
磁の国が機滲テすフ筑鰈 畷懸機な‐
ボランテイア活動に興味や

関心はあつても、

参加するきつかけが
なかつた方…

まずは体験してみませんか?

深谷市ボランティアセンターでは、市内の福祉施設と連携し、ご協力

いただきながら、毎年夏に「彩の国ボランティア体験プ回グラム」を実

施し、ボランテイア)舌動にはじめの一歩を踏み出す方を応援します。

この体験をとおして、ポランティア活動をはじめてみませんか !

活動施設、活動内容などは以下をご覧ください。

【すべてのプ回グラム共通】
対  象 :小学生、中学生、高校生、短大生、大学生の方 (ただし、施設によって対象者が異

なりますので、こ確認ください。)

費  用 :ボランティア活動保険料 (市内在住の方はη50円、市外在住の方は300円 )

申し込み :7月 12日 (金 )ま でに深谷市社会福祉協議会ヘボランティア活動保険を添え

て申し込みください。
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養護盲老人ホーム

ひとみ園

(人見 1665-3)
中掌生以上

介護の補助、

着護の補助

7月 22日 ～8月 30日
(土 日曜日除く)

8日寺40分 -17日寺40
分

ジヤージ着用、筆記用

具、弁当、上履き、タオ
リレ

本格的な演朦」ホール
があり、濠」場を入園者
の生きがい活動に取
り入れています。

特別養護老人ホーム

福寿園

(本郷341-1)
小掌生以上

利用者とのコミュニ

ケーション、クラブ参
カロ、食事介助の見学、
車いす体験

7月 22日 ～8月 30日
(8月 12日 ～ 16日 除
く、土 日曜日除く)

100寺～16日寺

エプ ロン 2枚 (普 段

用・食事用 )、 上履き、

ジャージ等動きやす
いもの、弁当

笑顔とやさ しさと専

門性を基本理念と し

ています。

特別養護老人ホーム

清風苑

(本田4915¬ )

小学5年生以上

清掃 、ドライヤ ー介

助、レクリエーション

参力□、食事介助の見学

7月 22日 ～8月 30日
(日 曜日除く)

100寺 -16日寺

上履き、エプロン、水
同

お年寄りの方が安|ら して楽し

く過ごしていただけるよう職
員―同がんばっております。
是非、いらしてください。

特別養護老人ホーム

フラワーヴイラ

(/1ヽ前田2677)
小挙生以上

サマースクール、施設

利用者との交流、作業

体験

8月23日
13日寺30分～ 168寺

動きやすい服装、上履
き、タオル、飲み物

明るく開放的で地域
との交流も多い施設
です。

特別養護老人ホーム

藤の木荘

(藤野木 117)
中単生以上

クラブ活動、レク リ
エーションの手伝い、

清掃、入所者の移動の

手伝い

7月 22日 ～8月 30日
(土 日曜日除く)

9日寺-15日寺

ジヤージなど活動 し
やすい服装、弁当

同じ建物内に複数の
事業所があり総合的
に高齢者をサポー ト
しています。

特別養護老人ホーム
むさし愛光園

(大谷241)
中学生以上

入園者の簡単な介護

(車 いすの移動介助、

レクリエーション、食

事の介助など)

7月 22日 ～8月 30日
(土 日曜日除く)

100寺-16時

着替え(Tシ ャツ ジャージ

など)、 名本し、弁当、上履き(ス

リッパ不可)、 筆記用具、エプ

ロン、タオル、保険証の写し

田園に□まれた閑静な環境に建つ
施設己 個室50室、2人部屋15室

(定員80人 )の特別養護者人ホー

ムを中1)にゲームを通したリハビ
リや様々な行事、クラフを通して
皆麟 しく過こしていま硯

特別養護老人ホーム

飛鳥の郷

(上原496)

Crl学 生以上

レクリエーション、食
事の配膳、清掃、リネ
ン交換など

7月 22日 ～8月 30日
(日 曜日除く)

9日寺-16日寺

上履き、動きやすい服
装(ジ ャージなど)

生涯単習として、社会人にな
るための勉強の場として活
用してください。ボランテイ
アlB当 の職員がおりますの
で、安心して来所ください。

特別養護老人ホーム

ひびき

(長 7生彦表3976)
小学生以上

利用者とのコミュニ

ケーション、食事の準

備など

7月 22日 ～8月30日
9時～15時

動きやすい服装、筆記
用具、上履き、エプロ

ン、弁当

常に一人ひとりのプライバシーを
大切にしながら、家庭的な雰囲気、
そして施設の基本方ilに もある利
用者の立場に立った安心 安全な質
の高い介護サービスを安らぎとと
もに提供することに努めてしヽます。
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特別養護老人ホーム
エンゼルの丘

(1)5艮625)
中学生以上

高齢者福祉及び保冑
園や学童クラブなど
の保育事業

7月 22日 ～8月 30日
(土 日曜日除く)

9日寺-170寺

動きやすい服装、筆記
用具、エプロン、着替
え、上履き、弁当

特:l養護老人ホームやデイサービスなどの老
人介護福ll事業保育目や掌萱クラブなどの
保育事業を行つております.私たちま

「
ll」 を

介護や保育の基本とし、思いやりとあたたか
さと安心を誠意をもって提供することをモッ
トーに日々 の業務をおこなつております.

老人保健施設

アルメリア

(ノ
人、見2031)

高校生以上

利用者とのコミュニ

ケーション、散歩 車
いす介助、クラブ活動
支援、食事介3~」

7月 29日 ～8月 30日
(8月 13日 ～ 15日 除

く、土 日曜日除く)

9日寺-16日寺

上履き、動きやすい服
装、エプロン、弁当

認矢□症専門棟、療養棟、ユ
ニットの入所棟があり、
それぞれの特色を活かし
たケアを行つています。

しくね育成園

(宿本艮1297)
高校生以上

散歩、外出の付き添

い、作業活動の補助、

園内の清掃、洗濯等、

生活支援の援助

7月 22日 ～8月 30日
98寺 -178寺

動きやすい服装、上履
き、弁当

外出に、作業活動に、幅広
く活躍できる機会を提供
していきたいと思つてい
ます。お気軽にこ応募く
ださい。

皆光園

(メ、見 1998) 高校生以上

利用者さんとの関わ
り(活動補助)、 環境整
備

7月 22日 ～8月 30日
9日寺-15日寺30分

華美でないもの、動き

やすいもの、弁当、飲

み物

障がいをもたねた18歳以上の利
用者さんが生活されています。
身のまわりの片づけ、パソコン、
倉ll F活動などボランテイアさん
たちと交流を深めています。

花園

(/1ヽ前田2691)
l」 学ヽ45 6年生、

中学生

工房はなぞので木工

製品の製作、その他

7月 25日
10時 -11日寺30分

作業できる服装、上履
き、エプロン、その他

昭矛038年 に開所 した歴史あ

る施設です。工房はなぞのは、
tl l域の障害のある方々が通所

利用され、楽 しく活動 してい

ます。

あゆみ作業所

(柏合804-1) 高校生以上

利用者と一緒に作業

活動に参カロ

7月 22日 ～8月 30日
(8月 12日 ～ 16日 除

く、土 日曜日除く)

動きやすい服装、室内
用シューズ(ス リッパ

不可 )、 給食代 (1日 あ
たり500円 )

元気で親しみやすい伸間が毎
日明るく活動しています。年間
を通してしヽろいろなイベント
を開催していますので、気軽に
問い合わせしていだだき、参加
してほしいと思います。

みんなのいえ

(上柴D丁 西2-10-6) 高校生以上

リサイクル、内職、ピ
ザづ <り 等

7月 22日～8月30日、

9日寺-15日寺

動きやす い服装、ス

リッパ、コップ、水筒、

弁当

楽しく、伸間を第一に

考え活動しています。

よもぎ野事業所

(東方3680-14) 中単生以上

内職、資源回収、空き

缶つぶ し、せんべいの

袋詰め

7月 22日 ～8月 30日
(土 日曜日除く)

9B寺30分 -15日寺30分

動きやすい服装、外作

業の場合もあるので

着替え、弁当

毎日、朝の会で利用者さんが
自分の希望する作業を決め
ています。その後、ラジオ体
操、散歩を行い、作業を開始
します。みんな元気に楽 しく
作業を しています。

フレンドセンター

まきの木

(小前田2675-1)
Cp学 生以上

納涼祭で屋台での販

売及び利用者の介助

8月 3日

15時′―マ20時
エプロン、タオル、帽
子、清潔な服装

地域の皆さんに楽しんでい
ただく納涼祭を開催 しま
す。ボランテイアの皆さん
にも一緒に楽しんで参カロし
ていただきたしヽです。

深谷市立

たんぽぽ作業所

(メぎ記2000)
中学生以上

社会活動、感党活動、

日常生活支援、健康管

理など

7月 22日～8月 30日
(8月 11日 ～ 15日 除

く、土 日曜日除く)

8日寺-17日寺

作業等に適 した服装、

上履き、タオル、弁当

当施設 は、多機能型事業所 で
様々な障害をもたれた方が利
用 しています。埼玉県平均工
賃13.100円 を目標にし、現在、
多種市」度の検。jや全体の底上
げに向け、燿は まつています。

ウッドワーク川本

(本田5243-1) 高校生以上

障がい者と一緒に仕

事 (木工作業)や余暇

時間に話をする

7月 220～ 8月 30日
(8月 12日 ～ 18日 除

く、土 日曜日除く)

9時～16時 30分

汚れても良い服装、弁
当

主に知的障がい者が30名通

所 している、仕事をする施設

です。仕事内容は住宅用資材

集成材力0工を し、大きな木工

機lluを 動かしてぃます。

ボプラ学童クラブ

(大谷2162-2) 短大生 大学生

お散歩、水遊び、グー

ム、掃除など

7月 22日 ～8月 30日
(8月 10日 ～ 18日 除

く、土 曰0翌 日除く)

98寺-138寺

ジヤージ等の動きや
すい服装、着替え、タ

オル、水筒、弁当 (水曜
日のみ )

みんな伸良 く元気
いつぱいの楽しい施
設ですので、ぜひ来て
ください。

讐
スワンの森クラブ

(本田50) 短大生 .大学生

障がい児児童 生徒の

生活支援、療弯支援、

発達支援など

8月 19日 ～30日 (土

日曜日除く)

9日寺-17日寺

運動ができ、よこれて
もよい服装、弁当、タ
オルなど

小
で
営
ち
を

児童養護施設

はなこみち

(西大沼44-1)
短大生 大を生

児童の単習支援 (自 立

支援活動 )

7月 30～ 8用 30日
9日寺′ヽ 180寺

特に指定なし

児童養護施設
さんあい

(櫛挽15-2)
短大生 大学生

小学生中心の学習ボ

ランテイア (夏休みの

課題を一緒に行う)

7月 22日 ～8月27日
10時～ 12時

動きやすい服装 (肌

の露出が控えめなも
の)、 水筒、筆記用具

1ホ ーム6名 で子ども
たちが生活する児童養
護施設です。子どもた
ちの素敵な笑顔とふれ
あつてみてください。

深谷市立

明戸保育園

(蓮沼260)
高校生以上

子どもと遊ぶ、除草作
業

7月 22日 ～8月 30日
(8月 12日 ～ 16日 除

く、土 日曜日除く)

8日寺30分 -13日寺

エプロン、着替え (下

着含む)、 帽子、タオル
2枚 、上履き、給食代
(1日 あたり280円 )

深谷市立

八基保育園

(血洗島206)
高校生以上

園児と遊ぶ (プール遊
び)、 掃除、除草作業な
ど

7月 22日 ～8月 27日
(8月 12日 ～ 16日 除
く、土 日曜日除く)

8日寺30か 」ヽ 3時30分

上履き、エプロン、コッス
水筒、1冒子、着替え、タオ
ル、水着、動きやすい服装、
給食代(1日あたり280円 )

深谷市北部に位置 し、
渋沢栄―翁の出身地で
農村地帯にある保育園
です。明るく穏やかな
園児が多いです。
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深谷市立

豊里保育園

(新戒640-3)
高校生以上

園児と遊ぶ、身の回り
の世話、プール遊び、
プール掃除、保育園の
清掃、除草作業   ｀

7月 22日 ～8月 23日
(土 日曜日除く)

8時30分～12時 30分

活動しやすい服装、着替
え(プール用も含む)、 工

プロン、上履き、給食代
(1日 あたり280円 )

0歳～6歳の子どもた

ちが元気に過ごして
います。

深谷市立
みらい幼児園
おかベ

(山 )可 1382)

高校生以上

子どもたちと一緒に

遊ぶ (プ ール遊び含

む)、 園舎内外の清掃

7月 22日 ～8月 30日
(8月 13日 ～ 16日 除

く、土 日曜日除く)

8B寺30分 ヨヽ 3日寺30分

動きやすい服装、帽子、
タオル、上履き、着替え
(水着を含む)、 水筒、給
食代(1日あたり280円 )

のびのびと遊べる広い園

庭、室内もフラットで開放

感がある、子育て支援を行

う総合的な複合施設です。

深谷市立

川本保育園

(菅沼980)
高校生以上

子どもたちと一緒に

遊ぶ、保膏士の手伝い、
部屋の掃除

7月 22日～8月 30B
(士 日曜日除く)

9日寺-16日寺

動きやすい服装、工7El
ン、マグカツプ、着替え、
帽子、タオル、上履き、給
食代(1日あたり280円 )

新しい園含です。園の

まわりは自然豊かで
お散歩コースがたく
さんあります。

東光保育園

(東フち日丁3-13-3) 高校生以上

園児とのふれあい

保育士補助

8月 5日～9日

80寺30分～16時 30分
動きやすい服装(ジー

ンズ不可)、 エプロン、
マグカツプ

0歳～5歳児の了し幼児
とふれあい、3し幼児の
生活が体験できます。

あけぼの保育園

(東方3700-3) 高校生以上

子どもたちと元気に

遊んでもらう、屋内遊
びや本読みの援助、排
せつの手伝い

7月 22日 ～ 8月 9日

(土 日曜日除く)

9時～ 16時

ジャージも しくは運

動着等の動きやすい

服装、エプロン、着替

え、上履き

上柴地区と篭原地区の

境にある保育園です。園

児は0歳～6歳までの95

人が在園しています。

第二さくら保育園

(櫛380-1) 短大生 大学生

保弯士の手伝 い、掃

除、片付けなど

8月 1日 ～5日 、12日
(土 日曜日除く)

9日寺-160寺

運動ができる服装 広々とした園庭、園舎

で子どもたちと楽 し

く遊べます。

他元山保育園

(_L野台3094-2) 高校生以上

子どもの保育、掃除な
ど

7月 22日 ～8月 30日
(8月 12日 ～ 17日 除

く、土 日曜日除く)

8時 30分～ 17時

動きやすい汚れが気

にならない服装、運動

研ヒ

暑さの中でも元気に

遊びまわる子ども達

です。子どもたちの顔
に汗が輝いています。

桃園保育園

(戸森226-1) 高校生以上

保育士の手伝い 7月 22日 ～8月 30日
(8月 12日 ～ 16日 除

く、土 日曜日除く)

9時～ 16時 30分

ジャージ等、エプロ

ン、上履き

0歳～5歳の元気な園
児と保育士で日々楽
しく園生活を送つて
います。

栃の木保育園

(上柴町東3-18-31 中単生以上

水遊び、なわとび、鬼
こつこ、絵本を読んだ
りして遊ぶ、園庭や園
内の清掃

7月 22日 ～8月 30日
(8月 12日 ～ 16日 除
く、土 日曜日除く)

9時～14時

動きやすい服装 (学校
のジヤージ等 )、 上履

き

0歳 (2か月)から6歳までの乳

幼児がいる小規模な保育園で

す。1人ひとりにきめ細かに目
を配り、それぞれの発達に応じ
た保育を実施しておりま魂

のぞみ保育園

(人見92-1) 中学生 高校生

了し幼児のお世話 8月 5日 ～9日

8日寺30分-16日寺30分
上履き、タオル、帽子、

動きやす い服装、給

食代 (1日 あたり200
円)

平成 18年 4月 に開園、今年 7

年目を迎えた保育園です。近

くにはわんぱくランドや仙
元LL力ち り、お散歩に行った
り、山登りを楽しんでいま魂

エンゼル保育園

(山河557-1) 中学生以上

園児とのふれあい、環

境整備、他

7月 22日～8月 30日
(■ 日曜日除く)

9日寺-15時

動きやすい服装、エプ
ロン、上履き、弁当、帽
子、その他必要と思わ
れるもの

緑に囲まれた良い環
境です。さまざまな体
験をひとつの刺激と
して行っています。

花園保育園

(′」ヽ前田1994) 中掌生 高校生

園児と一緒に遊ぶ、保

膏士の手伝い、国内外

の環境整備など

7月 24日 ～26日

8時45分 -11日寺

体操着 (ジ ャージ)、 帽

子、タオル、着替え、上

履き、水筒

花園第二保育園

(永 [ヨ 407) 中学生

園児と一緒に遊ぶ、保

育士の手伝い、国内外

の環境整備など

7月 248～26日
8時45分～ 11時

体操着 (ジ ヤージ)、 帽

子、タオル、着替え、上

履き、水筒

第二のぞみ保育園

キツズガーデン

(L柴町東3-8-8)
高校生以上

園児のお世話 (遊び、

散歩、歌、遊戯、プー

ル、お絵かき、綸食、排
せつなど)

8月 5日～9日

8日寺30分-16時 30分
上履き、タオル、帽子、
動きやすい服装、筆記
用具、給食代 (1日 あ
たり200円 )

本園は、平成23年 10月に開設した
法人2か所目の施設です。園や行
政の万針が変革の時を迎えてい
ますが、働く保話 に代わり、園児
の皆さんが一日楽しく過ごせ、明
日も登園を期待する園としたい。

あおぞら保育園

(原郷1137) 高校生以上

子どもたちのお世話 7月 22日 ～8月30日
9時～ 16時

ジャージ、エプロン、
スリッパ、給食代 (1

日あたり300円 )

0歳児から5歳児まで
97名の子どもたちの

保育園です。

桜ケ丘保育園

(L里予台2891-1) 高校生以上

保育士の補助、除草作

業など環境整備の補

助、プール指導時の保

育士の手伝い

7月 29日 ～8月 30日
(土 日曜日除く)

9時-16日寺

動きやすい服装 (下 は
ジャー)、上履き(ス リッ
パ不可)、 タオル、エプロ

ン、弁当、帽子、着替え等

とでも大きな保育園で
す。元気な子どもたちが
待つています。積極的に

子どもたちと向き合 っ
てください。

本郷学菫保育室

(針 ヶ谷506) 高校生以上

小学生児童の保育、
指導員の補助

7月 22日 ～8月 28曰
(土 日曜日除く)

98寺ん16時  
・

動きやすい服装、肌の

露出が少ないもの、弁

当

60人以上の子どもたちが毎日
元気に過ごしているノヽワフル
な挙童です。天気の良い日は
外で日が暮れるまで遊んでい
ます。一緒に遊んでくれる人、
待うています。



罐≫ボランテイアだより20137第 1喝

壺

・

事

鎌
難

驀

蝙

:■

:吉

第一岡部西

学菫保育室

(岡 2016-1)
高校生以上

子どもたちと一緒に

過ごす (遊び、食事、掃

除、勉強など)

7月 22日～8月 28日
(土 日曜日除く)

8時30分～17時 30分

動きやすい服装 (汚れ

てもよい服装 )、 着替

え、弁当

水、砂、土など自然に触
れ、体を目いっぱい使つ
て遊ぶことを大事にし
て保育しています。

第二岡部西

学童保育室

(岡2016-1)
高校生以上

子どもたちと一緒に

過ごす (遊び、食事、掃

除、勉強など)

7月 22日 ～8月 28日

(土 日曜日除く)

8日寺30分-17日寺30分

動きやすい服装 (汚れ

てもよい服装 )、 着替

え、弁当

水、砂、土など自然に触

れ、体を目いつぱい使つ

て遊ぶことを大事にし

て保育しています。

たけのこ

学童クラブ

(上野台129-3)
高校生以上

小学生の保膏 7月 22日 ～8月 20日
(8月 14日 ～ 16日 除

く、土 日曜日除く)

9日寺～ 16時

汚れても良い服装、弁

当

第二たけのこ

学童クラブ

(上野台129-3)
高校生以上

小学生の保育 7月 22日 ～8月 20日

(8月 14曰 ～ 16日 除

く、土 日曜日除く)

9日寺-16日寺

汚れてもよい服装、弁
当

わかばクラブ

(人見809-1) 短大生 大学生

宿題、自由勉強の指

導、遊びを通して子ど

もたちとふれあう

8月21日 ～23日

100寺 -17時
動きやすい服装、タオ
ル、コップ、お弁当

小学生対象の学童保

育施設です。

上柴東学童クラブ

(上柴町東233-③ 中校生以上

小学生の保育、子ども
たちと一緒に遊ぶ

8月 5日 ～13日

(土 日曜日除く)

138寺 ～́17日寺

動きやすく汚れても
よい服装、着替え

つ
お
い
童

い
が
で
掌

気
ち
し
な

元
た
こ
ム

で
も
過

一¨̈一〔ａ深谷西学菫クラブ

(栄 B115-18) 短大生 .大を生

宿題・自由勉強の指
導、遊びを通して子ど
もたちとふれあう

8月21日～23日

10日寺～ 170寺

動きやすい服装、タオ
ル、コップ、弁当

小学生対象の学童保

育所施設です。

学童保育室
プリズムクラブ

(L柴田丁西5-3-7)
短大生 大学生

児童の保奮、宿題 自
由勉強の指導、遊びを

通して子どもたちと
ふれあう

8月 21日 ～23日

10B寺 -170寺
動きやすい服装、タオ
ル、コップ、弁当

小学生対象の単重保

育所施設です。

||1本北学重クラブ

(菅沼 147) 中単生 高校生

児童と一緒に遊ぶ、勉

強の指導

7月 22[∋ -8月 28日
9日寺-17日寺30分

動きやすい服装、水
筒、汗ふきタオル

冷暖房完備で庭広し

川本南アフター

スクールクア

(本 田4447-2)
中学生以上

子どもたちと一緒に
遊ぶ、宿題の指導

7月 22日 ～8月 30日
(土 日曜日除く)

8日寺30分 -17時 30
分

動きやすい服装、運動

ell、 タオル、飲み物、弁

当

小掌1～ 6年生まで約30名
の子どもたちが元気に過こ
しています。とでも良い自然
環境の中、子どもたちと元気
いっばいに遊びましょう。

花 園学菫 ク ラブ

(花組 )

(/」 育ヽi田 1463-1)
高校生以上

学菫児の世話 8月 1日 ～9日 (土 日

曜日除く)

9日寺-12日寺

動きやすい服装、上履
き、着替え、帽子、タオ
ル

働く親をもつ子ども
のための施設です。

花園学童クラブ
(月組)

(′」ヽ前田1994)
高校生以上

学童児の世話 8月 1日 ～9日 (土 日

曜日除く)

90寺-12日寺

動きやすい服装、上履
き、着替え、帽子、タオ
ル

働く親をもつ子ども
たちの施設です。

中央学重クラブ

(/1ヽ前田1889) 高校生以上

宿題の手伝い、子ども
たちと一緒にあそぶ

7月 29日 ～8月 9日
(土 日曜日除く)

9時～17時

動きやすい服装、弁当 家庭に代わる生活の場を確保
し、適切な遊びや指導を行うこ
とにより、児萎 な育成を
図るとともに、l■事と子育ての
両立支援を図る施設です。

こどもと
おはなしの家

(上柴OT東518-1)
中学生以上

放課後児童クラブ 7月 22日 ～8月 30日
(8月 10日 ～ 18日 除

く、土 日曜日除く)

9日寺́～18B寺

動きまわれる服装 新しい放課後児童クラ
ブです。従来の学童保育
とは異なり、本と体験活
動に力を入れています。

キッズガーデン
アフタースクールクア

(上昇こ町ζ梗3-8-8)
高校生以上

子どもたちと一緒に

遊ぶ、宿題の手伝いな
ど

7月 22日 ～8月 30日
(上 日曜日除く)

8時 30分 -17日寺30
分

動きやすい服装、運動
靴、タオル、飲み物、弁
当

毎年、市内外の高校、様々 な大学生の
方々 がポランテイアに来てくれてい
ます。」彎1～5年生まで約Ю名の子
どもたちが元気に過こしていま魂
是非、1度遊びに来てください。

GENKIっこクラブ

(原郷2132-1) 短大生 大単生

保育補助、清掃等 8月 1日 ～31日 (8月
11日 ～ 16日 除く、日

曜日除く)

8時～ 17時

ジャージなど動きや
すい服装、上履き、弁
当

広い館内(全天候型の大型ア
スレチック遊具あり)で楽し
い1嬉 しい1面 白い|を メイン
テーマに|い も身体もたくま
しい子どもを育成します。


