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●日 時：8 月 26( 日 ) 開演 ：14：00

     
 （開場：13：30）

●会 場：生涯学習センター　きらりホール
●入場券：全席指定　　　

一　　　般　２,000 円
中学生以下　 1,000 円
※当日は 500 円増し
※小学生以下の方は保護者同伴で

お願いします。
作曲家・ピアニスト・指揮者と
して活躍している青島広志さ
ん、日本テレビ「世界一受けた
い授業」、テレビ朝日「題名の
ない音楽会」などに出演してお
馴染みです。
今回は、テノール歌手の小野勉さんとともにピアノとおはなしを交えて楽しく、分か
りやすくクラシックの世界を紹介します。

＜前売り券販売＞
前売り券を生涯学習センターにて販売中 
※指定席完売の場合は当日券を販売いたしません。

共演
テノール歌手
小野勉さん Ⓒ Gakken

　伝説のフォークシンガー高田渡氏誕生の地、北方町。メモ
リアルコンサートも今年で 3 回目をむかえることになりまし
た。どうぞご期待ください。
●日 時：9 月 22 日 ( 土 )  開演：18:00　

        （開場：17:30）
●出演者：高石ともや　笠木透＆雑花塾
●入場券：全席指定　
●一   般：指 定 席　2,000 円

  （当日 2,500 円）　
中学生以下　指定席　1,000 円

  （当日 1,500 円）
7 月 28 日（土）午前９時より前売り券を
生涯学習センターにて販売
8 月 1 日（水）より電話受付

青島広志 おもしろクラシックコンサート
きらりスタッフ企画

高田渡メモリアルコンサート
★★生誕地・ぎふ北方★★

前売り券　好評発売中！

●問い合わせ　生涯学習センター　☎ 320-2200



きらりスタッフからみなさんへ メッセージが届きました

　

きらりスタッフを募集しています！

スタッフＳさん
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―きらりホールの自主事業を「企画・運営」してみませんか？―　の募集記事をみて、「大好きな 〝さだまさし  
がきらりに来てくれるかも」という、今から思えばとても無謀な夢をもって、きらりスタッフに応募しました。
　TV や DVD ではなく、生の舞台は、自分の目と耳、肌で感じて、出演者と同じ空気を吸って、感動を共有でき
るのです。
　そんな感動を多くの皆さんと共有したくて今年度私たちが企画したのが、「青島広志おもしろクラシックコン
サート」です。
　スタッフ企画イベントでは、チラシのデザインから話し合い、発送も行います。

　私個人としては、7 月に伊勢正三に逢えるのを楽しみにチケッ
トも購入しました。少女？の頃、「なんて大人な詩」と思って聴
いた「22 才の別れ」を生で聴けます。
　そして、11 月の「川畠成道ヴァイオリンリサイタル」。名古
屋まで聴きに行かなくても生のヴァイオリンが聴けるなんて今
から感激しています。

　きらりホールだからこそ輝けた舞台だったね、と言われるよ
うな事業となるようにお手伝いしていきたいと思っています。
もちろん 〝さだまさし も諦めたわけではありません。いつかは
…と夢は大きく。

　生涯学習センターきらりでは、開館当初から住民ボランティアが自主事業の企画・運営に関わり、楽し
く親しみやすいイベント作りに貢献しています。
　音楽・演劇など文化芸術に興味のある方、ボランティアに関心のある方、文化ホールでの業務を体験し
てみたい方、ぜひ一緒に活動しましょう！

●主な活動内容
・きらりスタッフ企画イベントの

出演者決め・チラシ、ポスターの作成・
広報・運営

・町主催事業の運営サポート
（当日の受付・場外整理・客席案内・
駐車場整理など）

☆あなたのやる気次第で内容はどんどん広がります☆

●主な活動日程・時間
・月１回の打ち合わせ会議（夜間）、

その他　随時イベント開催に応じて

●申込み・問い合わせ　
　生涯学習センター　☎320-2200

参加できる時だけでも構いません。
お気軽にお問い合せください。

スタッフＳさんの本音トーク、いかがでしたか？
まなびすとでは『きらりスタッフ通信』として、

今後もメッセージやイベント情報を発信していきます。ご期待ください。
きらりスタッフの活動や企画についてのご要望・ご質問も

お気軽にお寄せください。

これまでの
きらりスタッフ
企画はこれ！

｢ジラソウ ラテン音楽の夕べ｣　　　　　　Ｈ 20 年 3 月
｢野々田万照＆ゴージャスモンキーズ｣　 　Ｈ 20 年 8 月
劇団トマト座ミュージカル

「オズの魔法使い～虹のかなたへ～」　       Ｈ 23 年 8 月
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開 設 コ ー ス　4コース　定員　A，B，Cコース　各20名（生涯学習センターのパソコンを使用します）
　　　　　　　　　　　　　　　　 　D コース　　　 各10 名（パソコンの持ち込み可能です）

受 　 講 　 資 　 格　町内在住、在勤の方

申し込み受付開始　７月 18 日（水）９：00 から生涯学習センター窓口

申し込み受付時間　９：00 ～ 17：15

※７月 19 日（木）からの受付は、火～日曜、９：00 から 17：15 まで。
　月曜日は休館日です。

申 し 込 み 方 法 申し込み用紙に必要事項をご記入いただき、生涯学習センターの窓口にてお

申し込みください。先着順で受け付け、定員になり次第締め切ります。
※申し込み用紙は生涯学習センター、公民館に用意してあります。
※電話での受付はお受けできません。必ず生涯学習センター窓口にてお申

し込みいただき、受講票をお受け取りください。

講 座 会 場　生涯学習センター学習棟　2 階　会議室 A

講 座 時 間　全講座　13：30 ～ 16：30（途中 10 分程の休憩が有ります）

内 容 と 日 程
講座コース名 講座名（内容） 講座日 　　費　用　※１

A コース
（定員 20 名）

Windows7 基礎・基本講座
初めてパソコンを始める方、再チャレンジの方、パソ
コンの基礎・基本を［Windows7］を使って学べます。

8 /30（木）
9 / 6 （木）
9 /13（木）
9 /20（木）

全４回

受　講　料：1,000 円
テキスト代：1,785 円

B コース
（定員 20 名）

Word2010 基本講座
（キーボード・マウス操作、文字入力が出来る方対象で
す。A コース受講された方もどうぞ）
基本的なワードの操作方法講習です。そしていろいろ
な作品を作成しながらワードを覚えていきます。

 9 /27（木）
10/ 4 （木）
10/11（木）
10/18（木）

全 4 回

受　講　料：1,000 円
テキスト代：2,100 円

C コース
（定員 20 名）

Word2010 活用講座（デジカメ活用）
Word2010 は色々なことができます。写真の活用もそ
の中の一つになります。写真データの活用・編集・修正
等指導・アドバイスいたします。これで、あなたの写真
はもっともっと面白くなる！

10/24（水）
10/31（水）
11/ 7 （水）
11/14（水）

全４回

受　講　料：1,000 円
テキスト代：2,100 円

D コース
（定員 10 名）

Office2010 活用講座
Word、Excel、PowerPoint をもっと活用したい方、疑
問点がある方、この講座を活用ください。講師が直接疑
問にお答えします。

11/15（木）
11/22（木）
11/29（木）
12/ 6 （木）

全４回

受　講　料：1,000 円

※ 1　費用の受講料、テキスト代は講座初回に会場にてお支払いください。

北方町 IT講習会のお知らせ

問 い 合 わ せ　生涯学習センター　☎ 320 ― 2200
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●活動内容
　成人式式典の企画及び式典当日の運営　
●応募資格
　平成４年４月２日～平成５年４月１日生まれの方
●申込期間
　７月 27 日（金）まで

●申し込み・問い合わせ
　生涯学習センター
　☎ 320―2200
　E-mail：syogai@town.gifu-kitagata.lg.jp
※８月から月１回程度、実行委員会を行います。

この会議で式典内容や当日の役割分担等を決　
定していきます。

　新成人のみなさんによる、手づくりの成人式を
行いたいと思います。思い出に残る式をみなさん
の手で作りましょう。

平成 25 年１月に行う成人式の
　　　　　　　 実行委員を募集

●活動方針
　「できるときに　できることを　できるだけ」
●活動内容 　
　①チラシ等の発送
　②発表会の内容審議
　③審査のお手伝い
　④発表会のお手伝い
　⑤作品の展示
　⑥その他　 

●応募資格
左に書いた内容を一つでも結構ですからボラン
ティアとしてお手伝いできる方、お気軽にご参
加ください。

●申し込み・問い合わせ 
　杉山　正彦
　E-mail：Sugiya0105@yahoo.co.jp
　☎ 324―3994

　住民のみなさんで「未来につなぐ心の糧」の運
営をサポートしたいと思います。自分のできる範
囲内でお手伝いをしてみませんか。

第７回「未来につなぐ心の糧」
　　　　　 サポーターズ募集

☆日　時：８月４日（土）　10：00～ 11：30
☆会　場：生涯学習センター　創作室
☆講　師：市原　信治　先生　　
☆材料費：ティラノサウルス600円、のぼりりゅう500円（当日集めます）
☆対　象：町内在住の小学生　※先着30名

☆日　時：８月19日（日）　10：00～ 11：30
☆会　場：生涯学習センター　創作室
☆講　師：市原　信治　先生
☆材料費：どちらも500円（当日集めます）
☆対　象：町内在住の小学生　※先着30名

申し込み方法　７月８日（日）９：00から　生涯学習センター窓口のみ
お問い合わせ　生涯学習センター　☎３２０－２２００

「夏休み  木工教室」
恐竜ティラノサウルスとからくり木工のぼりりゅう

ふるさと自然発見工房
きらりから

楽しい教室のご案内

からくり木工はしごくだりと首ふりロボット

申し込みの時に作りたいものを選んでね　いくつでもOK！

みんなで作ろう !!
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　ボランティア講師による手づくり絵本の講座です。親子で楽しく絵本を作りましょう！
●日　時　7 月 29 日（日）　

9：30 ～ 15：00
 （12：00 ～ 13：00　お昼休けい）

●会　場　生涯学習センター　会議室Ａ
●対　象　小学 1 ～６年生の児童とその親
●定　員　親子 12 組　（１組 3 人まで）
●講　師　安藤　邦緒 さん
●受講料　150 円 ( カバーフィルム代 )
●持ち物　八つ切り画用紙 10 枚・クーピーか色鉛筆・長定規・

チラシ数枚・スティックのり・カッターナイフ・
カッターマット ( ある人 )・金属定規 ( ある人 )

●受　付　7 月 8 日（日）9：00 ～　
生涯学習センター窓口のみ

世界に一冊しかない絵本をつくろう！

一緒にオリジナル絵本を
つくりましょう！

　現代人はさまざまなストレスに囲まれて生きています。アロマテラピーは植物の香りの力をかりて、
こうした心のストレスや身体のトラブルを穏やかに回復し、健康増進に役立てていこうとする自然療
法です。
　アロマテラピーの基本的な知識を身につけ、実際にボディミストを作成することで気軽に日常生活
に香りを取り入れ健康増進に役立てる方法を学びます。
　アロマを健康維持に用いたい方、自分だけでなく「家族や友人を香りで癒してあげたい」と思って
いる方、アロマテラピーに興味のある方は是非、ご参加ください。
●日　時：8 月 5 日（日）　13：30 ～ 15：30
●会　場：生涯学習センター　多目的スペース
●対　象：町在住・在勤の小学生以上 ( 未就学児は保護者同伴 )
●定　員：40 名
●講　師：アロマハウスイネド 代表　 熊沢　稲子さん
●材料費：500 円
●内　容：心と体にきくアロマ講座

ボディミストの作成
●受　付：7 月 8 日（日）9：00 ～　

　生涯学習センター窓口のみ

夏の癒しをおすそわけ！
アロマテラピーとボディミストの実践講座

● 問い合わせ　☎ 320-2200

　火災や救急、そして自然災害が起きた時に駆けつけてくれる消防車や救急車。私達の命を守るため
にどんな働きをしているのか知っていますか？間近ではみることのできない様々な仕組みをもった消
防車や救急車の中ものぞいてみよう！
●日　時：8 月 19 日（日）10：00 ～ 11：30
●会　場：本巣消防事務組合　中消防署（本巣消防に直接集合してください）
●対　象：町内在住の年少～小学２年生

（保護者同伴で参加）
●定　員：親子 15 組
●参加費：無料
●受　付：7 月 22 日（日）9：00 ～　

生涯学習センター窓口のみ

防災講習会 消防署探検にでかけよう！

ア
イ

テ
ンラボ

講
座

リフレッシュ講座と共同企画

夏休みに

親子で挑戦！

講師　熊沢 稲子さん

はしご車にも
乗れるかも ?!
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きらりの講座報告

５月２６日(土 )
ボランティア講座

学校支援ボランティア

●詳しくは，
   ボランティコーディネーターに
   連絡ください。
   生涯学習センター    
   ☎320-2200

お琴や尺八等の
ボランティアを
してくださる方

本年度４年目の学校支援ボランティア活動

●内　 容　  小学校４年生以上が音楽の時間に日本
の音楽について学びます。
その時に，お琴や尺八等の演奏をして
もらい，子どもたちに「本物にふれさ
せたいと考えています。

●時　期　  10 月から１月くらいまでの間を予定し
ています。

ボランティアを
やってみよう
という方

　他にも，小中学校での学習支援や環境整備等のボランティア活動はいろいろあります。
　昨年度のボランティア活動状況（「まなびすとの広場」vol．50,51）も参考にしていただき、本年度是非た
くさんのみなさんにボランティア登録していただけたらと思います。ご協力よろしくお願いします。

お琴や尺八等（和楽器）の演奏をしてもらえる
ボランティアさんを募集しています。

視覚障がい者について
知る講座

　｢白い杖を持った人は視覚障がい者です。町で見か
けたらぜひ声をかけてください｣ と話されたのは講師
としてお招きした藤田 亜希さん。生まれつき目が不
自由な藤田さんから盲導犬のスイフトとの生活につい
て貴重なお話がありました。
　スイフトがイスを探し藤田さんを誘導する働きぶり
に会場から歓声があがり、終始にぎやかな講座となり
ました。
　参加者から「どんな時に声をかけていいのかわかり
ません」との質問に、「私たちはバスに乗れても、席
が空いているかわかりません。盲導犬は障害物を避け

てくれますが、信
号は見えません。
信号が赤か青か、
判断をするのは主
人である私なんで
す。だから、空い
ている席を教えて
いただいたり、青
信号ですよと声を
かけてもらえると
嬉しいです」との
答えに参加者が大きくうなずきました。
　また、ガイドヘルパーの安藤 美保さんから、視覚
障がい者をどうやって誘導したらいいのかを教えてい

ただき、参加者全員が実際にアイマ
スクで目隠しをして歩く体験をしま
した。
　体験を通して参加者のみなさんは
｢暗闇がとても不安｣ と、視覚障がい
者の立場になって物事を考える大切
さを一緒に学ぶことができました。

アイマスクを体験！

盲導犬スイフトとの生活について話す藤田さん

※その他     曲目や時間帯等については，詳しく相談させてください。

将棋の対戦相手をしてもらえる
ボランティアさんを募集しています。

●内　 容　  北方南小学校 将棋クラブ
活動時間中に児童と対戦をしても
らいたいと考えています。

●時　 期　  将棋クラブ活動日

将棋の対戦相手を
してくださる方

10 回声をかけて
8 回断られても
めげずに声を

かけてください



�

講 師 　陶芸クラブ
開 催 日 　７/28 （土） 作器、８/11 （土） 色付け
時 間 　13：00 ～ 15：00
会 場 　創作室
対 象 　小学３年生以上　15 名まで
　　　　　( 小１・２年生は親子なら可 )
費 用

　大　人　300 円×２回＋材料費 500 円＝ 1,100 円
　子ども　300 円×２回＋材料費 300 円＝　900 円

うつわ、花入れ、置き物など
オリジナル作品を作りましょう。
夏休みに親子で楽しく陶芸をし
てみませんか？

生涯学習センター窓口にて
お申し込みください。

日 時 　７月27日（金）
　　　　　開演：10：00
　　　　　　（開場：９：30）

問い合わせ
　石原　☎324–4579

場 所 　生涯学習センター　きらりホール

入場無料

子どもから大人まで楽
しんでいただけます。

　「町民自主講座」とは、従来の行政が行う講座とは違い、自ら講師になって行う講座
です。あなたが今までに深めてきた知識や技術を、その分野に関心のある方におすそ分
けしてみませんか？講師は自分の世界を教え広める気持ちで、受講生は関心のある分野
をのぞいてみる気持ちで・・・。新たな学びの輪をぜひ広げてください。

町民自主講座開講までの大まかなスケジュール

　ご興味をお持ちの方は、生涯学習センター（☎ 320-2200）へご一報の上、説明会
にお越しください。

町民自主講座開講者募集のお知らせ
平成24年度後期

あなたも講師に挑戦

８月３日　 　開講希望者説明会
８月下旬　 　開講計画書の提出
９月初旬　 　開講講座の検討・決定　
10月１日　 　「まなびすとの広場」10 月号で受講生を募集
11月１日　　 順次開講

日時　８月３日（金）
　　　10：00から
場所　生涯学習センター
　　　創作室

開講希望者説明会

前期 町民自主講座

受講生追加募集!!

▲前回の様子

楽しく陶芸
～ 自作の器（やきもの）を
　　　作ってみませんか ～

北方町ハートフルライブ倶楽部
北方町まちづくり活動助成事業

こどもらいぶ
テレビでおなじみ

ショー風船太郎ショー風船太郎
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受講日時 　木曜日　　10：00 ～ 11：30
　　　　　 10/18  11/15  11/29  12/6  12/20  
　　　　　 1/17  1/31  2/7  2/21  3/14（最終回のみ きらり）
場 所 　総合体育館　2 階　柔剣道場
対　 象 　町内在住の平成 21 年４月２日～平成 22 年４月１日生まれのお子さんとその保護者
定 員 　親子 30 組
受 講 料 　1,000 円　講師協力費：2,000 円　合計 3,000 円（初回時にご用意ください）
持 ち 物 　親子とも運動ができる服装（体育館シューズは必要ありません）、タオル、飲み物など　

申し込み開始日  ９月 15 日 ( 土 )　９：00 ～
申し込み開始日  生涯学習センター窓口のみ（９月 16 日以降定員割れの時は電話受付可能）
　申込用紙に必要事項を記入のうえ、受講者本人が生涯学習センターに申し込みください。受講者が来館不可
能な時は代理の方がお申し込みください。９：00 の時点で定員数を超えていた場合は抽選になります。先着
順ではありませんので９：00 までに窓口に来ていただければ上記の対象になります。定員に満たない場合は
順次受付し、定員になり次第締め切ります。

このページのお問い合わせ先は 生涯学習センター ( ☎ 320 － 2200）までお気軽にどうぞ！

ぴよぴよ教室 よちよち教室

○７月13日(金)　10：00～11：30
「子どものための救急法」
会　場：生涯学習センター
託　児：あり(1名500円)

○８月29日(水)　10：00～11：30
「ママのデジカメ教室」
会　場：子育て支援センター

○９月18日(火)　9：20～11：30
「手づくりパン教室」
会　場：保健センター　調理室
託　児：あり(1名500円)参加費：500円
持ち物：エプロン、三角巾、ふきん2枚
　　　　持ち帰り用ラップ

対象：平成 24 年度に満１歳になるお子さんとママ 対象：平成 24 年度に満２歳になるお子さんとママ

○７月13日(金)　10：00～11：30
「子どものための救急法」
会　場：生涯学習センター
託　児：あり(1名500円)

○７月26日(木)　10：00～11：30
「ベス先生と英語であそぼ！」
会　場：生涯学習センター

○９月21日(金)　10：00～11：30
「リトミック教室」
会　場：生涯学習センター

登録は生涯学習センターで随時受付中です。受講料は前期（5 月～ 9 月）分で 500 円です。

７月～９月の ７月～９月の

ぴよぴよ・よちよち教室のお知らせ
前期
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◦７月  3日（火）
　もうすぐ七夕
◦９月14日（金）
　走ったりとんだり
　　　　たのしいな！

なかよし広場 10：00 ～ 11：00

児童館 ☎☎３２３-０２５４３２３-０２５４ 町立幼稚園 ☎☎３２４-５７２１３２４-５７２１

対象：乳幼児と保護者
（但し学校休業日のため

7 月 20 日～ 8 月 29 日まではお休み）
広い遊戯室フロア―に乳幼児のおもちゃをいっ
ぱい出して遊んだり、手遊び・紙芝居をして楽
しみましょう。

ちびっこルーム 毎週水曜日
10：00 ～ 11：30

ままプラザほっと ☎☎ ３２３-２６７５３２３-２６７５

◆ 毎月おはなし会を２回行っています　ぜひ参加してください

◆ モバイルサイト「ポケきた」で検索・予約ができます
 北方町携帯電話HP「ポケきた」 http://www.town.kitagata.gifu.jp/m/
 北方町HP  http://www.town.kitagata.gifu.jp/

図書館蔵書コーナーをご覧ください

図書館 ☎☎３２３-３１５５３２３-３１５５

 プチブランチ会  

毎月　第4月曜日　開催毎月　第4月曜日　開催
時間：11：00～13：00　場所：ほっと事務所
参加費：￥300　軽食・飲み物付き
　　　  （サンドウィッチorおにぎり）
ブランチしながらおしゃべりしませんか？
毎回定員10組　要予約
お弁当の持ち込みもOKです。

 Happy ママ time  

今後の予定…ジェルネイル、リラックスマッサー
ジ等、詳しくは公共機関の置きチラシを見てね。

 綿菓子屋さんを出店 

毎月21日毎月21日は
円鏡寺で開催される『門前市』に

「綿菓子屋さん」を出店しています。

北方町「まちづくり活動助成」を受けていますの
で「広報を見た」「まなびすとを見た」という方
には綿菓子（白）を1個進呈いたします。

■利用時間
　月・水・金曜　10：00～15：00
　子育て中の方のために事務所を開放しています。

(飲食可)

おはなしポケット
第３土曜日

主に園児や児童のみなさん

おやこおはなしポケット
第４木曜日

主に乳児や園児のみなさん
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メルヘン 10：00 ～ 11：30  

対象：乳幼児と保護者
場所：子育て支援センター（北保育園内）

◦７月10日（火） えのぐあそび
  （２・３歳のおともだち）
◦７月24日（火） 水あそびのおもちゃで遊ぼう
  （０・１歳のおともだち）
◦８月  7日（火） フィンガーペインティング
  （２・３歳のおともだち）
◦８月21日（火） 水あそびのおもちゃで遊ぼう
  （０・１歳のおともだち）
◦９月13日（木） 楽しいうんどう会
  （働く婦人の家）
◦９月25日（火） 楽しいおはなし

＊メルヘンの日以外でも、センターは気軽にご利
用いただけます。

■利用時間　
　９：30～15：30（土曜日は11：30まで）

◆移動センター 10：00～11：30
◦７月18日（水） 勤労青少年ホーム
◦９月13日（木） 働く婦人の家

◆パパとあそぼう 10：00～11：00
◦７月28日（土）
◦８月25日（土）
◦９月29日（土）

保健センター ��☎☎３２３-７６００３２３-７６００

パパママ学級 前日までに、保健センターへ電話でお申し込みください。

◆ ７月27日（金）　19：00～20：30
　【内　容】 パパの妊婦体験、沐浴体験
　【持ち物】 ズボン着用・エプロン・
 母子健康手帳

◆ ８月31日（金）　10：00～12：00
　【内　容】 栄養のお話、茶話会
　【持ち物】 母子健康手帳・筆記用具

◆ ９月25日（火）　13：00～15：30
　【内　容】 歯の健康チェック、マタニティビクス
　【持ち物】 運動しやすい服装・上靴・タオル・
 飲み物（水・お茶等500ml程）・
 母子健康手帳
健康相談
　毎月第４火曜日の13：30～15：30に、発育
測定やお子さんの栄養などについての相談を受け
付けています。育児の心配等どんなことでも、気
軽にご相談ください。

子育て支援センター ☎☎３２４-０２５４３２４-０２５４

町立保育園
子育て広場 9：30 ～ 11：30  　各保育園を開放して園児と一緒に遊びます。

◦７月20日（金）　夕涼み会（夕方６時からです）
◦８月  9日（木）　水遊び（水着、着替えを持ってきてくださいね）
◦９月20日（木）　運動あそび（運動会ごっこをして楽しみましょう）

上記以外の毎週木曜日の午前中（9：30～11：30）園庭のみ開放します。

南保育園 南保育園 ☎☎３２４-０６１１３２４-０６１１
中保育園 中保育園 ☎☎３２４-８３１３３２４-８３１３

東保育園 東保育園 ☎☎３２３-０５７７３２３-０５７７
北保育園 北保育園 ☎☎３２４-０２５４３２４-０２５４
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〒501-0431　岐阜県本巣郡北方町北方1857


