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今年は、児童センターにもサンタさんから大きな
プレゼントが届きました。ままごとキッチンやポポ
ちゃん人形、パトカーや救急車などの大型車、赤ちゃ
んの知育玩具など、たくさんのおもちゃが入ってい
ました。新しいおもちゃにみんな大喜び。パトカー
を両手に持ち「やったー！」と叫んだり、お人形を
大事に抱えて笑顔いっぱいの子どもたち。皆さん児
童センターに遊びに来てくださいね。

問い合わせ／児童センター　☎(306)1017
※村内在住の方のみ・電話予約制

素敵なプレゼントをもらいました！
　報　　告　令和２年度社協会員加入状況報告
　　　　　　法人会員・自治会・直送組合(普通・特別会員)
　　　　　　　　　　　　　　　   ……P ２～３
　活動紹介　地域のつながりづくり ………… P３
　支援情報　成年後見制度・
　　　　　　日常生活自立支援事業 ………… P４
　募　　集　移送・家事支援の協力会員・
　　　　　　もぐもぐお届け便（食料寄付）… P６

Pick Up！

（法人会員広告） 特殊キー、スペアキーの作成いたします　橋本機工金物㈱　☎029（282）1010 1



令和２年度　社協会員加入状況報告
　社協会員加入ならびに会費納入について、多くの事業所・自治会・直送組合の皆さまにご協力いただき、誠
にありがとうございました。お預かりした会費は、貴重な自主財源として、地域に根ざ
した福祉活動に役立てていきますので、引き続きご支援・ご協力をお願いします。

社協会員・会費とは
　村社協の地域福祉活動に賛同し、会員として会費を支払うことで、ボランティア等への直接の参加

が難しい場合でも、村社協の活動の財政的なサポーターとしてご協力いただくものです。
加入について詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

［会員の種類］　普通会員　１口 300 円　　以上（村内在住の世帯）
　　　　　　　特別会員　１口 1,000 円　以上（村内・村外在住の世帯）

　　　　　　　　　　　　　  法人会員　１口 5,000 円　以上（村内外の法人・団体・施設など）

● 法人会員 ●

30,000円
東海村環境整備事業協会（フジワクリーン、㈱ビーンズクリーンサービス、㈲川崎産業、
㈲東海環境サービス、㈲東海共同企業、村松衛生社）

50,000円

宗教法人 虚空蔵堂

10,000円
茨城特殊車輌㈱ うどん市 村松店 ㈱イシガミ ㈱伊藤鋳造鉄工所 ㈱岩谷空圧
㈱岩手製作所 東海 ㈱A.I.P 水戸オフィス ㈱関東技研 ㈱佐藤工務店 ㈱サンアメニティ茨城支社
㈱燦食 ㈱常陽銀行 東海支店 ㈱大興建設 ㈱TASコーポレーション ㈱筑波銀行 東海支店
㈱照沼商事 ㈱東海住宅 ㈱ナスカ ㈱平成興業 検査開発㈱
原子燃料工業㈱東海事業所 佐藤石油㈱ 積水メディカル㈱創薬支援センター 月村歯科医院 デンキプラザ マツモト
東海クリニック 東海村水道事業協同組合 東興機械工業㈱ 東康建設工業㈱ 東成工業㈱
トラットリア パラン 橋本機工金物㈱ 常陸警備保障㈱ 日立綜合防災㈱ 常陸農業協同組合 東海支店
三樹商事㈱ 三菱原子燃料㈱ 山藤鉄工㈱ やんしゅうばんや八角 ㈲小林文具店
㈲サンキ ㈲サンタクシー ㈲杉山 ㈲東関東サービス 弓山建設工業㈱

5,000円
（医）アルカディア・イースト 植村整形外科クリニック （医）いばらき会 (医)村松会 尾形クリニック (一社)ハピネス東海 アクモス㈱
いばらき印刷㈱ 茨城県信用組合 東海支店 茨城工販㈱ いばらきコープ生活協同組合 エーテック㈱
オークス東海 大西建設㈱ おがわ食品マート お食事処いこい カストマシステム㈱
㈱アイエスアイ ㈱葵テック ㈱阿久津工務店 ㈱アセンド ㈱アトックス東海営業所
㈱アドバンス ㈱井坂石油店 ㈱インテリア あさみや ㈱小名浜包装資材 ㈱関東総建
㈱原子力セキュリティサービス ㈱サノヤ産業 ㈱三建工業 ㈱ジェー・シー・オー東海事業所 ㈱鈴木ハーブ研究所
㈱せいみや ㈱東海ゴルフ ㈱東陽印刷所 ㈱トータル・サポート・システム ㈱NAT
㈱橋本農園 ㈱フジタビジネスマシンズ ㈱前田工業 ㈱マネジメントセンター 環境保全事業㈱
北中精肉店 原子力エンジニアリング㈱ 建築工房佐藤 後藤オート販売㈲ (財)高度情報科学技術研究機構
(財)放射線利用振興協会 さくら屋旅館 佐藤石炭 三陽塗装工業㈲ 四季菓子ヴィラ―ジュ
シビリアン警備保障㈱ 清水屋酒店 (社福)愛信会 幸の実園 (社福)聖隷会 すみれ (宗)大神宮
スタジオ フィール 砂押アグリン㈱ 住友金属鉱山㈱ 大仁建設㈱ 玉喜屋菓子舗
中央労働金庫 大みか支店 東海建機㈱ 東海スポーツ 東海農工㈱ 東海村観光協会
東海村建設業協同組合 東京ガスエネルギー㈱ 東豊建設㈱ (特非) 茨城NPOセンター・コモンズ (特非)オリヴィエ東海
(特非)ドリームたんぽぽ (特非) まつぼっくり (独)国立病院機構 茨城東病院 ひたちなか薬局 ファミリー歯科
文化シャッター日立販売㈱ 三国屋建設㈱東海支店 水戸信用金庫 東海支店 宮内米穀店 ㈲亜細亜警備保障
㈲カメラのアトム商会 ㈲豪建 ㈲寿屋河野商店 ㈲サカイ建装 ㈲サンエイ
㈲信栄電気 ㈲大圧工業 ㈲トキワ交通 ㈲成田整体治療院 リフレ寿 ㈲日本建商
㈲松山金型技研 ㈲美川商事

（１月31日現在）

会員数 139件　合計金額 990,000円 （敬称略）

（法人会員広告） お肌のことを相談できるお店・化粧品とハーブと雑貨　鈴木ハーブ研究所　☎029（212）52252



● 自治会・直送組合 ●

申込み・問い合わせ／企画総務係　☎(282)2804

◇普通・特別会員◇　会員世帯数 7,667件　合計金額 2,302,200円  　　　　　　（敬称略）
自治会名 件数 金額（円） 自治会名 件数 金額（円） 直送組合名 件数 金額（円）

外宿一区 310 93,000 豊白 165 49,500 なごみ常会 23 6,900
外宿二区 127 38,100 村松北 194 58,200 花水木 28 8,400
内宿一区 544 163,200 真崎 659 197,700 ほがらか 13 3,900
内宿二区 191 57,300 舟石川三区 120 36,700 長堀住宅隣り組 7 2,800
竹瓦 67 20,100 原子力機構荒谷台 41 12,300 すかしゆり 13 3,900
宿 164 49,200 押延 235 70,500
照沼 106 31,800 須和間 245 73,500
川根 96 28,800 舟石川中丸 512 153,600
原子力機構箕輪 35 10,500 原子力機構長堀 88 26,400
白方 688 206,400 緑ヶ丘 296 88,800
豊岡 74 22,200 南台 578 173,400
岡 134 40,200 フローレスタ須和間 38 11,400
百塚 326 97,800 船場 405 121,500
亀下 127 38,100 舟石川一区 688 206,400
原子力機構百塚 24 7,900 舟石川二区 306 91,800

（1 月 31 日現在）

　自治会・直送組合に入っていな
い世帯が会員に加入する際は、村
社協窓口（総合福祉センター「絆」
内）にて通年受け付けています（平
日８時半～午後５時 15 分）。会費
をお預かりし、その場で今年度の
会員加入手続きが完了します。

社協会員募集中！

（法人会員広告） ご予算に応じてお弁当をつくります。村内・隣接市の配達OK。　おその江　☎029（282）0087 3

　緊急事態宣言が解除された頃から、地域住民より「外出する
機会が減った」という意見があり、舟石川三区の高齢者クラブ
が中心となって、徒歩で気軽に集まれる集会所で「シルバーリ
ハビリ体操」を開始しました。夏は集会所の駐車場で、冬は換
気に注意して実施するなど、新型コロナウイルスの感染防止対
策に配慮して活動しています。月２回、毎回 12名程の参加が
あり、休憩時間のおしゃべりも大盛り上がりです。
　運営スタッフからは「集会所まで来ることも運動。参加する
ことでリハビリになっている人もいる。参加者が楽しみにして
くれることがうれしい」、参加者からは「参加することでお互
いの状況確認になっている。毎回楽しみ」との話がありました。

問い合わせ／地域福祉推進係　☎（282）2804

コロナ禍でも継続中！

地域のつながりづくりを紹介します地域のつながりづくりを紹介します ＠舟石川三区＠舟石川三区

地域のつながり大募集！！
「自分たちの地域ではこんな活動をしている！」という情報があれば，ぜひ教えてください。

地区社協担当職員がインタビューをさせていただき，社協だよりに掲載します！

身体を動かす活動のワンポイントアドバイス
①参加者の体調や体温の確認を行い、参加者名簿を
作成し、記録するようにしましょう。

②マスクをつけて運動する場合は、身体への負担が
大きくなりやすいため、無理のない範囲で適度に
休憩しましょう（屋外の場合、２ｍ程度確保でき
る場合はマスクを外しても可）。



■生活習慣見直しポイント■
午前中のうちに起きるところから◎
スープなど口にしやすいものから◎
最近は無料動画配信サービスでも自宅でできるフィット
ネス動画が紹介されています。
自分が役に立っていると実感してもらうことが大切で
す。ご家族が「ありがとう」と感謝の気持ちを伝えるこ
とで、本人も前向きな気持ちになります。

①朝 7 時までに起きる：
②起きたら朝食をとる：
③適度な運動をする：

④家庭内での役割を作る：

①朝 7 時までに起きる：
②起きたら朝食をとる：
③適度な運動をする：

④家庭内での役割を作る：

コロナ禍で「朝、起きられない」「家に閉じこもりがち」になっていませんか？
コロナ禍で「朝、起きられない」「家に閉じこもりがち」になっていませんか？
コロナ禍で「朝、起きられない」「家に閉じこもりがち」になっていませんか？コロナ禍で「朝、起きられない」「家に閉じこもりがち」になっていませんか？

ご相談はお電話や面談にて伺います。
電話や面談では相談しづらい、外出するのはつらいという方は、ぜひ公式 LINEをご利用ください。
案内チラシもご用意していますので、興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ／生活支援ネットワーク係　☎（283）0205
友達追加は
こちらから

　新型コロナウイルスの影響もあり、これまで以上に自宅で過ごす時間が
増えたことで、生活習慣の乱れによって自宅から出にくくなり、人との関
わりを一層苦手に思ってしまうことが懸念されます。些細なきっかけで生
活に変化が生じてしまうことは大いにあることです。
　村社協では、「大学受験や就職直後につまずいた」「学生生活でのトラブ
ルがあった」などのきっかけにより、人との関わりを避けたいと思ってい
る家族がいる、といった相談を受け付けています。相談をご希望の方は、
下記までお問い合わせください。

（法人会員広告） 安全・迅速・快適がモットーです。　常東タクシー　☎029（282）25954

問い合わせ／ボランティア・市民活動センター　☎(283)4538

　「民話だっぺの会」「たんぽぽの会」「朗読ボランティアこ
だま」「陽だまり」は、朗読・読み聞かせを中心に活動して
いる団体です。本来の活動に加えて、村内在住の障がいを
お持ちの方に対し対面朗読活動を定期的に行っていました
が、新型コロナウイルス感染防止のため、活動が難しくなっ
てしまいました。
　そこで、Zoom を活用してリモートによる対面朗読活動
を再開しました。画面越しではありますが、朗読での臨場
感や雰囲気を届けることができ、大変喜んでいただきまし
た。今後も、Zoomを活用した活動を継続していく予定です。

～ボランティアでつながる笑顔～
あなたもボランティアで笑顔の時間を共有しませんか？
ボランティアの登録・相談をお待ちしております。
下記問い合わせまでお気軽にご連絡ください。

ボ ラ ン テ ィ ア 紹 介 Vol.5

▲たんぽぽの会

▲民話だっぺの会

朗読・読み聞かせ



（法人会員広告） 楽しい部屋さがしは、ひと・住まい・みらい　東海住宅へ　☎029（282）8472 5

通帳や印鑑の管理に
不安がある

あなたの生活を守ります！　～成年後見制度～あなたの生活を守ります！　～成年後見制度～

　成年後見制度を利用して後見人がつ
けば、本人に代わって預金を引き出し、
入院費を支払うことができます。

暮らしの安心をお手伝い　～日常生活自立支援事業～暮らしの安心をお手伝い　～日常生活自立支援事業～
　日常生活自立支援事業は、認知症や知的障がい、精神障がいにより、日常生活の中で必要な手続きに不安を感じたり、
生活費の管理などが難しく、ご家族からの支援が受けられない方が地域で安心して暮らせるようにお手伝いをします。
※身体障がいのみでは、対象となりませんのでご注意ください。

成年後見制度って
何だろう？

認知症や障がいにより、物事を
適切に判断することができなく
なっても安全に暮らすことがで
きるよう、本人の権利を法律的
に守る制度です。

こんなことはありませんか？

親の入院費を払うための預金
が払い戻せない…。    

両親が悪徳商法に騙されて
しまわないか心配…。

　認知症の父の入院費
用を支払うため、父の
預金を引き出そうとし
たら、成年後見人が必
要と言われた…。

　認知症の母が、必
要のないものを購入
することが増えてい
るので、騙されてい
るかもしれない…。

　認知症の両親が、契約の内容がわからな
いまま契約をしてしまっても、後見人は契
約を取り消し、本人を守ることができます。

この他にも、
・介護サービスや施設入所の契約
・公共料金や税金など、日常生活での
　各種支払いの手続きの代行　

などができます。

　成年後見制度についてより詳しく話
を聞きたい方、ご相談したい方は下記
までお問い合わせください。

こんなお困りごとありませんか？

福祉サービスを
利用したいけど

どうしていいか分からない

公共料金や税金、医療費などの
支払いに不安がある

問い合わせ／生活支援ネットワーク係　☎(283)0205

　日常生活自立支援事業についてより詳しく話を聞き
たい方、ご相談したい方は、下記までお問い合わせく
ださい。ご家族や関係機関の方など、本人以外の方か
らも相談をお受けしています。相談は無料です。

利用
するには

利用料
サービスを利用される方………１時間 1,100 円
貸金庫で重要書類（定期預金通帳や権利証等）
　　　　　　　　を預かる場合…１ヵ月 500円
※生活保護を受けている方は、免除となります。



問い合わせ／村社協　☎（282）2804

寄付を募集しています ! !
※ご寄付いただける場合は、事前にご連絡ください。
※直接お持ちいただいてもお受けできないことがありますので、ご了承ください。

募 集 内 容 希 望 部 署
● ハンドタオル　　 ● タオルハンカチ
● リボン・シール（未使用のもの）

児童センター

● シーツ　　 ● バスタオル
● Ｔシャツ　 ● アイロンビーズ
● 双子用ベビーカー

障害者センター

● 赤ちゃん用絵本　　 ● 抱っこ紐
● おもちゃ（トーマス・赤ちゃん用）
● プラレール（電車のみ）
● ジュニアシート

地域福祉推進係

● 絵本（０歳～５歳向けで状態の良
いもの）

村社協
事務局

募 集 内 容 希 望 部 署
● スウェット　 ● パジャマ上下（大人用）
● 女性用肌着

生活支援
ネットワーク係

フードバンク

※未開封で賞味期限が２カ月以上残っているもの
● お米　　　　　　 ● めんつゆ
● パスタソース　　 ● カップ麺
● 保存食品　　　　 ● スポーツドリンク
● ふりかけ・お茶漬け・のり
● インスタント食品・レトルト食品
● ギフトパック（お歳暮・お中元など）

「フードバンク」とは、いただき物や買いすぎてしまったものなど、ご家庭に眠っている食品を集め、
食の支援を必要としている方へお渡しし有効に活用する活動です。

（法人会員広告） 広報紙・ホームページの法人会員広告募集中！　問い合わせ／企画総務係　☎029（282）28046

もぐもぐお届け便への食料寄付をお願いします
　村社協では、児童扶養手当受給世帯（生活保護世帯を除く）を対象に、定期的に食料品などをお届けする
『もぐもぐお届け便』を始めました。この活動を通じて、各家庭とつながることを目的としています。野菜やお米、
賞味期限が２カ月以上ある未開封の食品などを受け付けていますので、ご協力をお願いします。

問い合わせ／地域福祉推進係　☎(282)2804

移送・家事支援の協力会員募集中！！
地域福祉支援ボランティア「はーとふる」・移送サービスボランティア「はーとろーど」の協力会員を募集しています。

問い合わせ／ボランティア・市民活動センター　☎(283)4538

はーとふるはーとふる
普段自宅で行っている
お掃除や草取りのお手伝い

資格不要！
主婦・学生大歓迎！
男性会員も活躍中！

どなたでも始められます！

はーとろーどはーとろーど 村内の高齢者や障がい者の方を
対象としています。

１回１時間から活動できます！！
あなたの隙間時間を私たちに
分けていただけないでしょうか？
少しでも興味をお持ちの方は
下記までお問い合わせください。

自家用車または村社協公用車
で外出時の送迎をお手伝い
車の運転が好きな方！

女性ドライバーも多数活躍中！
※所定の講習を受講する必要があります

納品までの流れ（偶数月のみ寄付を募集しています）

第４水曜日に総合福祉センター
「絆」へ納品してください。

偶数月の第３金曜日までに FAXまたは
電話で物品・数量をご連絡ください。

第４金曜日にボランティアが
各家庭にお届けします。

モグちゃん



ご　芳　名 金　額
アリスン・ワッツ 10,000
川﨑 松男 10,000
岩本 清吉 5,000
匿名（１名） 100,000

寄付報告（11･12･１月）※敬称略・受付順

皆さまからお寄せいただいた善意は、村社協が行う福祉事業や福祉機器の購入に充てられます。

問い合わせ／村社協　☎（282）2804

ご　芳　名 預託金（円）
佐藤 元基 1,000
万葉の会 9,483
水戸友の会 3,000
市毛 満 20,000
片岡 俊文 5,000
東海村文化祭実行委員会 10,000
匿名（１名） 1,000

善意銀行　金銭の部

とうかい明日への架け橋基金募金
※この募金は東海村の子どもたちのために活用されます。

ご　芳　名
絆BOX、川崎 一希、佐藤 房明、黒川 寿美香、藤枝 貴子、㈱鈴木ハーブ研究所、酒井 康子、アリスン・ワッツ、
ニュークリア・デベロップメント㈱　匿名（26件）

フードバンク

ご　芳　名
㈱東海住宅、㈱アトックス東海営業所、舛井 邦雄、篠原 登、緑ヶ丘笑遊会、佐々木 梨香、三国屋建設㈱東海支店、
東海村退職公務員連盟、東海村教育友の会、東海村退職校長会、和以美㈱東海営業所、新日本婦人の会 東海支部、
㈱鈴木ハーブ研究所、市毛 満、片岡 俊文、㈱照沼商事、瀬尾 友也、日本不動産管理㈱茨城支社、東海村更生保護女性会、
東海村（福祉総務課）、（一財）総合科学研究機構、緑ヶ丘おいでマンド、とうかい村松宿こども園、㈱葵テック　匿名（12件）

使用済み切手・ベルマーク・未使用テレフォンカード・未使用はがき・書き損じはがきなど

ご　芳　名 預　　託　　品 活　用　先
菅野 敬子 折り鶴 地域福祉推進係
佐々木 利香 靴 生活支援ネットワーク係
第一生命保険株式会社
東海佐和営業オフィス

絵本 児童センター

村立東海病院 衣類、タオル類 生活支援ネットワーク係
東海村退職公務員連盟
東海村教育友の会
東海村退職校長会

タオル、洗剤、歯ブラシ等 児童センター
生活支援ネットワーク係

伊達 宏宗 ブルーレイデッキ 生活支援ネットワーク係
佐藤 元基 畳カーペット、い草マット・座布団、絵本 児童センター
瀬尾 友也 クレヨン、色鉛筆、文具類 児童センター
波戸 葵 電気ストーブ 生活支援ネットワーク係
宮本 隆夫 子ども用布団 保健センター
小林 みきえ ブロック、パンダの木馬、おもちゃ とうかい村松宿こども園
匿名　20件 タオル類、下着類、衣類、シーツ類、靴、パジャマ、絵の具、

絵筆、お米券、紙おむつ、絵本、チャイルドシート、洗剤、
子ども用シート、ルーピング、おもちゃ、村内中学校（制
服、ジャージ）

ファミサポ「すくすく」
生活支援ネットワーク係
障害者センター、保健セ
ンター
居宅介護支援事業所
東海村子育て支援課

善意銀行　物品の部

（法人会員広告） 特殊キー、スペアキーの作成いたします　橋本機工金物㈱　☎029（282）1010 7



あなたの悩みをお聞きします

申込み・問い合わせ／村社協（代表）　☎（282）2804

総合相談
日　時：月～金曜日　
　　　　午前８時半～午後５時15分
相談員：社協職員
　　　　社会福祉士等
　　　　弁護士・行政書士
会　場：「絆」相談室

　生活上の心配ごとや困りご
とについて相談に応じます。
電話・匿名での相談も可能で
す。弁護士などによる専門相
談も行っています。

LINE相談
日　時：（相談受付）随時

（返信）月～金曜日
午前８時半～
午後５時15分

相談員：社協職員、社会福祉士等

　直接話しづらい方や家族に
相談内容を聞かれたくない
方 は、LINEで の
相談に応じます。
QRコードからご
登録ください。

就労体験相談会
日　時：第４木曜日
　　　　午後１時半～３時半
相談員：下記NPO法人職員
会　場：「絆」相談室

　ひきこもりがちな方の就労
や社会参加に向けた相談に応
じます。事前予約が必要です。

※新型コロナウイルス感染予防のため、やむを得ず中止・延期とする場合があります。

予約申込み
茨城NPOセンター・コモンズ

☎（291）8990

問い合わせ／企画総務係 ☎(282)4300

毎回ご好評いただいている「介護予防健康体操教室」「水中体操教室」につきまして、新型コロ
ナウイルス感染症が拡大している状況を鑑み、公衆衛生上の観点から、４月の開催を見合わせるこ
ととなりました。再開を心待ちにしてくださっている皆さまには誠に申し訳ございませんが、何卒
ご理解の程よろしくお願いします。

なお、今後の募集につきましては決まり次第、村社協ホームページや広報誌等でご案内します。

令和３年度 「介護予防健康体操教室」「水中体操教室」
開催見合わせのお知らせ

　広報とうかい 1 月 10 日号で、「1 月 12 日から高齢者センターの施設利用を一部再開します」と
の記事を掲載しましたが、新型コロナウイルス感染拡大のため、高齢者センターの休館を延長するこ
ととなりました。
　「絆」内施設の開館・休館情報につきましては、村社協ホームページまたは下記までお問い合わせ
ください。再開につきましては、ホームページ等でお知らせしますので、ご確認ください。
開館に向けて、皆さまに安心してご利用いただけるよう準備を進めていますので、ご理解・ご協力を
お願いいたします。

高齢者センター 休館延長高齢者センター 休館延長

問い合わせ／企画総務係　☎（282）4300

　村社協では、トレーナーによる“自宅
でできる かんたん体操”動画を配信して
います。毎月 25 日に追加しますので、運
動不足解消の手段の一つとして、ぜひご
覧ください（令和 3 年 3 月まで／全 8 回）。

なお、視聴の際はデータ通信を行うため、
携帯会社等にて通信料が発生します。通信環
境をご確認のうえ、ご視聴ください。スマー
トフォン等で視聴される場合は、Wi-Fi 環境で
の視聴をお勧めします。

「絆」人気トレーナーによる
“自宅でできる かんたん体操”

動画
配信中

QR コードから動画を視聴できます

［発行］社会福祉法人 東海村社会福祉協議会  〒319-1112　東海村村松2005　Tel. 029（282）2804　Fax. 029（283）4535
〈ホームページ〉 http://www.t-shakyo.or.jp　E-mail:tokai@t-shakyo.or.jp

～じぶんの町を良くするしくみ～ 社協だよりとうかいは、共同募金の助成金により発行しています

（法人会員広告） お肌のことを相談できるお店・化粧品とハーブと雑貨　鈴木ハーブ研究所　☎029（212）52258


