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問合せ先 健康こども課健康づくり係（内線１７２）

10月1日（金）～ 令和4年1月8日（土）

※１　申請書は、健康こども課窓口または町ホームページでダウンロードできます。
※２　２回接種の場合は必ず２回分まとめて申請してください。

対　象　次のいずれかに該当しているかた
①接種当日に満６５歳以上のかた（昭和３１年１２月３１日以前生まれ）
②６０歳以上６５歳未満であって、心臓・腎臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルス
による免疫の機能に障害を有する者として厚生労働省令に定めるかた
予診票について
①のかたには個人通知します。
②のかたは事前に健康こども課窓口で受け取る。
自己負担額　１，０００円（生活保護世帯のかたは自己負担免除）
接種回数　１回

10接種期間

　町では、接種期間中に任意で行う１歳～中学３年生（１５歳）のインフルエンザ
予防接種費用を一部助成します。また、高齢者のインフルエンザ予防接種について
も次のとおり実施します。

対　象　接種日に町に住民登録している１歳～中学３年生（１５歳）のかた
申請期間　１０月１日（金）～令和 4年３月３１日（木）
持参するもの　
医療機関発行の領収書（インフルエンザの予防接種を受けたことがわかるもの）・印鑑・通帳
申請方法　申請書※

１に必要事項を記入し、健康こども課窓口または郵送にて申請※
２

助成金額　２分の１補助で１回あたり上限２，０００円（ただし、１００円未満切り捨て）

　令和 3年度より、

医療機関の指定がなく

なりました。予防接種の

確認等は、医療機関へ直接

問い合わせてください。

ところ 各医療機関 

通知が届きまし

たら内容を確認

してください。

通知が届きまし

たら内容を確認

してください。

対　象　次のいずれかに該当しているかた

対　象　接種日に町に住民登録している１歳～中学３年生（１５歳）のかた
　令和 3年度より、
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特定保健指導とは特定健診等結果説明会

　町では、健康診断を受けたかたや健康に不安があるかたに向けて「特定健診等結果説明会※」
を開催します。
　また、生活習慣病のリスクがあるかたは、健康診断の結果通知に「特定保健指導※」の案内が
同封してありますので、対象のかたは健康こども課へ問い合わせてください。

テーマ
○健康診断結果の見方について
○食事について
○歯科について
申込方法　
健康こども課へ事前に電話で申し込む。
費　用 無料

9月21日（火）９：３０～１１：００
役場

と　き

ところ 対　象
○国民健康保険加入者で４０歳から
７４歳までのかた
○健診結果等でメタボリックシンド
ロームに該当または予備群と診断され
たかた
※すでに糖尿病・高血圧・脂質異常症で治療を受けて
いるかたは特定保健指導の対象外です。
費　用 無料

　保健師・栄養士が電話や訪問をして、適度な運動や
バランスのとれた食事等、生活習慣の改善を支援します。

※健康づくりエンジョイポイント対象です。　　　　　　問合せ先　健康こども課健康づくり係（内線１７２）

特定保健指導とは特定健診等結果説明会

　町では、健康診断を受けたかたや健康に不安があるかたに向けて「特定健診等結果説明会※」
を開催します。
　また、生活習慣病のリスクがあるかたは、健康診断の結果通知に「特定保健指導※」の案内が
同封してありますので、対象のかたは健康こども課へ問い合わせてください。

テーマ
○健康診断結果の見方について
○食事について
○歯科について
申込方法　
健康こども課へ事前に電話で申し込む。
費　用 無料

9月21日（火）９：３０～１１：００9月
役場

と　き

テーマ

役場役場ところ 対　象
○国民健康保険加入者で４０歳から
７４歳までのかた
○健診結果等でメタボリックシンド
ロームに該当または予備群と診断され
たかた
※すでに糖尿病・高血圧・脂質異常症で治療を受けて
いるかたは特定保健指導の対象外です。
費　用 無料

　保健師・栄養士が電話や訪問をして、適度な運動や
バランスのとれた食事等、生活習慣の改善を支援します。

※健康づくりエンジョイポイント対象です。　　　　　　問合せ先　健康こども課健康づくり係（内線１７２）

特定保健指導とは

対　象
○国民健康保険加入者で４０歳から
７４歳までのかた
○健診結果等でメタボリックシンド
ロームに該当または予備群と診断され
たかた
※すでに糖尿病・高血圧・脂質異常症で治療を受けて
いるかたは特定保健指導の対象外です。
費　用

　保健師・栄養士が電話や訪問をして、適度な運動や
バランスのとれた食事等、生活習慣の改善を支援します。

｜ 2021－93

10月19日（火）～11月2日（火）

▶と　き

10月22日（金）
受付１３：００～１３：１５

10月19日（火）～11月
入園申込・面接期間

▶と　き

10月29日（金）
受付１３：００～１３：１５

　町教育委員会では、令和 4年４月に小学校へ入学する児童を
対象に健康診断を行います。

平成２7年４月２日～平成２8年４月１日生まれで、町内に住んでいる（住民登録がある）児童

明和西小学校 明和東小学校

受付場所　明和西小学校体育館
対象行政区
新里・中谷・梅原・川俣・須賀・大輪・入ケ谷・矢島・
大佐貫・南大島（稲荷山地区【地番１～２８３】のみ）

受付場所　明和東小学校体育館
対象行政区
斗合田・下江黒・上江黒・千津井・江口・田島・
南大島（稲荷山地区【地番１～２８３】を除く）

　明和こども園では、令和４年度に入園を希望する児童の申し込
みを次のとおり受け付けます。
　施設見学については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、実施していません。

問合せ先　明和こども園（☎８０－７７１１）

※土曜・日曜日、祝日、１０月２６日（火）は除きます。
対　象　町内在住の児童
申込方法 申込書に記入の上、保護者と対象の児童同伴で
明和こども園へ申し込む。
※申込書は１０月１９日（火）からこども園で配付します。

対　象　３歳児～就学前児童
保育時間　８：３０～１４：００

対　象　０歳児～就学前児童
保育時間　８：３０～１６：００
（早朝保育７：３０から、延長保育１８：３０まで）

短時間保育（幼稚園型：１号認定児童）

長時間保育（保育園型：２・３号認定児童※）

平成２7年４月２日～平成２8年４月１日生まれで、町内に住んでいる（住民登録がある）児童

対　象

と　き と　き

対　象　３歳児～就学前児童

対　象　０歳児～就学前児童

申し込みの際に

来園するときは、自宅で

検温（３７．５℃以下）を

済ませて、マスクの着用を

お願いします。

※ 保育の認定基準は、保護者が次のいずれかに該当していることが必要です。
①就労している　　　　　　　　　②妊娠中または出産後間もない
③疾病または障害がある　　　　　④病人等を介護している
⑤災害の復旧にあたっている　　　⑥その他保育が必要と認められる場合

お願いします。

問合せ先　学校教育課総務係（内線２４２）

９：３０～１１：３０、１４：３０～１６：３０
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問 問　健康こども課健康づくり係　内線１７２

施設名 問合せ先

Ｂ＆Ｇ海洋センター
Ｂ&Ｇ海洋センター

ふるさとの広場テニスコート

社会体育館
社会体育館

大輪公園
ソフトボール場・テニスコート

　町では、１０月２８日（木）
県民の日を記念し、次の施設
を無料開放します。詳しい利
用時間等については、各施設
に問い合わせください。

　１０月１日（金）から国民健康保険の被保険者証が
新しくなります。新しい被保険者証は、９月下旬に世
帯主あてに家族分まとめて郵送します。
　ただし、国民健康保険税を滞納している世帯につい
ては、納税相談を行い短期被保険者証を交付します。
旧被保険者証は個人情報がありますので、自身で処分
してください。

加入・喪失の届出について
　国民健康保険へ加入や喪失するときは、必要書類を
添えて速やかに届出をお願いします。

　次の日程で、大腸がん検診（検査容器の回収）を
追加で行います。

対　象　４０歳以上のかた
検査容器 健康こども課で販売し
ていますので事前に購入してくだ
さい。
費　用　５００円（検査容器代）
※検査容器購入時に配布した注意
事項を確認し、提出してください。

▶と　き　　9月24日（金）・28日（火）
　　　　　10月12日（火）・15日（金）
　　　　　 受付 8：３０～１１：００
▶ところ　役場

問　住民保険課保険年金係　内線１４４

問　Ｂ&Ｇ海洋センター（☎８４―５５１１）、社会体育館（☎８４―４６２６）

検査容器の提出
は受付時間内で
お願いします！

有効期限について
　令和４年８月１日から被保険者証と７０歳以上の
かたの高齢受給者証が一体化されるため、被保険者
証の有効期限は令和４年７月３１日です。
　その期間内に後期高齢者医療制度（７５歳到達）
に切り替わるかたや外国人で在留期間満了日がある
かたは、被保険者証の有効期限が異なります。

みほん

新型コロナウイルス感染症の影響によりイベント等が中止または延期になる場合があります。

【令和３年度の被保険者証】

下地の色が茶色から青色に変わり、

有効期限は令和４年７月３１日です。

｜ 2021－95

問　総務課危機管理係　内線２１７ 問　住民保険課保険年金係　内線１４４

　国民年金保険料の免除（全額免除・一部納付）・
若年者納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間
がある場合、保険料を全額納めたときよりも老齢基
礎年金の受け取り額が少なくなります。老齢基礎年
金を増額するためには、１０年以内であれば追納（さ
かのぼって納める）することができます。
　追納の申請は、住民保険課または太田年金事務所
（☎４９－３７１６）へ申し込んでください。

問　明和町役場（☎８４―３１１１）

　新型コロナウィルス感染拡大防止のため、次のイベ
ントが中止となります。楽しみにしていた皆さんや関
係者にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろ
しくお願いします。

中止イベント 担　当

町民体育祭 社会体育館（☎８４―４６２６）

明和町産業祭 産業環境課農政係（内線１２２）

明和町文化祭 日本キャンパックホール（☎８４―５５５５）

公民館まつり 中央公民館（☎８４－４４９１）

フリーマーケット 産業環境課環境保全係（内線１２４）

　全国で悲惨な交通事故が多発しています。心にゆ
とりをもって安全運転を心がけましょう。

▶と　き   9月21日（火）～30日（木）
－ 運動重点 －

①子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保

②夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など安全

　運転意識の向上　　　　　

③自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底

④飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶

年間スローガン
「自転車も　止まってよく見て
　　　　　　　　　　　交差点」
サブスローガン
「わたります　おうだんほどう
　　　　　　　　　とまってね」

例）平成２３年４月から平成２４年３月まで免除等を
受けたかたが令和３年１０月に追納をする場合

※免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して３年
目以降に追納されると、当時の保険料額に一定の加算額が上
乗せされます。

問　ふれあいセンタースズカケ（☎５０－１６０５）、ポプラ（☎５０－８７１６）

　次のとおり館内清掃のため、ふれあいセンタースズ
カケ・ポプラが休館となります。

▶と　き スズカケ 9月20日（月）
　　　　　ポプラ　　9月26日（日）

－ 運動重点 －

①子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保

②夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など安全

　運転意識の向上　　　　　

③自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底

④飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶



2021－9    ｜ 6

　「緑の募金」は県
内の森林整備、町内
小学校の緑の少年
団活動費の助成や
苗木の配布等、町内
の緑化活動の一部

に活用している募金です。郷土の豊か
な緑を守り、育むために協力をお願い
します。
募金期限　１０月３１日（日）
募金箱設置場所　役場庁舎、町内公共
施設窓口、町内の店舗等
※事業者等を対象とした企業募金も受
け付けます。
問合せ先　産業環境課環境保全係

　昨年県内において、３６２人が自ら
の命を絶っています。その多くが、う
つ病等の心の病を抱えています。心の
不調のサインに気づいたら早めにかか
りつけの医師や専門機関に相談しま
しょう。また、身の周りに悩んでいる
かたがいたら声かけ等のサポートをし
てあげましょう。
相談・問合せ先
こころの健康相談統一ダイヤル
☎０５７０－０６４－５５６
月曜～金曜日（祝日・年末年始を除く）
９：００～２２：００

　町では、平成１４年度に明和町環境
基本条例を制定し町民の生活環境の保
全および創造について基本理念を定め
町の生活環境の保全に努めています。

　また、環境美化・自然環境の保全に
貢献された個人および団体を顕彰して
いますので、該当するかたを推薦して
ください。
対　象　次のいずれかに該当しているかた
①町内在住・在勤・在学のかた
②町内で活動する団体
※推薦されたかたについては、審査し
顕彰を決定します。
申込期限　９月３０日（木）
申込方法　推薦用紙に記入の上、産業
環境課へ直接提出する。
※推薦用紙は、産業環境課で配布して
ます。
申込・問合せ先　
産業環境課環境保全係

　邑楽館林地域は、全国有数の大規模
なキュウリの産地です。今後も維持発
展させていくため、キュウリ栽培に取
り組む熱意があるかたを募集します。
と　き　１０月１６日（土）
対　象 邑楽館林地域に居住し就農で
きるかた
内　容　１０月下旬頃にキュウリ栽培
の農業体験・面接し、その後農家で実
践的研修を行います。
申込期限　１０月８日（金）
申込方法　邑楽館林施設園芸等担い手
受入協議会事務局へ申し込む。
※詳しい開催時間・場所については、
事務局へ問い合わせください。
申込・問合せ先　
邑楽館林施設園芸
等担い手受入協議
会事務局（邑楽館
林農業協同組合園
芸企画課内）
（☎７３－４９９１）

　ぐんま県民カレッジ「オープンキャ
ンパス」大学等出前講座受講者を募集
します。（３回連続講座）

と　き　
第１回　１０月　２日（土）
第 2回　１０月１６日（土）
第 3回　１０月３０日（土）
１０：００～１２：００
ところ　太田合同庁舎会議用庁舎
対　象　東毛地域に在住・在勤のかた
で、なるべく全３回受講できるかた
内　容　発達障害「支援の必要な子ど
もとのかかわり方」の講座を行います。
第１回「発達障害の子どもの理解と支援」
第２回「発達の凸凹ワークショップ」
第３回「発達障害と生活習慣」
講　師　石川京子さん
（特定非営利活動法人リンケージ代表）
定　員　３０人
申込期限　９月２９日（水）
申込方法　東部教育事務所生涯学習係
へ直接申し込む。
費　用　無料
申込・問合せ先　東部教育事務所
生涯学習係（☎３１－７１５１）　

　県営住宅の入居者を募集します。
詳しい所在地・間取り・
募集戸数・家賃等は、
募集案内または県住宅
供給公社ホームページ
で確認してください。
対　象　現在住宅に困っているかた
（収入制限等の要件あり、連帯保証人
が不要）
申込期間　１０月１日（金）～１５日（金）
※随時募集している団地もあります。
申込方法　所定の申込用紙に必要事項
を記入の上、県住宅供給公社へ郵送
※入居申込者多数の場合は、公開抽選
になります。当選後、入居資格審査が
承認され次第個別に案内します。
申込用紙・募集案内配布場所
町都市建設課、県住宅供給公社（土曜
日も配布）、県民センター、県土木事務
所、県保健福祉事務所等
申込・問合せ先 県住宅供給公社
（☎０２７－２２３－５８１１）
（FAX０２７－２２３－９８０８）

「緑の募金」
協力のお願い

９月は自殺予防月間 県営住宅
１０月定期募集

新型コロナウイルス感染症の影響によりイベント等が中止または延期になる場合があります。

町環境顕彰候補者の
推薦について

キュウリ栽培
新規就農者の募集

ぐんま県民カレッジ
「オープンキャンパス」

｜ 　2021－97

　８月６日、役場応接室で町と館林警察
署との明和町防犯カメラ映像データの取
扱い等に関する覚書締結式が行われました。
　防犯カメラの設置は犯罪の抑止にな
り、さらにこの締結により警察への迅速
な捜査情報提供による事件の早期解決が
期待されます。

　８月１日、ケンゾー明和店の駐車場で町青少
年育成推進員が「おぜのかみさま県民運動」の
リーフレット等を配布し、青少年の健全育成や
非行防止についての協力を呼びかけました。
　会長の石村さんは「青少年には安全にイン
ターネットを利用してほしい」と話していました。

　８月５日、田島地区で農事組合法人梨
なしんちゅ

人が
梨の直売所「なしの駅」をオープンしました。
梨の直売所は、梨産地の活性化およびブランド
化を推進するため建設されました。
　代表の東さんは「たくさんのかたに明和の梨
を味わって欲しい」と話していました。



2021－9    ｜ 8

たのしい読み聞かせ

と　き　９月１８日（土）　１０：３０～
　毎月第３土曜日に、無料で絵本の読み聞かせや
工作等を行っています。
　今月は、絵本「バルバルさん」等の読み聞かせ
を予定しています。他にも
ワクワクする絵本を用意し
ています。

図書館映画サロン

と　き ９月２６日（日）
ところ　日本キャンパックホール　　
入場料　無料
【子ども向け映画】１０：３０～（上映時間６６分）
　「おしりたんてい⑤ ププッ いせきからのＳＯＳ」
【一般向け映画】　１３：３０～（上映時間８０分）
　「霧笛が俺を呼んでいる」

※参加される際はマスクの着用をお願いします。

都市建設課　　　　　　８月６日執行
令和３年度　単独公共　町道２－
２８４号線　道路改良工事
場　所　　新里地内
予定価格　２０，２６０千円
落札価格　１９，６００千円
業　者　　㈲明石工業

令和３年度　明和町公共下水道事業　
枝線管渠築造工事（３３－４－１工区）
場　所　　千津井地内
予定価格　１５，７６０千円
落札価格　１５，３００千円
業　者　　荒井建設㈱

都市建設課　　　　 ８月２５日執行
令和３年度　明和町公共下水道事業枝
線管渠築造工事（３３－１６－２工区）
場　所　　大佐貫地内
予定価格　１２，１６０千円
落札価格　１１，５００千円
業　者　　㈲司建設
　　　　
明和町土地開発公社
令和３年度　明和入ヶ谷南工業団地造
成事業　町道矢島大輪線不陸整正工事
場　所　　入ヶ谷地内
予定価格　１，９１０千円
落札価格　１，８５０千円
業　者　　荒井建設㈱

都市建設課　　　　　　８月６日執行 都市建設課 ８月２５日執行

　視聴覚資料の貸出は１人２点
まで、貸出期間は１週間です。
図書館には約２千点の視聴覚資
料があります。

町の入札結果を次のとおり、お知らせします。
※予定・落札価格は税抜き金額です。

新型コロナウイルス感染症の影響によりイベント等が中止または延期になる場合があります。

　ロビーふれあい
コンサートを１２：
１５から役場庁舎
ロビー（１Ｆ）で
開催します。

開催日程

※内容等変更になる場合があります。
問合せ先　総務課

と　き 内　容・出演者

第
15
回
  9/28（火）ヴァイオリン・ピアノ酒井ありさ

第
16
回
10/28（木） ピアノ

根岸弥生

こちらは消費生活センターです　

明和町消費生活センター　☎８４－３２９９
月曜～金曜日　９：００～１７：００

（祝日、年末年始は休み）

｜ 2021－99

● 人口 11,014 人
前月比 － 10 人
前年比 － 177 人
男性 5,543 人
女性 5,471 人

● 世帯 4,297 世帯
前月比 － 9 世帯
前年比 － 24 世帯

　（令和 3年８月 1日現在）

ＳＮＳで、指定されたサ
イトに登録するとフリマの
ポイントがもらえるという
「ポイントサイト」の広告を
見た。無料期間中に解約すればポイントだけが
無料でもらえると思い、指定された約３０個の
サイトに登録していった。途中からアダルトサ
イトになり、心配になって登録するのをやめた。
すでに登録したサイトも解約したいが連絡先が
分からないサイトが１０個ある。解約したいが
どうしたらいいか。　　　　　（高校生　男性）

ポイントサイト利用による
トラブルに注意
～ 事例 ～  

※不審に思ったら、明和町消費生活センターや
警察に相談してください。

館林警察署明和町駐在所

　☎８４－２２００

消費者ホットライン　

　１８８（いやや）

「独立行政法人国民生活センター　
子どもサポート情報　第 172 号より」

　ポイントサイトとは、そのサイトを経由して
指定されたサイトの会員登録や商品購入、アン
ケート回答などを行うことでポイントが貯めら
れるサービスです。利用する際は、ポイントの
獲得条件などをよく確認しましょう。
　無料期間やキャンペーンなどで試しに利用す
る場合でも、指定先の各サイトごとに利用規約
や解約条件をきちんと確認しましょう。
　解約するときなどに必要となるので、ＩＤや
パスワードなどをしっかり管理することも大切
です。

～ ひとこと助言 ～  

●人権・行政・心配ごと相談
　と　き　１０月１５日（金）１０：００～１５：００
　ところ　役場

９月　・固定資産税第３期納期限
　　　・国民健康保険税（普徴）第３期納期限
　　　・後期高齢者医療保険料（普徴）第３期納期限
　　　・介護保険料（普徴）第３期納期限
　　　※９月３０日（木）納期限

●無料法律相談
　と　き　１０月１３日（水）１３：００～１６：００
　ところ　役場
　対　象　明和町民
　担　当　群馬弁護士会所属の弁護士
　受付期間　１０月１日（金）から先着６人
　住民保険課へ申し込みください（事前予約が必要）

●ひとりで悩まず相談してください
　みんなの人権１１０番
　　０５７０－００３－１１０
　子どもの人権１１０番（通話料無料）
　　０１２０－００７－１１０
　女性の人権ホットライン
　　０５７０－０７０－８１０

今月の表紙
　ふれあいセンタース
ズカケで、ジャングル
たんけんのイベントが
行われました。
　兄妹はカブトムシを
見つけて、うれしそう
でした。
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変更になる場合がありますので必ず電話してから受診してください。

－
高橋クリニック
☎ 75－7772

星野こどもクリニック※
☎ 70－7200

館林市夜間急病診療所
☎ 73－2313

川田耳鼻咽喉科
☎ 72－3314

須田内科医院
☎ 63－1414

多々良診療所
☎ 72－3060

慶友整形外科病院
☎ 49－9000

－
黛泌尿器科内科医院
☎ 63－7800

金丸内科医院
☎ 88－3200

館林医院
☎ 74－2112

－
横田胃腸科内科
☎ 72－4970

長谷川クリニック
☎ 80－3311

堀井乳腺外科
☎ 55－2100

－
三浦医院
☎ 62－2917

小西医院
☎ 86－2261

田沼整形外科医院
☎ 88－9223

川村耳鼻咽喉科
☎ 72－1337

館林記念病院
☎ 72－3155

たけい小児科※
☎ 76－2525

高木整形外科
☎ 62－6611

－
ハートクリニック
☎ 71－8810

菅沼医院
☎ 72－9090

ふじの木整形・内科
☎ 91－4070

板倉耳鼻咽喉科
☎ 80－4333

みづほクリニック
☎ 20－1122

神尾内科医院
☎ 75－1288

井上整形外科医院
☎ 82－1131

救急テレホンサービス（☎ 73－5699）：受診可能病院を紹介しています。

  ◆緊急　公立館林厚生病院

  　　　　☎ 72－3140

　　　　  内科系・外科系

館林邑楽歯科保健医療センター

☎ 73－8818

午前 9時～正午（受付 11時 30分まで）

  ●診療時間は、午前９時～午後５時

  ●耳鼻科の診療時間は、午前９時～午後１時  

  ●内科系の※は、小児科のみとなります。

  ●高木整形外科は、午前のみの診療となります。 

広吿

｜ 2021－911

広告面

広告面

広告面

広告面

広告面

広告面



パターゴルフ対決を楽しむ子どもたち

１０年後２０年後の自分は何をしていますか？

　わたしは、おはなやさんになりたい
です。おはなは、どのはなもきれいだ
からです。

おはなやさん けいさつかん ようちえんのせんせい
　おおきくなったらようちえんのせん
せいになりたいです。こどもたちとた
くさんあそんであげたいです。

　ぼくは、けいさつかんになりたいで
す。せいぎをまもるしごとがかっこい
いとおもったからです。

広
報
め
い
わ
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このコーナーでは、子どもたちへの取り組みや活動
を紹介しています。
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８月２７日、東部学童保育所で
夏休みの最終日に夏祭りが行われ
ました。
　子どもたちは、パターゴルフ対
決やスーパーボールすくいなどの
ゲームで、お菓子や景品をもらい
「最高の夏休みになった」と笑顔で
話していました。
　　


