
１、児童の発達段階に応じた行事やプログラム

１）乳幼児期　　

実施回数

1

24

1

2

2）小・中・高校生期

年間行事計画 実施回数

1

継続事業

110

２ 児童館と当該地域等との連携事業

連携機関

＜地域組織活動＞ 年間を通して連携協力して事業計画、実施

・たる太鼓の練習　地域の方と連携協力して実施 小早川三雄さん

・絵本の読み聞かせ　ボランティア協力＜白神道子さん/ら・ぽーる(3回)＞

・三ツ森卓球クラブ　子どもたちへ卓球指導

＜おはなしサラダ＞ ・乳幼児対象絵本の読み聞かせ（2回）　ボランティア協力

＜新潟大学児童文化研究部＞ ・大学生とあそぼう　　　　（5月・8月）

・大学生とクリスマス会　 （12月）

＜新潟市立岡方第一小学校＞ ・出前講座（6回）

三ツ森児童館 平成28年度 事業実績報告書

連携内容

料理クラブ　工作クラブ　樽太鼓練習　おはなしの部屋　一輪車検定　岡一小学校出前講座　三ツ森卓球
クラブ

1,383

総合計 200 3,640

かさ袋わんちゃん作り　高森散歩　新聞紙たこ作り　高山清掃　野菜苗植え　ダンスダンスレボリューション
(3回)　代休日おたのしみ会(2回：マリンピア日本海にいこう！・秋の高山であそぼう！)　大学生と遊ぼう(2
回)　高学年クッキング(2回：パンつくり・スイーツクッキング)　高山で忍者修行＆たき火クッキング　七夕
ウィーク　ダイナミックえのぐ　夏のひんやりデザート作り　サタデー☆LIVE　親子陶芸教室　水あそび・す
いかわり　かきごおり(2回)　児童館まつり打合せ(2回)　大掃除(2回)　オセロ・ザ・カップ(3回)　人形劇　お
まねき会　親子アンガ-マネジメント講座　親子木工教室　おおけやきコンサート　ハロウィンデー　あべ
ちゃんとあそぼう(3回)　ミニおやつクッキング　やきいもパーティ　お茶会　どんぐり自由工作　お正月あそ
びを楽しもう　冬の高山であそぼう！(2回)　さわやかニュースポーツ(3回)　段ボールハウスを作ってあそ
ぼう！　わくわくスポーツ大会(2回)　三ツ森児童館こども会議　ひなまつり会　おやつつくり　あべちゃんと
のむさんのただいま逃走中ごっこ　春きらきらコンサート　コンサートランチ会　避難訓練(2回)　夏の交通
安全・防犯教室　防犯訓練　避難訓練＆防災を学ぼう　豊栄大民謡流し　岡方むら祭り　大民謡まつり　豊
栄地区公民館まつり　高森芸能まつり

68 1,532

地域子育て応援事業

北区ふゆっこまつり 151

延べ参加人数

入学進級おめでとう会(交通安全指導)　映写会(4回)　笹団子つくり　七夕ミニ運動会（七夕おたのしみ会）
児童館まつり 伝統行事に親しむ(お月見会）　館外活動(4回)（森であそぼう！（雨天のため児童館で実
施）・新潟県立自然科学館へいこう！・夏のおはなし会へいこう！・りんごがりにいこう！）　親子でクッキン
グ（親子料理クラブ「クリスマス料理」・「ひなまつりランチ」）　クリスマス会（みんなが主役の発表会・ランチ
パーティ・メリクリ♪ミラクルタイム）　新年お楽しみ会　節分豆まき　ありがとうの会

21 574

事業計画書　　健全育成に係る事業

継続事業

おはなしサラダさん 26

総合計 69 1,143

おいで おいで赤ちゃん（０歳児親子対象） 108

地域子育て応援事業

北区ふゆっこまつり 542

子育て支援講座　　　　　　「足育先生のススメ」 34

事業計画書　　健全育成に係る事業

こいのぼり作り　　マラカス作ろう　高山へハイキング①　スカーフで遊ぼう　わらべうたであそぼう　新聞紙
遊び　バルーンで遊ぼう①　とんぼのめがね　　親子リトミック　おはなしぴよちゃん①　作って遊ぼう　親子
ランチ会　高山へハイキング②　ハロウィンパーティ　　芋掘りごっこ　おもちゃ作り　　お楽しみシアター　ク
リスマスの飾り作り　プチ クリスマス音楽で遊ぼう　言葉の発達について話そう　バルーンで遊ぼう②　お
はなしぴよちゃん②　タオルであそぼう　おひなさまつくり　ひなまつり　段ボール箱であそぼう

26 207

年間行事計画 親子延べ参加人数

はじめましての会  ベビーマッサージ 　クッキング教室　たなばた飾り作り　水あそび　楽器で遊ぼう　おま
つりごっこ　運動会ごっこ　クリスマス会　お正月遊び　豆まきごっこ　入園お祝いパーティ 12 184

ママのリフレッシュ事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すてきにヨガタイム　夏のデ
ザート作り（フラッペパフェ）　ミニおやつ作り（さつまいもケーキ） 3 42



＜岡方駐在所　近幹司所長＞ ・入学・進級おめでとう会　交通安全指導

＜岡方地区コミュニティ委員会＞ ・人形劇「わらしべ長者」劇団「すぎのこ」

＜新潟県警察スクールサポーター風間彰二さん・少年サポートセンター＞ ・夏休み交通安全・防犯教室

＜新潟市消防団北方面隊 女性消防団ひまわり隊＞ ・避難訓練＆防災を学ぼう

＜ハピスカとよさか＞ ・高山で忍者修行＆たき火クッキング

・あべちゃんと遊ぼう（小学生）運動教室3回

・あべちゃんとのむさんのただいま逃走中

＜新潟医療福祉大学 レクアドットコム＞ 　　　〃

＜EMKダンススタジオ　Canさん＞ ・ダンスダンスレボリューション（3回）ダンス指導

＜北区ふゆっこまつり実行委員会＞地域子育て応援事業・北区ふゆっこまつりブース協力（2月）

＜新潟市北区健康福祉課＞　　　　　　〃 　　　〃

＜豊栄地区民謡連盟＞ ・豊栄地区民謡連盟大民謡まつり（樽太鼓披露）

・樽太鼓練習（音合わせ）

＜豊栄地区公民館＞ ・豊栄大民謡流し（樽太鼓披露）

・豊栄地区公民館 まつり（樽太鼓披露）

＜岡方地区商工会＞ ・岡方むら祭り（樽太鼓披露）

＜岡方スポーツ振興会＞ ・さわやかニュースポーツ（3回）（1・２・３月）

＜新潟県立新潟南高校吹奏楽部＞ ・大けやきコンサート

＜NPO法人 森のこだま＞ ・館外活動　森であそぼう（五頭山麓いこいの森）※雨天の為、館内外で実施

＜有限会社 光建工(大迎)　古沼雄二さん＞ ・親子木工教室（ブルーリッジチェア作り）

＜陶芸「静窯」SEIYOU　石山静男さん＞ ・親子陶芸教室（焼き物貯金箱作り）

＜鈴木俊宏さん・帆刈力さん＞ ・サタデー☆LIVE

＜鈴木稲荷神社　鈴木さん＞ ・児童館まつり（お楽しみ手品ショー）

＜日本アンガーマネジメント協会 竹野紫友さん＞ ・親子アンガーマネジメント講座

＜橋本ヨイさん＞ ・お茶会

＜本間利枝さん＞ ・メリクリ♪ミラクルタイム（おはなし）

＜ヨガインストラクター　曽我明美さん＞ ・ステキにヨガタイム（乳幼児親子）

＜ロイヤルセラピスト協会認定講師 倉島和香子さん＞ ・ベビーマッサージ（乳幼児親子）

＜日報子どもマリーナ　言語聴覚士 古田島奈都美さん＞・言葉の発達や日頃気になることを気軽に話しましょう（乳幼児親子）

＜足と靴の専門家　山田宏大さん＞ ・(子育て支援講座)足育先生のススメ

＜コモド・マム＞ ・春きらきらコンサート



１、児童の発達段階に応じた行事やプログラム

年間行事計画 実施回数

ようこそセンターへ、子育て講座、夏まつり、しゃぼん玉遊び、楽器であそぼう、リトミック 12 299

運動会ごっこ、ランチ会、お正月遊び、豆まきごっこ、お祝い会

事業計画書　　健全育成に係る事業

43 373

いちごカフェ 10 245

ふゆっこまつり 1 542

継続事業

おはなしなにかな？・身体測定・誕生会 24 200

90 1659

2）小・中高校生期　　

年間行事計画 実施回数

新1年生を迎える会、おやつ作り(フルーツパフェ作り)、伝統の食文化を学ぶ（ちまき作り）、夏まつり

（センターまつり）、館外活動（せんべい王国にいこう）、地域の方との集い（地域感謝デー）、ハピスカ

豊栄と連携事業（キンボールで遊ぼう）、施設見学（早通健康福祉会館見学）、クリスマスコンサート

（早通中学校吹奏楽部）、なわとび大会、豆まき、お楽しみ会

事業計画書　　健全育成に係る事業

プラ板作り・交通安全教室・大学生とお昼を食べよう・野菜の苗植え・ドッジボール大会・なわとびで遊ぼう

端午の節句飾り作り・大学生と遊ぼう・七夕制作・わんぱくタイム（トランポリン・竹馬）・お昼を食べよう

スラックラインあそび・七夕の会・フルーツ白玉作り・避難訓練（地震・火災・不審者）・かき氷作り

お弁当デー・大掃除・祖父母へのプレゼント作り・水鉄砲で遊ぼう・キラキラペンスタンド作り・卓球大会

アレンジフラワー・ドッジビー大会・わらびもち作り・じゃがいも植え・いなほのハロウィンかざり作り

スイートポテト作り・まつぼっくりのミニツリー作り・クリスマス会・お正月の生け花・じゃがいもほり・体験

お茶会・新春お茶会・お正月遊びを楽しもう・チョコバナナなオムレット作り・どんぐりでトトロを作ろう

ハッピーハロウィン・ハッピーバレンタイン・おひなさま工作・ひなまつり会・オニム大会

ロールサンドウィッチ作り・ありがとうの会・ＤＶＤを見よう・ふゆっこまつり

継続事業

ニコニコタイム・キッドビクス・お話のへや・一輪車検定・卓球クラブ 173 1357

270 3774

2　児童館と当該地域等との連携事業の考え方及び内容

早通地域クラブ 畑作りの指導、早通地域文化祭、センターまつり、卓球大会

早通コミュニティセンター 早通地域文化祭に一輪車披露、作品展示

早通地区校区交通安全推進協議会 交通安全教室

早通中学校 新春お茶会(国際文化部)、クリスマスコンサート（吹奏楽部）、入学式・卒業式参加、情報交換

早通南小学校

早通交番 交通安全教室、情報交換、不審者対応研修

新潟市北消防署 救急法研修、避難訓練

早通婦人会 センターまつり協力、ちまき作り

新潟大学児童文化研究会 大学生と遊ぼう(年３回)

早通南子育て支援センター 子育て講座

北区健康福祉課 ふゆっこまつり

北区ふゆっこまつり実行委員会 実行委員として関わりブースに参加

WITHSTEP講師(若尾先生) キッドビクス(小学生)

図書館応援団 絵本の読み聞かせ

新潟県立大学 センターまつり協力、実習生受け入れ

新潟医療福祉大学 センターまつり協力、実習生受け入れ

民生委員 センターまつり協力、情報交換

アイリス子供会 センターまつり協力

アソボーレニイガタ けん玉指導

早通健康福祉会館 施設見学

早通児童センター　平成２８年度　事業実績報告書

連携機関 実施内容

入学式・卒業式参加、情報交換

子育て支援事業

とび出す絵本をみよう、工作、親子でよーいドン、動物さんにタッチ、外遊び、 ボール遊び、マット遊び、
フープ遊び、ペープサート、新聞紙遊び、リズム遊び、ボールプール、自由遊び、タッチしてギュっ、みんな
で話そう、ペーパー芯タワーをたてよう、かんてん粘土、手遊び、スタンプ遊び、ゆたぴー先生と遊ぼう、お
んなじさがし、シーツで遊ぼう、紙芝居、積み木で遊ぼう、アンパンチで遊ぼう、リズム遊び、ひなまつり会

延べ参加人数

計

計

12 693

85 1724

延べ参加人数

１）乳幼児期　　



２ 児童館と当該地域等との連携事業の考え方及び内容

子どもの育ちに関する地域の組識や人とのネットワークの形成をし、相互の関係により人材の活用

出前講座など相乗効果を高め健全育成を支援する

早通地域クラブ 畑作りの指導
早通地域文化祭
センターまつり 卓球大会

早通コミュニティセンター 早通地域文化祭に一輪車披露、作品展示
早通地区校区交通安全推進協議会 交通安全教室
早通中学校 新春お茶会(国際文化部)

クリスマスコンサート(吹奏楽部)
入学式、卒業式参加 情報交換

早通南小学校 入学式、卒業式参加 情報交換
早通交番 交通安全教室 情報交換

不審者対応研修
新潟市北消防署 救急法研修 避難訓練
早通婦人会 センターまつり協力 ちまき作り
新潟大学児童文化研究会 大学生と遊ぼう(年３回)
早通南子育て支援センター 子育て講座
北区健康福祉課 ふゆっこまつり
北区ふゆっこまつり実行委員会 実行委員として関わりブースに参加
WITHSTEP講師(若尾先生) キッドビクス(小学生)
図書館応援団 絵本の読み聞かせ
新潟県立大学 センターまつり協力 実習生受け入れ
新潟医療福祉大学 センターまつり協力 実習生受け入れ
民生委員 センターまつり協力 情報交換
アイリス子供会 センターまつり協力
アソボーレニイガタ けん玉指導
早通健康福祉会館 施設見学

連携機関 実施内容



１、児童の発達段階に応じた行事やプログラム
１）乳幼児期　　

実施回数

32

20

87

2）小・中・高校生期　　

実施回数

ゴムとび検定９回）　１８８人

キッドフィットネス　２０回　369人

1158

おやつ作り＜毎月＞１２回　３９８人

78

工作＜毎月＞１１回　203人

レッツトライ（一輪車検定１０回・オニム大会３回・体力測定４回・昔遊び９回・

継続事業

事業計画書　　健全育成に係る事業

避難訓練（火災２回・地震１回）・片栗粉スライム・忍者修行・宝さがし・

38

しおり作り（２回）・ストローコプター作り・豚汁昼食（２回）・花植え（２回）・

七夕飾り作り（４回）・お化け屋敷・簡単お昼作り・ジェルキャンドル作り・

手ぬぐいステンシル・水遊び・大学生と遊ぼう（５回）・スライム・

ちょこっとおやつ・ハロウィン撮影会・クリスマスカード製作・ミニ門松製作・

射的大会・ラーメン昼食・ドッチビー大会・折り紙ミニバッグ・コースター作り・

ゲーム大会

732

年間行事計画

入学進級おめでとう会・児童館まつり・クリスマス会・親子クッキング・

15
新年お楽しみ会（もちつき）・豆まき・ハロウィンパーティー（２回）・

おたのしみ会・代休日館外活動（中央消防署見学）２回・七夕の会・映写会

伝統行事に親しむ（お月見会）・世代間交流（いなり巻き寿司作り）

延べ参加人数

662

０ちゃんのお部屋

どんぐりの会（未就園児親子対象の運動遊びと保護者のリフレッシュ体操）

計

お正月遊び・豆まき・ひな祭り会

40

228

324

運動遊び（４回）・宝さがし・大型紙芝居・スタンプ遊び・ねんど遊び・魚釣り・

21

ハロウィン撮影会・ケーキ屋さんごっこ・バルーン遊び・遊具遊び（３回）・

風船遊び・工作（５回）

事業計画書　　健全育成に係る事業

32

葛塚東児童館　平成２８年度　事業実績報告書

年間行事計画

ようこそ児童館へ・楽器で遊ぼう・ベビーヨガ・七夕の会・お月見会・

14
水遊び（２回）・児童館まつり・運動会ごっこ・親子クッキング・クリスマス会・

お正月遊び・豆まき・ひな祭り会
24

延べ参加人数



地域等連携・協力した事業

184

地域等との連携・協力

流し・茶道指導・手芸指導・年末大掃除・クリスマス会・

岡方コミュニティセンター
三ツ森児童館

劇団すぎのこ人形劇鑑賞会

葛塚コミュニティセンター コミバス利用「紙すき体験」「消防署見学」「ロッテリア職業体験

」「人形劇鑑賞」

新潟医療福祉大学 実習生受け入れ
国際こども・福祉カレッジ 実習生受け入れ、「児童館まつり」ボランティア
北区健康福祉課
ふゆっこまつり実行委員会

ふゆっこまつりブース

太田小学校 放課後ふれあいスクール「わくはね」出前講座　年６回
葛塚小学校 放課後ふれあいスクール「葛っ子」出前講座　年１１回
葛塚東小学校 入学式・卒業式出席、入学前保護者説明会出席

聖籠ロッテリア ４月、3月　「職業体験」
菜菓亭いえい 「親子クッキング」開催

地域組織ボランティア
卓球クラブ・緑化推進事業・児童館まつり・餅つき会・そうめん

世代間交流事業・紙すき体験・手品教室

ピーロあねさき 手品教室開催
花育マスター 苔玉作り体験開催
福島潟ヨシあし和紙の会 紙すき体験開催

お昼作り指導

ベビーヨガインストラクター ベビーヨガ開催
豊栄たんぽぽ座 「地域の方とお楽しみ会」人形劇
地域老人クラブ 「地域の方とお楽しみ会」参加・輪投げ用具提供

食生活改善推進委員

年末大掃除・そうめん流し・おもしろ実験教室・職業体験（２回）・苔玉作り・

53

お茶体験会（２回）・地域の方とお楽しみ会・紙すき体験・劇を見に行こう・

手芸教室・食推お昼作り・年末大掃除・手品教室・卓球クラブ（１６回）・

お茶クラブ（５回）・北区ふゆっこまつりブース・葛塚小放課後ふれあい
1410

3962

中学校教師(ＴOＳＳ所属） ４月「おもしろ実験教室」開催

豊栄高校ＪＲＣ部 「児童館まつり」ボランティア

連携機関 実施内容

新潟大学　児童文化研究会
４月「入学進級おめでとう会」、１２月「クリスマス会」、７月児童
館まつりボランティア

新潟中央消防署 施設見学（館外活動）

豊栄駅前交番 「新年お楽しみ会」参加協力

スクール出前講座（１１回）・太田小放課後ふれあいスクール出前講座

  （５回）

計



（１）乳幼児期　

平成28年度　豊栄児童センター　事業実績報告書
１　児童の発達段階に応じた行事やプログラム

年間行事計画 実施回数 親子延べ参加人数

モビール作り　こいのぼり工作　ベビーマッサージ　七夕まつり　夏野菜すくい
ミニ運動会　センターまつり　おやつ作り　クリスマスケーキ作り　豆まきごっこ
バレンタインチョコづくり　もちつき

12 288

事業計画書

クリスマス会

1 48

継続事業

0ちゃんデー
ぴょんぴょんきっず
わらべうた（まあるくなあれ）
美智子先生のわらべうた

37 384

計 50 720

保護者向け 実施回数 親子延べ参加人数

キタクパパスクール　ベビーダンス　抱っこdeダンス
6 106

地域組織活動（豊栄じどせんふぁみりークラブ） 実施回数 親子延べ参加人数

・新入生歓迎ポスター作り　　・ヨーヨー作り　　　　 　 ・アロママッサージ
・麻ヒモネット（多肉植物用）　・アロマ＆ビーズ　　　  ・プラ板アクセサリー
・スクラップブッキング作り　　 ・お菓子作りとハーブティー
・ビーズネックレス　　　　　　  ・アジサイレジン         ・うちわ工作
・モビールプラ板　　　　　　　  ・ちまき作り　　　　　　   ・レジン葉脈
・じどせん広場安全点検　　　・ハロウィンクッキング  ・羊毛フェルト
・クリスマス寄せ植え          ・クリスマス会　　　　　 ・わらべうた
・クリスマスツリー作り　　　　・あやとりでわらべうた  ・冬の寄せ植え
・アンガーマネジメント　　　　・防災体験　　　　　　　　 ・ふぁみクラ交流会
・子育て講座　　　　　　　　　・チョコパーティー　　　　・バレンタイン押し花カード
・ひな人形羊毛フェルト　　　・モール工作　　　　　　　・メモリアルフォトフレーム
・インターネットの危険を知ろう　　・モール工作　　　　・メモリアルフォトフレーム
・レジンでキーホルダー　　　・ねんど消しゴム　　　　・ボディ・フェイシャルエステ
・ミニ黒板とコンテナのデコパージュ　　　・お月見団子とお抹茶
・笹団子　　・押し花アクセサリー　　　・ビーズの指輪

48 570

計 54 676



（２）小・中学校・高校生期

年間行事計画 実施回数 延べ参加人数

みんなでつくろうダンボールハウス　母の日プレゼント　植物園に行こう
父の日プレゼント　そうめん流し　川あそび　敬老の日プレゼント　センターまつり
館外活動　クリスマスケーキ作り　お茶会　バレンタインお菓子作り　もちつき 13 791

事業計画書　 実施回数 延べ参加人数

＜その他＞
夏休みバス　川あそび　ぶどう狩り　アイスアリーナへ行こう　　春休みバス
手作りキラキラせっけん　　押し花でしおり作り　　くまのフラワーアレンジメント　ま
つぼっくりツリー　ヨーヨーつり　　Ｙ字パチンコ的当てゲーム　　ムービーわん　シャ
ボン玉　スライム　夏野菜すくい　かき氷屋さん　人形劇わらしべ長者　出張コン
サート　光晴中学校乳幼児ふれあい学習　　避難訓練　みそ作り

25 588

継続事業 実施回数 延べ参加人数

＜クッキング＞
手作りとうふ＆しそごはん
サバイバルメシタキ
フルーツポンチ
サンドウィッチ
キャラクターケーキ
いも煮会
きんつばづくり
キャンディークッキー
顔寿司
キャラメルポップコーン
手作りあったかうどん

11 122

＜工作＞
こどもの日工作
オリジナルＴシャツ作り
立体プラバン
ハロウィンランタン
キャンドル作り
干支の置物
染め物

7 126

計 18 248



２　地域等との連携・協力の工夫

連携機関 実施内容

＜豊栄南小学校(学年行事）＞ 出前講座

＜葛塚小学校（学年行事）＞ 出前講座

＜濁川小学校（学年行事）＞ 出前講座

＜光晴中学校＞ ・中学３年生と乳幼児のふれあい学習　全４回

＜葛塚中学校＞
・クリスマス音楽会
・葛塚中学校区青少年育成協議会

＜豊栄高等学校＞
・クリスマス音楽会
・センターまつりボランティア

＜開志学園高等学校＞ センターまつりボランティア

＜国際こども福祉カレッジ＞ センターまつりボランティア

＜新潟医療福祉大学＞
・センターまつりボランティア
・実習生受け入れ

＜新潟大学児童文化研究部＞ センターまつりボランティア

＜北区文化会館＞ ・出張コンサート

＜NPO法人五泉トゲソの会＞ 川遊び体験指導

＜ファザーリングジャパンにいがた＞ キタクパパスクール　全4回

畑の指導、不定期に週２・３回活動協力

＜株式会社グリーン産業＞
・七夕の笹提供
・島見緑地でネイチャーゲーム
・もちつき

＜小柳沙紀さん＞
・ベビーダンス
・抱っこdeダンス
 ・クリスマス音楽会ダンス指導

＜佐野洋子さん・渡辺カナ子さん＞ お茶会

＜はな・花クラブ＞ 緑化活動

＜地域組織活動＞
豊栄じどせんふぁみりークラブ

年間を通して連携協力して事業計画を実施
・新入生歓迎ポスター作り　　・ヨーヨー作り　　・アロママッサージ
・麻ヒモネット（多肉植物用）　・アロマ＆ビーズ　・プラ板アクセサリー
・スクラップブッキング作り　　 ・お菓子作りとハーブティー
・ビーズネックレス　　　　　　  ・アジサイレジン         ・うちわ工作
・モビールプラ板　　　　　　　  ・ちまき作り　　　　　　   ・レジン葉脈
・じどせん広場安全点検　　　・ハロウィンクッキング  ・羊毛フェルト
・クリスマス寄せ植え          ・クリスマス会　　　　　 ・わらべうた
・クリスマスツリー作り　　　　・あやとりでわらべうた  ・冬の寄せ植え
・アンガーマネジメント　　　　・防災体験　　　　　・ふぁみクラ交流会
・家庭教育講座

＜月あかりの会＞ 読み聞かせ

＜まあるくなあれ＞
・指導者講習会
・乳幼児親子対象美智子先生のわらべうた

＜EM普及会＞


