
Ｖｏｌ．７３

令和４年１１月号  

With You 12 With You 1

法人・個人情報記載の為廃棄はシュレッダー又は焼却処分をお願い致します。お願い

三幸会だより ゛Ｗｉｔｈ Ｙｏｕ 令和４年８月号 ｖｏｌ．７２” でご報告したように、５月２７日にＳＤＧｓ行動宣言書を

策定し、本格的に活動を開始いたしました。

今回は、「 地域への貢献 」 を主題に、８月以降の活動から抜粋してご紹介いたします。

９月２５日（日）、地元開催の入野福祉祭りに参加しました。新型コロナの影響

で３年振りの開催です。チアダンス・太鼓・楽器演奏や、東北物産展、スタンプ

ラリー等、たくさんの催しが行われました。地域包括支援センター大平台では、

健康寿命延ばそうと題し、体力測定・介護相談を行いました。

地域包括支援センター大平台 入野 福祉祭

９月２０日（火）、あすなろ会に招かれて、地域の公会堂に伺いました。

２２名の地域の元気な高齢者の方々に、消費者被害に遭わないため

の暮らしの工夫をお話ししました。

特殊詐欺の被害に遭われた方の９０％以上が６５歳超、しかも８０％が

女性。長生きで一人暮らしの女性が多く、子供や孫を助けたいという

優しい気持ちの方が多いからだそうです。

特別養護老人ホーム三幸の園 和久田施設長企画 第二弾 ： 秋葉神宮 ～ 佐久間ダム 周遊ツアー

日時 ： １１月２日（水） ９：３０ ～ １７：００

浜松 ⇒ 道の駅横川 ⇒ 天狗の里 ⇒

秋葉本宮 ⇒ 佐久間ダム ⇒ 食事 ⇒ 浜松

三幸の園

道の駅横川

秋葉本宮

天狗の里

佐久間ダム

ダム湖背景にて

大鳥居前にて大天狗面前にて

さわやか 浜北店

さわやか 浜北店にて

第３弾は、

令和５年１月

いちご狩り

１０月１４日（金） 西都台小学校

１０月２５日（火） 入野小学校

で認知症サポーター養成講座を開催。神久呂小学校・

浜松磐田信用金庫（６月）、 篠原小学校（７月）に

引続きの活動により、地域に定着してきました。

松城拠点 ２事業所

９月１６日（金）、６事業所合同 による高齢者疑似体験

教室を、西都台小学校で開催。

令和３年１１月、令和２年９月に引続き３年連続開催。

令和３年度は篠原小学校でも開催。認知症サポーター

養成講座同様に、地域に定着してきました。

三幸の園・大平台の園・松城 合同

地域包括支援センター大平台

１０月２６日（水）、入野協働

センターで、家族介護教室

を開催しました。

本人の状態において利用

可能な施設の種類、料金、

サービス内容、施設選びに

大切なポイントなどを説明

させていただきました。

地域包括支援センター大平台

９月１３日（火）、１０月１１日（火）、雄踏幼稚園が実施

しているアルミ缶回収事業へ、アルミ缶提供しました。

令和４年度は５月、７月にも提供しました。

９月１１日（日）、大平台地区自治会草取り 及び

９月４日（日）、資源回収 新聞紙・段ボール提供

１１月１３日（日）、大平台一斉清掃に参加。

山崎園拠点 合同

三幸の園・神ケ谷園 合同

刘佳灵孟雪

和久田施設長の案内で、春野町まで車を走らせて

大天狗を見ました。実際に見るととても大きくて驚

きました。その後、秋葉神社に行きました。階段を

たくさん上り、やっと頂上に辿りつきました。上空は

雲一つなく、新鮮で景色がとても綺麗で、思わず

写真を撮りました。次に佐久間ダムを訪れ、その

巨大な威厳に衝撃を受けました。最後に、昼食は

「さわやか 浜北店」でいただきました。日本で食

ベるのは２年振りなので、大変美味しかったです。

日本の興味深い場所を案内してくれた施設長に

とても感謝しています。

孟雪

和久田施設長が、私たちを楽しくスリリングな旅行に

連れて行ってくれました。そうです❣大きな天狗の顔

がある場所です。みなさんは、行ったことがあるでしょ

うか？とにかく鼻が長いこと❣とてもビックリしました。

次に、険しい山道を越えて秋葉神社にいきました。

駐車場から本殿へ上がっていく途中で、意外にも蛇が

出てきた時には、本当にびっくりして足が震えてしまい

ました。施設長の袖を引っ張って、思わず叫んでしまい

ました。今、この場面を思い出してみると本当にスリル

があって面白いです。「さわやか 浜北店」での食事も

とても美味しかったです。楽しい一日をありがとうござい

ました。

刘佳灵
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大石歯科医院
院長　大石　修三　氏

たまゆらメモリークリニック
院長　小粥　正博　氏

１１月２６日（土）
　　午後２時～

超高齢化社会における腰痛とロコモティブシンドローム

１２月２４日（土）
　　午後２時～

座談会（兼　年次総会）

おおの整形外科　せぼねクリニック医院
院長　大野　秀一郎　氏

医療・福祉・住民（フォーラム関係者）

３月２５日（土）
　　午後３時～

認知症とフレイル

１月２８日（土）
　　午後２時～

便秘のお話

２月２５日（土）
　　午後２時～

大切な歯のお話

医療法人社団松愛会松田病院
院長　松田　聡　氏

９月２４日（土）、浜松市西区志都呂町でやまほし耳鼻咽喉科

クリニックを開業されている、院長 高橋吾郎先生を講師に

お招きして、「嗅覚について」と題し、講演していただきました。

嗅覚が衰えると死亡率が高いということで、常に嗅覚刺激を

与え続ける事の大切さを知りました。

薔薇の香りを嗅ぐ、山の自然を嗅ぐ、海風を嗅ぐ、コーヒーを

嗅ぐ、料理を口に擦る前に嗅ぐ、できる事はたくさんあります。

今回開催にあたり、講師として講演をしていただいた高橋先生、

準備から片付けをしていただきました児童民生委員のみなさま、

ご来園みなさま、Ｚｏｏｍ参加のみなさまに感謝申し上げます。

５月１９日（木）、役員会の承認を経て、総務会で、令和３年度事業報告及び会計報告（事前 監事監査を実施）、

及び令和４年度事業計画及び当初予算が承認されました。この席にて役員刷新のご提案がありました。

総会 ・ 役員会 （Ｗｅｂ開催）

６月２２日（水）、会員法人会議室で臨時役員会を開催し、本年度役員案・事務局案・事業計画案（時期・内容）・

研修案・情報共有化について提案があり、承認されました。

臨時役員会

７月１２日（火）、原油ならびに物価高騰に伴う浜松市助成金検討のお願いを、浜松市議会議員各位に提出し、

令和４年度９月補正予算案 老人福祉施設等物価高騰対策費助成事業として組み込まれました。

助成金申請提出

８月２３日（火）、本来はホテルの会場をお借りしての開催予定でしたが

新型コロナの急激な増加のため、急遽Ｚｏｏｍでの開催になりました。

特に、意見交換の時間では、コロナ対応や浜松市への要望がたくさん

課題として挙がりました。福祉施設の運営が更に良くなることを願って

います。参加していただきました法人のみなさま、ありがとうございました。

第１回意見交換会（Ｗｅｂ開催）

Ｚｏｏｍ会議の模様

９月２１日（火）、ホテルコンコルド浜松様の会議室をお借りして

第２回顔合わせ情報交換会が開催されました。

ご出席された法人 理事長様や施設長様から、現在の状況と

将来の予定を含めた話し合いがありました。

今年度のテーマは、情報共有。効率の良い話し合いのために

事務局にて事前にアンケートが配布され、当日は各法人記入

された内容の説明と、質疑応答もご対応をしていただきました。

第２回意見交換会

会議の模様

８月２７日（土）、浜松医療センター 臨床検査科 部長 矢島周平先生を講師にお招きしてＺｏｏｍを活用した

ハイブリッド方式開催で、準備を進めておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、開催中止の判断

をさせていただきました。代替開催は、令和５年度６月に予定します。

講師として事前準備を進めていただきました矢島先生、聴講を楽しみにしていたみなさま、大変申し訳ありま

せんでした。改めてお詫び申し上げます。

８月 病院でもらった検査結果の見方や意味について

９月 嗅覚について

１０月２２日（土）、浜松市西区入野町でしんぼ泌尿器科

クリニックを開業されている、院長 新保斉先生を講師に

お招きして、「頻尿のお話」と題し、講演をしていただきました。

一口に頻尿と言っても、様々な原因が関係しており、簡単に

改善する場合も有れは、一筋縄にはいかずに根気強く治療

を要する場合もあるとのことです。

また、水分の取り過ぎによる頻尿が、意外に多いこと等、

一般の方にも解り易くご説明していただきました。

１０月 頻尿のお話

講演中の高橋先生

講演中の新保先生

来場者 ８名 、 Ｚｏｏｍ ２５名 合計３３名参加

来場者 ２０名 、 Ｚｏｏｍ ３８名 合計 ５８名参加

今後の予定

誕生は昭和の時代に遡りますが、定期的に開催されませんでした。平成２２年７月に、介護職処遇改善交付金に

関するセミナーを開催した後、平成２９年７月２５日（火）、総会を開催して再開しました。当時の会員数は１５法人。

主な活動内容は、１回 / ３ヶ月の意見交換会、副市長・健康福祉部長へ表敬訪問・要望書提出、随時役員会開催

１回 / 年の総会開催、監事監査、外部講師による勉強会開催になります。

令和４年４月現在の会員数は２２法人。今年度は役員改選があり、会長１名、副会長１名、理事２名、監事１名を

選出して運営しています。

誕生 ～ 現在

１１月１５日（火）、ホテルコンコルド浜松様の会議室をお借りして

第３回顔合わせ情報交換会が開催されました。

介護人材不足、水道光熱費高騰、人材費高騰、外国人材雇用

手段、ＡＩ化、効率化、非常災害への回避等様々な議題を事前

に出し合い、共有化を図り、意思統一して散会しました。

第３回意見交換会

次回開催予定 ： 令和５年１月２４日（火） １０：００ ～ ホテルコンコルド浜松様 会議室にて。

会議の模様
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８月３０日（火）、おやつにかき氷を作りました。

カルピス味のかき氷に、お好みで果物や練乳、

アイスなどをトッピングしてオリジナルかき氷の

完成!! 冷たさに頭がキーンとなる方や、満面

の笑顔で、「もう一杯」とおかわりする方もいて

暑い夏を吹き飛ばすくらい、元気なみなさんの

笑顔溢れる一日でした。

９月２４日（土）、敬老式典を行いました。式典では、

役職者の挨拶、表彰状の授与、職員からの色紙

（メッセージ入り）のプレゼント。

そして最後にいい笑顔で写真撮影を行いました。

式典準備している時、利用者様は何が始まるの

か、ドキドキしたご様子でした。

特別養護老人ホーム山崎園

特別養護老人ホーム山崎園

三幸の園では、それぞれの階で 「お楽しみ会」を

開催しています。今回は２階フロアで実施しました

「白玉風あんみつ」をご紹介します。高齢者の嚥下

に優しいおもち風（お餅味）のムースを使用して

丸く形取り、お月見団子をイメージし作成しました。

ご利用者からは 「お餅が柔らかいね」 「あんこが

甘くて美味しい」 との声が聞かれ、笑顔で召し上

がっていただき、秋にピッタリのお楽しみ会を行う

ことが出来ました。

特別養護老人ホーム三幸の園

園芸クラブの夏野菜最後の収穫が出来ました。

オクラは、変わった形のものがあり、職員が手を

加えて観賞用に大変身しました。

現在園芸クラブでは、秋冬の収穫に向けて活動

しています。良い報告ができるよう頑張ります。

救護施設 神ケ谷園

ご近所にお住いの池谷様より、９月１９日（月）に梨、

９月２８日（水）に栗、１１月１日（火）にさつま芋 と

三大秋の味覚をご寄贈いただきました。

蜜柑（１月）、白菜・大根（２月）、河津桜（３月）、

デコポン（４月）、筍（６月）、西瓜（７月）とその

月ごとの旬な花や野菜、果物に季節を感じて

います。そのご厚情に感謝申し上げます。

今年は良く出来たとおっしゃる通り、その大きさに

ビックリしました。写真では伝わりにくいのが残念。

また、イベントなどで使用させていただきます。

特別養護老人ホーム三幸の園

ビッグサイズに一同驚愕

令和４年度 『 浜松市外国人材活躍宣言事業所 』 として認定していただきました。
５月中旬に、浜松西ロータリークラブ所属の浜松市 市議会議員様より応募のご提案をいただきました。

６月１０日（金） ・・・ 申請書類提出

窓口対応 公益財団法人 浜松市国際交流協会

９月２６日（月） ・・・ 現地訪問調査

審査官４名による勤務形態・採用状況・労務管理の

３項目で書類調査・データ確認

１０月１８日（火） ・・・ Ｚｏｏｍによる面接ヒヤリング

中国人技能実習生への聞き取り調査

１０月２０日（木） ・・・ 浜松市より審査結果案内あり

「適合」 （審査合格）と評価されました

１１月１８日（金） ・・・ クリエート浜松で開催された認定証授与式に出席しました

鈴木康友浜松市長より認定証を授与していただきました

社会福祉法人 三幸会 速報

認定マーク

静岡新聞 １１月１９日 朝刊に掲載されました 鈴木康友 浜松市長と認定事業所代表者記念撮影

認定式会場案内ボード
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夏 真っ盛りの中、大平台の園 「夏祭り」 を開催しました。

催し物は、輪投げ、射的、景品はティッシュ、お菓子。

お食事は、たこ焼き、枝豆、焼き鳥、フランクフルト、おにぎり

等、たくさん用意しました。

盆踊りを楽しんだり、地元の佐鳴湖花火大会を部屋、屋上

から鑑賞して、最高の一日をお過ごしいただきました。

高齢者総合福祉施設 大平台の園

第一学院高等学校 浜松キャンパスの学生さんから、演奏と合唱の

プレゼントをいただきました。Ｚｏｏｍを活用しての初めての試みです。

準備は万端・・・でも初めて・・・上手くいくのかドキドキ、ご利用者が

楽しんでいただけるのかドキドキ・・・そんな心配もよそに演奏では、

♬ カントリーロード ・となりのトトロ ・ 勇気１００％等 ♬合唱では、

♪ 花は咲く ・ Ｉ ＬＯＶＥ・・・等をご披露していただきました。

ご利用者からは、手拍子が自然と出ていました。

学生さんに自己紹介をお願いしたら、「年齢が１８歳」、ご利用者から

は、「若くていいね～」 「機会があればまた聞きたいね～」等の声が

聞かれ、楽しいひと時をお過ごしいただきました。

第一学院高等学校のみなさん、ありがとうございました。

松城デイサービスセンター

グループホームと支援ハウス合同 花火大会 を開催しました。

吹き出し花火がとても綺麗で、高さの出るものや勢いよく噴射される

花火に圧倒され、目を奪われてしまいました。

手持ち花火を持つのも久々で初めは怖がる方もいましたが、慣れて

くるとみなさん大歓声で盛り上がりました。

最後は、線香花火で締めくくり。パチパチと鳴る花火に夢中になり、

とても楽しい一夜を過ごすことができました。また、来年も！

グループホームやまざき＆生活支援ハウス山崎

８月１９日（金）、令和４年度社会福祉施設等指導監査が

浜松市健康福祉部福祉総務課指導監査グループにより

執り行われました。第一種社会福祉事業を行っている施設

は基本的に毎年あるいは２年に一度、行政監査となります。

通常は一日がかりの監査ですが、ここ数年来のコロナ禍に

より、９：３０ ～ １２：５０まで行われました。

スムーズな進行をいていただきました３名の審査官、監事の

みなさまに感謝申し上げます。

社会福祉法人 三幸会

９月２９日（木）、社会福祉法人 三幸会 合同慰霊祭が

執り行われました。

今を遡ること昭和６０年、慰霊塔 「宝篋印塔」が三幸会

篤志家のみなさまの浄財により建立されました。

開会の辞、黙祷、祭文奉読、読経、焼香、法話、閉会の辞

を経て、お墓参りをいたしました。

会場は、浜松市中区富塚町の法林禅寺。

毎年、浜松葬儀様にご協力をしていただいております。

スムーズな進行に感謝申し上げます。

社会福祉法人 三幸会

「宝篋印塔」の清掃を毎月行っています。

清掃の後は、お線香をあげ、手を合わせ

お祈りします。物故者の供養、若い職員

にも受け継いで貰いたいと思います。

救護施設 神ケ谷園

＜一口メモ＞

宝篋印塔は、墓塔・供養塔などに

使われる仏塔の一種。

五輪塔とともに、石造の遺品が多い。

花火大会の余韻も冷めない次の日、うさぎを模った和菓子、

色づきかかった落ち葉も彩を添えた夕闇の頃、お月見を

楽しみました。思い出に残る日々に、みなさん満面の笑顔

が溢れました。

グループホームやまざき＆生活支援ハウス山崎

１０月５日（水）、朝日生命保険相互会社 静岡支社

法人マーケット部長 関根様、

浜北営業所 所長 樋口様、

浜北営業所 鈴木様

がお越しになり、車椅子のご寄贈がありました。

竹村理事長より、感謝状をお渡しいたしました。

心温まる社会貢献活動に感謝いたします。

ご寄贈いただきました車椅子は、大切に使用

させていただきます。職員一同、感謝です❣

高齢者総合福祉施設 大平台の園

ご寄贈いただいた車椅子を囲んで
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１０月、施設内でハロウィン行事を開催しました。

午前中は南瓜やお化けのイラストをつけたピン

を倒すボウリング大会を開催。

イラスト付きのピンを倒すとボーナス加点あり。

みなさん、イラスト付きのピンを狙って、真剣に

ボールを投げました。

午後は、おやつバイキングを実施。それぞれに

お目当てのお菓子と飲み物を運んでもらい、喜

んでいただきました。おやつバイキングは、もと

もとご利用者の人気イベントですが、ハロウィン

と連動した雰囲気もプラスされ、とても喜んで

いただきました。

Ｔｒｉｃｋ ｏｒ Ｔｒｅａｔ ！

工作クラブについて紹介します ！

メンバー構成は、男性３名、女性１名 合計４名。

比較的小規模で活動しています。

車・ロボット等プラモデル、ジオラマ制作が主な

内容です。ひとつひとつの作品を完成させるには

長い工程と時間が必要です。

パーツの切り出し、バリ取り、組立て、接着、塗装

等クラブ活動を通して、物作りの難しさや楽しさを

経験してもらうことが活動の狙いです。

完成した作品は、職員が制作した展示用の棚に

展示しています。作品の展示を楽しみにしている

方も多いようです。これからも一緒に制作を楽し

みましょう。

神ケ谷園で業務について３年になります。

介護施設とは仕事内容が全く違うと感じたのが

第一印象でした。

救護施設は、ご利用者に自分でできる事は全て

実施してもらっています。職員は危険がないよう

に声をかけ、見守りしています。

困ったことや、失敗があった時は、必要に応じて

介入し、一緒に問題解決できるよう対応します。

施設では、年代層も幅広く、施設に入所してい

る経緯や理由も様々です。私も慣れるまでには

時間が必要でしたが、最近では、ご利用者が

楽しまれている姿や笑顔を見たり、「ありがとう」

の言葉をいただいたりすると、やりがいを感じて

とても嬉しく感動します。これからも、ご利用者の

自立に向けた取組に積極的に支援します。

医務室の仕事は３本の柱がります。

（１） ご利用者の健康観察、体調不良時の対応

（２） 受診同行、処方薬の準備、医師との連携

（３） 健康診査、がん検診等の市事業対応

救護施設のご利用者は、年齢や入所に至る経緯

や困難（生きにくさ）が多様です。その方に合った

支援方法を日々模索することが大変ですが、とて

も大切なことです。

例えば、歩行訓練が必要な方には、外来受診で

駐車場まで距離がある時でも、声をかけ励まして

一緒に歩いていただくこともあります。

その方の強みを見つけ、本人ができること、生き

がい感じていただき、達成感を感じていただくこと

が救護施設での医務のやりがいと考えて、取組ん

でいます ！

クラブ活動紹介

看護師より介護士より

イベント活動

１０月２８日（金）、静岡県男女共同参画課 「ライフデザ

イン形成支援事業」主催で、静岡文化芸術大学にて、

働く女性のライフデザインの出前講座が開催されました。

当法人含む３社が参加して、生活相談員 中西由佳さん

が “ 育児と仕事の両立 ” というテーマで、聴講生

５０名のみなさんとパネルディスカッション、座談会形式

による２部構成の９０分の講義に出席させていただきま

した。聴講生のみなさんは、中西さんの発表にメモを取り、

真剣に 聞き入って、強く頷く光景が見られました。

中には、「福祉の仕事に興味がある」とのご意見も有り、

充実した一日になりました。

松城指定居宅介護支援事業所

中西さんを囲んだ座談会の模様

航空自衛隊浜松基地で、３年振りに 「エアフェスタ２０２２」 が

開催されました。神ケ谷園ではブルーインパルスの飛行を施設

の屋上からご利用者と職員が一緒に楽しみました。

秋晴れの中、綺麗な空を一緒に見る事が出来て良かったと思い

ます。特に今年は、外出もままならない環境でしたので、今日の

出来事に、ご利用者が拍手をして喜ばれる姿を見ることができ

大変嬉しく思いました。

救護施設 神ケ谷園

新型コロナ禍で外出の難しい入居様へのお届け物。

１１月１日（日）、この季節にピッタリの焼き芋の販売会

を実施しました。みなさん、ニコニコ顔でほっこりします。

さつま芋の食べ方は色々ありますが、焼き芋が一番と

言われる方が圧倒的に多いです。

今ではほとんど行っている風景を見ませんが、枯葉を

集めて焼き芋を作った思い出は、今でも忘れません。

第２弾、第３弾も考えています。

全体体操のご紹介 第一弾 ❣

新聞紙を２０本程、細く丸めて、一つの束にした棒を制作して体操を

行っています。

・剣道のように振る動き

・離して掴む反射の動き

・手首をクルクル捻る動き 等々

体操の締めは、剣道の面を打つ動きをし、みなさま一緒に 「ヤ～！」

と大きな声を出して終わります。

男性利用者に人気がある全体体操です。時代劇の剣客になった気分です。

第二弾は、「セラバンド体操」 についてご紹介いたします。

やまざきデイサービスセンター

高齢者総合福祉施設 大平台の園
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ここでは、職員の１日の業務内容をご紹介します！
ご利用者の生活に沿って、見ていきましょう！

起床

作業開始

館内清掃

入浴

相談・記録業務

消灯就寝

ラジオ体操・運動

６：００

7：００

８：３０

10：00

11:30
10:30

13:00
15:00

16:00
17:30

21:00

STRAT

GOAL

救護施設は、身体や精神の障害や、何らかの課題（生きづらさ）を抱えていて、日常生活を営むことが困難

な方たちが利用している福祉施設です。

利用者一人ひとりのその人らしい豊かな生活の実現に向けて、日常生活支援や生産活動等を通して生活の

基盤を整え、 就労や地域生活移行など、利用者の目標や意向に沿ってそれぞれの自立を目指した取り組み

を行っています。 法的位置づけとして、生活保護法第３８条第２項に次のように定められています。

「救護施設は、身体上または精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所

させて、生活扶助を行うことを目的とする施設」と定義されています。

身体障害・知的障害・精神障害といった障害の種類による対象者の限定はなく、さまざまな状況の方が対象です。

生活保護を受けているが、一人での生活に不安がある方、病院を退院できるが帰る場所がない方、等支援を必要

としている方を幅広く受け入れます。

利用者にとって、最適な自己実現が図られるよう、自立に向けた個別の支援を行います。

サービスの提供にあたっては、利用者の希望・要望をお伺いしながら、「個別支援計画」を策定し、

チームで支援を行います。

救護施設では、施設長、生活相談員、管理栄養士、看護師、介護職員、介護員、事務員が必要な職種となり、

それぞれの立場での職務や役割を意識し、トータルケアで支援しています。時には、支援方法の

方向性で話合いが続いたり、不足している支援について真剣に対応する職員の姿があります。

介護施設との違いはありますが、福祉としての本質は変わりません。

今できる最大限の支援を提供し、ご利用者が楽しく、自立した生活ができるよう、

幸せを感じていただけるよう、日々奮闘しています。

救護施設はどんなところ？

どんな人が入所できるの？

どんな支援をするの？

職員の職種は？実際の業務内容は？

ご利用者の娯楽のひとつ、読書に最適な季節になります。

施設長からの呼びかけに応じ、各施設職員のご厚意で、

サスペンス、ハードボイルド、推理小説等を中心に、４０冊

程度、文庫本が集まりました。

テレビドラマ化されている西村京太郎さんの十津川警部

シリーズは大人気で、今回も半分以上を占めました。

寄贈された文庫本を前に、ご利用者もピースサインして

ほっこり笑顔で、大喜びです。

文庫本が集まりました

一日 お疲れ様でした！


