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節分
２月１日︵金︶に所内で節
分イベントを行いました！
食事は恵方巻と鶏団子入りに
ゅう麺を美味しく頂きました︒
方角が分からずあちこち向き
ながらも︑願いを込めて恵方
巻にかぶりつき︑食事後は皆
で鬼カゴへ豆を入れるゲーム
をして︑景品をゲット♪
豆まきもしっかり行い︑楽し
い節分でした︒︵猪飼︶

豆が飛び交う節分行事
林 千佳子
作業所の節分は︑福が来る
ようにとの願いを懸けてお昼
に恵方巻きを食べました︒
そのあと豆撒きとお楽しみ
タイムでその豆の飛び交う様
は本当に鬼も退散する勢いで
す︒全員が豆を箱に入れるゲ
ームが終わると︑上手く商品
が手に入らなかった人の悲し
みでしょうか？そんなことが
ない様に鬼役は公平に工夫し
て︑毎年大変です︒
春を迎え魔滅︵まめつ︶す
ることで福と春を呼び込む日
本の昔ながらの良い行事のひ
とつと思います︒この立春が
過ぎると気温も一気に上昇春
らしくなってくる境界と︑と
ても好きな時期です︒もっと
も︑寒さがぶり返さないとは
言えませんが︒

お花見
４月１日︵月︶神代植物公
園にて毎年恒例のお花見が開
催されました︒
天気も良くとても気持ちの
良い日で︑ピンク色の桜と澄
んだ青空のコラボレーション
がとても綺麗でした︒
昼食は﹁鈴や﹂さんでお蕎
麦を食べました︒セットでつ
いていた味噌田楽︑蕎麦豆腐
もとても美味しかったです︒
桜も笑顔も満開のお花見でし
た︒︵白田︶

深大寺お花見
林 千佳子
今年のお花見は︑私が風邪
を少し患っていために花の開
花状況より︑天気と気温ばか
りが気になってしまいました︒
東京の桜は一週間前に開花
して︑植物園は満開でした︒
そして︑いつもなら桜以上に
他のはなもも︑みずき︑れん
ぎょう︑まんさくなどが目に
つくのですが︑今回は主役の
桜が一番綺麗で目に付きまし
た︒帰り際には︑霧雨が降り
出し少し寒くなり︑風も出て
来て︑さくらの花吹雪も見ら
れとても綺麗でした︒
そんな中︑深大寺名物の冷
たい蕎麦に舌鼓を打ち︑サク
ラソフトも時間がない中味わ
うことが出来︑自分の目で見
てお土産に土鈴の干支のいの

今年は︑その後すぐ春一番
が吹くかも？という陽気の予
報になっています︒

ひな祭り
３月１日︵金︶にひなまつ
りを行いました︒今年はお内
裏様のコスプレはなく︑また
直前にお弁当メニューの変更
があったものの大変美味しく
頂き︑最終的には楽しいダー
ツ大会 となりました︒︵森︶

ひな祭り
高橋 光太
豪華な美味しいお昼ご飯を
頂いたあと︑皆さんとでダー
ツをやって楽しく過ごしまし
た︒私は一度目の挑戦では満
足に当てられませんでした
が︑二度目の挑戦の時に上手
にダーツを当てた人のやり方
をまねて︑景品を手に入れる
事ができました︒コツの要る
ゲームは難しいですが︑達成
感があって楽しいです︒
ひな祭りに参加して
林 千佳子
楽しいひな祭りがありまし
た︒美味しい和食のお弁当を
食べその後は楽しい︑ダーツ
による景品への挑戦で景品の
良し悪しに関連するゲームは
いつものことです︒
皆︑楽しそうに誰に何が渡

ししを選び大小二個︑蕎麦か
りんと︑いちご飴など買い物
も十分に楽しめた満足いくお
花見でした︒
お花見にいって 青木 里衣
花粉症の私は大きいティシ
ュをバックにいれ鼻をかみか
み歩きました︒母と二人で歩
きました︒
桜はほぼ満開できれいでし
た︒あちこちで写真を撮りま
した︒︵スマホ︶
短距離だったのに長距離に
なってしまいました︒植物公
園をでてから雲ゆきがあやし
く︑鈴やでそばを食べおわっ
た後には雨もポツポツ︑おみ
やげを早く買っといて大正解
でした︒
平成最後のお花見
池田 邦夫
神代植物のお花見は色々な
事があり︑思いでのお花見に
なりました︒平成最後の月で
あり︑エイプリルフールでも
ありました︒
当日は午前中晴れてとても
お花見日和でした︒私はつつ
じヶ丘駅発深大寺行きのバス
で行きました︒集合場所に付
くと初めて見る人も多くいま
した︒入ってすぐ皆で集合写
真を撮りその後は車椅子で短
いコースでお蕎麦さんに向か
いました︒
でもちょっとしたハプニン

るかを一喜一憂して興味津々
と和やかです︒美味しかった
お弁当の力もあって︑私は靴
の紐を結び直す気持ちで︑足
元を整え︑椅子から立ち上が
り三本のダーツの矢に挑戦し
ました︒いつもは︑全く駄目
なの に ︑ 気 合 い を 入 れ た 為
か︑春になったお陰か今回の
私の三本の矢はダーツの的の
当たりくっつきました︒
その人それぞれの障害によ
って︑ハンディキャップもあ
りますが︑そこは作業所の理
念通り﹃障害が違っても皆同
じ﹄です︒駄目だった人には
二回目という救済が回って来
ます︒そして以前よりうまく
いくように手加減して下さる
職員の方の心遣いがあるのも
何時ものことです︒
楽しかったと終わりその後
各々の定位置に戻ります︒
ひな祭り
卯月 小百合
お弁当がチラシ寿司ではな
かったですが︑美味しかった︒
ダーツで貰ったメモが嬉しか
った︒楽しかった︒
ひな祭り
竹下 博幸
お昼から始まり︑皆さんで
用意してくれたお弁当を食べ
て軽いゲームをしました︒お
弁当も美味しく楽しい時間で
した︒良かったです︒

グで︑公園の裏門の入口で車
椅子を返却して︑そこから長
い急坂を︑職員の藤岡さん森
さんに両脇をかかえてもらい
ながら無事に下に降りること
が出来ました︒これもいい思
い出になりました︒
鈴やさんで美味しいお蕎麦
を頂きながらボランティアの
加藤さんに新しい年号を聞い
たら﹁令和﹂と決まりその後
自由解散になり︑バスで帰り
ました︒
バスに乗るとすぐに窓ガラ
スに雨跡ができましたが大雨
にならずよかったです︒私の
身体も限界に近く︑遠出も難
かしくなりました︒
お花見
垣内 弘
色々な花を見ていて︑最初
にカメラマンの大澤さんに撮
ってもらいました︒あとは桜
を見てました︒薔薇は５月が
見頃です︒そば屋さんでは︑
そばがたいへん美味しかった
です︒タクシーで帰る途中に
雨がふりましたが︑お花見と
そば屋はうまかった︒
お花見
竹下 博幸
恒例の神代植物公園にいき
ました︒時間通りにバス停に
行き︑決められた時間散策を
しました︒お昼にみなさんと
深大寺でおそばを食べました︒
いい時間帯に散策出来て良か
ったと思います︒

防災訓練
３月 日︵月︶の午後に防
災訓練を実施しました︒施設
に備えている担架や避難梯子
を使って実際に体験を行い︑
怪我人を運ぶ時の重さや運ば
れる側の視点などを学びまし
た︒︵橋本︶

お花見
月岡 昭彦
その日は約束の時間より早
く着いてしまい︑近くでタバ
コを吸って時間をつぶしまし
た︒時間が経つのが遅く感じ
ました︒
速いバスに乗ろうとしたら
小林さんと一緒でした︒神代
植物公園前で降りたら公園が
見当たらないので︑探したら
あってよかったです︒
集合写真を撮ってから２グ
ループに分かれて︑僕は散策
コースに入りました︒
その後︑鈴やまでの下りの
坂が厳しかったので︑横にサ

花見
土岐 朋子
この日は良いお天気で暖か
かったです︒神代植物公園前
で皆元気に集合しました︒
長いコースと短いコースに
分かれて︑蕎麦屋さんまでの
道のりを深大寺の自然を感じ
ながら自由に散策しました︒
珍しい色の桜やしだれ桜が
咲いていて︑とてもきれいで
した︒楽しむ事ができてよか
ったです︒
そばはおいしかった︒ごち
そうさまでした︒
初めての参加者はとても嬉
しそうで素晴らしい表情を見
ることができました︒
空模様がだんだん怪しくな
り︑寒くなったので驚きまし
た︒皆︑御苦労さまでした︒
ありがとうございました︒

防災訓練
卯月 小百合
﹁作業所にある避難グッズ
を︑実際に使ってみよう﹂と
いう訓練を行いました︒

防災訓練
高橋 光太
今年の防災訓練は︑有事の
際の避難はしごの場所と使い
方について大澤さんが実演し
て見せてくれるというもので
した︒
まず２階の通路にある１階
直通はしご︒かなり揺れるみ
たいで見ていると少しハラハ
ラしましたが︑大澤さんが実
演のために何度も昇降を繰り
返していることを考えると︑
耐久力は見た目以上に確かだ
ということが伝わって来ました︒
次に同じく２階の通路にあ
る縄ばしご︑こちらはロープ
だけあって頑丈そうではあり
ましたが︑下にある植え込み
が邪魔で少し危なそうに感じ
ました︒
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お花見の感想
鈴木 圭
去年は満開に桜が咲いてい
てびっくりしたけど︑今年は
全然咲いていなくて残念だっ
た︒また寒かったり体調があ
まり良くなかった︒帰るとき
に雨が降り出したので自転車
ではなくつつじヶ丘からバス
で来るべきだったと思う︒来
年は体調を整えて︑天気も晴
れで暖かい感じでお花見がし
たいなと思う︒
神代植物公園でのお花見に参
加して
高橋 庸介
当日はそこそこ天気も良く︑
お花見日和でした︒桜は七分
咲き程度の感じでした︒
まず︑植物公園を入った所
で︑みんなで写真撮影をしま
した︒そして︑桜の木を見な
がらスマホで撮影をしたり︑
温室にみんなで入ってきれい
な花々を観察しながら何の花
だろうと思いながら︑楽しく
観賞しました︒
毎年見慣れた公園内でも︑
こんな所に素敵な花が咲いて
いたんだみたいに新しい発見
もできました︒
公園を出て︑鈴やさんに向
かって急な坂道をみんなでゆ
っくり歩いて行き︑やっと到
着しました︒近くのお店で少
しお買い物をして︑鈴やさん
で冷たいお蕎麦をおいしくい
ただきました︒お蕎麦を食べ
ている途中に︑天気が怪しく

調布市の手話講習会入門ク
ラスを終了したばかり︒読み
取りは特に難しくまだまだ会
話に苦心していますが︑益々
頑張って学んでいきたいと思
います︒どうぞよろしくお願
いいたします︒

新会員紹介
初めまして木村泰志です

学生の時はボッチャをやっ
ていました︒ボッチャ甲子園
で日本一になりました︒
いろいろ分からないことも
あるのでよろしくお願いしま
す︒

ご招待
調布市民歌舞伎の感想文
池田 邦夫
３月 日︵日︶に調布市民
歌舞伎を観に行きました︒
今回で 回目の公演と聞
き︑すごいことだと思いま
す︒まだまだ頑張ってもらい
たいと思います
今回は３部作で︑一幕めは
﹁鶴 亀﹂の長唄の踊りを３
人で舞い︑二人が頭に金色の
鶴と亀の飾りを付けて踊りを
していました︒
二幕めは﹁加賀見山旧錦
絵﹂﹁営中試合 竹刀打﹂の
場を︑上演し舞台背景も綺麗
で登場人物を多く︑笑い場面
もありとても楽しかったで
す︒
三幕めは﹁白波五人男﹂で
した︒これは私も大好きな演
目で２回目となります︒これ
は︑新人の登竜門と聞きまし
た︒
また今回気が付いたのが︑
登場人物が番傘を持つ字を見
る傘には﹁志ら波﹂と書いて
ありました︒来年も招待状が
来たらまた行きたいと思います︒

智恵子です
頑張っています！

私は 月から︑くも膜下障
害で入院しています︒高次機
能障害でいつ発作が起きるか
心配です︒今は一日一日をゆ
っくり楽しく生活できる様に
頑張っています︒
病気が起きてからは︑皆さ
んの支えがなければ生きてい
くのがすごーくつらいです︒
主人が私の為にすごーく頑張
っています︒本当に感謝して
います︒早く元気になって恩
返ししたいと思います︒
子供達の為にも孫の為に
も︑早く元気になって元の生
活が取り戻せる様に頑張りた
いと思ってます︒これからは
笑顔で一生懸命生きていきた
いと思いますので見守って下
さいね︒
宜しくお願い致します︒

酒井
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なってきたので︑散策もそこ
そこにバスに乗って帰路に着
きました︒
とても充実したお花見の一
日になりました︒

です

３度目のお花見
原嶋 隆成
今回は︑学生時代の後輩で
もあり今年度からめじろの仲
間になった木村君と一緒に行
動しました︒学生時代の話や
サッカーの話に花が咲きまし
た︒温室の道中にあったソメ
イヨシノが綺麗でした︒
鈴やさんでの昼食では昨年
の感想文の通りうどんを食べ
ました︒ふりかけをかけて食
べたらとても美味しかったで
︒
そして食べ終わったあと︑
午前中は青空だった空模様に
異変が
めじろの人達と別れて帰り
のバスに乗ろうとしたその時
突然雨が降り出しました︒せ
っかく雨にぬれずにお花見が
終われるかなーと思ったのに
ちょっと残念でした︒
来年は家に帰るまでに雨が
降らないことを祈りたいと思
います︒
﹁家に帰るまでが遠足﹂っ
て学生時代に先生に言われた
のと同じように﹁家に帰るま
でがお花見﹂だということを
知った一日でした︒

俊也

１年ほど前に脳出血で倒
れ︑右半身に麻痺が残りました︒
歩行もそうですが︑右利き
だったため字を書くこと︑パ
ソコンの操作も左手ではまだ
まだ慣れません︒
分からない事ばかりで迷惑
をおかけするかもしれません
が︑よろしくお願いします︒

原田

‼

ポートがいればいいと思った
ら︑﹁さえずり﹂の職員が僕
の横についてくれて︑安心し
て降りられました︒
﹁鈴や﹂のそば定食を美味し
くいただきました︒
お花見の感想文 高野 英昭
恒例になっている春のお花
見を神代植物公園にめじろ作
業の皆で行きました︒
天候にも恵まれ春の晴れの
暖かい日和で︑ 時 分に正
門前に集合して︑それから公
園内に入り︑全体の記念写真
を撮りました︒
それから長距離︑短距離コ
ースに分かれて︑私は長距離
コースを選んでいたので︑最
初は大温室へ入り︑熱帯の珍
しい樹木草がたくさんある中
を散策して回った︒そして外
に出てから︑バラ園の噴水の
ある道を通って︑とても心地
良かった︒
そのあとは薔薇売店︵パー
クス︶の休憩所で桜シルクソ
フトクリームを食べた︒だい
ぶ歩いたので大変甘くて美味
しかった︒
深大寺門を出て︑坂道を下
ると蕎麦処︵鈴や︶に着き︑
そこでお昼に食べた深大寺そ
ばが一年振りで大変美味しか
ったので︑お花見のお土産に
深大寺そばを持ち帰りました︒
日ごろ行く機会がないのでい
い春のお花見の一日だった︒

新職員紹介

以前よりフラダンスレッス
ンアシスタントとして母と共
にお世話になっております
が︑この度偶然にもこちらの
募集を目にして直ぐに応募さ
せていただき︑３月よりご一
緒させていただくようになり
ました︒

宮岡と申します

２月より職員としてさえず
りに入りました︒
手話は 年以上前？！に教え
ていただいたことがあるので
すが︑︑一から出直し中！
みなさま︑よろしくご指導
くださいませ︒
ふだんはヨガやダンスをし
ています︒いつの日か︑みな
さまと一緒にヨガが出来ると
いいなあと思っております！
今後ともどうぞよろしくお
願いします︒

はじめまして
川波と申します
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１ケ月以内に︑遅くとも２ケ月以内には

月に転居した場合には︑年賀状で引越

出す︒

○
しの挨拶も兼ねるという方法もある︒

転居の挨拶状って？？？

吹き抜ける風がなんとも心地よく感じ

る今日このごろ︑いかがお過ごしでしょ

うか︒

平成最後の年度が始まり︑そして新し
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〇〇〇〇な季節になりました
皆さまにはお健やかにお過ごしのことと存じます
このたび転居しましたのでお知らせいたします
お近くにお越しの際はぜひお気軽にお立ち寄りください

どうぞ今後ともよろしくお願いいたします
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〇〇の候、皆さまにはご清祥のこととお慶び申し
上げます。
このたび転居しましたので、お知らせいたします。
お手数ながらお手持ちの住所録をご変更いただけ
れば幸いです。
どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。
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Open 10:30 Close 17:00（last order 16:45）

く﹁令和﹂となりました︒

今回は新天地で生活を初めた方に向け︑

転居届 …
郵便局がしてくれる転送サー
※
ビス︵１年間︑旧住所あての郵便物を新

転居の挨拶状についてご紹介したいと思

います︒

住所あてに無料で転送してくれる︶︒

こんなご注文がありました

引越しの挨拶状とは？

進学︑就職︑結婚などで引越しをした

時に︑親しい人やお世話になった人に︑

お手数ながらお手持ちの住所録をご変更いた
だければ幸いです

仕事に行く時・帰る時に時々ですが寄らせて頂いています。来るたびに気持ちが安らぎます。
時々しか寄ることが出来ませんが、「また来たいな」と思える場所です。癒しの場所って必要ですね♪

Tel 042（444）8818 http://cafe-gallery-saezuri.jimdo.com/
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このたび下記へ転居いたしました

〒000-0000 東京都調布市国領町0-0-0
TEL 000-000-0000

いつもご利用頂きありがとうございます！
当店がお客様に「また来たい」と思って頂ける場所となっていて大変うれしいです。
これからも、ぜひご利用下さいませ。スタッフ一同これからも多くのお客様により心地よい場所と
感じて頂けるよう努めていきます。
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転 居
ハガキ

☆雰囲気もよく落ち着きます

7

転居先の新しい住所や連絡先を知らせる

ご来店頂きありがとうございます！
当店のスタッフも皆さん障がいは違いますが、
自分の出来るお仕事を一生懸命頑張って働いてい
ます。自分に出来る事を見つけて頑張れるのは
素敵ですね！またのご来店をお待ちしております。

平成最後の年賀状のご注文は全百四十二件︑

ご来店頂きありがとうございました！ココアを気に
入って下さり嬉しいです。季節のメニューもご用意
しておりますので、ぜひまたご利用下さいませ。

ものです︒以下の内容を盛り込みます︒

初めて来ました。
とても美味しく、店内の雰囲気も良かったです。
スタッフの方にも障がいのある方がいらっしゃり、
私も障がいは異なりますが軽度の障がいを抱えて
いることもあり、親近感を感じました。
これからもお仕事頑張って欲しいです。

計一万二千五十一枚となりました︒

バスで布田で降り、プラプラとしていたところ可愛ら
しいテラスが目に留まったので入りました。
季節限定のホットココアを注文したら、
可愛いマシュマロがついていてほっこりしました！
美味しかったです。
穏やかで優しい雰囲気で素敵なお店ですね。

○転居したことをハッキリと伝える︒

☆さらに美味しく頂きました！

年々発行枚数が減っているようですが︑め

☆かわいいマシュマロでほっこり！

○新住所︑連絡先を知らせる︒

お客様からのメッセージ

じろ作業所ではほぼ例年通りのご注文がいた

エプロンの色も会員さんは茶色・職員さんは黒色を着用しています。
メニューの内容についてや、めじろについて・さえずりについてなどの
ご質問の際は黒エプロンの職員へお声がけ下さい♪

○今後もおつきあいをお願いしますとい

そして４月よりさえずりユニフォームがリニューアル！
可愛いキャスケット帽になりました♪

だけました︒

ゃん

ローち

う挨拶文︒

メー君

今回は見本の数や質をより向上させ︑たく

ジー君

引越しの挨拶状を出す時期

その他手作り品も多数販売中です！
布製品の可愛いバックやポーチ♪
最近ではフエルト小物も新商品として販売。
石粉粘土で作った箸置きやブローチなどもあります。
どれも１点もののオリジナル商品です。

さんのお客様に満足頂けるよう作成致しまし

めじろ作業所のオリジナル商品『ゆび文字メモ帳』をさえずりにて販売しております♪
ゆび文字メモ帳は１０月のろう者イベントにて来店ギフトとして製作し、
とても好評だったため商品化となりました。
ろう者の方々のみでなく、手話を勉強されている方、手話に興味がある方、
福祉関係者の方など多くの方がご購入して下さる人気商品です。
メモとしてはもちろん、ゆび文字の勉強にも使えます！
お求めやすい値段なので、プチギフトにも最適ですよ♪
ぜひご来店の際に実際にご覧くださいませ。

○荷物の片づけなども含め︑公私共に忙

さえずり通信

さえずりでのできごとを中心に
新商品のお知らせなどを発信して
いきます

た︒また︑来年もご注文お待ちしております︒

編集担当：猪飼ともみ

しくなりますが︑できれば引越し後
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今 期 予 定
◎健康診断︵会員・職員︶
５月〜

正会員
賛助会員
ご寄付
賛助会員 継続・団体
リフレッシュ工房
芝村礼子税理士事務所
東京工販株式会社

正会員︵社員︶
には総会議決
※
権があります︒賛助会員には
さえずりサービス券が付きま
す︒

敬称略

・年会費
三〇〇〇円︵個人︶
五〇〇〇円︵法人︶

◎賛助会員
・入会金
三〇〇〇円︵個人︶
五〇〇〇円︵法人︶
・年会費
三〇〇〇円︵個人︶
五〇〇〇円︵法人︶

全体会議

︻

振 込 口 座

︼

◇郵便振替
００１６０７-３５
- ８９５８
加入者名
トクヒ︶羽ばたく会

◇銀行振込
みずほ銀行調布支店
普通 １３６９３７１
口座名
ＮＰＯ法人羽ばたく会

施設長のひとりごと

新年度が明けたと同時に

新元号の発表となり、私た

ちは深大寺でその知らせを

聞きました。今回の改元に

よってめじろ作業所では早

くも平成クッキーや令和ク

リアファイルなどのお仕事

が舞い込んでおります。平

成から令和へ、幸先のよい

さて、今号では節分、雛

スタートが切れそうです。

祭りなど、季節を感じる行

事を楽しみました。どちら

もアトラクションがあり、

会員・職員共に有意義な時

間を過ごしました。防災訓

練では今まで気付かなかっ

た問題点を発見しました。

お花見では、やはりおそば

が美味しかったです。花よ

り団子！鈴やさんいつもあ

りがとうございます、ご馳

日頃発行予定
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表紙の題字 三浦 洋子
０４２︵４４３︶１６３２

月

走様でした！施設長大澤宏章

次号

℡ ０４２︵４４３︶１６３３ １･６３４

看相談 …
看護師の健康相談
医相談 医
…師の健康相談

パッチ

新規・個人
憲行

絵手紙教室
…
パッチワーク教室
…

看相談

賛助会員
森田

絵手紙
パッチ

音楽

7
七夕

日︵木︶

看相談

１調布セントラルアパート１階
‐

さえずり会議

◎正会員
・入会金
五〇〇〇円︵ 個人・法人︶

音楽

13

ご寄付
桂 みゆき
常性寺
三澤 光子
石塚 すみ

日帰り研修
３
‐

パッチ

賛助会員 募集

らく
東京都調布市国領町１

らく

入会資格
羽ばたく会の活動に賛同し
て下さる個人及び法人︒正会
員をご希望の方はお問い合せ
下さい︒

職員会議

◎総会
６月

パッチ

◎日帰り研修
月 日︵金︶

看相談

◎７月５日︵金︶
七夕

フラ

賛助会員 継続・個人
中根久美子
松本 公代
松本 繁男
田代 喜征
石塚 哲史
石塚 すみ
渡辺 珠江
若林 誠
河内美江子

絵手紙

フラダンス教室
…
音楽教室
…

パッチ
職員会議

フラ
音楽

らく

日︵金︶

16
らくらく体操
…
手話教室
…

音楽

13
21

◎夏休み
８月 日︵火︶〜

5
らく
手話

００２２
‐

20

フラ

〒１８２
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Fax

フラ

絵手紙

手話
看相談 職員会議
音楽
フラ

さえずり会議

パッチ

絵手紙

らく
手話

全体会議
看相談

フラ

音楽

手話

パッチ

フラ

らく
手話

さえずり会議

音楽
らく

手話
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全体会議

手話

天皇
国民の休日 の即位の日 国民の休日 憲法記念日 みどりの日
昭和の日

看相談
振替休日
こどもの日
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