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　２月14日は聖バレンタインデー。その起源は、紀元前３世紀、兵士の結婚を禁じたローマ皇帝

に逆らい殉教した聖バレンティヌスに由来する記念日であると伝えられています。西洋では、こ

の日に男女双方が親しい相手や友人、家族に本や花束、お菓子などの贈り物をするそうです。日

本では、女性が男性にチョコレートを贈る習慣がありますが、今年はバレンタインデーに、大切

な人へ日頃の感謝の気持ちをこめて、贈り物をしてみてはいかがですか。

バレンタインデー　～大切な人へ思いを込めて～
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利用料／施術機関・内容により異なります。

高齢者家族支援「探索」サービス
　65歳以上で徘

は い か い

徊が見られる在宅の認知

症高齢者を介護している家族に、高齢者

が徘徊したときに早期発見できる探索機

（ＧＰＳ発信機）を貸与して、事故の未然

防止を図ります。

利用料／利用頻度により異なります。

日常生活用具給付
　65歳以上で非課税世帯に属する方に、日常生活用具

を給付します。

給付する用具／シルバーカー、住宅用火災警報器など

　市では、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らすための、さまざまな

サービスを実施しています。ぜひご利用ください。

　　　高齢福祉課（826-1111　内線2372）

救急医療情報キット配布
　65歳以上でひとり暮らしの方に、かか

りつけ医や緊急連絡先などの情報を保管

する専用の容器（キット）を無料で配布し

ます。

見守りキーホルダー配布
　65歳以上でひとり暮らしの方や、認知症状のある方

に、外出先での緊急時に身元確認ができる登録番号を

記したキーホルダーを無料で配布します。

地域包括支援センター（☎内線2500）

愛の定期便（乳製品配布）
　65歳以上でひとり暮らしの方に、週２回乳製品を無

料で配達し、声かけをしながら安否の確認をします。

　 社会福祉協議会(821-5995)

◆ひとり暮らしの方へのサービス

寝具洗濯・乾燥・消毒サービス
　ねたきりなどで、寝具の衛生管

理が困難な65歳以上の在宅高齢者

のために、洗濯・乾燥および消毒

サービスを実施します。

利用料／１回につき

　掛け布団…200円、敷布団…200円、毛布…100円（年

４回まで）

訪問理美容サービス
　65歳以上でねたきりの方に、在宅で受ける理美容サー

◆ねたきりの方などへのサービス

「のりあいタクシー土浦」利用助成
　65歳以上の方の外出支援策とし

て、市内全域を運行している「の

りあいタクシー土浦」の利用者に、

年会費の一部を助成します。

助成額／１万円（年会費の自己負担は2000円）

利用料／１回につき片道500円

　　　　（神立・新治地区⇔荒川沖地区は別途500円）

はり・きゅう・マッサージ施術費補助
　70歳以上の方や、65歳以上のねたきりなどの家族を

介護する方に、施術費用の一部を補助します。

補助額／１回につき1000円（年８回まで）

◆その他のサービス

ビス料金の一部を助成します。

助成額／１回につき3000円（年２回

まで）

※理美容サービス料金との差額が出

た場合は、自己負担となります。

ねたきり老人等福祉手当
　65歳以上でねたきりまたは認知症の状態が３か月以

上経過している在宅高齢者で、今後も状態が続くと医

師などが認めた方に支給します。

月　額／5000円（支給月は９月・３月）

緊急通報システム
　65歳以上で健康に不安のあるひとり暮らしの高齢者

宅に、急病などの緊急時に通報できる装置を設置し、

生活の安全確保、不安軽減を図ります。

利用料／所得に応じて自己負担あり

配食サービス（毎日型食事サービス）
　65歳以上で食事づくりが困難なひとり暮らしの方や

高齢者のみの世帯に、栄養に配慮した食事を配達し、

健康保持および安否の確認をします。

利用料／１食400円

福祉電話貸与
　65歳以上でひとり暮らしの非課税世帯に属する方に、

電話を貸与し、市がその基本料金を負担します。

利用者負担／通話料

高齢者福祉サービス高齢者福祉サービス

問    

問    

問

　　たて：7.9㎝
　　よこ：4.3㎝
　　厚さ：1.8㎝
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申込方法／①誕生日、②住所、③氏名（ふりがな）、④電話番号、⑤一言（25文字以内）を記入し、

写真を添えて広報広聴課へ郵送、メール（kouho@city.tsuchiura.lg.jp)または直接

申込締切／２月28日（木）

※４月上・中旬号に分けての掲載。応募写真は返却できませんので、ご了承ください。

齊藤悠
ゆ い

依ちゃん

（大畑）

１歳おめでとう

元気にすくすく育ってね

愛里・圭佑より

中安祐
ゆ き

葵ちゃん

（荒川沖東二丁目）

祝１歳！

生まれてきてくれて

ありがとう♪

山本唯
い ち か

愛ちゃん

（神立東一丁目）

Happy Birthday☆

元気で優しい女の子に

育ってね♪

渡邉涼
りょうた

太ちゃん

（板谷四丁目）

りょう君おめでとう！

いつも笑顔を

ありがとう

大出銀
ぎ ん と

音ちゃん

（右籾）

１歳おめでとう

これからもヤンチャで

元気に育ってね♪

岩瀬碧
あ い き

希ちゃん

（神立町）

食べるの

だーいすき(^ ^)

川合裕
ひ ろ と

登ちゃん

（右籾）

１歳の誕生日おめでとう

　優しくでっかい男に　

なってね

田中修
しゅうと

斗ちゃん

（右籾）

１歳おめでとう

笑顔の素敵な優しい

男の子に育ってね　

横田悠
は る と

叶ちゃん

（おおつ野五丁目）

悠叶お誕生日おめでとう

これからも

元気に育ってね(^ ^)-☆

遠藤　颯
はやて

ちゃん

（下高津一丁目）

１歳おめでとう!!

すくすく元気に

育ってね♪

渦尾幸
ゆ き や

哉ちゃん

（乙戸南二丁目）

えがおがかわいい

ゆきやくん　

おめでとう!!

小山祈
い の り

心ちゃん

（川口二丁目）

☆１歳おめでとう☆

感謝の心を

忘れない子に育ってね

舘山歩
あ ゆ む

夢ちゃん

（白鳥町）

★１歳おめでと★

あゆむ大好き

パパ・ママ・ソラ・カナ

宮﨑和
か ず や

也ちゃん

（神立中央五丁目）

１歳おめでとう！

めざせ！

ＫＩＮＧ　ＫＡＺＵ！

２月生まれ

No.12

　今回は、高速バスについて紹介します。高速バス

とは、主に高速道路を運行する路線バスのことです。

諸説ありますが、近江鉄道が1964年に名神高速道路

（部分開通）を経由した京都三条～八日市・日野間の運

行を開始しており、これが日本初の高速バスと言われ

ています。

　2001年２月に改正道路運送法が施行され、バスの

新規路線の開設およびバス事業自体が、免許制から

許可制へ移行したことから、貸切バス事業を中心とし

た新規参入が活発に行われるようになりました。

　土浦市では、土浦駅東口から以下の高速バスが運行

しています。お出かけの際は、ぜひご利用ください。詳

細については、各バス事業者にお問い合わせください。

高速バスの運行

行き先
片道運賃

座席 問い合わせ
大人 小人

東京ディズニーリ
ゾート・海浜幕張駅

1500円 750円
予約制

関東鉄道㈱
土浦営業所

（822-5345）成田空港 2540円 1270円

京都・大阪

京都駅八条口

予約制
関東鉄道㈱
水戸営業所

（029-247-5111）

8900円 4450円

大阪駅前

9700円 4850円

水戸駅・偕楽園 800円 400円
先着順

関鉄観光バス㈱
本社営業センター
（822-3727）運転免許センター 1000円 500円

◎土浦市内のバスの時刻を知りたいときは、土浦市

公共交通案内のホームページ（http://www.t-koutsu.

jp/）をご覧ください。

都市計画課（826-1111　内線2370）問
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つちうらの公共交通

※掲載した氏名、住所などの個人情報は、この広報紙以外では使用しません。
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工事・委託件名 工事・委託場所 契約業者名 落札価格（税抜）予定価格（税抜） 入札日

田村第二処理分区公共下水道(汚水)工事 田村町地内 池田林業㈱ 35,980千円 37,480千円 10月12日

市道天川二丁目28号線改良工事 天川二丁目地内外 ㈲内林工業 11,900千円 12,050千円 10月12日

公設市場中央棟外壁塗装工事 卸町一丁目地内 池田建装㈱ 39,400千円 40,510千円 10月12日

都市計画道路常名虫掛線（市道Ⅰ級41号線）
道路改良工事（２工区）

常名地内外 北都建設工業㈱ 88,500千円 91,250千円 10月26日

都市計画道路常名虫掛線（市道Ⅰ級41号線）
道路改良工事（１工区）

常名地内 ヤシマ建設㈱ 81,000千円 83,780千円 10月26日

市道新治南314号線改良工事（Ｈ24　Ⅱ工区）上坂田地内 茨建工業㈱ 49,500千円 51,100千円 10月26日

新治運動公園野球場造成工事（Ⅰ期第一工区）大畑地内 茨建工業㈱ 45,600千円 47,390千円 10月26日

市道荒川沖６号線改良工事 荒川沖地内 ヤシマ建設㈱ 29,000千円 30,020千円 10月26日

田村第一処理分区公共下水道（汚水）工事 田村町地内 ㈱折本工業 27,600千円 28,720千円 10月26日

亀城処理分区公共下水道(汚水)工事 田中町地内 ㈲渡辺工業所 27,350千円 28,140千円 10月26日

市道新治南314号線改良工事（Ｈ24　Ⅲ工区）下坂田地内 栗原建設㈱ 25,500千円 25,900千円 10月26日

市道新治南314号線改良工事（Ｈ24　Ⅰ工区）藤沢地内 ㈲並木建設 15,980千円 16,310千円 10月26日

新治運動公園野球場造成工事（Ⅰ期第二工区）大畑地内 ㈱坂田園芸 35,200千円 36,930千円 10月26日

市道Ⅰ級17号線道路等詳細設計業務委託 真鍋二丁目地内外 ㈱坂本都市設計 16,580千円 25,910千円 10月26日

市道Ⅰ級17号線測量業務委託 真鍋二丁目地内外 三友測量設計㈱ 13,500千円 19,610千円 10月26日

市道Ⅰ級17号線地質調査業務委託 真鍋二丁目地内外 土浦ジステック㈱ 11,000千円 11,720千円 10月26日

市道Ⅰ級25号線改良工事 大岩田地内 塚本商事㈲ 18,280千円 18,550千円 11月13日

都和中学校屋内運動場屋根改修工事 中貫地内 ヤシマ建設㈱ 11,600千円 11,890千円 11月13日

土浦第二中学校太陽光発電設備設置工事 東真鍋町地内 川村工業㈱ 20,600千円 21,900千円 11月13日

平成24年10月～12月分

建設工事などの入札結果

広報つちうら　№ 1092　12

落札金額が1000万円（税抜）以上のものについて

３か月ごとに掲載しています。

　　　管財課（826-1111　内線2226）

　　　　　　　水道課（821-6237）

問

証明書の種類 申請できる方 手数料（１通あたり）

印鑑登録証明書 本　人 300円

住民票の写し 本人または同一世帯の方 300円

戸籍全部事項・個人事項証明書 本人または同一戸籍に記載されている方 450円

戸籍の附票の写し 本人または同一戸籍の附票に記載されている方 300円

納税証明書 本　人 300円

市民税課税・非課税証明書 本　人 300円

市県民税所得証明書 本　人 300円

取扱郵便局／土浦中村郵便局（中村南一丁目１‐15）、土浦宍塚郵便局（宍塚1750）、山ノ荘郵便局（永井686‐１）

と　き／月～金曜日　午前９時～午後４時（祝日、年末年始を除く）

証明書の種類・手数料／

中村、宍塚、山ノ荘の市内３か所の郵便局で、住民票の写しなど各種証明書を受け取れます。

 市民課（826-1111　内線2286～2289）

※委任状による代理人の請求はできません。

持ち物／本人確認をさせていただきますので、①または②のいずれかを持参してください。

①運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、在留カード（外国人登録証）など、顔写真付きで

官公署が発行した本人確認ができるもの１点

②健康保険証、年金手帳、年金証書、年金受給者証、介護保険証、医療福祉費受給者証、学生・社員証（顔

写真付き）など、本人の氏名などが確認できるもの２点（１点の場合、聞き取りなどにより本人確認をさせ

ていただきます）
※印鑑登録証明書が必要な方は、印鑑登録証をお持ちください。

郵便局でも各種証明の申請・交付ができます

問
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工事・委託件名 工事・委託場所 契約業者名 落札価格（税抜）予定価格（税抜） 入札日

乙戸沼公園ジョギングコース整備工事（Ⅰ期
工事）

中村西根地内 ヤシマ建設㈱ 14,980千円 18,350千円 11月13日

西真鍋都市下水路施設整備工事 真鍋二丁目地内 佐々木建設㈱ 57,000千円 58,930千円 11月26日

神立処理分区公共下水道(汚水)工事（その１）神立東一丁目地内 満世興業㈱ 13,750千円 14,130千円 11月26日

公設市場受変電設備改修工事 卸町一丁目地内 大和田電気工業㈱ 17,500千円 18,850千円 11月26日

木田余第一排水区公共下水道（雨水）管理用
道路及び排水路整備工事

木田余地内 ㈱新日興産 81,000千円 86,250千円 12月10日

天川上高津都市下水路施設整備工事 上高津新町地内 ㈱折本工業 47,000千円 48,680千円 12月10日

沖宿処理分区公共下水道(汚水)工事（その１）沖宿町地内 ㈱新日興産 29,700千円 32,290千円 12月10日

沖宿処理分区公共下水道(汚水)工事（その２）沖宿町地内 ㈱オリエンタル技建工業 20,460千円 24,480千円 12月10日

新川９号橋（神天橋）耐震補強工事 東崎町地内 ㈱市村工務店 15,900千円 17,050千円 12月10日

市道Ⅰ級16号線改良工事 殿里地内 佐藤土木㈱ 14,750千円 15,080千円 12月10日

市道乙戸36号線改良工事 乙戸地内 ㈱テックワン 12,580千円 12,710千円 12月10日

都市計画道路川口田中線（Ⅲ期）道路改良工事 城北町地内外 佐々木建設㈱ 34,800千円 36,060千円 12月21日

市道西根南三丁目１号線改良工事 西根南三丁目地内 寿々木建設㈱ 22,360千円 22,760千円 12月21日

市道西真鍋９号線改良工事 西真鍋町地内 ㈱中島組 14,130千円 14,280千円 12月21日

市道真鍋22号線外改良工事 真鍋四丁目地内 ㈲中島重機 14,120千円 14,270千円 12月21日

亀城処理分区公共下水道(汚水)工事 田中三丁目地内 ㈲一輝 12,600千円 12,770千円 12月21日

市道小松一丁目33号線改良工事 小松一丁目地内 ㈲内林工業 12,400千円 12,490千円 12月21日

市道Ⅰ級９号線改良工事 並木四丁目地内外 ㈲大関工業 11,800千円 11,930千円 12月21日

霞ヶ浦総合公園園路灯ＬＥＤ化工事 大岩田地内 ㈲ニチデン 10,250千円 10,800千円 12月21日

都市計画道路常名虫掛線（市道Ⅰ級41号線）
道路改良工事（３工区）

西並木町地内 ㈱斉藤建設 87,600千円 92,280千円 12月21日

城北町地内配水管布設替工事 城北町地内 ㈱阿部工業 40,400千円 41,900千円 10月12日

霞ケ岡町地内配水管布設工事 霞ケ岡町地内 東向西産業㈱ 13,180千円 13,870千円 11月13日
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　　　　　　　　ヤフー（株）が提供するインターネットでの公売システムを利用します。

 　　　　　　　　　　　　 納税課特別滞納対策室（826-1111　内線2437、2441)

参加申込期間／２月13日（水）午後１時から26日（火）午後11時まで

入札期間／３月５日（火）午後１時から12日（火）午後１時まで

区分番号 財産の所在地 財産種別 地積等 見積価額*1 公売保証金

22-30 神立町698番、699番1 畑（現況：雑種地） 計 483.00㎡ 552万円 56万円

23- 2 新潟県糸魚川市大字田中字原山1858番1 山林 25,833㎡ 271万円 28万円

23- 4
（建物1）真鍋新町4889番地 家屋番号4889番
（建物2）真鍋新町4889番地 家屋番号4889番2

建物
（水泳場、店舗）

（建物1）1階935.00㎡
2階188.00㎡

（建物2）　  56.31㎡
550万円 55万円

24- 6
（土地）並木三丁目4505番1
（建物）並木三丁目4505番1 家屋番号4505番1

土地付き建物
（宅地、作業所）

（土地）　  359.32㎡
（建物）　　132.49㎡

162万円 17万円

24-12

（土地1）土浦市板谷一丁目28番7
（土地2）土浦市板谷一丁目28番8
（土地3）土浦市板谷一丁目29番2
（土地4）土浦市板谷一丁目38番1
（土地5）土浦市板谷一丁目38番2

山林
（現況：雑種地）

計 4991.00㎡ 1255万円 126万円

*1 見積価額は最低売却価額

◎次の方は参加できません…税務関係職員、公売財産を所有する滞納者、公売の参加制限を受けた方

※あらかじめ公売財産の現況および関係公簿などをご確認ください。公売は中止になる場合があります。

問

不 動 産

公 売
インターネット公売
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里芋の桜海老ソース和えNo.93

食生活改善推進員の

健 康 料 理

　今回は、前回のこども班、成人班に引き続き、食

育推進ボランティアの高齢者班の方々のおすすめメ

ニューを紹介します。ホクホク里芋に、香ばしい桜海

老の香り広がるほんのり桃色のソースを和えた「里芋の

桜海老ソース和え」です。

　桜海老は、５g（大さじ１程度）で100㎎のカルシウム

を摂取することができます。一度に大量に桜海老を食

べることは難しいですが、桜海老は少量でもカルシウ

ムアップに繋がります。炒ることで香りも増し、料理

のアクセントにもなります。不足しがちなカルシウム

を、ひとさじの桜海老でアップさせましょう。

食生活改善推進員

エネルギー　 76kcal

たんぱく質　　 1.6g

脂　質　　　　 5.9g

カルシウム　   42mg

食物繊維　　　 1.2g

塩　分　　　　 0.4g

１人分の栄養素

小林信子さん 五頭ちよ子さん

里芋　　　　　　 150g

インゲン　　　　  30g

干しひじき　　　  ６g

柚子の皮　　　　 少々

桜海老　　　　大さじ３

マヨネーズ　　大さじ４

味噌　　　　  小さじ１

だし汁　　　　小さじ１

材料・分量（６人分）

Ａ

勤労者のための融資相談会

対象者／市内に居住している中小企業で働く勤労者

融資の種類／住宅、生活および教育資金

　　　　　　商工観光課（826-1111　内線7603）

　　　　　　中央労働金庫土浦支店（☎821-6010）

　　　　　　中央労働金庫神立出張所（☎833-1500）

融資の種類
利　子　補　給 保証率補給 利子補給

対象借入限度額金利（平成25年１月16日現在） 補給率 補給期間 保証料率 補給期間

住宅資金

固定　　2.65～3.6％
（固定金利選択型）
金利引下げ制度有り
変動　  　　2.475％
金利引下げ制度有り

３％以内 ３年
0.16％

（担保あり）
５年 1500万円

生活資金
固定　　　　　6.3％
変動　　　　5.125％

３％以内 ３年 1.2％ ５年 200万円

教育資金
固定（10年以内）2.2％
固定（10年超）　2.7％

３％以内 ３年 1.2％ 15年
子弟 1人につき200万円

最高300万円

と　き／２月16日（土）

問

ところ／中央労働金庫土浦支店

午前10時～午後３時

（港町一丁目）

★市からの助成制度

　土浦市中小企業労働者共済会に加入し、中央労働

金庫土浦支店から融資を受けた場合に、利子および

保証料の一部補給が受けられます。

　なお、土浦市中小企業労働者共済

会に加入できる方は、市内に１年以

上居住し、労働組合のない中小企業

に勤務している方です。

※入会金300円が必要となります。

①インゲンは青ゆでして、５㎝位の長さの斜め切りに

する。

②里芋は竹串がスーッと通るまでやわらかく茹で、粗

熱がとれたら皮をむき、一口大に切る。

③干しひじきは戻して水洗いし、熱湯で茹でておく。

④桜海老は空炒りしてすり

鉢でよくすり、Ａの調味

料と合わせる。（だし汁を

加えて濃度を調整する）

⑤①～③を④のソースで和

え、刻んだ柚子の皮をの

せる。

作り方
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　元日の早朝、霞ヶ浦総合公園風車前広場で「福もち

獲ったどぉ～＆大抽選会」が行われ、夜明け前から多

くの人で賑わいました。皆さん、お餅のつかみどりや

抽選結果に大盛り上がり。豚汁や甘酒などで体を温め

て迎えた初日の出の瞬間、それぞれ写真を撮ったり手

を合わせたりするなか、つちまるも新年の活躍を心に

誓いました。（１月１日）

福もち獲ったどぉ～＆大抽選会

新年最初の運だめし！

どんど焼き

１年の無病息災を祈って…

消防出初式

木遣り歌や梯子乗りに拍手！

平成25年土浦市成人式

明日を担う新成人たち

　新春の恒例行事である「消防出初式」がうらら広場や

土浦港などで行なわれました。消防車両の分列行進や、

土浦鳶職組合による木遣り歌、梯子乗りが披露され、

梯子乗りで技が決まると拍手や感嘆の声が上がってい

ました。土浦港では、防災ヘリコプターと消防車によ

る一斉放水が行われ、迫力ある放水の後にはきれいな

虹が現れました。（１月５日）

　だるまや松飾りなど、正月用品を燃やす「どんど焼

き」が、晴天のもと桜川河川敷で行なわれました。高

く積み上がった正月用品の山に火が放たれると、大き

な炎が上がり、集まった多くの人から歓声が上がりま

した。火の勢いが収まってくると、配られたお餅を竹

に刺して焼いて食べ、今年１年の無病息災を祈りまし

た。（１月12日）

　新成人の門出を祝う「成人式」が市民会館で行なわ

れ、スーツや袴、色鮮やかな着物を身にまとった新成

人1027人が出席しました。式典では、市長が新成人に

向けてエールを送り、新成人代表の矢口幹也さんが親

や恩師への感謝と新成人としての決意を述べました。

式典後も、懐かしい旧友との話がつきない様子で、大

いに盛り上がっていました。（１月13日）
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ご当地ナンバープレートの
交付を始めます！

４月１日から

広報広聴課（826-1111　内線2396　826-3401　　kouho@city.tsuchiura.lg.jp）申問

　４月１日から、土

浦市で交付している

課税標識（ナンバー

プレート）の一部に、

霞ヶ浦や花火など、

土浦のイメージデザ

インを取り入れたご当地ナンバープレートを導入しま

す。従来のナンバープレートと選択できるほか、すで

に登録している車両でも希望により無料で交換するこ

とができます。

　皆さんが愛用するオートバイに取り付けて、土浦の

魅力発信・ＰＲにご協力ください。

交付開始／４月１日（月）午前８時30分から

交付場所／課税課（市役所本庁舎１階）

対象車種／50㏄以下の原動機付自転車

申請方法／次の書類を持参し、窓口で申請書に記入

新規登録…販売証明書、はんこ

交換…旧ナンバープレート、標識交付証明書、はんこ

※必要書類がそろっていれば、代理人でも申請可

初回限定！ナンバーリクエストを受け付けます

　初回導入時の限定で、希望する番号のリクエスト

を受け付けます。

対象番号／１～1000番（記号はすべてＡ）

申込資格／次のいずれにも該当する方（本人のみ）

交付の時点で土浦市に住民登録がある方

新規に登録する方または土浦市に当該車種の登録

があり、交換を希望する方

４月30日（火）までに手続きができる方

申込方法／ご当地ナンバーリクエストと表記し、①

新規・交換の別、②住所、③氏名、④生年月日、

⑤電話番号、⑥希望の番号、⑦交換のときは現在

使用している番号を記入して、はがき、ファクス

またはメールで

※１台につき、希望の番号は１つ

申込締切／２月28日（木）（必着）

応募結果の通知／３月中旬に応募者全員に書面で

◎希望番号が重複したときは抽選

答え：つちまるとたこ

ね
Ａ

つ

Ｂ
ち

Ｅ
と

Ｇ
こ

Ｆ
た

Ｃ
ま

さ く ら

し

か

く ら ー

や く お せ

と み お か け や

んり お

ほ て る ん

と り い す ば
Ｄ

る

クロスワードパズルの答え・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　をいただきました♪・・・・・・・・・・・・・・・・・・年賀状


