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山科区制４0周年記念事業
“心”の健康寿命延伸体験事業
�〇じっちゃんとぼく・わたしの夏休みプラン

～清水焼と地産野菜クッキング体験教室～

①清水焼絵付け体験教室
●日時／７月26日（火）午前10時～11時30分
●会場／清水焼の郷会館（川田清水焼団地町10-２）
●内容／清水焼の食器（湯呑み・皿・茶碗）の絵付け体験

②オリジナル食器でいただく地産野菜クッキング
●日時／８月９日（火）または18日（木）　午前10時～午後１時
●会場／区役所２階栄養室
●内容／地産野菜を使った料理教室
※①で絵付けをした清水焼の食器を使用します。

●�対象／小学生とその祖父（いずれも区内在住）で①②の両日参加可能
な方
●定員／20組40名　
●費用／２人で3,000円（材料費等）
●�持ち物／①手拭きタオル　②エプロン、三角布（バンダナ可）、手拭き
タオル、食器お持ち帰り袋、上靴（子ども用）
●申し込み方法／官製はがきに次の事項を記載し、ご郵送ください
　（６月28日（火）必着）。
【はがき記載事項】
　〈表面（宛名）〉
　〒607-8511（住所記入不要）　山科区役所福祉部支援課内
　「じっちゃんとぼく・わたしの夏休みプラン」応募係
　〈裏面〉
　（１）参加者氏名

３点とも
もらえるよ！

夏休みの自由研究に最適！
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　（２）祖父年齢、孫小学校名・学年
　（３）祖父宅住所
　（４）連絡可能な電話番号
　（５）②の希望日（９日・18日・どちらでもよい）
※�申し込み多数の場合は抽選。当選された方には、７
月７日（木）までに費用振込用紙を送付しますので、
７月19日（火）までに費用の振込をお願いします。
●問い合わせ先／区福祉部支援課（電話592-3222）

梅雨や台風など大雨のシーズンを迎えるに当たって
�〇防災ワンポイントアドバイス！

日頃からのちょっとした備えで、浸水被害を最小限に抑
えることができる方法をご紹介します。ぜひ実践してみ
てください。

対策方法①　～板を使用する場合～

40周年記念事業
応援大使
きよまろ

①�長めの板を、水の侵入口（玄関や
床下換気口等）に立て掛ける。

②�ポリタンクに水を入れ、板の両端
をしっかりと固定し完成。
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対策方法②　～板が無い場合～

用意するもの
・ポリタンク（※）
・長めの板（机で代用可）
・ブルーシート（レジャーシートで代用可）

（※）�複数あれば利用用途や対象範囲が広がりますので、ご町内での購
入もご検討ください。浸水対策の他、平時から水を貯めておくこと
で、断水時の雑用水としても活用できます。

～鏡山・音羽・安朱・陵ヶ岡・大宅・百々・大塚・小野学区に
お住まいの方へ～
「京都市　土砂災害ハザードマップ」保存版を今一度ご確認ください！
土砂災害ハザードマップのポイント
・�ハザードマップ内の地図を見て、自宅が土砂災害警戒区域等に
位置しているかどうか確認する。
・気象情報等の情報を収集する。
・避難勧告等が発令されたら「安全な場所」に避難する。

対象の学区のご家庭に３月下旬に配布しています。

①�ポリタンクに水を入れ、水の侵入
口に並べる。

②�並べたポリタンクをブルーシー
トで包み完成。
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●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

山科区初夏のイベント

�〇山科区農業祭
年に一度、区内の農産物が大集合！
　区内の農業者の方々が、丹精込めて育てた質の高い農産物の展示、�
品評会や、野菜等の即売を実施します。奮ってご来場ください。
●日時／７月16日（土）　午前10時～午後３時（荒天時中止）
●場所／区役所前広場
●内容／
　・農産物の品評会
　・野菜等の即売会（午後２時～）
　・花苗の販売
　・農業啓発コーナー　など
※入場無料。買い物袋をご持参ください
●問い合わせ先／東部農業振興センター（電話641-4340）

�〇京都橘大学　七夕陶
と う と う ろ

灯路
癒しのひとときを
　本年で８回目を迎える、京都橘大学が送る夏の風
物詩。
　山科の伝統工芸品である清水焼の陶器や切子の
グラスなどにろうそくを浮かべ、灯りの道を作り、
キャンパス内を彩ります。
　今年のテーマは、「噺

はなし

」。皆様をおとぎ話の世
界へお連れいたします。
　約２時間の夏の暑さを忘れる幻想的な空間
をお楽しみください。

夏野菜など
約400品！
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●日時／７月８日（金）　午後６時30分点灯、
　午後８時30分消灯（雨天決行）
●場所／京都橘大学
●問い合わせ先／京都橘大学学務第２課（電話574-4192）

�〇「熊本地震」の被害に対する義援金を受付中
●受付場所／区役所、地下鉄駅、区図書館他　
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

椥辻駅に無料で展示可!!
�〇「アートロードなぎつじ」展示作品募集

　地下鉄東西線椥辻駅に、区民の皆様の芸術作品を展示
いただくアートスペース「アートロードなぎつじ」を設置
しています。
　あなたの力作を展示してみませんか。奮ってご応募く
ださい。
●展示スペース／
　①掲示板タイプ５基
　②ショーケースタイプ２基
●展示期間／
　①７月21日（木）～８月17日（水）
　②８月18日（木）～９月14日（水）
　③９月15日（木）～10月12日（水）
※10月12日以降の日程はお問い合わせください
●費用／無料
●申し込み期間／原則、展示開始日の３カ月前の日から２週間前まで
※�先着順。ただし、申し込み開始日に複数の申し込みがあった場合は抽
選。既に申し込み終了の場合あり
●�申し込み方法／区役所、東部文化会館で配架中の所定用紙に必要事
項を記入のうえ、申し込み先に提出（持参または郵送）

掲示板タイプ

展示イメージ
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●申し込み先／東部文化会館（〒607-8169　椥辻西浦町１-８）
●問い合わせ先／区総務・防災担当（電話592-3066）

�〇ふれあいファミリー食セミナー「わんぱくクッキング」
　～かみかみ・ピカピカ☆クッキング～
●日時／７月27日（水）　午前10時～午後１時
●場所／区役所２階栄養室
●内容／
　・「歯が元気になる」おやつ作りと試食
　・歯の講話、ブラッシング
●対象／区内在住の年長児～小学４年生とその保護者
●定員／12組24名（先着順）
●参加費／親子１組500円
●持ち物／エプロン、三角巾（バンダナ等）、手ふきタオル、コップ、
　歯ブラシ（大人用と子ども用）、上靴（子ども用）
●申し込み方法／７月６日（水）から申し込み先に電話または来所
●申し込み・問い合わせ先／区保健センター成人保健・医療担当
　（電話592-3477）

�〇「社会を明るくする運動」山科区大会
　～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～
　法務省主唱の「社会を明るくする運動」は、今年で66回目を迎え、「更
生保護の日」である７月１日から１カ月間を強調月間として、全国各地
で様々な活動が実施されます。
　区内では、７月10日に山科区大会が開催されます。奮ってご来場くだ
さい。
●日時／７月10日（日）　午後１時～４時30分
●会場／東部文化会館
●費用／無料
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●内容／
　・式典
　・作文発表（区内４小学校（山階・山階南・西野・安朱）、
　　区内全中学校、洛東高等学校）
　・発表「BBSからつなぐ地域社会の輪」（京都中央地区BBS会）
　・ロックソーラン（鏡山小学校５年生）
　・上映「鉄拳さんのパラパラマンガ
　　『社会を明るくする運動』」
　・演奏（音羽中学校吹奏楽部）
●問い合わせ先／「社会を明るくする運動」
　山科区実行委員会（電話595-1221）

�〇めざせ！エコイベント
　ごみの減量や参加者の環境意識の向上を図るため、次の支
援策を設けています。賢く活用して、イベント経費も、環境への負荷も
軽くしましょう！
①｢京都市認定エコイベント｣登録でエコ化をPR！
　一定の基準を満たすイベントを「京都市認定エコイベント」として登
録できます。ノボリやロゴを使って、参加者にエコイベントであること
をアピールできます。
②賢く使おう！ ｢リユース食器｣助成金制度
　イベントから出るごみを減らすことができる｢リユース食
器｣（洗うことで繰り返し何度も使える食器）を広めるため、
導入費用の助成を行っています。
●�対象イベント／自治会・町内会、NPO、学校等の団体が、
市内で開催し、リユース食器を使って100食以上の飲食品を提供する
イベント
●助成内容／リユース食器導入費用の２分の１（上限50万円）
●�助成対象／リユース食器のレンタル費用のほか、コーディネーター
の人件費、食器洗浄機などのレンタル費用

「京の社明くん」
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●申請方法／原則イベント開催日の２週間前までに問い合わせ先へ
●問い合わせ先／山科エコまちステーション（電話366-0184）

�〇情報掲示板

税

市・府民税の納税通知書をお送りしました
　平成28年度の市・府民税を、納付書、口座振替または、公的年金から
の引き落としで納めていただく方等を対象に、６月10日付けで「納税通
知書」をお送りしました。納税通知書送付後は６月30日（木）まで区役所
に市民税臨時窓口を設置しますので、課税内容に不明な点があれば納
税通知書をご持参のうえ臨時窓口にお越しください。
※�給与からの引き落としで納めていただく方には勤務先を通じて「市・
府民税特別徴収税額の決定通知書」をお渡しします。
問い合わせ先　市税事務所市民税第２担当（電話7４6-5837）

保険・年金

国民健康保険からのお知らせ
平成28年度分保険料通知書をお送りします
　平成28年度分の国民健康保険料をお知らせする保険料納入通知書
を今月中旬にお送りします。
　保険料を納付書で納めている世帯には、保険料納入通知書に口座振
替の申込書を同封しておりますので、便利な口座振替をぜひご利用く
ださい。
　また、特別徴収（年金からの引き落とし）で納めている方で、口座振替
への変更を希望する場合は、問い合わせ先で、納付方法の変更をお申し
込みください。
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※�納付に困難な事情があるときは、減額できる場合がありますので、７
月末までにご相談ください。８月以降にご相談いただいた場合、減額
できる額が少なくなることがあります。ご注意ください。
問い合わせ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）

後期高齢者医療制度からのお知らせ
新しい保険証をお送りします
　７月末までに新しい保険証（うぐいす色）をお送りします。古い保険
証（桃色で平成28年７月31日（日）が有効期限のもの）は、８月１日（月）
から使用できません。８月１日以降に新しい保険証を提示せずに受診
した場合、いったん医療費の全額をお支払いただくことがあります。ご
注意ください。
問い合わせ先　区保険年金課資格担当（電話592-3105）

国民年金からのお知らせ
国民年金保険料の納付が困難な方へ
　次のとおり、経済的理由等で、保険料の納付が困難な方に対し、納付
を免除または猶予する制度を設けています。制度の利用には問い合わ
せ先での申請が必要です。詳細はお問い合わせください。
①国民年金保険料免除制度
　申請により、保険料の一部または全額が免除される制度。
②若年者納付猶予制度
　申請により、学生を除く30歳未満の方で、納付が困難な場合、納付が
猶予される制度。
※�平成28年７月から、学生でない50歳未満の方を対象とする新たな「納
付猶予制度」が始まります。
問い合わせ先　区保険年金課給付・年金担当（電話592-3109）
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お知らせ

清掃活動に取り組む方へ
　公共的な場所（道路やごみの集積場所等）で清掃活動に取り組む方
に対し、清掃物品（専用のごみ袋、軍手等）の支給や貸出しを行っていま
す。支給等を希望される方は、問い合わせ先でご申請ください。
問い合わせ先　山科エコまちステーション（電話366-018４）　
山科まち美化事務所（電話573-2４57）

おでかけマップを改訂しました
　公共交通をより使いやすいものとするため、バス、各鉄道の時刻表と
路線図をのせた区内の「地下鉄周辺おでかけマップ」を平成28年のダイ
ヤ等の改定に合わせて改訂しました。各マップ（山科・御陵・東野・椥
辻・小野駅版）は、各地下鉄駅、JR・京阪山科駅、京阪バス山科駅案内
所および区役所等で配架しています。
問い合わせ先　区まちづくり推進担当（電話592-3088）

忘れていませんか？お口の健康
―成人・妊婦歯科相談―
　口腔疾患（むし歯、歯肉炎等）予防・早期発見のための相談会です。
日時　６月24日（金）９:00～10:30。
対象　18歳以上の方、妊産婦の方。
場所　区保健センター。
費用　無料。
申し込み方法　不要。
問い合わせ先　区保健センター成人保健・医療担当（電話592-3４77）
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相　談

弁護士による京都市民法律相談
日時　毎週水曜日（閉庁日を除く）。13:15～15:45（受付終了15:15）。
場所　区第２会議室。
定員　15名。
申し込み方法　当日８:30から整理券配布。先着順。
問い合わせ先　区まちづくり推進担当（電話592-3088）

無料行政相談
日時　７月14日（木）13:30～16:00。
場所　区第２会議室。
問い合わせ先　区まちづくり推進担当（電話592-3088）

行政書士の市民困りごと無料相談
日時　７月19日（火）14:00～16:00。
場所　区第２会議室。
問い合わせ先　京都府行政書士会第６支部事務局（電話692-2500）

イベント・講座 　お問い合わせは各施設まで

山科中央老人福祉センター（電話501-02４2）
コーラスグループRacco（ラッコ）の合唱コンサート
　洛東高校の卒業生を中心に結成されたコーラスグループのコンサート。
日時　６月25日（土）13:30～15:00。
場所　当センター。
費用　無料。
申し込み方法　不要。
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山科図書館（電話581-0503）
赤ちゃんの会　―トコトコくらぶ―
　２、３歳児前後を対象とした赤ちゃん絵本の読み聞かせ他
日時　６月20日（月）11:00～。

講演会「四ノ宮物語と琵琶の調べ」
講師　弦楽ふるさとの会　小谷昌代氏。
日時　６月25日（土）15:00～。

大人のための朗読会
日時　６月27日（月）11:00～。

赤ちゃんの会　―だっこくらぶ―
　１歳児前後を対象とした赤ちゃん絵本の読み聞かせ他
日時　７月４日（月）11:00～。

講演会「山科郷士と『東山科村』の建設」
講師　ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会　浅井定雄氏。
日時　７月７日（木）18:00～。

おたのしみ会　絵本の読み聞かせ他
日時　７月16日（土）11:00～。

テーマ図書の展示と貸出
７月は、一般書「暑さ対策」、絵本「むし」。

移動図書館（電話801-４196）
「こじか号」巡回
６月22日（水）
10:00～10:40　場所　大塚小。
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11:00～11:40　場所　大宅小。
６月27日（月）
10:00～10:50　場所　西野山分譲集会所前。
11:10～11:40　場所　山階南小。
13:00～13:40　場所　陵ヶ岡小。

アヴェマリア幼稚園（電話592-6４0４）
地域子育て支援事業
たまごグループ「お遊戯室開放☆ランチタイム」
日時　６月22日（水）10:30～12:30。
内容　�第１部（お遊戯室開放：10:30～11:30）、第２部（ランチタイム：

11:30～12:30）。第１部、第２部どちらかのみの参加も可。
対象　２歳児までの親子。
費用　無料。
必要なもの　昼食（第２部参加の場合）。
申し込み方法　６月17日（金）までに当園へ。

たまごグループ
「おはなし広場～子育てのあれこれお話しましょう」
日時　７月５日（火）10:15～11:15。
対象　１歳児までの親子。
費用　無料。
申し込み方法　７月１日（金）までに当園へ。

山科区社会福祉協議会（電話593-129４）
ボランティア基礎講座「ボランティアの基礎知識」
　ボランティア活動の魅力、やりがい、喜びを実際に活動する方の声等
から学べる講座。
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内容　
　①�お話「やってみたい！なんとかしたい！ほっとけない！に動き出
そう！～ボランティア活動の魅力～」。

　②活動紹介：山科区ボランティアグループ連絡会、区内の福祉施設。
日時　７月11日（月）10:00～12:00。
場所　山科総合福祉会館。
対象　ボランティアに興味関心のある方。
申し込み方法　７月７日（木）までに当協議会へ。

日常生活自立支援事業　生活支援員養成研修
　認知症や物忘れのある高齢者、知的障害者、精神障害者への具体的
な支援活動を担う「生活支援員」を養成するための研修。
※生活支援員として登録するためには、①～③の講座を全て受講する
必要があります。
①７月26日（火）
　認知症高齢者・知的障害者への支援　ほか
②７月28日（木）
　精神障害者への支援、生活支援員登録について�ほか
③８月２日（火）
　ソーシャルワークの基礎、修了式
日時　①～③いずれも13:30～16:15。
場所　ひと・まち交流館京都（下京区梅湊町83-１）２階大会議室。
費用　無料。
定員　70名（先着順）。
申し込み方法　７月19日（火）までに当協議会へ。
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市政情報総合案内コールセンター
�〇京都いつでもコール

受付時間　午前８時～午後９時（年中無休）
電話（075）661-3755、FAX（075）661-5855
おかけ間違いにご注意ください
電子メール（ホームページから）

�〇笑顔とお花が区役所に
　西念寺保育園の園児さんからお花をいただきました
　西念寺保育園の園児さんがお釈迦様の生誕を祝う花まつ
りのお花を届けて下さいました。色とりどりのお花と園児の
皆様の元気の良いご挨拶ありがとうございました。

●問い合わせ先／区支援課支援第一担当（電話592-3247）

�〇仙台市若林区荒浜地区の東通仮設住宅の
　方々から復興風船をいただきました
　山科区フラワーロード推進事業では、東日本大震災の
被災地である仙台市の仮設住宅に、ポーチュラカとハボ
タンを贈呈してきました。
　この度、感謝の気持ちとして、仮設住宅の方々から「復
興風船」と仮設住宅にお住まいの方全員の移転が決まっ
たとのお手紙をいただきました。

 京都いつでもコール 検索

総人口／� 134,980人
　男性／� 63,963人
　女性／� 71,017人
世帯数／60,761世帯
平成28年５月1日現在
（山科区推計人口）

復興風船
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　一日でも早く震災前の生活に戻られるよう、願って
います。
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当
　（電話592-3088）

�〇大量発生の季節　キノコバエ類の対策方法
　近年、京都市内において、６月中旬からキノコバエ類の発生に関する
相談が多く寄せられます。キノコバエ類は、人を刺すなど直接被害を及
ぼすことはありませんが、体長が１～４mmと非
常に小さいため、網戸のサッシの隙間からも侵入
することや大量発生することから、不快害虫とし
て扱われています。
　対策方法は次のとおりです。
【対策方法】
　①�発生時間（梅雨時期の夜明けから午前10時
頃まで）は窓や扉を閉める。

　②�換気扇の使用を控える。（空気の流れにより、
サッシの隙間などから吸い込まれることがあるため）

　③扇風機などで窓や扉の外側に向けて風を送り、屋外へ吹き飛ばす。
　④侵入した際は、市販の殺虫剤で駆除し、掃除機で吸い取る。
　⑤目の細かい網戸を使用する。
●問い合わせ先／区保健センター衛生課（電話592-3489）

�〇乳がん巡回検診のご案内
●�対象／30歳以上の女性で今年の誕生日に偶数年齢になる方（奇数年
齢の方でも昨年に受診されていない場合は受診可能）
●会場／区役所２階大会議室
●時期／８月上旬～９月中旬
●内容／

ありがとう
ございました。

クロバネキノコバエ

殺
虫
剤
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　・30歳代…視触診＋超音波断層撮影（エコー）
　・40歳以上…視触診＋乳房Ｘ線撮影（マンモグラフィ）
●費用／1,300円（免除制度あり。区保健センターにお問い合わ
せください）
●申し込み締切日／７月15日（金）消印有効
●�申し込み方法／回覧板で回す『申込はがき』に必要事項を記入し、申
し込み先に切手を貼って送付してください。送付後、各個人に検診日
時等のお知らせ通知が届きますので、指定された日時に検診にお越
しください。
※『申込はがき』は、区保健センターでも配架しています。
※締切後の申し込み・日程変更等が必要な場合はお問い合わせください。
●申し込み・問い合わせ先／京都予防医学センター乳がん検診係
　（電話811-9135）

これは便利！
「胸部（結核・肺がん）検診」（胸部Ｘ線検査）も、同日に無料で受診
できます。検診日当日にお申し込み下さい。
●胸部検診問い合わせ先／区保健センター保健・医療担当
　（電話592-3477）

�〇生活安全スポットニュース
　要警戒　自転車盗難・振り込め詐欺
自転車盗難防止チェックポイント
～自転車にも愛錠を～
　①駐輪時は、短い時間でも必ず施錠する
　②ワイヤーロックなどを使い、２重に施錠する
　③路上に駐輪せず、駐輪場等定められた場所に駐輪する
振り込め詐欺予防チェックポイント
～振り込む前、手渡す前、送付する前にまず相談を～
　①息子を名乗ったオレオレ詐欺に注意



20

　②�警察や銀行員が通帳の提出を求めたり、暗証番号を聞くことは絶
対にありません

　③「不審な電話」「身に覚えのない請求」は即通報！
●問い合わせ先／山科警察署（電話575-0110）

山科区制４0周年記念事業
山科区体育振興会連合会創立４0周年記念大会
�〇区民ソフトボール大会

百々体振チームが２年ぶり７回目の優勝!!
　５月８日に第40回山科区民ソフトボール大会が勧修寺公園グラウン
ドで開催されました。10学区の体育振興会チームが出場し、熱戦が繰り
広げられました。
優　勝　百々�体育振興会チーム
準優勝　大宅�体育振興会チーム
三　位　小野�体育振興会チーム
三　位　勧修�体育振興会チーム
　優勝した百々体育振興会チームは７月24日（日）（雨天時７月31日）に
岩倉東公園グラウンドで行われる京都市大会に山科区代表として出場
します。
●問い合わせ先／区まちづくり推進担当（電話592-3088）

第４2回　みんなで「第２期山科区基本計画」に取り組もう！
�〇連載　区民活動きずなリレー

働くパパママを応援している山科の企業を紹介します
～やましなパパママ応援企業ガイドJimopy（ジモピー）～
（山科“きずな”支援事業補助金交付事業）
　このたび作成された冊子「Jimopy（ジモピー）」では、山科に事業所の
ある企業の中で、子育てと仕事の両立がしやすい職場の実現を目指し
ている企業が紹介されています。
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　冊子を作成された『士業グループ「スマイル」の有志、女性活躍推進
「トレディの会」』代表の池田さんに冊子作成の経緯についてお話を伺
いました。
　「私たちは社会保険労務士を中心とした団体で、山科を女性が活躍で
きるまちにしたい、という思いで活動しています。今回の冊子では、まず、
区内の企業に女性活躍に関するアンケートを行い、子育て支援制度の
充実などの基準で企業をリストアップした後、その企業の人事担当者
に、各企業の子育てと仕事の両立に関する先進的な制度などをヒアリ
ングし、その結果をまとめて掲載しています。これがきっかけになって、
女性が働きやすい企業が山科に増えればと思っています」。
　掲載されている12社は、育児休業等の取得実績が高かったり、育児に
関する支援制度を法定以上に充実させたりするなど、子育てしながら
働き続けられる職場環境が整えられており、まさにワークライフバラン
スの向上のお手本のよう。それぞれの記事には、子育てと仕事を両立し
ている社員の方の声が載っているので、働き方の様子がリアルに分か
ります。
　冊子には出産や育児に関わる手続きや給付金の仕組みの解説もあ
り、働くパパママにとって心強いガイドとなっています。
　編集担当で、働くパパでもある興山さんは「我が家も子育て真っ最中
で、産休・育休の手続きの大変さなどを実感しています。出産や育児で
仕事を辞めてしまう方をジモピーによって引き止めたい」とのこと。
　さらに、冊子と連動してホームページも開設し、こちらでは冊子の情
報だけでなく山科区における求人情報も調べることができます。
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　池田さんの活動の原点は、初めて就職した時に、企業が学歴社会、男
性社会だと実感したこと。近年、男女共同参画の法律や子育て支援の
制度の整備は進みましたが、依然として、育児休業が取りにくい状況や、
出産したら退職があたりまえの雰囲気が残っていると感じるそうです。
　「子育てと仕事の両立がしやすい職場が山科に少しでも増えてほし
い」そんな思いで作られたジモピー。今後はホームページで、働くパパ
ママの悩みや役に立つ情報を募集し、発信していきたいそうです。
（京都市まちづくりアドバイザー佐藤友一）
●�問い合わせ先／記事について：区総務・防災担当（電話592-3066）　
やましなパパママ応援企業ガイドについて：同ガイド事務局（電話
584-6640）


