・寄贈録音図書 ◇

【自然科学】

14 がん治療中の女性のための LIFE ＆ Beauty

さとう 桜子（さくらこ）著   3時間42分

2017年出版。素肌をいたわるスキンケア、キレイを装うメイク、清潔

を保つボディケア…。がんの体験をもとに、自身が行ったスキンケアや

メイクの工夫、日常を快適にするアイテムなどを紹介する。がんと診断

されたときの心がまえなども語る。

【技術．工学】

15 ユニバーサルファッション宣言 Part 2

身体と衣服の新しい関わり合い

ユニバーサルファッション協会 編・著   4時間43分

2009年出版。一人ひとりの肉体の美しさを見つめ、衣服による美のバ

リエーションを作り出す「ユニバーサルファッション」。パリコレクシ

ョンから骨粗しょう症対策ドレスまで、豊富な事例と共にユニバーサル

ファッションの最前線を紹介する。

16 みんなで作ろう！おうちパン

すこやか食生活協会 編 ほか   59分

2021年発行。おうちパン考案者の吉永麻衣子講師が、おすすめしたい

おうちパン、必要な材料など10項目について解説する。

【文学】

17 嘘と正典   

小川 哲（おがわ さとし）著   8時間40分

2019年出版。CIA工作員が共産主義の消滅を企む表題作、零落した稀

代のマジシャンがタイムトラベルに挑む「魔術師」など、全6編を収録

したSF短編集
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18 雪が白いとき、かつそのときに限り

陸 秋槎（りく しゅうさ）著

稲村 文吾（いなむら ぶんご）訳   12時間28分

2019年出版。学生寮で少女の死体が発見された。雪に覆われた地面に

足跡はなく、警察は自殺として処理する。それから5年、生徒会長は密

かにこの事件を調べるが…。

19 いつもひとりだった、京都での日々

宋 欣穎（そん しんいん）著

光吉（みつよし）さくら 訳   5時間39分

2019年出版。映画を学ぶために台湾から京都にやってきた女性は、そ

れぞれに孤独を抱えて生きる京の人々と出会う。台湾人映画監督が、京

都での日々を綴ったエッセイ。

20 息吹   テッド・チャン著

大森 望（おおもり のぞみ）訳   14時間44分

2019年出版。人間がひとりも出てこない世界の秘密を探究する科学者

の驚異の物語を描き、英国SF協会賞等を受賞した表題作など、全9編を

収録。

21 三つ編み   レティシア・コロンバニ 著

齋藤 可津子（さいとう かつこ）訳   6時間4分

2019年出版。インド、イタリア、カナダ。異なる境遇に生きる３人の

女性の共通点は、女性に押しつけられる逆境に立ち向かうことだった。

全国図書館協会賞他、多数受賞。

あんな本こんな本（官能小説）

22 放課後レッスン

浅見 馨（あさみ かおり）著   5時間42分
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◇ その他貸出録音資料 ◇

ここで紹介する資料は、センターへ寄贈されたものです。各自治体の

資料などは、自治体へ直接お問い合わせください。

●令和 2 年版 厚生労働白書     デイジー1 枚／カセット６巻

●機関誌「めぐみ」より仏典童話③  デイジー1 枚

●犯罪被害者の方々へ 法務省発行 一般 CD2 枚

●盲導犬くらぶ 10２号 一般 CD 2 枚

●ＲＡＢ耳の新聞    一般ＣＤ 1 枚

（２０２１年 3 月７日～２０２1 年 3 月２８日放送分収録）

・２０２１年 3 月７日  ・・・・・・・・・・・担当：棟方 庸子

「視覚障害者と災害」

・２０２１年 3 月１４日 ・・・・・・・・・・担当：小田垣 妙子

「ポチが見つけてくれた強い味方」           

・２０２１年 3 月２１日 ・・・・・・・・・・担当：小田垣 康次

「これが盲導犬だ！ その１」           

・２０２1 年３月２８日 ・・・・・・・・・・担当：小田垣 康次

「これが盲導犬だ！ その２」
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3 新刊点字図書の紹介

図書番号・書名・著者名・冊数・原本出版年・内容紹介の順にご紹介し

ます。（書名の前のＡの記号は郷土資料を示します。）

【哲学】

1 A 魂を磨くと幸せになれる

木村 藤子（きむら ふじこ）著   2冊

2020年出版。人の悩みの本質とは「カルマ」と「連鎖」、そしてそれら

を正すために必要な「知識」の欠如。「日常の幸せな心」を得るために、

自分自身のカルマと連鎖を理解し、自身で気づいて直していく方法を紹

介する。

【社会科学】

2 タバコ天国 ～素晴らしき不健康ライフ～

矢崎 泰久（やざき やすひさ）著   4冊

2020年出版。和田誠、伊丹十三、チェ・ゲバラ…。自由を大事にする人

たちは、みんな煙草を愛していた！『話の特集』を生み出した著者が、ス

モーカー仲間との思い出を振り返りながら、煙草の魅力・効用・愛を軽妙

なタッチで綴る。

【自然科学】

3 がんにならないシンプルな習慣

～手術件数1000件超の名医が教える～

佐藤 典宏（さとう のりひろ）著   3冊

2020年出版。がんに効く食べ物・食べ方、がんを予防する生活習慣、受

けるべき検査・不要な検査…。世界の最新の研究で「医学的根拠がある」

と裏づけられている、がんにならないためのシンプルな習慣を紹介する。
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4 精神疾患にかかわる人が最初に読む本

西井 重超（にしい しげき）著・イラスト   3冊

2018年出版。滅裂思考、妄想着想、思考吹入…。患者さんの頭の中がひ

とめでわかる！精神科医療超初心者が、患者さんと向き合うことができ、

仕事がしやすくなるように、精神科のエッセンスをキャラクターのイラ

ストを交えて紹介。

【技術．工学】

5 化粧品を使わない！

水とワセリンで美肌になる最新の肌科学でわかった！

北條 元治（ほうじょう もとはる）著   1冊

2020年出版。過剰なスキンケアはバリア肌を破壊するだけ。肌本来の働

きを取り戻すために、水洗顔とワセリンを塗るだけのシンプルケアを！

皮膚再生医療の名医が、究極のスキンケアを教える。

【文学】

6 俳句でつかう季語の植物図鑑

遠藤 若狭男（えんどう わかさお）監修 ほか   6冊

2019年出版。俳句入門者・中級者に向けた、季語に使われる花と植物の

図鑑。現代日本の街や山野で見かけることの多い花と植物約400種を、

カラー写真で紹介するほか、その特徴や知識、関連季語、例句も掲載する。

季語約1400語に対応。

7 黄金餅殺人事件 昭和稲荷町らくご探偵 2

愛川 晶（あいかわ あきら）著   4冊

2018年出版。昭和50年代、八代目林家正蔵の住む長屋には、秘かに難

事件の相談が持ち込まれる。正蔵十八番の名作落語が数々の現実の事件

と複雑に絡み合い…。落語ミステリー第2弾。
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8 国境の銃弾 ～警視庁公安部・片野坂彰～

濱 嘉之（はま よしゆき）著   6冊

2019年出版。「この国に真の諜報組織をつくれ！」。若き国際派公安マン

片野坂彰が、たたき上げ刑事と、音大出身の変わりダネ女性捜査官と共に

始動！最初の事件は、国境を望む対馬。一撃で3人を殺した黒幕は…。

9 A 骨の記憶 七三一殺人事件 ～虚妄の栄光とウイルス兵器～

福原 加壽子（ふくはら かずこ）著   4冊

2020年出版。戦争孤児からジャーナリストとなった紘一は、「七三一部

隊」の闇に引き寄せられていく。真実を追求する過程で逢着した行方不明

だった姉の消息。部隊の撤収時に何が起こったのか。そして隅田川の遺体

はだれなのか…。

10 A わが家は幽世（かくりよ）の貸本屋さん 4

春風の想いと狐面の願い   忍丸（しのぶまる）著   5冊

2020年出版。幽世でそれぞれの居場所を見つけ、お互いを意識し始めた

夏織と水明。そんな2人の前にある日、狐面の男が現れる。水明はその男

から祓い屋の気配を感じ…。

11 ヤットコスットコ女旅

室井 滋（むろい しげる）著   2冊

2019年出版。車中や機内で出会ったり見かけたりする人々や我が身に

起こる出来事は、まるで人生の縮図！女優・室井滋が旅でのハプニングの

数々をあますところなくユーモラスに綴る。

◇厚労省委託・寄贈点字図書◇

【社会科学】

12 子どもの貧困対策の推進に関する法律 女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する法律 大学等における修学の支援に

関する法律 他                  1冊
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2020年発行。表題ほか、「成育過程にある者及びその保護者並びに妊

産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的

な推進に関する法律」を収録。

13 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律

ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ

一体的な推進に関する法律 他          1冊

2020年発行。表題ほか、平成31年4月24日公布の「旧優生保護法に

基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」を

収録。

14 視覚に障害のある乳幼児の育ちを支える

猪平 眞理（いのひら まり）編著   4冊

2018年出版。長年、視覚障害に関わる医療や教育に携わってきた著者

たちが、視覚障害のある乳幼児への支援や指導の基本、保護者支援の具

体的な方法と配慮の仕方を解説する。

【技術．工学】

15 手軽なごはん・パン・麺料理 上

すこやか食生活協会 製作   1冊

2021年発行。ごはん料理・パン料理のレシピ18品を、大活字と透明

点字で紹介したレシピカード。活字文書読み上げ装置で読める音声コー

ド（ＳＰコード）付き。

16 手軽なごはん・パン・麺料理 下

すこやか食生活協会 製作   1冊

2021年発行。麺料理、小麦粉料理、汁物・スープのレシピ18品を、

大活字と透明点字で紹介したレシピカード。活字文書読み上げ装置で読

める音声コード（ＳＰコード）付き。
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【文学】

17 巨人の花よめ ～スウェーデン・サーメのむかしばなし～

世界のむかしばなし絵本シリーズ 1

菱木 晃子（ひしき あきらこ）文   1冊

2018年出版。寒く厳しい北の大地で、トナカイたちとともに満ち足り

た暮らしをしていたサーメ人の親子。ところが、ある日、おそろしい巨

人がやってきて…。スウェーデン・サーメの人たちに伝わる、大自然の

中での暮らしに根ざした昔話。

18 七人のシメオン ～ロシアのむかしばなし～

世界のむかしばなし絵本シリーズ 2

田中 友子（たなか ともこ）文   1冊

2018年出版。顔も背丈も名前も同じ、でも、それぞれが違うわざをも

つ七人兄弟。ある日、王さまに命じられ、海の向こうのブヤーン島にい

る、美しいエレーナ姫を訪ねることになり…。兄弟が繰り広げる、不思

議なロシアの昔話。

19 まめつぶこぞうパトゥフェ

～スペイン・カタルーニャのむかしばなし～

世界のむかしばなし絵本シリーズ 3

宇野 和美（うの かずみ）文   1冊

2018年出版。豆つぶほどしかない小さなパトゥフェは、なんでもやり

たがり、どこにでも行きたがる男の子。ある日、パトゥフェが元気に歌

をうたいながらおつかいにでかけると…。スペイン・カタルーニャに伝

わる、小さな男の子のユーモアあふれるお話。

20 金の鳥 ～ブルガリアのむかしばなし～

世界のむかしばなし絵本シリーズ 4

八百板 洋子（やおいた ようこ）文   1冊

2019年出版。王に命じられて金の鳥をさがす旅に出た3人の王子。途
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中で出会ったおじいさんの忠告をきいた勇気ある末の王子は…。ブルガ

リアの幻想的なおはなし。

21 ノロウェイの黒牛

～イギリス・スコットランドのむかしばなし～

世界のむかしばなし絵本シリーズ 5

なかがわ ちひろ 文   1冊

2019年出版。身の毛もよだつ怪物とされるノロウェイの黒牛と結婚し

てもいいというむすめ。むすめは黒牛にかけられた呪いを知り…。スコ

ットランドに伝わるふしぎな恋のはなし。

あんな本こんな本（官能小説）

22 巨乳教師と熟女教師

宝生（ほうしょう）マナブ 著   3冊

◇その他貸出点字資料 ◇

ここで紹介する資料は、センターへ寄贈されたものです。各自治体の

資料などは、自治体へ直接お問い合わせください。

・２０２１年度 ニッポン放送番組時刻表・・・・ニッポン放送 発行

・令和元年版 自殺対策白書（概要版）・・・・・・・・・・・ 全 3 冊

・機関誌「めぐみ」より仏典童話③・・・・・・仏教婦人会総連 発行

・犯罪被害者の方々へ・・・・・・・・・・・・・・・・法務省 発行

・心の糧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・曹洞宗宗務庁 発行

・月刊東洋療法 ・・・・・・・・・全日本鍼灸マッサージ師会 発行

・にってんボイス ・・・・・・・・・・・・・日本点字図書館 発行

・県民だよりあおもり  ・・・・・・・・・・・・・・・青森県 発行

・広報あおもり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・青森市 発行

・点字毎日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・毎日新聞社 発行

・赤旗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本共産党 発行
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4 今月のトピックス

今回は「雨」の話題です。近年の豪雨災害には悩まされますが、梅雨

は、日本に四季があることの表れです。

今月は、書名に「雨」がつく文学作品をご紹介します。

尚、製作館名は、サピエ図書館の略称に基づいています。

顔に降りかかる雨   桐野 夏生（きりの なつお）著

6冊  日点図 ／ 10時間1分  札幌視情セ

1993年出版。ある日、二人の男が部屋を訪れた。男の一人とつきあ

っていた自分の親友が大金を持ったまま行方不明だという。親友を追

うわたしの前に謎が幾重にも重なる。93年度江戸川乱歩賞受賞作。

雨のなまえ   窪 美澄（くぼ みすみ）著

4冊  神奈川ラ ／ 6時間34分  福岡市立点図

2013年出版。妻の妊娠中、逃げるように浮気をする男。パート先のア

ルバイト学生に焦がれる中年の主婦…。雨の音を背景に描く、ヒリヒリ

するほど生々しい5人の物語。

雨あがる ～山本周五郎短篇傑作選～

山本 周五郎（やまもと しゅうごろう）著

3冊  青森視情セ ／ 5時間28分  秋田点図

1999年出版。「日日平安」「つゆのひぬま」「なんの花か薫る」と、黒

沢明遺稿脚本・映画『雨あがる』の原作「雨あがる」の4篇を収録。

雨の中に消えて   石坂 洋次郎（いしざか ようじろう）著

5冊  キララ ／ 9時間21分  日点図

1962年出版。秋田から上京し、共同生活を営む三人の若い女性が、そ

れぞれ大人の世界に目覚めていく過程を描く。

以上、貸出ご希望の方は、貸出係へお問い合わせください。      
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５ サピエ図書館新着図書の紹介

サピエ図書館の新着完成図書（2021年3月28日から2021年4月26

日）より、一部ご紹介します。

貸出ご希望の方は、貸出係へお問い合わせください。

【デイジー図書】

思わず使いたくなるグレーゾーンな手口500

裏の処世術研究倶楽部 著   12時間17分  宮城視情セ

2017年出版。ブラック企業からお金をとる、水没スマホを自力で復活

させる…。日常生活からビジネス、人間関係の悩みや犯罪トラブルの解

消など、さまざまなシーンで使えるグレーな知識を紹介する。

学校では絶対に教えない植民地の真実 ～朝鮮・台湾・満州～

黄 文雄（コウ ブンユウ）著

   7時間50分  名古屋ＹＷＣＡ

2013年出版。「日本植民地」の文明史的貢献とは？古代から近代まで

の植民地の歴史をたどり、知られざる台湾史、合邦国家・朝鮮の新生な

ど、台湾・韓国・満州という日本の3大植民地の真実を解き明かす。

人は話し方が9割

～1分で人を動かし、100％好かれる話し方のコツ～

永松 茂久（ながまつ しげひさ）著

4時間8分  静岡視情セ

2019年出版。話し方をちょっと変えるだけで、仕事もプライベートも

大きく好転する！「あなた」を多用して自分のファンを作る、肩書き・

立場によって話し方を変えないなど、楽しく会話できる「とっておきの

秘訣」を紹介する。
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【点字図書】

探究の人 菅江真澄   菊池 勇夫（きくち いさお）著

3冊   秋田点図

2017年出版。江戸時代後期の遊歴文人、菅江真澄。生活文化史料として

類をみない記録遺産ともいえる真澄の作品群は、どのようにもたらされ

たものなのか。その著作の内部にまでわけいり、考察する。

おばあちゃんの小さかったとき

越智 登代子（おち とよこ）著 ほか   1冊  神奈川ラ

2019年出版。おばあちゃんは小さいころ、どんなことをして遊んでいた

の？お手玉、おままごと、紙芝居屋さん…。1950年代から1960年代の

子どもたちの暮らしを細やかに伝える。祖父母の世代と孫の世代をつな

ぐ本。

衝撃のラスト！ 二度読みストーリー

桐谷 直（きりたに なお）ほか 物語   2冊  福岡点図

2021年出版。「思いこみ」を利用したトリックの数々。君はしかけられ

たトリックを見破ることができるのか？物語の意味がわかると必ず2回

読みたくなる、“どんでん返し”の超短編48編を収録する。

以上、貸出ご希望の方は、貸出係へお問い合わせください。
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６ ６月のカレンダー

センター関連の行事等をお知らせします。

・点訳奉仕員養成講習会（五所川原市）・・・２日（水）、９日（水）、

１６日（水）、２３日（水）、３０日（水）

・音訳奉仕員養成講習会（弘前市）・・・・・１日（火）、８日（火）、

１５日（火）、２２日（火）、２９日（火）

・視覚障害者情報機器操作講習会（八戸市） ・・・・・・６日（日）

・点訳奉仕員スキルアップ研修会（青森市）・・・・・・１０日（木）

・東北・新潟・北海道ブロック点字図書館等連絡協議会

（Zoom）に職員参加 ・・・・・・・・・・・・・・１１日（金）

・点訳奉仕員スキルアップ研修会（五所川原市）・・・・１０日（木）

・図書選定委員会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１７日（木）

・点訳奉仕員スキルアップ研修会（弘前市）・・・・・・１８日（金）

・点訳奉仕員スキルアップ研修会（八戸市）・・・・・・１９日（土）

・点訳奉仕員スキルアップ研修会（黒石市）・・・・・・２２日（火）

・図書整理日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０日（水）

※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、日程が変更になる

場合もあります。


