
定 例 記 者 懇 談 会 次 第 

令和３年１月29日(金) 午後1時15分 

牧之原市役所榛原庁舎５階庁議室 

１ 開  会 

２ 市長説明 

最近の市政運営の状況について 

新型コロナウイルス感染症の状況について…………………………………………資料１ 

牧之原市ＬＩＮＥ公式アカウントのリニューアルについて………………………資料２ 

RIDE ON MAKINOHARA商工業者応援デジタルスタンプラリーについて……………資料３ 

３ その他主な報道提供資料 

○ RIDE ON MAKINOHARA オリジナル婚姻届を配布します

○ オリ・パラ聖火リレートーチの県内巡回展示について

４ 懇  談 

５ 閉  会 

次回記者懇談会 令和３年２月 19日（金） 午後１時 15分～ 



 報道機関への情報提供資料（牧之原市） 令和３年１月 29日提供 

（施策、イベント、行事等の名称） 

【中止】 

リニア中央新幹線建設工事に関する勉強会 

問い合わせ先 

 牧之原市企画政策部秘書政策課 

 担当：飯田 

 電話：0548-23 -0052（直通） 

日 時 
令和３年２月９日（火曜日） 

午後４時 00分から午後６時 00分まで 

場 所 牧之原市相良総合センター い～ら（ホール） 

主 催 者 

又は担当課 
牧之原市（秘書政策課） 

（内容） 

 

「リニア中央新幹線建設工事に関する勉強会」の中止について 

 

令和３年２月９日（火）に開催を予定していました、「リニア中央新幹線建設工事に

関する勉強会」について、県による新型コロナウイルス感染症「感染拡大緊急警報」の

発令や、市内における感染状況を考慮し、開催を中止することにしました。 

今後の動向により、開催が可能な状況となりましたら、改めて御案内します。 
 

（添付資料） 

 

牧之原市情報交流課 電話 0548-23-0040 / FAX 0548-23-0059  

※中止 



 

 

 

新型コロナウイルス感染症の状況について 

（健康推進部 健康推進課） 
 

 市内では、令和２年 8 月に市内感染者が初めて確認されてから、1 月 27 日まで

に 51 人の感染が公表されている。半数近くが病院クラスター関連であるが、1 月

12日以降感染者が続けて確認されていることから、市内の状況について報告する。 

 

記 

１ 榛原総合病院の状況について 

（１）発生状況について 

 ・令和２年 12月 1日に院内入院患者に陽性者が確認され、院内クラスターが発 

生。 

・感染者数は、職員 11名、患者 23名、合計 34名。 

・1か月半の間、病院の外来や救急受入れを縮小するなど、診療体制に影響がで 

たが、令和３年 1月 13日に終息することができた。 

（２）現在の診療体制について 

 ・13日以降は、救急外来の受入れ、休診の外来診療、外来リハビリテーション 

を順次再開。 

・18日から本格的に診療を再スタートしている。 

・また、18日から発熱等の症状のある方の受診相談を受付ける「発熱相談ダイ 

ヤル」を院内に開設した。 

 

２ 市内の感染状況について 

・市内では、令和２年 8 月から 1 月 27 日までに 51 人の感染が公表されている。 

 ・特に、1月の 3連休明けの 12日以降に発症が確認された方は 14名。 

・人口 10 万人対に換算すると直近１週間（1/20-1/26）で 17.7 人となり、静岡

県の感染流行期フェーズに当てはめると感染移行期前期に該当する。  

 

・中部保健所の調査によると、市の最近の状況としては、濃厚接触者は特定され 

ているが、知らない間に感染し、感染経路が特定出来ない事例が増え始めてい 

るとのことである。 

・また、志太榛原圏域の傾向として、知人や職場を介しての感染により、家庭に 

ウイルスが持ち込まれる症例が大変増えている。 

・市としては、これまでの感染防止対策の更なる徹底が必要と考え、個々の感染 

防止の他にも、知人間、職場間、家庭内での感染防止を強化していただくよう 

に、市長メッセージを 1月 23日に発信したところである。 

 

 

記者懇談会資料 No.１ 
令和３年１月 29日 

健康推進部健康推進課 
0548-23-0024 



 

 

３ 新型コロナウイルスワクチン予防接種体制について 

新型コロナウイルスワクチン予防接種の円滑な実施に向けて現在、準備作業

を進めている。２月末から医療従事者、４月から高齢者の予防接種を行うこと

になるが、進捗状況について報告する。 

 

（１）  接種対象者の概数 

住民基本台帳人口（R3.1.1現在） 44,755人 

〔再掲〕予防接種優先順位  

①  医療従事者数（総人口の 3％） 1,343人 

②  高齢者数 14,800人 

③  基礎疾患を有する者（20-64歳  総人口の6.3％） 2,820人 

④  高齢者施設等従事者（総人口の 1.5％） 671人 

優先接種者の内、市が対応すべき人数（②～④の計） 18,291人 

⑤  その他の人数（総人口から①～④を除いた人数） 25,121人 

      ※16歳未満（5,791人）の予防接種については現在国において検討中 

 

（２）接種方法 

  ・当面は、高齢者の予防接種を４月に開始し、基礎疾患を有する者、高齢者施

設従事者に順次拡大予定。 

・当面は、ファイザーワクチンへの対応として集団接種方式を予定し、個別接

種体制が整い次第、個別接種も開始する。 

・実施医療機関は榛原医師会、榛原総合病院での実施となる。 

・会場は榛原総合病院、市内施設で３密対策が取れる場所を検討している。 

・接種方法及びスケジュール等については、各医療機関と調整中。 

・集団接種のデモンストレーションを今後実施予定。 

 

（３）接種券送付及び予約受付 

・３月中旬には、接種券を市民に郵送で配布する予定。 

・予約開始時期については、ワクチン入手が確定した段階で、改めてハガキ等

で周知する。 

・予約受付は、電話又はインターネットで予約を受け付ける。（吉田町と共同で

コールセンター設置予定。） 

 

（４）ワクチン供給体制 

・榛原総合病院・榛原医師会に冷凍庫（ディープフリーザー）配置予定 

・２施設にワクチンを分配して集団接種に対応予定 

 



 

 

（５）市の庁内体制 

・健康推進課内に新型コロナウイルスワクチン予防接種対策チームを編成 

地域医療係総括主幹を総括とし、母子健康係・成人健康係３係７名が兼務 

・庁内体制は、感染症対策本部会議を「ワクチン接種対策会議」として位置づ

け、接種に係る人員調整、進捗管理を実施。ワクチン集団接種の実施にあた

っては、全庁体制で実施する。 

 



  

 

定例記者懇談会 資料№２ 
令和３年１月 29 日 

企画政策部情報交流課 
0548-23-0040 

牧之原市 LINE公式アカウントのリニューアルについて 

    

令和２年２月から運用を開始した「牧之原市 LINE公式アカウント」は、登録者数

が 9,000人を超え、多くの市民の皆さまに、新しい市政情報ツールとして利用いただ

いている。 

今回、より便利で快適に利用いただけるよう、機能のリニューアルを実施する。 

 

１ 時 期  

令和３年２月１日（月） 午前９時～ 

 

２ 内 容  

（１）メニューボタンの変更 

現在６マスのメニューボタンが最大 12マス×２ページになる。 

 （２）新機能の追加 

    １）セグメント配信 

      年齢やお住まいの地域、興味のあるジャンルなどを事前に選択すること

で、自分が必要とする情報のみ受け取ることができる。 

    ２）市民レポート機能 

      道路のへこみ、漏水、鳥獣の目撃情報、道路上の死骸、迷い犬につい

て、写真や位置情報などで市へ通報ができる。 

    ３）しらべる機能 

      調べたい情報のボタンを押すと、選択式のチャットが開始され、問い合

わせ先や関連する市ホームページの記事を案内する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本メニュー】 
 市ホームページなどへのリンク、市民レポー

ト、受信設定、キャンペーンなどのボタンが表

示される。 
①「デジタルスタンプラリー」に参加 
②「市民レポート」の開始 
③「受信設定」によりセグメント配信可能 
 

【しらべるメニュー】 
 問い合わせが多い 12 種類の市の業務につい

て、チャット形式で調べることができます。 
 表示される選択肢をタップして、知りたい情

報のHP記事等へ誘導する。 
 

※メニューの内容などは随時見直しを行っていく。 

③  

②  
①  



デジタル スタンプラリーとは…

新型コロナウイルスの感染拡大により、影響を受けている
市内店舗への経済活性化対策として実施します。

市LINE公式アカウントを活用したスタンプラリーです。

実施期間 Ｒ３.２.１(月)～ Ｒ３.３.14(日)

お得ポイント① スタンプ付与時に200円割引

お得ポイント② スタンプ３つで商品券1,000円分

①参加店でお買い物
（600円以上）

②スタンプを付与

③200円割引

④200円割引後の代金支払

参加店 参加者
（消費者）

市役所
⑤スタンプ３つで

商品券応募

⑥商品券発送

－ デジタルスタンプラリーの仕組み －

【お問合せ先】 牧之原市商工振興課（相良庁舎２階）
TEL 0548-53-2647／FAX 0548-52-3772
牧之原市情報交流課（榛原庁舎５階）
TEL 0548-23-0040／FAX 0548-23-0059

※換券数の上限あり

※割引人数の上限あり
※割引対応なしの店舗あり

× ＝

今すぐ
参加する!!

（市LINE公式アカウントを
友だちに追加する）

⓪LINE友だち追加

⑦割引した代金の補てん

牧之原市新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策事業

本事業の参加にあたっては、感染拡大防止対策の徹底をお願いします！

詳細はこちらから

検索牧之原市 デジタルスタンプラリー

市内でお買い物をして商品券をGETしよう！

RIDE ON MAKINOHARA 商工業者応援

デジタル スタンプラリー

市LINE公式アカウント リニューアル特別キャンペーン

※中止や延期また、
期間短縮の場合あり

２月１日
９：００
スタート

Owner
テキストボックス
定例記者懇談会資料No３　令和３年１月29日



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＊店頭（内）に、参加店舗であることを示すポスターが掲示されています。事情により参加・割引制度を辞退する場合があります

のであらかじめご承知おきください。 
 

【相良地区】いかりや（相良）/池田屋酒店（波津）/居酒屋のんき（大沢）/いとう時計店（波津）/うみねこ（相良）/●海まで０分の宿 海岸通

り（須々木）/エツナ（松本）/●宴会処池田屋（大沢）/大阪屋(波津）/小栗農園（新庄）/オシャレ（相良）/御食事処池田屋（大沢）/御食事処や

さか（波津）/おばたや（波津）/介護サポートさくら（波津）/cafe dining TANUMA（相良）/ 河原崎商事（菅ヶ谷）/河原崎自転車商会（波津）

/カーズ牧之原（黒子）/きよ寿司（新庄）/栗山石油（相良・地頭方）/クリヤマレストラン（波津）/グリンピア牧之原（西萩間）/★KO マート相

良店（波津）/甲州屋（波津）/壽亭（相良）/さがら子生れ温泉会館（西萩間）/相良亭（相良）/相良物産茶業部（波津）/ジャルディーノ（大沢）

/SEA CLIMB（波津）/★新鮮市場ジョイ（地頭方）/神徳（新庄）/末広飯店風来坊（波津）/すまいる（大沢）/製茶問屋 澤田行平商店（須々木）

/大平薬局（波津）/大栄館（相良）/●旅の宿大沢（新庄）/中部日本トラベル（波津）/和ダイニングすけろく（波津）/HAZ BEER STAND（波

津）/肉の食遊館クリヤマ（波津）/呑み喰い処 まつばえ（波津）/はんのウチダﾞ（波津）/榛南綜合家具センター（地頭方）/ファミリーマート相

良海岸店（波津）/布施書店（相良）/ふくろ茶や（東萩間）/マルサ海藻斉田商店（地頭方）/マルカ名波商店（相良）/まるたけ洋品店（波津）/

三浦石油（波津）/みち美容室（波津）/●ペンション むぎわらぼうし（相良）/●ペンション リリカル（相良）/八木康（波津）/ヤマカ藤田商店

（相良）/山崎染物店（地頭方）/やまざき売店（地頭方）/山本建材㈱（福岡）/ラ・フォンテーヌ洋菓子店（相良）/らーめん樹（相良）/ レスト

ラン ハーク（相良）/ロワールマスダﾞ（地頭方） 

【榛原地区】●味の宿はちぼし（静波）/甘蔵さかした（坂部）/網笑（静波）/荒畑園（布引原）/★うなぎ処藏せい（細江）/エステティックサロ

ン LUCIA（仁田）/大石生花店（静波）/★カネハチ榛原店（細江）/★カフェレストラン T&Ｔ（静波）/河守精肉店（静波）/桔梗屋（静波）/金

時（細江）/くじらのせなか（静波）/クリーニングﾞのマイン（静波）/ケー・ティー㈱（細江）/小林電気（静波）/古民家カフェ とこ十和（中）

/こめ香 山本耕業（中）/佐藤自動車（勝俣）/サンフランシスコパイハウス（勝田）/★自家焙煎珈琲屋コスモス（静波）/静波スウィングビーチ

（静波）/ジャックオーシャンスポーツ（静波）/ Seab surf shop（静波）/★ジョットツーリスト(布引原）/セレクトショップ・サニーズ（細江）

/高柳製茶（勝田）/【東名 SA 上り店】★オリエンタルカレー・★ 駿河の恵・MUC COFFEE ROASTERS・★ 麺屋燕・SA 上り売店（以上、

静谷）/友鶴酒店（細江）/はなここ本店（細江）/Favor（細江）/美容室 Switch（細江）/富士山静岡空港売店（坂口）/富士山静岡空港 麺屋燕

（坂口）/ふじや化粧品店（細江）/ブンテン（静波）/HAIR SALON ボンズ（細江）/ペットサロン八木（静波）/ペットワン（細江）/★㈱牧之

原石材（細江）/まきのはら産業・地域活性化センター（静波）/ミヤカメラ（細江）/●民宿東海（静波）/山万茶業（静波）/ヤマヤス（坂部）/Re:

つなぐ（静波）/Revolla（静波） 

注）★の店舗については割引制度はありません。 

注）●の店舗での宴会利用の場合、スタンプが２個付与されます。 

▶会計時にラリー参加を申し出てください▶商品券の交換は、先着 3,000 回分となります▶ラリーへの参加は１

人６カードまでとなります▶スタンプは支払いをした方に限り付与されます。ただし飲食店についてはこの限りで

はありません▶１カード（３スタンプ）上で同じ店舗のスタンプは発行されません▶同じ日に同じ店舗を利用した

場合、スタンプは発行されません▶割引は、各店舗先着 100 回分となります▶ＱＲコード管理のため、配達等の

商品はスタンプの対象となりません▶次に掲げる要件のいずれかに該当する販売はスタンプ付与対象外となりま

す。(1)たばこ (2)商品券その他換金性の高いもの (3)不動産及び金融商品 (4)租税公課▶参加にあ 

たっては、マスクの着用など、感染症拡大防止に細心の注意をお願いします▶本事業は新型コロナ 

ウイルスの感染状況により、延期または中止となる場合がありますので予めご了承ください▶不正 

な行為等があったときは、参加資格を取り消す場合があります▶その他、参加に際しての詳細は、 

市ホームページをご覧ください 
［市ホームページ］ 

スタンプを３個集めると、画面上に『達成のお知らせと応募フォーム』が表示されますので、所定の事項を入力後、

送信してください。ラリー終了の３月 14 日以降、順次、商品券を郵送させていただきます。 

＊いただいた情報は、商品券の引換のみに使用します。 

スタンプラリー達成後の換券方法について 

実施上の注意点 

参加店舗一覧 （116 店舗・五十音順） 



 

定例記者懇談会 資料 
令和３年１月 29 日 

企画政策部情報交流課 
0548-23-0040 

 
   RIDE ON MAKINOHARAオリジナル婚姻届を配布します          

 
市では、結婚されるおふたりにとって大切な日をより思い出深いものにしていただけ

るよう、また新しく始まる生活への心からのお祝いの気持ちを込めて、「RIDE ON 

MAKINOHARA」をコンセプトにオリジナル婚姻届を作成しました。 
 

○デザイン 

 

 

 

 

 

 

 

 
    （１枚目 提出用）            （２枚目 記念保存用） 
 

RIDE ON MAKINOHARA のロゴマークをあしらい、グラフィックと配色で市の風景で

ある「海」「茶畑」「太陽」「風」を表現。 

婚姻届は、大切な記念として手元に残せるよう複写式となっており、2枚目には二

人の名前や証人のサインをそのままの筆跡で残すことができます。 

新しい生活のスタートとして、また結婚の記念として手元に残し、部屋に飾っておき

たくなるようなデザインとしました。 
 

○配布対象者 

 婚姻届を提出する予定のカップル 
 

○配布方法 

市民課（榛原庁舎・相良庁舎）での配布 

郵送請求による郵送 
 

○配布開始日 

 令和３年２月１日（月） 
 

○ご注意 

 ・１枚目の「提出用」は、全国の市区町村へ提出することができます。 

 ・２枚目の「記念保存用」は、市役所へ提出するものではなく、記念として保管して

いただくものです。 
 

○問合せ 

牧之原市情報交流課（0548-23-0040） 





 

 

（件名）                                  

オリ・パラ聖火リレートーチの県内巡回展示について 

 

１ 要旨 

   東京2020オリンピック聖火リレーが3月25日(木)に福島県からスタート

することに合わせ、静岡県内における機運を醸成するため、2 月 1 日(月)から

３月 24 日(水)の期間に、オリ・パラ聖火リレートーチの巡回展示を実施しま

す。 

 

２ 実施日時 

   令和３年２月 12 日（金）午前９時～午後３時まで 

   (令和 3 年 2 月１日(月)から３月 23 日(火)まで県内希望市町で巡回) 

   (令和 3 年 3 月 24 日(水)には県庁東館 2 階ロビーにて展示) 

 

３ 実施場所 

   牧之原市総合健康福祉センターさざんか エントランスホール 

 

４ その他 

   今回の巡回展示については展示のみとなっており、実際にトーチに触れるこ

とはできません。 

   展示当日は３密の回避、手指消毒など新型コロナウイルス感染症予防対策を

徹底して行います。ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

※ 新型コロナウイルス感染拡大等の影響により延期または中止する場合がありま

す。あらかじめご了承ください。 

 

○展示物詳細 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 問合せ先 教育文化部スポーツ推進室 担当（田村、政野） 

     電話 ５３－２６４３ FAX  ５３－２６５７ 

定例記者懇談会 資料 
令和３年１月 29 日 

教育文化部スポーツ推進室 
0548-53-2643 



№ 自治体名 実施施設名（予定） 施設住所 担当課 連絡先

1 2月1日 (月) 湖西市 アメニティプラザ 湖西市吉美3294-48 教育委員会スポーツ・文化課 053-576-1140

2 2月2日 (火) 浜松市 浜松市役所本庁舎　１階ロビー南側 浜松市中区元城町103-2 スポーツ振興課 053-457-2421

3 2月3日 (水) 磐田市 磐田市役所本庁舎　１階展示コーナー 磐田市国府台3-1 スポーツ振興課スポーツ戦略室 0538-37-2116

4 2月4日 (木) 袋井市 袋井市市役所　１階ロビー 袋井市新屋１-１－１ スポーツ政策課スポーツ推進室 0538-44-3139

5 2月5日 (金) 森町 （検討中） （検討中） 教育委員会社会教育課社会体育係 0538-85-4191

6 2月8日 (月) 掛川市 掛川市役所本庁舎　１階エントランスホール 掛川市長谷1-1-1 文化・スポーツ振興課スポーツ振興係 0537-21-1159

7 2月9日 (火) 菊川市 菊川市役所本庁　１階ロビー 菊川市堀之内61 教育委員会社会教育課 0537-73-1118

8 2月10日 (水) 御前崎市 御前崎市役所　１階ロビー展示スペース 御前崎市池新田5585 教育委員会社会教育課 0537-29-8735

9 2月12日 (金) 牧之原市 牧之原市総合健康福祉センターさざんか 牧之原市静波991-1 スポーツ推進室 0548-53-2643

10 2月15日 (月) 川根本町 川根本町役場本庁舎　１階ロビー 榛原郡川根本町上長尾627 本川根B&G海洋センター 0547-59-3332

11 2月16日 (火) 島田市 島田市役所本庁　１階総合案内横(西側)展示スペース 島田市中央町1-1 文化資源活用課オリンピック・パラリンピック推進室 0547-36-7214

12 2月17日 (水) 吉田町 吉田町中央公民館　１階ロビー 榛原郡吉田町住吉89-1 教育委員会生涯学習課 0548-33-2152

13 2月18日 (木) 焼津市 焼津市役所本庁舎　２階入口付近 焼津市本町2-16-32 スポーツ課 054-626-9413

14 2月19日 (金) 藤枝市 藤枝市産学官連携推進センター　活動交流スペース 藤枝市前島1-7-10BiVi藤枝１F スポーツ振興課オリンピック・パラリンピック推進係 054-643-3126

15 2月22日 (月) 静岡市 ＪＲ静岡駅北口　地下広場イベントスペース 静岡市葵区黒金町49地先 スポーツ交流課 054-221-1037

16 2月24日 (水) 富士市 富士市役所　２階展示スペース 富士市永田町1-100 スポーツ振興課 0545-55-2876

17 2月25日 (木) 富士宮市 富士宮市役所　１階市民ホール 富士宮市弓沢町150 教育委員会スポーツ振興課 0544-22-1190

18 2月26日 (金) 御殿場市 秩父宮記念公園 御殿場市東田中1507-7 2020オリンピック・パラリンピック課 0550-82-7830

19 3月1日 (月) 裾野市 裾野市役所　地下多目的ルーム 裾野市佐野1059 産業振興課オリンピック・パラリンピック推進室 055-995-1825

20 3月2日 (火) 小山町 小山町役場　１階ロビー 駿東郡小山町藤曲57-2 オリンピック・パラリンピック推進局 0550-70-3355

21 3月3日 (水) 長泉町 ウェルピアながいずみ　１階ロビー 駿東郡長泉町納米里549 健康増進課健康企画チーム 055-989-5575

22 3月4日 (木) 清水町 清水町図書館・保健センター複合施設エントランスホール 駿東郡清水町堂庭63-1 健幸づくり課スポーツ振興係 055-981-8206

23 3月5日 (金) 三島市 三島市民文化会館　大ホールホワイエ 三島市一番町20-5 商工観光課 055-983-2656

24 3月8日 (月) 函南町 函南町役場　１階インフォメーション横 田方郡函南町平井717-13 教育委員会生涯学習課 055-979-1733

25 3月9日 (火) 熱海市 熱海市役所第１庁舎　１階市民ロビー 熱海市中央町1-1 健康づくり課スポーツ推進室 0557‐86‐6603

26 3月10日 (水) 伊東市 伊東ショッピングプラザデュオ　１階イベントスペース 伊東市玖須美元和田720-143 企画課 0557-32-1061

27 3月11日 (木) 東伊豆町 東伊豆町役場　２階ロビー 賀茂郡東伊豆町稲取3354 観光商工課観光商工係 0557-95-6301

28 3月12日 (金) 河津町 （検討中） （検討中） 河津町教育委員会 0558-34-1117

29 3月15日 (月) 下田市 下田市役所 下田市東本郷1-5-18 生涯学習課 0558-23-5055

30 3月16日 (火) 南伊豆町 南伊豆町役場　１階ロビー 賀茂郡南伊豆町下賀茂315-1 商工観光課観光推進係 0558-62-6300

31 3月17日 (水) 松崎町 松崎町生涯学習センター　２Ｆロビー 賀茂郡松崎町宮内303 企画観光課商工観光係 0558-42-3964

32 3月18日 (木) 西伊豆町 西伊豆町役場　１階ラウンジ 賀茂郡西伊豆町仁科401-1 まちづくり課観光係 0558-52-1114

33 3月19日 (金) 伊豆市 修善寺駅 伊豆市柏久保631-7 東京オリンピック・パラリンピック推進課 0558-74-2020

34 3月22日 (月) 伊豆の国市 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎　１階玄関ロビー 伊豆の国市長岡340-1 スポーツ振興課 055-948-1460

35 3月23日 (火) 沼津市 沼津市立図書館　４階展示ケース 沼津市三枚橋町9-1 スポーツ交流推進課オリンピック・パラリンピック推進係 055-934-4890

35 3月24日 (水) 静岡県 静岡県庁東館　２階ロビー 静岡市葵区追手町9-6 オリンピック・パラリンピック推進課 054-221-3271

日付

聖火リレートーチ巡回展示一覧 別紙

u13143
長方形
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