
●内容の分類について
　�情報BOXは内容により「　お知らせ」「　募集」「　催し」の3つに分けてあります。
子どもを対象としたものには マークが付いています。
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市職員・特別職の給与などを公表します知
市職員や特別職の給与などは、地方公務員法に基づき市条例で定められてい
ます。今回は平成31年4月1日現在の内容などを紹介します。詳しくは、市
ホームページをご覧ください。
●平成30年度人件費決算（普通会計）

歳出総額（A） 人件費（B） 人件費率（B）／（A）

64,088,099千円 10,050,080千円 15.7％

●職員の経験年数別・学歴別平均給料月額

区分
経験年数

10年 20年 25年 30年

一般行政職
大学卒 256,100円 348,300円 379,500円 407,300円

高校卒 221,700円 302,200円 328,900円 358,500円

●期末・勤勉手当

区分
磐田市 国

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

 6月期 1.3月分 0.925月分

磐田市と同じ12月期 1.3月分 0.925月分

計 2.6月分 1.85月分

※職務による加算措置があります
※期末・勤勉手当とは、一般的なボーナスのことで6・12月に支給されます
●特別職の報酬など

区分 給料または報酬月額
期末手当の支給割合

6月期 12月期 計

市　長 960,000円

2.225月分 2.225月分 4.45月分副市長 780,000円

教育長 710,000円

議　長 520,000円

1.675月分 1.675月分 3.35月分
副議長 470,000円

委員長 440,000円

議　員 430,000円

※期末手当の加算措置があります
※委員長とは、市議会の常任委員会、議会運営委員会の委員長です
問職員課☎ 37-4807　ＦＡＸ 37-4829

ページ番号：1002608

磐田都市計画の
変更（案）の縦覧知

▶縦覧期間／ 11月27日㈬～ 12月11
日㈬　▶縦覧場所／都市計画課（西
庁舎2階）　▶内容／①磐田都市計
画用途地域の変更（鎌田第一地区）　
②磐田都市計画地区計画の変更（鎌
田第一地区）　▶意見書の提出／こ
の案に意見のある方は、12月11日
㈬までに意見書（任意様式）に住所、
氏名、意見を記入の上、宛名を「磐
田市代表者　磐田市長　渡部修」と
し、直接または郵送（12月11日㈬
午後5時15分必着）で、都市計画課

（〒438-8650　国府台3-1）へ　▶
その他／変更案は市ホームページで
も閲覧できます
問都市計画課☎37-4907　ＦＡＸ36-2459

ページ番号：1007479

「歯と歯肉の健診(成人)」
の受診はお済みですか知

　対象の方は、無料で歯科検診を受
けることができます。歯周病は自覚
症状がないまま進行し、全身の健康
状態にも影響しますが、定期健診と
日々の歯磨きで予防することができ
ます。ぜひこの機会にお申し込みく
ださい。
▶受診期間／来年3月31日㈫まで　
▶ところ／市内の健診協力歯科医院　
▶対象／健診日当日に市内に住所登
録のある方で、来年3月31日時点の
年齢が40・50・60・70歳の方　▶
内容／歯周病・むし歯の健診、簡単
なブラッシング指導　▶費用／無料　
▶申込／ 40歳の方には、今年3月に
受診券（薄紫色）を送付しています。
50・60・70歳で受診を希望される
方は、健康増進課へお申し込みくだ
さい。後日受診券を送付します　▶
その他／健診の結果、精密検査や治
療が必要な場合は、医療費がかかり
ます
問健康増進課☎37-2011　ＦＡＸ35-4586

ページ番号：1001869

豊田町駅北駐車場の廃止知
　今年12月31日㈫をもって、JR豊田町駅北口の市営「豊田町駅北駐車場」（立
野2031-1）を廃止します。これまで、駐車場の運営および適正な利用にご
理解ご協力いただきありがとうございました。
問財政課☎37-4804　ＦＡＸ37-4876

ページ番号：1003176



●電話番号表記について
　�旧磐田市・旧福田町・旧竜洋町・旧豊田町の市外局番「0538」の表記は
　省略し、旧豊岡村の「0539」については表記しています。
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防衛省採用試験知
陸・海・空自衛官候補生（任期制自衛官）
　採用年齢の上限が27歳から33歳
未満に引き上げられました。
▶応募資格／ 18歳以上33歳未満の
男女　▶受付期間／通年　▶試験期
日／浜松基地：12月14日㈯、来年3
月7日㈯　静浜基地：来年2月2日㈰・
15日㈯　▶入隊／来年3月下旬～ 4
月上旬
陸上自衛隊高等工科学校生徒

　高等学校の普通科と同等の教育を
受け、併せて専門教育（電子機械工
学、情報工学）を学び、将来は陸上
自衛官としての活躍を目指します。
▶応募資格／中卒（見込み含）17歳
未満の男子　▶募集人数／約280人　
▶受付期間／ 来 年1月6日 ㈪ ま で　
▶試験期日／浜松合同庁舎：来年1
月18日 ㈯　▶入校／ 来 年4月 上 旬　
…………………………………………
採用試験について詳しくは、自衛隊
袋井地域事務所へ
問自衛隊袋井地域事務所
　☎・ＦＡＸ43-3717 HIV抗体検査、肝炎ウイルス検査などの実施知

▶とき／来年1月16日㈭　午前9時30分～ 11時、1月23日㈭　午後6時～ 7時
30分、2月13日㈭　午前9時30分～ 11時、2月27日㈭　午後1時30分～ 3時15分、
3月12日㈭　午後6時～ 7時30分　▶ところ／中遠総合庁舎西館1階検診室

（見付3599-4）　▶内容／血液検査（HIV、B型肝炎、C型肝炎、梅毒）　※2
月13日のみ尿検査（クラミジア）あり　▶費用／無料　▶申込／事前予約
が必要です。詳しくは西部健康福祉センターへ　▶その他／血液検査は匿名
で受けられますが、尿検査は後日結果を郵送するため、住所・氏名をお伝え
ください
問県西部健康福祉センター☎37-2253　ＦＡＸ37-2224

令和2年度　放課後児童クラブ入所児童を募集知
　市が全小学校区に設置する放課後児童クラブは、保護者が就労などにより
昼間家庭にいない市内小学生を対象に、学校の放課後や長期休業期間に遊び
や生活の場を提供し、児童の健全な育成と家庭の子育ての支援を目的として
います。
▶受付期間／ 12月20日㈮まで　※土・日曜日、祝日を除く　▶対象／市内
小学1 ～ 6年生（保護者が昼間に就労などの状態にある方）　▶開所時間／
①授業のある日：午後1時～ 6時　②学校の振替休日：午前8時～午後6時　
③長期休業期間（春・夏・冬休み）：午前8時～午後6時　④土曜日（富士見
小第1児童クラブのみ）：午前7時30分～午後6時　▶利用料／月額6,300円。
8月のみ9,960円（おやつ代、傷害保険保護者負担金を含む。減免措置あり）、
土曜日は1回500円（減免措置なし）　▶申込／申請書類（市ホームペ－ジか
らダウンロ－ド可）に必要事項を記入の上、直接児童青少年政策室（西庁舎
3階　受付：午前8時30分～午後5時15分）または各放課後児童クラブ（受付：
午後1時～ 6時）へ　※現在利用中の方が継続希望する場合も申請が必要で
す　▶その他／審査にあたっては、学年や世帯の状況などから必要度の高い
児童を優先します。申込多数の場合は入所をお待ちいただくことがあります。
入所決定後に説明会または面接があります。審査結果は、来年4月1日㈬か
ら利用を希望する方は来年3月6日㈮までに、7月以降長期休業期間のみ利用
を希望する方は来年6月中旬に通知します。詳しくは、児童青少年政策室お
よび各放課後児童クラブで配布する「令和2年度入所募集案内」をご覧くだ
さい
問児童青少年政策室☎37-2773　ＦＡＸ36-1517

ページ番号：1006100

いわたゆきまつり2020模擬店出店者を募集募
▶とき／来年2月2日㈰　午前9時～午後3時　▶ところ／今之浦市有地　▶
募集区画／ 12台程度（キッチンカーで長さ6m×幅3m以内に収まるもの）　
▶出店料／ 1区画10,000円　▶販売内容／食品、物産品など　▶申込／申込
書（いわたゆきまつり2020公式フェイスブックからダウンロード可）に必
要事項を記入の上、直接またはFAXで地域づくり応援課（国府台3-1　本庁
舎2階）へ
問地域づくり応援課　（いわたゆきまつり実行委員会窓口）
　☎37-4811　ＦＡＸ32-2353

とよおか採れたて
元気むら出荷者募集募

　磐田市の第3セクター「とよおか
採れたて元気むら」で販売する農産
物などの出荷者を募集します。
▶対象／市内在住または市内に事業
所のある農産物生産者または加工品
生産者　▶登録料（会費）／年間
3,000円　▶委託販売手数料／農産
物・加工品ともに売上の13％　▶
申込／申込書（元気むらで配布）に
記入の上、必要書類を添えて営業時
間（午前9時～午後5時　火曜定休）
内に直接元気むら（下神増1148）
へ　▶その他／元気むらで審査の上、
決定します
問とよおか採れたて元気むら
  ☎0539-63-0255  ＦＡＸ0539-63-0252
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　�各情報の右上に記載されている「ページ番号」は、市ホームページと連携しています。
　市ホームページの「ページ番号検索」に番号を入力すると、関連情報をご覧いただけます。
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東海アクシス看護専門学校　令和2年度入学生募集募
▶募集人数／看護学科（修業年限3年）男女30人程度　▶受験資格／①高等
学校を卒業した方または来年3月に高等学校を卒業見込みの方　②文部科学
大臣が①と同等以上の学力を有すると認定した方　▶試験日／来年1月10日
㈮　学科試験・適性検査、1月20日㈪　面接試験　▶試験会場／東海アクシ
ス看護専門学校　▶出願方法／ 12月2日㈪～ 18日㈬午後5時15分（必着）に、
東海アクシス看護専門学校窓口で配付する願書を、直接または郵送（簡易書
留）で東海アクシス看護専門学校（〒437-0033　袋井市上田町267-30）へ　
▶合格発表／来年2月12日㈬　▶その他／学校案内や募集要項の郵送受け付
けなどについては、ホームページ（https:// axis-ns.jp/）をご覧ください　
問東海アクシス看護専門学校総務課入試担当☎43-8111　ＦＡＸ43-8122

磐田税務署
短期アルバイト募集募

▶雇用期間／来年1月初旬～ 3月末
のうち指定した期間　▶勤務時間／
月～金曜日（祝日除く）午前9時～
午後3時30分　※昼休憩1時間あり、
勤務時間延長の場合あり　▶勤務場
所／磐田税務署または文化振興セン
ター　▶時給／ 940円　※規定によ
り交通費支給、車通勤不可　▶内容
／税務事務の補助（書類整理、デー
タ入力、窓口業務など）　▶募集人
員／ 45名程度。経験者またはワー
ド、エクセルなどパソコンの基本操
作ができる方歓迎　▶申込／平日午
前9時～午後5時に電話での連絡の
上、履歴書（顔写真貼付）を直接ま
たは郵送で、磐田税務署（〒438-
8711　中泉112-4）へ　▶その他／
書類選考後、面接日時などを連絡
問磐田税務署☎32-6111
　※自動音声案内「2」を選択

納税通知書送付用封筒の広告主募集募
　令和2年度に使用する下記封筒の裏面に掲載する広告主を募集します。

封筒の名称 広告の
大きさ

広告
枠数

1枠当たり
の最低価格

市民税・県民税納税通知書送付用封筒 65 ㎠ 2 枠 45,000 円
固定資産税・都市計画税納税通知書送付用封筒 65 ㎠ 2 枠 65,000 円
軽自動車税納税通知書送付用封筒 65 ㎠ 1 枠 43,000 円
市民税・県民税特別徴収関係書類送付用封筒（小） 65 ㎠ 2 枠 13,000 円
市民税・県民税特別徴収関係書類送付用封筒（大） 65 ㎠ 8 枠 23,000 円

▶申込／ 12月6日㈮までに申込書（市ホームページからダウンロード可）に
記入し必要書類を添えて、直接または郵送で市税課（〒438-8650　国府台
3-1　本庁舎1階）へ　▶広告主の決定／ 1枠当たりの最低価格を設定し、見
積り合わせを行います。応募者の中から、広告掲載基準に適合し、かつ最も
高額の提示をされた方が広告主となります。同額の場合は、市内に事業所を
有する方を優先し、同一条件の場合は抽選とします
問市税課☎37-3767　ＦＡＸ33-7715

ページ番号：1006003

第14回まちゼミ
参加店舗を募集募

　まちゼミは、市内の商店主が講師
となり、プロならではのコツや知識
を無料で教えるミニ講座です。お店
のPRや店主同士の「つながり」も
つくれる事業です。
▶対象／来年2月14日㈮～ 3月23日
㈪の期間中に最低1回の講座を開催
できる商店主　▶参加費／ 1講座に
つき5,000円　▶申込／ 12月4日㈬
までに、申込書（市ホームページか
らダウンロード可）に必要事項を記
入の上、直接または郵送、ＦＡＸで
経済観光課（〒438-8650　国府台
3-1　西庁舎1階）へ　▶その他／
初参加の方には、直接お店へ伺い、
事業の詳細を説明します
問磐田まちめぐりゼミナール実行委
　員会事務局（経済観光課内）
　☎37-4819　ＦＡＸ37-5013

ページ番号：1001860

福祉有償運送運営
協議会委員を募集募

▶対象／市内在住の満20歳以上の
方（福祉有償運送運営主体となる
団体関係者を除く）　▶募集人数／
1人　▶申込／ 12月13日㈮までに
申込書（様式任意）に「福祉有償
運送について考えること（400字以
内）」と住所、氏名、年齢、職業、
電話番号を記入の上、「福祉有償運
送運営協議会委員応募」と明記し、
直接または郵送、FAX、Ｅメール

（shogaifukushi@city.iwata.lg.jp）
で 福 祉 課（ 〒438-0077　 国 府 台
57-7　i

あい

プラザ3階）へ　
問福祉課☎ 37-4919　ＦＡＸ 36-1635

市立総合病院の職員を
募集（診療放射線技師）募

　来年4月1日採用の診療放射線技
師を募集します。
▶対象／平成元年4月2日以降に生
まれた方で、当該免許取得者または
令和2年3月末日までに行われる試
験により当該免許取得見込み者　▶
募集人数／ 1人　▶試験日／ 12月
14日㈯　▶試験会場／市立総合病
院　▶申込期間／ 11月29日㈮まで

（必着）　▶その他／応募条件、書類
など詳しくは市立総合病院ホームペ
ージ（http://www.hospital.iwata.
shizuoka.jp/）をご覧ください
問病院総務課☎38-5032　ＦＡＸ38-5050



お
知
ら
せ

知

催
　
　
し

催

募
　
　
集

募

182019年（令和元年）11月号

ステンドグラス作りを体験しよう催
▶とき／ 12月1日㈰　①午前10時～正午、②午後1時30分～ 3時30分　▶と
ころ／新造形創造館　▶内容／ステンドグラスの基本のはんだ付けを体験し、
りんごの鏡またはフォトフレーム、クリスマスのベルを制作します　▶対象
／小学生以上（低学年は保護者同伴）　▶定員／各回8人　▶参加費／りん
ごの鏡またはフォトフレーム：3,800円、クリスマスのベル：3,000円　▶持
ち物／軍手、ゴム手袋、エプロン、ウエス（ぼろきれ）　▶申込／直接また
は電話で新造形創造館へ　▶その他／当日は作業しやすい服装で
問新造形創造館☎33-2380　ＦＡＸ33-2382

みんなの福祉教育　～大人の発達障害とは～催
▶とき／ 12月7日㈯　午後1時30分～ 4時　▶ところ／ i

あい

プラザ2階　ふれあ
い交流室　▶内容／『みんなの福祉教育』の目的は、「普段の暮らしの幸せ」
を考え、さまざまな違いから生まれる誤解を解き、家族・当事者の声を聞き
学びあうことです。第3弾は「大人の発達障害」をテーマに、専門職の方か
ら障がいについて学び家族の声を聞き、磐田市に住む市民として、できるこ
とを自由にお話しましょう　▶講師／ NPO法人ひなたぼっこ理事長　松下
尚
なお

子
こ

氏　▶定員／ 100人　▶参加費／無料　▶申込／ 12月5日㈭までに氏名、
電話番号、参加予定人数を、電話またはFAX、Eメールで磐田市社会福祉協
議会（Eメール：tiiki@iwatashakyo.or.jp）へ
問磐田市社会福祉協議会☎37-9617　ＦＡＸ37-4866

2020新春展催
▶とき／ 11月30日㈯～来年1月13日㈷　午前9時30分～午後5時　※月曜日、
祝日の翌日は休館　▶ところ／新造形創造館　▶内容／ 2020年の干支

「庚
かのえね

子」をモチーフとした作品を中心に新春を彩る作品をご紹介します　▶
入場料／無料　
問新造形創造館☎33-2380　ＦＡＸ33-2382

人権講演会催
▶とき／ 12月1日㈰　午後1時30分～ 3時　▶ところ／ふれあい交流センタ
ー　▶対象／中学生以上　▶内容／講演テーマ「障害を持った人の生活や思
い」　▶講師／ NPO法人Harmony理事長　池

いけ

谷
や

直
なお

士
ひと

氏　▶定員／先着50人
（要約筆記者の対応あり）　▶参加費／無料　▶申込／直接または電話でふれ
あい交流センターへ
問ふれあい交流センター☎32-5028　ＦＡＸ34-2613

介護に興味のある男性向け
「ケアメン講座」催

　自宅で介護をしている男性を対象
とした介護に対する知識を深め、介
護の悩みなどを共有できる講座です。
今回は認知症に関する映像を視聴し、
認知症ケアへの理解を深めます。
▶とき／ 12月7日㈯　午後1時30分
～ 3時　▶ところ／介護老人保健施
設　五洋の里（掛塚3190-1）　▶対
象／市内在住で自宅で介護をしてい
る男性または介護に興味のある男性　
▶内容／認知症に関する映像視聴、
グループに分かれて介護に関する座
談会　▶定員／ 20人　▶参加費／
無料　▶持ち物／筆記用具　▶申込
／ 12月4日㈬までに電話で中部地域
包括支援センター（☎37-1060）へ　
▶その他／介護が必要なご家族をお
連れしたい場合は、申し込み時にご
相談ください
問高齢者支援課
　☎37-4831　ＦＡＸ37-6495

大池野鳥観察会催
▶とき／12月7日㈯　午前9時30分～正午　※雨天中止　▶ところ／大池（南
側の観察塀付近）　▶対象／どなたでも　※小学生未満は保護者同伴　▶内
容／冬の大池には例年、カモ類やサギ類が集まります。野鳥を観察しながら
大池を一周するのもおすすめ　▶講師／静岡県環境学習指導員　▶参加費／
無料　▶持ち物／双眼鏡　※お持ちの方　▶申込／不要。当日、直接会場へ
問環境課☎37-4874　ＦＡＸ37-5565

ページ番号：1007388竜洋図書館
おたのしみ会催

▶とき／ 12月7日㈯　午後2時～ 2
時30分　▶ところ／竜洋なぎの木
会館　▶対象／未就学児（3歳以
上）と保護者　▶内容／ボランティ
ア「りんごのほっぺ」による人形劇
や職員による絵本の読み聞かせなど　
▶定員／ 30人　▶参加費／無料　
▶申込／入場整理券を竜洋図書館で
配布（1人3枚まで）しています
問竜洋図書館☎66-7788　ＦＡＸ66-7902

マイナンバー
カードの作成
はお早めに！

マイナンバーカードでコンビニの

証明書交付サービスが受けられま

す。詳しくは市民課
（☎37-4816）まで
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やさしい健康教室催
▶とき／ 12月19日㈭　午後3時～ 4
時　▶ところ／市立総合病院2階講
堂　▶対象／成人　▶内容／大腸が
んについて　▶講師／市立総合病院　
外科・消化器外科　科長　宇野彰

あき

晋
ひろ

　
▶定員／ 90人　▶参加費／無料　
▶持ち物／筆記用具　▶申込／不要。
当日、直接会場へ　▶その他／内容
が変更になる場合があります
問市立総合病院健診センター　
　☎38-5031　ＦＡＸ38-5059

普通救命講習Ⅰおよび上級救命講習催
▶とき／普通救命講習Ⅰ：12月21日㈯　午前8時30分～ 11時30分、来年1月
18日㈯　午前9時～正午　上級救命講習：12月21日㈯　午前8時30分～午後5
時30分　▶ところ／磐田市消防署3階会議室　▶対象／中学生以上で市内在
住・在勤の方　▶内容／普通救命講習Ⅰ：心肺蘇生法、AED、異物除去法、
止血法　上級救命講習：普通救命講習Ⅰの内容に加えて実技試験、筆記試験、
その他の応急手当　▶定員／各先着15人程度　▶参加費／無料　▶持ち物
／筆記用具、水分補給用の飲み物、動きやすい服装　▶申込／講習会3日前
までに直接または電話で消防本部警防課（福田支所３階）へ
問警防課☎59-1717　ＦＡＸ59-1766

ページ番号：1001167

環境にやさしい
工作教室催

▶とき／ 12月15日㈰　午前9時30分
～ 11時30分　▶ところ／桶ケ谷沼
ビジターセンター　▶対象／一般　
※小学生以下は保護者同伴　▶内容
／自然の素材を使った環境にやさし
い作品を作ります　▶定員／先着
30人　▶参加費／無料　▶申込／
前日までに直接または電話、FAX
で桶ケ谷沼ビジターセンターへ
問桶ケ谷沼ビジターセンター
　☎39-3022　ＦＡＸ39-3023
（受付：午前9時～午後5時）

体と心をリフレッシュ！プチ運動講座催
　日頃、体を動かす機会が少ない30歳代、40歳代の方におすすめの講座です。
ちょっとした隙間時間に、手軽にできる運動を紹介します。野球日本代表の
専属トレーナーにも抜擢された講師がわかりやすく解説しながら行います。
▶とき／ 12月14日㈯　午前10時～ 11時30分　▶ところ／福田屋内スポーツ
センター武道場　▶対象／ 20歳以上の市内在住、在勤、在学の方　▶講師
／トヨタ硬式野球部専属トレーナー　草場昭宏氏　▶定員／先着100人　▶
参加費／無料　▶持ち物／体育館シューズ、タオル　▶申込／ 12月6日㈮ま
でに直接または電話、FAX、電子申請でスポーツ振興課（本庁舎2階）へ　
▶その他／上記講座時間にミズノ流忍者教室を開催し、参加者のお子様（年
中・年長）をお預かりします（先着20人。要事前申し込み）。
ミズノ流忍者教室とは、忍者に扮し運動や遊びを通じて運動能
力向上を目的としたミズノ㈱独自のプログラムです
問スポーツ振興課☎37-4832　ＦＡＸ37-5034

ページ番号：1007544

▲電子申請

セカンドライフいきいきセミナー in竜洋催
　住み慣れた地域で生きがいをもって暮らし続けるために、健康長寿の三要
素である「社会参加」はとても大切です。これまでの経験を生かして何かを
したい、地域に貢献したい、仲間をつくりたいと思っているシニアの皆さん、
実際に活動している方々をお手本にアクティブシニアの第一歩を踏み出し、
地域デビューしてみませんか。

日程 講座内容

12月21日㈯ 自分を探そう�
自分自身の隠れた才能や興味に気づき、今後の可能性を高めよう

  1月25日㈯ 仲間を探そう�
共感できる人、相談できる人に出会い、ネットワークを広げよう

  2月  8日㈯ 地域の活動を知ろう�
地域で行われている活動を知り、今後の活動のイメージを持とう

▶とき／上記日程の午後1時30分～ 4時　▶ところ／竜洋交流センター　▶
対象／これから地域デビューをしたいと思っている方（概ね60 ～ 75歳）　
▶講師／静岡団塊創業塾　原田和正氏およびNPO法人会員の皆さんほか　
▶定員／ 30人程度　▶参加費／無料　▶申込／ 12月13日㈮までに直接また
は電話で竜洋交流センター（☎66-9103　ＦＡＸ66-8801）へ
問高齢者支援課☎37-4831　ＦＡＸ37-6495

▶とき／来年1月18日、2月15日、4
月18日、5月16日、7月18日、9月19
日、10月17日の土曜日　午後1時30
分～ 4時30分　※2月、5月は午前9
時～午後4時　▶ところ／中遠建築
高等職業訓練校（西貝塚784）ほか　
▶内容／製材、設計から加工など、
木の家が完成するまでの過程を各現
場を体験しながら学びます　▶受講
料／ 7,000円（全回分）　▶申込／
来年1月10日㈮までに電話または
FAXで中遠建築高等職業訓練校へ
問中遠建築高等職業訓練校
　☎・ＦＡＸ34-4862

プロ目線の家造りを学ぶ
木の家造り講座催


