
　野洲市まちづくり基本条例は、まちづくりの基本と

なる条例であり、「最高規範」と規定されていますが、

このたび、いくつかの課題が確認されたことから課題

解決のため、改正（案）を作成しました。

　この改正（案）に関して、広く周知し皆さんの意見

を募集します。

閲覧期間…１月14日㈫まで

　　　　　※各閲覧施設の執務時間内に限る

閲覧場所… 協働推進課ほか　（下記参照）　

　　　　　※市ホームページでも閲覧可

意見の提出 ・問い合わせ…閲覧期間内に住所、氏名、

電話番号、意見（様式自由）を記入の上、

郵送、ファクス、Ｅメールまたは持参のい

ずれかで協働推進課（〒520－2395野洲市

小篠原2100番地１）☎587－6043、FAX587

－4033、Ｅメールkyodosuishin＠city.yasu.

lg.jp

　市では、第二期野洲市子ども・子育て支援事業計画

（案）を策定しました。この計画は、平成27年３月に策

定した計画の次期計画であり、教育・保育のニーズ調

査、現状と課題の把握等を行い、必要な事業量の推計、

目標量の設定等を定めています。

　この次期計画（案）に関して、広く周知し皆さんの

意見を募集します。

閲覧期間…１月14日㈫まで

　　　　　※各閲覧施設の執務時間内に限る

閲覧場所… こども課ほか（下記参照）　

　　　　　※市ホームページでも閲覧可

意見の提出 ・問い合わせ…閲覧期間内に住所、氏名、

電話番号、意見（様式自由）を記入の上、

郵送、ファクス、Ｅメールまたは持参のい

ずれかでこども課（〒520－2395野洲市小篠

原2100番地1）☎587－6052、FAX586－2176、

Ｅメールkodomo＠city.yasu.lg.jp

★ 閲覧場所は、担当課以外に市役所本館情報公開コーナー、市民サービスセンター、野洲図書館、
各コミュニティセンター、人権センター、市民交流センターでも可能です。

★ 上記意見募集において提出されたご意見は参考とさせていただきますが、個別回答は行いません
のでご了承ください。後日、市ホームページ等でご意見に対する回答を掲載します。

野洲市まちづくり基本条例の

改正（案）に対する意見募集

第二期野洲市子ども・子育て支援

事業計画（案）に対する意見募集

野洲市スポーツ推進委員を公募します

　市民のスポーツの推進に関し、スポーツの実技指導や活動支援、スポーツ団体等の育成支援を図るための指導・

助言ができる委員を募集します。

任　　期…令和２年４月1日～令和４年３月31日　　募集人数… ３人程度

応募資格… 満18歳以上の市内在住・在勤者　※市の附属機関等の公募委員は除く

応募・問い 合わせ…１月14日㈫～２月３日㈪までに応募用紙に住所、氏名、年齢、電話番号、勤務先（市内在勤

者）、スポーツ指導や活動等への取り組み経験を記入の上、「人生100年時代における野洲市の生涯スポー

ツの推進のためにスポーツ推進委員として取り組みたいこと」（800字程度／様式自由）を添えて郵送、

ファクス、Ｅメールまたは持参のいずれかで生涯学習スポーツ課（〒520－2395野洲市小篠原2100番地

1）☎587－6053、FAX587－3835、Ｅメールsyougai@city.yasu.lg.jp

※応募用紙は、生涯学習スポーツ課、市内公共施設に設置しています。市ホームページからダウンロード可

※選考は、レポート等を総合的に審査して行います。選考結果は、応募者全員に通知します。

閲覧期間…１月20日㈪まで

　　　　　※各閲覧施設の執務時間内に限る

閲覧場所… 環境課ほか（下記参照）

　　　　　※市ホームページでも閲覧可

意見の提出 ・問い合わせ…閲覧期間内に住所、氏名、

電話番号、意見（様式自由）を記入の上、

郵送、ファクス、Ｅメールまたは持参の

いずれかで環境課（〒520－2395野洲市小

篠原2100番地１）☎587－6003、FAX587－

3834、Ｅメールkankyou＠city.yasu.lg.jp

　市では、地震や風水害等による大規模災害発生時に災害廃棄物を適正かつ円滑に処理するため、野洲市災害廃

棄物処理計画（案）を策定しました。この計画（案）に関して、広く周知し皆さんの意見を募集します。

野洲市災害廃棄物処理計画（案）に対する意見募集

暮らしの情報
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　　　　令和２年度 会計年度任用職員募集 ！ 

任用期間…令和２年４月１日～令和３年３月31日（再度の任用の可能性あり　最大４回）

通勤手当…月額職員／正規職員に準ずる

　　　　　時給職員／日額150円（片道２km以上～10km未満）、日額250円（片道10km以上～20km未満）、

　　　　　　　　　　日額350円（片道20km以上）

そ の 他…週30時間以上勤務のある場合、期末手当の支給あり

共　通

★☆★ 市立野洲病院 ★☆★

■応募締切日…１月23日㈭　　選考日…１月27日㈪～29日㈬のいずれか

職種・勤務場所 募集人数 資格・免許等 勤務時間 給料・報酬

①看護師　外来・病棟等 ８人程度 看護師免許
㈪～㈮

8：45～17：00または8：30～17：00

月額職員215,000円を

基本とし、勤務日数・

時間に応じて決定

※②④は5,000円加算

※経験年数により、

　一定額加算あり

※期末手当最大0.6月

　分支給

②看護師　外来・病棟等 12人程度 看護師免許
㈪～㈰

8：45～17：00または8：30～17：00

③看護師　病棟 ３人程度 看護師免許 ㈪～㈮　8：30～12：15

④看護師　透析室 ２人程度 看護師免許

㈪～㈯

8：30～16：00または8：30～17：00

〔祝日出勤、夜勤（14：30～23：00）が

できる人優遇〕

⑤看護師　訪問看護 ２人程度 看護師免許
㈪～㈮

8：30～16：00または8：30～17 :00

⑥看護師　手術室 １人程度 看護師免許
㈪～㈮

8：45～17：15

⑦看護師　外来 ５人程度 看護師免許
㈪～㈮

〔週20時間以上30時間未満で応相談〕

※①～⑤の勤務日数は週４日以上で応相談

選考方法…月額職員・時給職員／面接（事務職のみ　面接、作文）

持 ち 物… 写真付き履歴書、免許証明書の写し、筆記用具

申し込み ・問い合わせ…市立野洲病院総務課☎587－5528、FAX587－5004　※電話申し込み可

■応募締切日…１月23日㈭　　選考日…１月27日㈪～29日㈬のいずれか

職種・勤務場所 募集人数 資格・免許等 勤務時間 給料・報酬

①看護助手　外来・病棟等 ８人程度 不問
㈪～㈮

8：45～17：00または8：30～17：00

月額職員142,500円を

基本とし、勤務日数・

時間に応じて決定

※②③は5,000円加算

②看護助手　外来・病棟等 ８人程度 不問
㈪～㈰

8：45～17：00または8：30～17：00

③看護助手　透析室 １人程度 不問
㈪～㈯

8：30～16：00または8：30～17：00

④看護助手　外来 １人程度 不問
㈪～㈮

〔週20時間以上30時間未満で応相談〕

※①～③の勤務日数は週４日以上で応相談

※病棟勤務の場合、早出遅出勤務（6：45～15：15、11：30～20：00）があります。
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■応募締切日…１月20日㈪　　選考日…１月22日㈬

職種・勤務場所 募集人数 資格・免許等 勤務時間 給料・報酬

①薬剤師　薬剤課 ２人 薬剤師免許
㈪～㈮　8：30～17：00

〔内週４日〕
月額240,000円　

②臨床検査技師　検査課 １人 臨床検査技師免許 ㈪～㈮　8:30～16：00 月額180,000円　

③臨床検査技師　検査課 ２人 臨床検査技師免許
㈪～㈮　8：30～12：30

〔内週４日〕
時給1,333円　

④視能訓練士　検査課 ２人 視能訓練士免許
㈪～㈮　8：45～12：30

〔月10日程度〕
時給1,520円　

■応募締切日…①～⑤１月30日㈭、⑥⑦１月21日㈫　　選考日…①～⑤２月１日㈯、⑥⑦１月23日㈭

職種・勤務場所 募集人数 資格・免許等 勤務時間 給料・報酬

①事務職　配属先未定 ２人程度 不問 ㈪～㈮　9：00～16：00 月額114,000円　

②事務職　配属先未定 ３人程度 不問 ㈪～㈮　8：30～13：00 時給950円　

③事務職　総務課（看護部出向） １人 不問
㈪～㈮　8：30～17：00
〔内週３日〕

時給950円　

④事務職　画像診断課 ２人 不問
㈪～㈮　8：30～13：00
〔月10日程度〕

時給950円　

⑤事務職　薬剤課 ２人 不問
㈪～㈮　9：00～17：00

〔月10日程度〕
時給950円　

⑥洗濯業務員　企画管理課 ２人 不問
㈪～㈰　8：30～17：00

〔内週３日〕
時給933円　

⑦洗濯業務員　企画管理課 １人 不問 ㈪～㈮　9：00～16：00 月額108,000円　

★☆★ 保育園（所）幼稚園・こども園 ★☆★

●月額職員

■応募締切日…１月23日㈭　※正午まで　　選考日…１月25日㈯

職種・勤務場所 募集人数 資格・免許等
給　料

（変更の可能性あり）

①保育士・幼稚園教諭　

　幼稚園・保育園・こども園
30人程度 保育士資格または幼稚園教諭免許 月額226,500円　

②特別支援加配　

　保育園・こども園
20人程度

保育士資格 月額177,000円　

③未満児クラス担任　

　保育園・こども園
保育士資格 月額185,500円　

④フリー保育士または低年齢児加配

　保育園・こども園
16人程度 保育士資格、幼稚園教諭免許のいずれか 月額161,600円　

⑤調理師

　野洲第三保育園
１人 調理師免許 月額147,200円　

⑥看護師

　こども園・保育園
１人 看護師、准看護師 月額226,500円　

⑦用務員　

　幼稚園、保育園、こども園
２人 自動車運転免許証 月額146,100円　

⑧用務員　

　中主幼稚園
１人

自動車運転免許証・危険物取扱者免許乙類第４類

※法定講習を受け、免許が有効な人、または同講

　習の受講意思がある人

月額146,100円　

選考方法…月額職員・時給職員／面接、作文

持 ち 物… 写真付き履歴書、資格・免許証明書の写しまたは取得見込み証明書、筆記用具

　　　　　※幼稚園免許更新者は、免許更新確認書が必要です。

　　　　　※資格・免許の氏名が変更している場合は、戸籍抄本を添付してください。

　　　　　　（令和元年度に雇用され既に提出した人は除く）

申し込み ・問い合わせ…こども課☎587－6052、FAX586－2176　※電話申し込み可

暮らしの情報
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●時給職員

■応募締切日…①～⑦１月23日㈭、⑧～⑰２月４日㈫　※いずれも正午まで

　選　考　日…①～⑦１月25日㈯、⑧～⑰２月６日㈭

職種・勤務場所 募集人数 資格・免許等 勤務時間
報　酬

（変更の可能性あり）

①事務休憩代替　

　保育園・こども園
16人程度

保育士資格、幼稚園

教諭免許のいずれか

㈪～㈮　11：00～17：00

〔内４時間程度〕
時給1,008円　

②調理師

　保育園・こども園
11人 調理師免許

㈪～㈮　8：30～16：15
〔内４～７時間〕

時給957円　

③時差出勤代替

　保育園・こども園
25人程度

保育士資格、幼稚園

教諭免許のいずれか

㈪～㈮　8：30～12：30

〔内１～４時間〕
時給1,008円　

④ 早朝・延長・土曜日

　保育担当、補助

　保育園・こども園

70人程度
保育士資格

※補助は資格無し可

㈪～㈮　7：30～8：30、16：00～19：00

〔内１～３時間〕

㈯　7：30～19：00

〔内４～7.75時間〕

※いずれも応相談

時給

942円～1,158円　

⑤ 特別支援加配

　（預かり保育補助有）

　幼稚園

12人程度
幼稚園教諭免許、

保育士資格のいずれか
㈪～㈮　8：30～16：15 時給1,107円　

⑥特別支援加配

　幼稚園
20人程度

幼稚園教諭免許、

保育士資格のいずれか

㈪～㈮　8：30～15：00
〔9：00～４時間、５時間

応相談、長期休業中勤務なし〕

時給1,107円　

⑦特別支援フリー教諭

　幼稚園
５人程度

幼稚園教諭免許、

保育士資格のいずれか

㈪～㈮　8：30～15：00

〔内４～６時間、

長期休業中勤務なし〕

時給1,008円　

⑧給食配膳員

　保育園・こども園
５人 不問 ㈪～㈮　11：00～13：30 時給942円　

⑨事務員

　保育園・こども園
５人

ワード・エクセルの

操作ができる人

㈪～㈮　8：30～17：15

〔内４時間〕
時給942円　

⑩用務員

　ゆきはたこども園
1人 不問 ㈪～㈮　9：00～13：30 時給942円　

⑪外国語支援

　保育園・こども園
２人

ベトナム語が

通訳できる人
㈪～㈮　8：30～16：15 時給942円　

⑫用務員

　中主幼稚園・北野幼稚園
２人 不問

㈪～㈮　9：00～13：30

〔長期休業中勤務なし〕
時給942円　

⑬給食配膳員

　野洲幼稚園
１人 不問

㈪～㈮　11：00～13：00

〔長期休業中勤務なし〕
時給942円　

⑭外国語支援

　北野幼稚園
１人

ポルトガル語が

通訳できる人

㈪～㈮　9：00～14：30

〔内週３日〕
時給942円　

⑮預かり保育担当

　幼稚園
15人程度

不問

※保育士資格または幼

稚園教諭免許がある

ことが望ましい

㈪～㈮　14：00～18：00
時給

942円～1,158円　

⑯特別支援フリー教諭

　 時差出退勤対応および

事務代替、事故対策

　幼稚園

10人程度
幼稚園教諭免許、

保育士資格のいずれか

㈪～㈮　9：00～13：00

または10：00～14：00

〔内３～４時間、長期休業中勤務なし〕

時給1,008円　

⑰事務員

　幼稚園
４人

ワード・エクセルの

操作ができる人

㈪～㈮　9：00～13：30

〔長期休業中勤務なし〕
時給942円　
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新しい民生委員・児童委員、主任児童委員が決まりました
民生委員・児童委員とは？

 　民生委員は、地域において援助を必要とする生活困窮者、高齢者、母子・父子家庭、心身に障がいのある

人などの相談・援助を行います。

　すべての民生委員は、児童委員を兼ね、地域の子どもや子育てに関する相談窓口となります。

主任児童委員とは？

　児童福祉に関する活動を専門的に担当する民生委員・児童委員です。各学区ごとに配置され、地域の関係

機関・団体や地域住民と連携し、子どもと子育て家庭を支援する取り組みを推進するなど、児童委員と連携

して個別支援を行います。

問い合わせ…社会福祉課☎587－6024、FAX586－2177

担当地域 氏名

【野洲学区】

野洲西町第１、野洲中町 川端　芳美

野洲西町第２、野洲東町 川那辺鈴代

四ツ家
山本きぬ江

政本　幸三

万葉台 岸　　　衞

行合 藤原　幸子

古里 塚本　次郎

中畑
矢野　葊子

野口　憲三

小篠原東部
澤田美智子

馬渕　明美

小篠原西部

川口　靖子

速水とし子

辻井　幹子

桜生 森　　正治

和田 原田千恵美

レオ、駅前東、
エスリード野洲第二

洞　美代子

グラン・ブルー、レックス 古川　美隆

駅前第１ 東郷　真美

駅前第２ 吉田　政江

青葉台 北川　勝弘

大畑 東出　俊雄

主任児童委員
太田　匡弘

脇阪千津子

【北野学区】

市三宅第１、第２

青木　治郎

葉影萬里子

深田　涼子

駅前北 覀川　　純
口分田眞紀子

五反田 藤枝　裕子

稲辻 三浦　治人

みすいでん 中村　　寛

冨波南 小川　美知

久野部
林　　幹子

川嶋　正隆

久野部東 北川　洋子

竹生 竹内と　子

冨波湖州平 早馬喜久子

担当地域 氏名

第二湖洲平、
デイタウン野洲 覀原　和明
富士美台 野尻　　勉

野洲平 小川　弥生

五之里 川﨑　敏和

主任児童委員
八木三喜子

橘　　　円

【三上学区】

山出、東林寺、ヒラカワ
ガイダム

今堀眞治郎

前田、小中小路、大中小路 板倉　智代

七間場
菊地　早苗

黄瀬美名子

妙光寺 兼岩　龍善

北桜、びわこ学園 関　　次男

南櫻、悠紀の里 萩原　誠次

近江富士第一区 武村　治彦

近江富士第二区 金子紀久子

近江富士第四区 寺本　正文

近江富士第五区 前田　龍男

近江富士第六区、
近江富士第七区

玉井　重憲

髙務　文子

主任児童委員 山﨑　玲子

【祇王学区】

上町
細井　　忠

森　　幸子

下町 白井　五朗

上屋 坂口　俊行

江部、ぎおうの里
山本眞由美

浅井　　恵

中北 清水　唯志

北 松並　典子

冨波野 太田　佳子

辻町 三宅　正子

見星寺オレンジタウン 寺本　敏未

新上屋 木津日出男

野洲の里 中山　典子

冨波甲、ダイハツ寮
仲江　惠子

⻆　　典子

冨波松陽台 早田　宗弘

冨波乙 森　千代子

主任児童委員 石川　恵美

担当地域 氏名

【篠原学区】

大篠原成橋・街道 山田　修二

大篠原東町・西町 片岡眞由美

小堤 髙谷みち江

入町 入江　幸一

長島 馬渕　憲次

高木 森井　博美

小南
島村喜代子

岡野　　勉

主任児童委員 樽茶　絹子

【中主学区】

比江
市河原啓正

田中　清道

小比江 小川　定子

北比江 橋本美智子

乙窪 南　　　一

吉地
向井　宏子

宮本　昭子

西河原
杉田小夜子

藤下知津子

比留田
上野　正美

白井　和美

木部 田中　　寬

虫生 田中ひとみ

八夫 北脇　　薫

野田
三浦　利明

木村　幸子

五条 西村　孝子

安治 林　　光代

須原 辻　　幹雄

下堤 濱谷　久吉

堤 久松　浩子

井口 松山有紀子

六条 森　ひとみ

吉川、あやめの里
吉川　秀子

吉川　健一

菖蒲 戸屋　徳夫

主任児童委員
浦谷ふみ子

森　由紀子

（敬称略）

暮らしの情報
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最優秀作品を作詞した 森田郁子さん（中央）

三上こども園 園歌（歌詞）最優秀作品決定 !!

　平成31年４月に開園しました三上こども園の園歌（歌詞）を募集したところ、20作品の応募がありました。野

洲市こども園園歌選考委員会において選考し、最優秀作品が決まりましたので紹介します。

　また、市内中学校長の高野真知子先生に作曲を依頼し、園児たちの明るく元気な園生活と、地域の自然が詠わ

れた素晴らしい園歌が完成しました。この園歌は、２月の同園生活発表会で、園児の合唱によって披露される予

定です。

問い合わせ… こども課☎587－6052、FAX586－2176

１．みかみやまから　ふいてくる　やさしいかぜに　つつまれて

　　きょうも　げんきに　あそぼうよ　えがおいっぱい　みかみこどもえん

２．きらきらひかる　やすがわの　ながれるおとを　ききながら

　　ともだちといっしょに　うたおうよ　てとてをつなぐ　みかみこどもえん

みかみこどもえんのうた

〔作詞者〕　森田郁子さん
（市内在住）

　このたび、本市におけるみどりの保全および緑化の推進について基本理念を定め、みどり豊かな都市の実現と

みどりの将来の世代への継承を図り、市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的に、「野洲市みどり

の基本条例」を制定しました。

　今後は、この条例に基づき都市緑地の保全および緑化の推進に関する事項を定めるため「（仮称）野洲市みどり

の基本計画」を検討する予定です。

　今後も都市緑化に対して皆さんのご協力をお願いします。

問い合わせ…都市計画課☎587－6324、FAX586－2176

「野洲市みどりの基本条例」を制定しました

野洲市みどりの基本条例

〈目　的〉

　本市におけるみどりの保全および緑化の推進について基本理念を定め、みどりの保全および緑化の推
進に関する事項を定めることにより、みどり豊かな都市の実現とみどりの将来の世代への継承を図り、
もって市民の健康で文化的な生活の確保に寄与する。

〈基本理念〉

　みどりの機能を生かし、地域の実情に即してまちづくりを進め、将来にわたって継承する。
　◦良好な景観を形成する機能
　◦多様な生物が命を育む場所となる生態系保全機能
　◦災害発生を抑制する防災機能
　◦地球温暖化等を緩和する環境保全機能
　◦自然との触れ合いの場としてのレクリエーション機能

〈各主体の役割〉

　（市）みどりの保全および緑化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し実施する。
　（市民）適切な維持管理により積極的なみどりの保全および緑化の推進に努める。
　（事業者）社会貢献活動により積極的なみどりの保全および緑化の推進に努める。

令和２年度 （仮称）野洲市みどりの基本計画の検討
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問い合わせ…生涯学習スポーツ課☎587－6053、FAX587－3835

市税や各種料金をキャッシュレスで納付できます!!
令和２年

１月６日から

　スマートフォンのバーコードスキャン機能を用いて銀行口座またはアプリ内のチャージ残高から引き落とし納

付ができます。いずれも、納付書に印字された納期限内の支払いに限ります。

利用できる市税等… ①市税　②後期高齢者医療保険料　③介護保険料　④保育所保育料　

　　　　　　　　　⑤市営住宅使用料　⑥上下水道料金　⑦墓地管理料

　　　　　　　　　⑧その他バーコード表記の納付書が発行されるもの

※キャッシュレスによる納付は領収書が発行されませんのでご注意ください。

利用できるアプリ… 操作方法等は、各アプリのホームページをご覧ください。

　　　　　　　　　①Pay B…リアルタイムで金融機関の口座から振替納付ができます。

　　　　　　　　　　　　　　※対応金融機関は、滋賀銀行、ゆうちょ銀行、みずほ銀行等です。

　　　　　　　　　②LINE Pay…「LINEウォレット」にチャージした残高から振替納付ができます。

　　　　　　　　　③楽天銀行…楽天銀行の口座から振替納付ができます。

※一度に支払える金額の上限は30万円です。（LINEPayのみ上下水道料金は５万円未満となります。）

問い合わせ…納税推進課☎587－6013、FAX587－2439

東京2020オリンピック
聖火リレーが本市へ！

　東京2020オリンピック聖火リレーは、「Hope

LightsOurWay／希望の道を、つなごう。」のコ

ンセプトのもと福島県を出発した聖火は各地を

リレーして本市に到着します。聖火は、ランナー

の手により市内をリレーし、開催地の東京へと

つなぎます。

　市では、この聖火リレーを契機に、オリンピッ

クの成功と国際交流、スポーツに親しむきっか

けになればと考えています。

　ぜひ聖火リレーの応援にお越しください。

日　時… ５月28日㈭　正午～午後０時30分

　　　　※時間は前後または変更する場合があり

　　　　　ます。

場　所… ▽スタート

　　　　　　コミュニティセンターきたの前

　　　　　　～　

　　　　▽ゴ ー ル

　　　　　　総合体育館前

※コースの詳細はお問い合わせください。

◆◇◆ お願い ◆◇◆

　東京2020オリンピック聖火リレーコース付近で

は、大規模な通行止めや交通規制を実施します。ご

不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。

　なお、詳細な交通規制情報等は追ってお知らせし

ます。

　令和６年に開催される第79回国民スポーツ大会では、卓球

（全種目）、バスケットボール（成年女子）が、第24回全国障

害者スポーツ大会では、卓球（サウンドテーブルテニス含む）

が本市で開催することがすでに内定されています。

　今回、新たに野洲市スポーツ推進審議会での審議を経て、

国民スポーツ大会の公開競技として武術太極拳を決定しまし

たので、滋賀県開催準備委員会へ内諾書を提出します。

　今後、同準備委員会総会での議決を経て内定と

して公表されます。

市で開催される競技が追加されます

【第79回 国民スポーツ大会】

競技種目 開催場所

正式競技
卓球（全種目）

総合体育館バスケットボール（成年女子）

公開競技 武術太極拳（※）

※今後内定される予定です。

【第24回 全国障害者スポーツ大会】

競技種目 開催場所

正式競技 卓球（サウンドテーブルテニス含む） 総合体育館

★公開競技とは、大会を契機として、競技を普及するとともに

スポーツを推進し、生涯スポーツ社会の実現につなげるため

に開催される競技です。綱引き、ゲートボール、武術太極

拳、パワーリフティング、グラウンド・ゴルフ、バウンド

テニス、エアロビックの７競技が選定されています。

暮らしの情報
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