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能勢町社会福祉協議会
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■居宅介護支援事業所・ホームヘルプサービス事業所
ＴＥＬ０７２（７３1）２６０７
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■能勢町シルバー人材センター ＴＥＬ０７２（７３４）４６８０
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町内のひとり暮らしの高齢者の方を対象に
おせち料理の配食サービスをしています。おせ
ち料理で楽しいお正月をお迎えしませんか？
【負 担 金】 1,500 円
【申込期限】 11 月 20 日（金）まで
【配送日時】 令和 2 年 12 月 31 日（木）
午前 11 時頃～
※ご注文をご希望される方は、
能勢町社協までお電話ください。

ᅈ˟ᅦᅍඥʴ
≪お問い合わせ≫
ᏡѬထᅈ˟ᅦᅍңᜭ˟
能勢町社会福祉協議会
☎ ７３４－０７７０
˟ᧈ ᅦᙱ ദଢ

ƋƚǇƠƯƓǊưƱƏƝƟƍǇƢŵ
大阪よどがわ市民生活協同組合様より、
去る 9
ထൟƷႏಮƴƸŴࠎஓƴƪƨૼବǛƓᡇ
月 15 日（火）に 50 万円の寄付をいただきま
ƑƷƜƱƱ࣎ƔǒƓঅƼဎƠɥƛǇƢŵ
した。
እǑǓŴᅈ˟ᅦᅍңᜭ˟Ʒᅦᅍѣƴƭ
なお、頂戴いたしました寄付金については、
ƖǇƠƯŴКƷƝૅੲƱƝңщǛងǓࢫᎰ
災害支援および今日の新型コロナ禍での地域福
Ճɟӷ࣎ǑǓࣂᅇဎƠɥƛǇƢŵ
祉活動に活用させていただきます。
Ɲ১ჷƷƱƓǓŴ܇ݲ᭗ᱫ҄ƷᡶᘍŴᅈ˟
ನᡯǍဃؕႴƳƲ؏עᅈ˟Ʒܾ٭ƸŴᅶƨ
▸ ƪƷǒƠƴٻƖƳࢨ᪪ǛƋƨƑŴπႎƳᅦ
目 ᅍǵȸȓǹƩƚưƸࣖݣưƖƳƍᛢ᫆ƕف
録
贈 ьƠƯƍǇƢŵ
呈
式 ؏עᅈ˟ư࣎ܤȷܤμƴǒƠዓƚǔƴ
の
よ ƸŴ˰؏עൟƕɼ˳ႎƴƔƔǘǓႻʝƴૅƑ
う
す ӳƏˁኵǈƮƘǓǍŴСࡇƷ᧓ƴƋǔᙸᢅ
ƝƞǕǍƢƍբ᫆ƴݣƠŴ˰؏עൟŴ᧙̞ೞ
᧙ӏƼᘍƕᡲઃƠƨ؏עᅦᅍƷਖ਼ᡶƕ
ᙲưƢŵ

≪営業時間≫
ģփಅ᧓Ĥ
平日（月～金）
ଐᲢஉ᳸Უ
午前８時３０分
ҜЭᲲᲭᲪЎ
～午後５時００分
᳸ҜࢸᲯᲪᲪЎ

★ 11 月 13 日（金） 作って楽しもう
★ 11 月 27 日（金） 体を動かそう
★ 12
月 11 日（金） クリスマスを楽しもう
ஜ˟ƱƍƨƠǇƠƯǋŴٶಮ҄ƕᡶǉ
★
12 月 18 日（金）
お正月飾りを作ろう
̾ŷƷȋȸǺǍŴ
؏עƷᛢ᫆ƴᆢಊႎƴʼλ
ƠŴӲᆔᅦᅍСࡇǍᅦᅍǵȸȓǹƩƚưƸƳ
【対象者】就学前の親子
ƘŴ˰ൟӷٟƷૅƑӳƍǍŴяƚӳƍƷɶƔ
【会
場】能勢町立ふれあいセンター
ǒ؏עᐯǒᛢ᫆ǛᚐൿƠƯƍƘщž؏עщſ
【時 間】午前１０時～１１時３０分
Ǜ᭗ǊǒǕǔƓˡƍǛƞƤƯƍƨƩƖŴ
【参加料】無料
※事前申込不要です。 ע
؏Ʒʴŷƕ˰ǈॹǕƨထư࣎ܤƠƯဃƢ
※ 12 月は第 2・第 3 金曜日に開催します。
ǔƜƱƷưƖǔžᅦᅍƱσဃƷǇƪƮƘǓſ
※ 内容は都合により変更する場合があります。
ƷܱྵǛႸਦƠƯŴ؏עƴఌࠀƠƨѣƴ
※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、中止
ӕǓኵǜưǇƍǓǇƢŵ
となる場合があります。中止の際は、能勢町社協
ʻࢸǋŴထൟƷႏಮǍᘍŴ؏עƷ˳ׇƱ
のホームページにて随時お知らせをいたします。
ңƠŴ؏עᅦᅍƷႆޒƷƨǊƞǒƳǔѐщ
≪お問い合わせ≫
ǛዓƚƯǇƍǓǇƢŵࡽƖዓƖŴႏಮ૾ƷƝ
能勢町社会福祉協議会 ☎ ７３４－０７７０
ૅੲŴƝңщǛងǓǇƢǑƏƓᫍƍǛဎƠɥ
ƛǇƢŵ
ஜ࠰ƕŴႏಮƴƱǓǇƠƯ࠳ٶƍ࠰ƱƳǓ
を募集しています！
ǇƢǑƏƝᅌࣞǛဎƠɥƛǇƠƯŴૼ࠰ƷƝ
ƋƍƞƭƱƍƨƠǇƢŵ
ひとり暮らしの高齢者の方等にお弁当を届け
ていただくボランティアです。
１時間程度のボランティアです。
お気軽にお問い合わせください。
≪お問い合わせ≫
能勢町社会福祉協議会 ☎ ７３４－０７７０

配食ボランティアさん

社協のホームページでは、地域福祉の活動や事業
を紹介していますので、ぜひご覧下さい！
ᅈңƷțȸȠȚȸǸưƸŴ؏עᅦᅍƷѣǍʙಅ
能勢町社協
検索
ǛኰʼƠƯƍǇƢƷưŴƥƻƝᚁɦƞƍᲛ
http://www.nose-shakyo.or.jp/
ᏡѬထᅈң
౨ኧ
http://www.nose-shakyo.or.jp/

＊この社協だよりは、共同募金配分金を活用しています。＊
ᲤƜƷᅈңƩǑǓƸŴσӷѪᣐЎǛဇƠƯƍǇƢŵᲤ
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高齢者や障がいのある方に住みなれた地域
高齢者や障がいのある方に住みなれた地域
高齢者や障がいのある方に住みなれた地域
で安心して自立した生活が送れるよう、社会福
で安心して自立した生活が送れるよう、社会福
で安心して自立した生活が送れるよう、社会福
祉協議会が日常的な金銭管理のお手伝いをし
祉協議会が日常的な金銭管理のお手伝いをし
祉協議会が日常的な金銭管理のお手伝いをし
ます。
ます。
ます。
お困りごとを一緒に考え契約後サービスを
お困りごとを一緒に考え契約後サービスを
お困りごとを一緒に考え契約後サービスを
開始します。
開始します。
開始します。
相談は無料ですがサービスの利用には利用
相談は無料ですがサービスの利用には利用
相談は無料ですがサービスの利用には利用
料がかかります。
料がかかります。
料がかかります。
サービスの内容
サービスの内容
サービスの内容
❖福祉サービスの利用援助
福祉サービスの利用援助
❖❖福祉サービスの利用援助
❖日常的金銭管理サービス
日常的金銭管理サービス
❖❖日常的金銭管理サービス
❖書類等預かりサービス
書類等預かりサービス
❖❖書類等預かりサービス

コミュニティソーシャルワーカー（CSW）
コミュニティソーシャルワーカー（CSW）
コミュニティソーシャルワーカー（CSW）
は地域を担当する
「生活・福祉の相談員」
です。
は地域を担当する
は地域を担当する
「生活・福祉の相談員」
「生活・福祉の相談員」
です。
です。
地域で生活している方のさまざまな課題に
地域で生活している方のさまざまな課題に
地域で生活している方のさまざまな課題に
対する相談を受ける専門職です。地域に出向い
対する相談を受ける専門職です。地域に出向い
対する相談を受ける専門職です。地域に出向い
てお話しをお聴きし、困りごとについて、一緒
てお話しをお聴きし、困りごとについて、一緒
てお話しをお聴きし、困りごとについて、一緒
に解決を目指します。
に解決を目指します。
に解決を目指します。
困ったこと、不安なことなど、相談する人が
困ったこと、不安なことなど、相談する人が
困ったこと、不安なことなど、相談する人が
いない時は、CSW
まで、お気軽にご相談くだ
いない時は、CSW
いない時は、CSW
まで、お気軽にご相談くだ
まで、お気軽にご相談くだ
さい。
さい。
さい。

令和
22
1
令和
令和
2
年１１月
年１１月
1日
1
日（1１８号）
（1１８号）
日（1１８号）

地区福祉委員会が開催されている、いきいき
地区福祉委員会が開催されている、いきいき
地区福祉委員会が開催されている、いきいき
サロン、ふれあい会食、ふれあい茶話会などの
サロン、ふれあい会食、ふれあい茶話会などの
サロン、ふれあい会食、ふれあい茶話会などの
地区福祉委員会活動へ公用車を無料で貸出いた
地区福祉委員会活動へ公用車を無料で貸出いた
地区福祉委員会活動へ公用車を無料で貸出いた
します。
します。
します。
詳しくは、能勢町社協
※※
※ 詳しくは、能勢町社協
詳しくは、能勢町社協
までご連絡ください。
までご連絡ください。
までご連絡ください。

町内どこへでもタクシーの半額程度で送迎
町内どこへでもタクシーの半額程度で送迎
町内どこへでもタクシーの半額程度で送迎
いたします。
いたします。
いたします。
午前９時から午後５時まで。土日・祝日、年
午前９時から午後５時まで。土日・祝日、年
午前９時から午後５時まで。土日・祝日、年
末年始はお休みです。
末年始はお休みです。
末年始はお休みです。

＜利用者＞
町内在住の方及び同伴者
町内在住の方及び同伴者
＜利用者＞
＜利用者＞町内在住の方及び同伴者
＜運行範囲＞
能勢町内のみ
＜運行範囲＞
＜運行範囲＞能勢町内のみ
能勢町内のみ
＜利用料＞
①登録料（初回のみ
500
円）
＜利用料＞
＜利用料＞①登録料（初回のみ
①登録料（初回のみ
500
500
円）
円）
②利用料（タクシーの半額程度）
②利用料（タクシーの半額程度）
②利用料（タクシーの半額程度）
ご予約は、前日までにお願いいたします。
ご予約は、前日までにお願いいたします。
ご予約は、前日までにお願いいたします。
運転者等調整が必要であるため、当日のご
※※
※ 運転者等調整が必要であるため、当日のご
運転者等調整が必要であるため、当日のご
利用・ご予約への対応はいたしかねます。
利用・ご予約への対応はいたしかねます。
利用・ご予約への対応はいたしかねます。
ご了承ください。
ご了承ください。
ご了承ください。
令和
年度
『能勢ふれあいフェスタ』
令和
令和
222
年度
年度
『能勢ふれあいフェスタ』
『能勢ふれあいフェスタ』

ＣＳＷ
ＣＳＷ
ＣＳＷ

❖新型コロナウイルス感染症の影響により生活
❖新型コロナウイルス感染症の影響により生活
❖新型コロナウイルス感染症の影響により生活
費にお困りの方には、特例貸付制度がご利用
費にお困りの方には、特例貸付制度がご利用
費にお困りの方には、特例貸付制度がご利用
いただけます。詳しくは本紙
4 ページ目をご
ページ目をご
いただけます。詳しくは本紙
いただけます。詳しくは本紙
44
ページ目をご
参照ください。
参照ください。
参照ください。

このページの事業に関するお問い合わ
このページの事業に関するお問い合わ
このページの事業に関するお問い合わ
せは、能勢町社会福祉協議会まで。
せは、能勢町社会福祉協議会まで。
せは、能勢町社会福祉協議会まで。
７３４－０７７０
☎☎☎
７３４－０７７０
７３４－０７７０

開催中止について
開催中止について
開催中止について
「能勢ふれあいフェスタ」を毎年
11
月に開催
「能勢ふれあいフェスタ」を毎年
「能勢ふれあいフェスタ」を毎年
11
11
月に開催
月に開催
しておりますが、新型コロナウイルス感染症の感
しておりますが、新型コロナウイルス感染症の感
しておりますが、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止とご来場者の皆様、並びに関係者の皆
染拡大防止とご来場者の皆様、並びに関係者の皆
染拡大防止とご来場者の皆様、並びに関係者の皆
様の安全を考慮し、本年度開催はやむなく中止と
様の安全を考慮し、本年度開催はやむなく中止と
様の安全を考慮し、本年度開催はやむなく中止と
させていただきます。何卒ご理解をいただきます
させていただきます。何卒ご理解をいただきます
させていただきます。何卒ご理解をいただきます
ようお願いいたします。
ようお願いいたします。
ようお願いいたします。

≪お問い合わせ≫
≪お問い合わせ≫
≪お問い合わせ≫
能勢町社会福祉協議会
７３４－０７７０
能勢町社会福祉協議会 ☎☎７３４－０７７０
７３４－０７７０
能勢町社会福祉協議会

の せ 社 協 だ よ り

令和元 2 年１１月 1 日（1１８号）③

シルバー人材センターからのお知らせ
事業実績（５ヶ月間）について
令和 2 年 4 月から令和 2 年 8 月迄の事業実績は、契約金額で 10,696 千円（昨年比 732
千円の減、率で 6%の減）となりました。
令和 2 年 4 月～令和 2 年 8 月までの契約金額の推移
月

4月

5月

6月

7月

8月

合 計

令和元年度

1,526

2,343

2,408

2,836

2,315

11,428

令和 2 年度

991

2,032

2,650

2,719

2,304

10,696

△13

10

△4

△0.5

△6

年度比%

別

（単位：千円）

△35

転倒について
高齢者が転倒しやすい理由は、体や感覚の衰えといった
「身体的要因」と、生活環境にかかわる「環境的要因」の
２つがあります。
「身体的要因」としてまず挙げられるのは、
加齢とともに、視力や聴力が衰えて、周囲の状況が把握し
づらくなるということです。また、バランス感覚が鈍くな
るほか、歩行速度が落ちて歩幅が狭くなり、転倒につなが
りやすくなります。筋力の低下や薬の副作用によるふらつ
きやめまいなどで転倒することも少なくありません。一方、
「環境的要因」として、
「滑りやすい床」や「小さな段差」
などが多いと、転倒のリスクは高まります。また、
「業務を
急いで済ませよう」とすると、心理的な焦りから、より転
びやすくなります。どうか転倒にはくれぐれも注意して行
（安全就業ニュースより抜粋）
動しましょう。

＜カット＞

安全心得について
次の安全心得を守り、事故防止に努めましょう。
①就業先への往復時は、交通事故等に十分注意し、時間に余裕をもつこと。
②作業は安全第一を心がけ、急いだり、あわてたりしないこと。
③器具類は、使用する前に必ず点検すること。
④服装、履物は作業に合った動きやすいものにすること。
⑤作業前には軽い柔軟体操をして体をほぐすこと。
⑥加齢による、諸機能低下を認識し無理をしないこと。
＜カット＞
⑦作業現場は、常に整理整頓を心がけること。
⑧共同作業では、合図、連絡を正確に行うこと。
⑨酒気を帯びての就業は絶対しないこと。
⑩健康の維持には常に注意し、健康な状態で就業すること。
⑪仕事の前日は、十分睡眠をとるように心がけること。
（定期的に健康診断を受けましょう）

④④
④

の
りり
の
せ
社
協協 だだ よよ り
のせ
せ社
社協

令和
（1１８号）
令和
22年１１月
11日
（1１８号）
令和
2年１１月
年１１月
1日
日
（1１８号）

貸付のごあんない
貸付のごあんない（新型コロナウイルス感染症特例）
（新型コロナウイルス感染症特例）
貸付のごあんない
（新型コロナウイルス感染症特例）
※※本貸付は返済の必要がある貸付であり、給付ではございませんのでご注意ください。
本貸付は返済の必要がある貸付であり、給付ではございませんのでご注意ください。
本貸付は返済の必要がある貸付であり、給付ではございませんのでご注意ください。

緊急小口資金
緊急小口資金
緊急小口資金
本資金は、今般の新型コロナウイルス感染症
本資金は、今般の新型コロナウイルス感染症
本資金は、今般の新型コロナウイルス感染症
の影響を受け、収入が減少・失業した方のおら
の影響を受け、収入が減少・失業した方のおら
の影響を受け、収入が減少・失業した方のおら
れる世帯に対する貸付です。
れる世帯に対する貸付です。
れる世帯に対する貸付です。
貸付金額２０万円以内（特別な場合）
貸付金額２０万円以内（特別な場合）
貸付金額２０万円以内（特別な場合）
※その他の場合は１０万円以内
※その他の場合は１０万円以内
※その他の場合は１０万円以内
●利子
●利子
●利子
●据置期間
●据置期間
●据置期間
●償還期間
●償還期間
●償還期間
●連帯保証人
●連帯保証人
●連帯保証人

無利子
無利子
無利子
１年以内
１年以内
１年以内
22年（２４回払い）以内
年（２４回払い）以内
年（２４回払い）以内
不要
不要

※ただし、償還期限までに償還が完了しない場合、
※ただし、償還期限までに償還が完了しない場合、
※ただし、償還期限までに償還が完了しない場合、
残元金に対して年３％の延滞利子が発生します。
残元金に対して年３％の延滞利子が発生します。
残元金に対して年３％の延滞利子が発生します。

総合支援資金【生活支援費】
総合支援資金【生活支援費】
総合支援資金【生活支援費】
本資金は、今般の新型コロナウイルス感染症
本資金は、今般の新型コロナウイルス感染症
本資金は、今般の新型コロナウイルス感染症
の影響を受け、収入減少や失業等により生活に
の影響を受け、収入減少や失業等により生活に
の影響を受け、収入減少や失業等により生活に
困窮し、日常生活の維持が困難となっている世
困窮し、日常生活の維持が困難となっている世
困窮し、日常生活の維持が困難となっている世
帯に対する貸付です。
帯に対する貸付です。
帯に対する貸付です。
貸付上限
（単身世帯）月
15
万円以内
貸付上限
15
万円以内
貸付上限 （単身世帯）月
（単身世帯）月
15
万円以内
20
万円以内
（複数世帯）月
（複数世帯）月
2020
万円以内
（複数世帯）月
万円以内
貸付期間
原則
3
ヵ月以内
貸付期間
33
ヵ月以内
貸付期間 原則
原則
ヵ月以内
●利子
●利子
●据置期間
●据置期間
●据置期間
●償還期間
●償還期間
●償還期間
●連帯保証人
●連帯保証人
●連帯保証人

無利子
無利子
無利子
１年以内
１年以内
１年以内
10
年（120
回払い）以内
10
年（120
回払い）以内
10
年（120
回払い）以内
不要
不要
不要

※ただし、償還期限までに償還が完了しない場合、
※ただし、償還期限までに償還が完了しない場合、
※ただし、償還期限までに償還が完了しない場合、
残元金に対して年３％の延滞利子が発生します。
残元金に対して年３％の延滞利子が発生します。
残元金に対して年３％の延滞利子が発生します。

■申込み先
■申込み先
■申込み先
住民票と住所地の一致するお住いの市区町村社会福祉協議会
住民票と住所地の一致するお住いの市区町村社会福祉協議会
住民票と住所地の一致するお住いの市区町村社会福祉協議会
■申込みに際して必要な書類等
■申込みに際して必要な書類等
■申込みに際して必要な書類等
〔ご本人にご用意いただくもの〕
〔ご本人にご用意いただくもの〕※詳細については、下記の相談窓口までご連絡ください。
※詳細については、下記の相談窓口までご連絡ください。
〔ご本人にご用意いただくもの〕
※詳細については、下記の相談窓口までご連絡ください。
①①
本人確認書類
① 本人確認書類
本人確認書類
②②
②新型コロナウイルス感染症の影響を受け収入が減収していることが確認できる書類
新型コロナウイルス感染症の影響を受け収入が減収していることが確認できる書類
新型コロナウイルス感染症の影響を受け収入が減収していることが確認できる書類
③③
③印鑑
印鑑 ④④住民票（世帯員全員・続柄記載のもの）
住民票（世帯員全員・続柄記載のもの）
印鑑
住民票（世帯員全員・続柄記載のもの）
⑤⑤
⑤貸付金振込先口座の通帳またはキャッシュカード（本人名義に限る）
貸付金振込先口座の通帳またはキャッシュカード（本人名義に限る）
貸付金振込先口座の通帳またはキャッシュカード（本人名義に限る）
〔市区町村社会福祉協議会でご記入いただくもの〕
〔市区町村社会福祉協議会でご記入いただくもの〕
〔市区町村社会福祉協議会でご記入いただくもの〕
⑥⑥
⑥借入申込書兼同意書
借入申込書兼同意書 ⑦
⑦
借用書
⑧
収入の減少状況に関する申立書
借入申込書兼同意書
⑦借用書
借用書 ⑧
⑧収入の減少状況に関する申立書
収入の減少状況に関する申立書
⑨⑨
⑨総合支援資金特例貸付にかかる状況確認シート（総合支援資金特例貸付を申込の場合）
総合支援資金特例貸付にかかる状況確認シート（総合支援資金特例貸付を申込の場合）
総合支援資金特例貸付にかかる状況確認シート（総合支援資金特例貸付を申込の場合）
⑩⑩
⑩その他、大阪府社会福祉協議会が指定する書類
その他、大阪府社会福祉協議会が指定する書類
その他、大阪府社会福祉協議会が指定する書類
新型コロナウイルス感染症との関係など個別に事情を聞き取り、貸付判断を行います。
新型コロナウイルス感染症との関係など個別に事情を聞き取り、貸付判断を行います。
新型コロナウイルス感染症との関係など個別に事情を聞き取り、貸付判断を行います。
≪お問い合わせ≫
≪お問い合わせ≫ 担当者不在の場合もありますので、まずは下記の相談窓口までご連絡ください。
担当者不在の場合もありますので、まずは下記の相談窓口までご連絡ください。
≪お問い合わせ≫
担当者不在の場合もありますので、まずは下記の相談窓口までご連絡ください。
能勢町社会福祉協議会
能勢町社会福祉協議会
７３４－０７７０
能勢町社会福祉協議会 ☎☎７３４－０７７０
７３４－０７７０

ホームヘルパー募集中！！
ホームヘルパー募集中！！
ホームヘルパー募集中！！

資格を活かして一緒に働きませんか
資格を活かして一緒に働きませんか
資格を活かして一緒に働きませんか

かか
して？に働きませんか？
して？に働きませんか？
して？に働きませんか？
介護福祉士、介護職員初任者研修修了者（ホームヘルパー２級以上）のどちらかと、
介護福祉士、介護職員初任者研修修了者（ホームヘルパー２級以上）のどちらかと、
介護福祉士、介護職員初任者研修修了者（ホームヘルパー２級以上）のどちらかと、
普通自動車運転免許必須（AT限定可）
普通自動車運転免許必須（AT限定可）
普通自動車運転免許必須（AT限定可）
■業務内容
■業務内容 利用者宅を訪問し、掃除・調理・洗濯・買物、食事・排泄・入浴介助等
利用者宅を訪問し、掃除・調理・洗濯・買物、食事・排泄・入浴介助等
■業務内容
利用者宅を訪問し、掃除・調理・洗濯・買物、食事・排泄・入浴介助等
■勤務時間
■勤務時間 午前８時から午後６時までの間の都合のよい時間帯（土日勤務できる方、大歓迎）
午前８時から午後６時までの間の都合のよい時間帯（土日勤務できる方、大歓迎）
■勤務時間
午前８時から午後６時までの間の都合のよい時間帯（土日勤務できる方、大歓迎）
■待
■待 遇遇
遇 社協規定による時間給（交通費有）
社協規定による時間給（交通費有）
■待
社協規定による時間給（交通費有）
■そ
■そのの
の他他
他 自宅から利用者宅へ直行直帰
自宅から利用者宅へ直行直帰
自宅から利用者宅へ直行直帰
■そ
≪お問い合わせ≫
≪お問い合わせ≫
≪お問い合わせ≫
能勢町社会福祉協議会
能勢町社会福祉協議会ホームヘルプサービス
ホームヘルプサービス
☎
７３１－２６０７（三浦・谷口）
能勢町社会福祉協議会
ホームヘルプサービス ☎
☎７３１－２６０７（三浦・谷口）
７３１－２６０７（三浦・谷口）
■資
■資 格格
格
■資

