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　以下、各分野毎の方針文及び教育委員会の教育行政執行方針は、

紙面での紹介は省略しますが、ご希望の方には、冊子をお渡ししま

すので、総務課庶務係までお申し出ください。

　私は、昨年１月より、町長として町政の舵取りを担ってまいりましたが、町政執行に不慣れな私に対し、

これまで議員各位をはじめ各関係機関、多くの町民の皆様からのご支援と心温まるご厚情、ご指導をいただ

き、この一年間、各種事業を推進できましたことに、心から感謝を申し上げる次第であります。

私は就任１年目から、

の３つの重点目標を掲げて事業を推進してまいりましたが、地方版総合戦略の策定や総合計画の見直しにおいても、

この考え方を基本とし、人口減少対策も念頭に置きながら、町民の皆様に少しでも夢や希望を持っていただけるよ

う、27年度当初予算を策定したところであります。

　平成27年第１回町議会定例会の３月６日、奥山町長が町政執行方針を表明し、議会や町民に理解と協力を

求めました。

■少子高齢化を見据えて保健・医療・福祉を充実させていく

「安心して暮らすことのできるまちづくり」

■農業振興を核としながら商工業の発展と観光の推進を図る

「産業育成による活力のあるまちづくり」

■教育・文化・スポーツなどの環境を充実させて、

健やかな子どもたちの成長と生涯学習を推進する

「ひとが輝くまちづくり」

町政執行方針
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住環境

●マイホーム応援
住宅新築、居住用の中古住宅購入・改修費用及び浄化槽設置補
助（平成 27 年度から３年間）

2,350

　省エネルギー促進支援
太陽光発電システム設置・木質バイオマスストーブ・省エネ住
宅改修補助

150

　ふれ愛住宅促進 高齢者・障がい者住宅改修、バリアフリー改修費用補助 210

衛　生
環　境

●公共施設外灯ＬＥＤ化 公共施設の外灯をＬＥＤ照明に取替 490

●保養センター内部改修 １階床じゅうたん張替、内部壁塗装、トイレ洋式化 360

消　防
救　急

●救急車の更新 救命救急士対応の高規格救急車の更新 3,710

●消防団装備整備
団員用雨衣、耐切創性手袋

（５年で装備を充実する計画の今年度分）
97

○救命サポート
ＡＥＤを公共施設設置済 16 か所→ 19 か所

（コンビニなど民間事業所３ヶ所に設置）、救命講習の開催
187

　救命救急高度化 救命救急士の増員（前年度当初２名→３名に）

防　災

○防災情報ラジオ整備
防災情報ラジオ配付、アンテナ設置

【新規申込みの他、２台目は実費負担で配付】
229

　地域防災力強化推進
防災活動、資機材の購入、防災士養成研修補助、
モデル地区の防災訓練

120

　不良排水対策 不良排水整備 1,810

　河川改修 河川改修（ワッカウエンナイ川、４号川、日の出川、川西川） 8,000

生　活
安　全

●危険家屋等解体支援 危険な家屋等の解体費用を補助（平成 27 年度から３年間） 160

◎快適に安心して暮らせる　やすらぎのまちづくり

平成27年度の主な政策

●新規事業　○拡大・拡充事業　☆まち・ひと・しごと創生関係交付金の対象事業（平成26年度繰越事業）

（単位：万円）

■安心して暮らすことのできるまちづくり
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高齢者

福　祉

●なごやかサロン支援 地域で高齢者を支えるサロン活動を行うモデル事業に助成 42

●芳生苑健楽苑改修
芳生苑東棟居室改修（床張替・壁天井改修・洗面台取替）、
設備改修（診療室・受電設備）、健楽苑外壁等改修工事

4,358

●芳生苑車両更新 搬送用ワゴン、搬送用軽ワゴン 702

　高齢者おでかけハイヤー支援
高齢者の日常生活充実のため、75 歳以上を対象にハイヤー
初乗り運賃の一部を補助（昨年度 12 回分→ 24 回に増）

452

　高齢者道北バス利用運賃助成 高齢者への道北バス利用者運賃補助 7

　後期高齢者医療負担支援 事業費負担金・療養給付費負担金・保険基盤安定制度繰出 8,164

児　童

福　祉

●幼児教育強化 茶道、英語、スポーツ教室の実施 16

○保育料軽減 保育料の軽減を国基準の５割→７割に拡大 1,594

○保育所施設環境整備 暖房器・温水ボイラー等改修 1,480

○にれっこ祝金 出産祝金を２万円から 10 万円に増額 300

○わっさむ健やか
こども医療費助成

０歳から中学生迄の入院・通院医療費全額補助
【町外医療機関の一時立替払いを解消　283 千円】

1,153

○保育体制整備 保育士の増員、保育時間の延長

心身障

がい者

福　祉

●北海道障がい者
冬季スポーツ大会開催

大会開催負担金（平成 28 年２月に和寒町で開催） 130

●心身障がい福祉推進 社会福祉士の配置

　腎臓機能障がい者
通院交通費助成

人工透析療法受診のための通院費補助 48

　社会福祉施設等通園費助成 社会福祉施設への通園費補助 123

　重度障がい者ハイヤー助成 重度障がい者手帳保持者へのハイヤー利用券配布 52

社　会
福　祉
団体等

　社会福祉協議会支援 社会福祉協議会運営補助 532

　社会福祉活動支援
ふれあい昼食会、訪問サービス、紙オムツ購入補助、小地域ネッ
トワーク事業、ボランティアセンター運営補助

482

　高齢者事業団運営支援 高齢者事業団運営補助 180

　老人クラブ活動支援 老人クラブ連合会運営補助 87

社　会
保　障

☆福祉灯油等購入助成 灯油購入費等の一部を補助 432

　介護サービス利用料支援 所得税非課税世帯の訪問・通所介護サービス利用者負担軽減 255

◎ぬくもりで支えあう　思いやりのまちづくり
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保　健

○基本健康診査等健（検）診
基本健康診査等健（検）診の実施、費用の助成

【前立腺がん検診 75 歳年齢制限の撤廃】
769

○予防接種費用助成
定期予防接種、任意予防接種

【接種料金の引き上げに伴い、自己負担は据え置き、町負担を
増額（インフルエンザ・成人肺炎球菌）】

698

　生活習慣等改善促進 節目検診・追加検診の実施、費用の助成 125

　女性支援のための
がん検診推進

子宮頸がん・乳がん検診の無料化 511

　働く世代の大腸がん検診推進 大腸がん検診無料化 131

◎いきいき元気に暮らせる　健やかなまちづくり

医　療 ●医療機器整備
超音波診断装置、内視鏡洗浄機、肺活量測定器、全自動糖分析
装置、ＤＣＡバンテージアナライザー、リハビリ索引装置

1,865

■産業育成による活力あるまちづくり

水資源

水地用

●簡易水道施設整備 東丘浄水場改修実施設計委託、用地購入、用地測量委託 3,455

●下水終末処理場施設整備改修
設備改修工事（機械・電気設備）、
設備改修工事詳細設計業務委託（機械・電気設備）

8,860

●下水道汚泥農地還元 下水汚泥処理施設（堆肥盤）建設工事詳細設計 1,500

◎恵みの大地と共生する　うるおいのまちづくり

道路網
整　備

　町道バリアフリー化推進 バリアフリー化工事実施　3路線 L=595m 及び測量設計 1億 960

　町道改修整備
７号道路改良 (17 線～ 16 線）342m、
路面改修５路線 L=1,110m、道路ストック点検事業、
橋梁修繕設計委託、橋梁修繕事業、瑞穂橋架替事業負担金

1億 5,450

雪対策 　大通り除排雪　 大通り商店街排雪補助 310

公　共
交　通

　町営バス運行 路線バス運行業務委託、バス車両（29 人乗）の更新 1,785

農　業

●農業経営力支援 施設整備、機械導入に対する補助（平成 27 年度から３年間） 2,500

●特産品振興 和寒町のＰＲ及び特産品の振興 500

●地域振興推進 北海道から地域振興に関わる職員の派遣受け入れ

●農業活性化センター
施設設備整備

トラクター、ハウス施設整備、フルーツセレクター導入 1,282

○土地改良農家負担軽減対策

道営土地改良事業地元負担に対する農家負担軽減対策継続地
区：和寒中部地区、和寒東部第１地区、和寒東部第２地区、和
寒西部地区（新規地区：和寒北部地区、わっさむ地区、和寒地
区は今後補正対応）

3,041

☆農業活性化センター運営 農業活性化センター運営費負担金 1,975

◎活気あふれる　元気なまちづくり
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農　業

☆農村生活体験 農村生活体験実習生の受け入れ 500

　農業基盤整備促進 団体営の暗渠排水事業 1,409

　食用かぼちゃ種子生産振興 生産普及に努める生産者団体へ作付種子代補助 100

　農地集団化促進 農地利用集積支援 810

　新規就農対策 就農奨励補助、受入農家支援補助、生活支援補助 478

　土づくり対策 バーク原料供給 1,349

　有害鳥獣被害対策
有害鳥獣焼却施設の管理運営、
有害鳥獣捕獲奨励補助・有害鳥獣対策連絡協議会補助

1,199

　担い手推進協議会活動支援 青年交流会の開催 10

　担い手育成・確保対策 わっさむ担い隊経費・集落支援員報償 644

林　業

○植樹推進
10 月和寒町で開催の北海道森づくりフェスタ植樹祭会場準備、
実行委員会経費

688

　基幹作業道開設 林道西和東線整備　L=1,000m 1,000

　町有林整備 町有林造林・皆伐・下刈・間伐材運搬 2,851

　新エネルギー導入推進 木質バイオマス燃料製造事業、製造施設排煙窓修繕 1,586

商工業

☆プレミアム付き商品券発行 町民生活を応援するプレミアム付き商品券の発行 1,680

○地場産業開発
調査試験研究及び販路促進に対する補助

【ロゴマーク使用に対する助成追加】
250

　商工会活動支援 商工会運営補助 1,756

観　光

☆各種イベント補助
各種イベント補助

（どんとこい！夏まつり、全日本玉入れ選手権）
550

☆観光推進 観光協会補助 700

●ふれあいのもり改修 東側駐車場の整備 940

■ひとが輝くまちづくり

学　校

教　育

●児童生徒体力向上 体力づくりのための歩数計を児童生徒に配布 26

●教育アドバイザー設置 教育アドバイザーの配置 355

●学校給食費負担軽減 給食費の３割を軽減（平成 27 年度から３年間） 340

●和寒小学校開校 110 周年記念 記念事業の実施 65

○国際理解教育
外国語指導助手による英語学習の実施

【ジュニアイングリッシュ講座、保育所英語教室】
350

　『学ぶ力』を育む推進 教育事情先進地視察、授業力向上研修事業、教育講演会の開催 170

　特別支援教育推進 特別支援員３名配置 425

　高校生徒通学費等支援 高校生徒の通学費等支援 562

　未来を拓く人づくり推進 町内児童生徒に対する国内外研修派遣・交流事業への費用補助 515

◎未来を拓く　心豊かなまちづくり
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■お問い合わせは保健福祉課介護保険係（℡32-2000）まで

段階区分 対　　　　象　　　　者
基準額に

対する割合

保　険　料（円）

年　　額 月　　額

第１段階

生活保護を受給されている方

老齢福祉年金受給者または住民税非課税世帯で、前年の本人の合計所得金額

と課税年金収入額が80万円以下の方

基準額×0.50 30,600 2,550

第２段階
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額が80万円

超120万円以下の方
基準額×0.75 45,900 3,825

第３段階
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額が120万

円超の方
基準額×0.75 45,900 3,825

第４段階
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合

計所得金額と課税年金収入額が80万円以下の方
基準額×0.90 55,000 4,580

第５段階
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合

計所得金額と課税年金収入額が80万円超の方
基準額 61,200 5,100

第６段階 本人が住民税課税者で前年の所得金額が120万円未満の方 基準額×1.20 73,400 6,110

第７段階 本人が住民税課税者で前年の所得金額が120万円以上の方 基準額×1.30 79,500 6,625

第８段階 本人が住民税課税者で前年の所得金額が190万円以上の方 基準額×1.50 91,800 7,650

第９段階 本人が住民税課税者で前年の所得金額が290万円以上の方 基準額×1.70 104,000 8,660

☆保険料の決まり方と納め方

　国民健康保険加入されている方の介護保険料は、下記の算定方法で世帯ごとに決められます。

　医療保険分と介護保険分を合わせて、納めていただきます。職場の医療保険に加入されている方は、

医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じ算定されます。

40 歳以上 65 歳未満の方の介護保険料【財源内訳 28％】（第２号被保険者）

所得割

第２号被保険

者の所得に応

じ計算

現行0.7/100

均等割

世帯の第２号

被保険者数に

応じ計算

現行4,000円

平等割

第２号被保険

者の属する

世帯

現行4,000円

資産割

第２号被保険

者の資産に応

じ計算

現行6.5/100

＋ ＋ ＋

※６月中旬に見直し後の率などが決定します。

65 歳以上の方の介護保険料【財源内訳 22％】（第１号被保険者）

　高齢者の増加に伴い、介護保険の財源に占める保険料負担割合は、第１号被保険者22％、第２号被保

険者28％と変わりました。

　65歳以上の方の介護保険料は、３年ごとに見直され、介護サービスにかかる

費用などから算出した『基準額』をもとに、みなさんの所得に応じて決まります。

　第６期介護保険料は、所得水準に応じできめ細やかな保険料設定とするため、

現行の保険料段階設定を６段階から、国の基準通り９段階に見直しています。

　また、介護保険事業基金を取り崩し、保険料の上昇をできるだけ抑制するようにしました。

　低所得者の保険料については、今後、基準額に対する割合の引き下げが予定されています。

　老齢・遺族・障害年金などが年額18万以上の方は、年金から差し引かれます。年度途中で65歳になっ

たり、所得の変更があった場合などには一時的に納付書で納めていただくことになります。

介護サービス
の総費用

65歳以上の方
の負担22％

65歳以上の方
の人数

一人あたりの
保険料の基準額÷ ÷ ＝

☆平成27年度から平成29年度の所得段階区分ごとの保険料
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今年は、例年より積雪が少ないため、ヒグマが早くから活動を開始しています。また、道内に
おいても冬期間のヒグマの事故が発生しているため、山での作業や山スキーなど野外で活動する
際には十分注意をしてください。
昨年、和寒町内でも12件のヒグマの食害・出没が確認されており、「ヒグマ出没」の看板が設
置されている場所には近づかないようお願いします。

ヒグマ出没にご注意！！

梢　広報わっさむ　平成27年４月号13

ヒ グ マ 出 没 Ｍ Ａ Ｐ　ヒ グ マ 出 没 Ｍ Ａ Ｐ　ヒ グ マ 出 没 Ｍ Ａ Ｐ　　（平成26年分）　　（平成26年分）　　（平成26年分）　

１．ヒグマに出会わないために
・山に単独で入らない
・鈴を付ける、ラジオを持ち歩くなど音を出す
・薄暗い時には行動しない
・フンや足跡などを見つけたら、すぐにひきかえす

２．ヒグマに出会ったら
・クマが気づいていない場合は静かにその場を立ち去る
・クマがこちら近づいてきたら視線を外さないでください
・クマの動きを見ながらゆっくり後退して離れてください
・リュック等を置くとクマの気を引いて時間を稼げます

３．不用意にクマを刺激しない
・大声、石を投げる、逃げる等は自殺行為となります
・背中を見せて逃げるとクマの興味を引いてしまいます

▲ヒグマ出没看板
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まちのニュース  カメラアイ ～地域の話題をお届けします～

町長と茶話会

公民館で女性セミナー第３回目の講座として
「町長と茶話会」が開催されました。当日は和
寒ボランティアクラブによる手づくりのカレー
ライスが用意され、食後にはコーヒーを楽しみ
ながら約40名の参加者が町長とまちづくりにつ
いて意見を交わしました。
参加者からは街灯の整備、子育ての環境づく

りや高齢者支援についてなど、女性ならではの
視点からの意見も多く、充実した茶話会となり
ました。

１市３町の小学校５年生が合同宿泊研修

１市３町合同ジュニアリーダー研修会の第Ⅲ
期が幌加内町朱鞠内ふれあいの家「まどか」で
２月21、22日の１泊２日で開催されました。
同研修会は和寒、剣淵、幌加内、士別の小学

５年生を対象にリーダーとして必要な自主性や
創造性を養うために共同宿泊体験をおこなうも
ので、研修生たちはワカサギ釣り、グループで
のポスター作りなどの課題を協力して取り組
み、交流を深めました。釣れたワカサギは夕食
で調理され、研修生たちの「おいしい」と喜ぶ
様子が見られました。

しおかりキャンドルナイト

塩狩峠記念館周辺でわっさむプロモーションズ（代表合田
俊幸さん）主催・塩狩峠記念館友の会（代表真鍋紘一さん）
協賛で、「しおかりキャンドルナイト」が開催されました。
この日は作家・三浦綾子さんの小説「塩狩峠」に登場する

主人公のモデルとなった長野政雄氏が明治42年に殉職した命
日であり、午後５時30分から長野さんを偲んで228個のアイ
スキャンドルが点灯されました。また、冬期間一日限定で塩
狩峠記念館が開館し、訪れた方々は幻想的な冬の塩狩峠の夜
を過ごしました。

田んぼダムで地域を守る

町民センター大集会室で、てしおがわ土地改
良区谷島副理事長を講師に招き「田んぼダムの
取り組みについて」と題し、講習会が開催され
ました。
同じ農業者という立場から実体験に基づく講

演をいただきました。講演の中では「みんなで
取り組むことで水位の調整ができる。災害から
自分たちの財産を自分たちで守ることができ
る」とお話しをいただき、参加者は熱心に耳を
傾けていました。

色鮮やかな熱気球

３月３日から15日まで図書館ロビーで、写真
展が開催されました。
作品は２月15日に開催された「和寒越冬キャ

ベツ・バルーンフェスティバル」で撮影された
もので、雪原に映える色鮮やかな熱気球やそれ
を楽しむ笑顔の写真が多数展示され、多くの来
館者が作品に魅入っていました。

2/28
（土）

2/18
（水）

2/21・22
（土）・（日）

3/3 ～
（火）

3/5
（木）

広報わっさむ　平成27年４月号　梢14
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平成27年度北海道警察官採用試験が下記の日程

でおこなわれます。受験区分・採用人数など詳し

くは警察署までお問い合わせください。

○第１次試験日　　５月10日（日）

○受 付 期 間　　４月１日（水）～

４月15日（水）

■お問い合わせ先：士別警察署　℡23-0110

井
いのうえ

上　愛
あい

梨
り

　　【保育士】

本年度から和寒町の職員と

して勤務させていただくこと

になりました井上愛梨です。

新たな一歩を自然豊かな和寒

町で迎えられることを大変嬉

しく思います。保育士として

は３年目でまだまだ未熟な部

分があり、ご迷惑をおかけす

ることがあると思いますが精一杯頑張っていきた

いと思っております。様々なことに挑戦し、町民

の皆様のお役にたてるように日々努力してまいり

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

空
そ ら ち

地　奏
かな

海
み

　　【保育士】
本年度から保育士として勤

務させていただくことになり
ました空地奏海と申します。
昨年の冬に和寒町に引っ越し
をしてきました。町民の皆様
が私を温かく迎えてくださ
り、とても住みやすい町だと
感じました。そんな和寒町で
社会人として第一歩を迎えら

れることを大変嬉しく思っております。
笑顔を大切に、明るく、元気に皆様と接してい

きたいと思います。わからないことも多く、ご迷
惑をおかけすることもあるかと思いますが、精一
杯努力してまいりたいと思っております。どうぞ
よろしくお願いいたします。

北海道警察官募集
川
かわしま

嶋　雅
ま さ こ

子　　【看護師】
この度、町立病院で勤務さ

せていただくことになりまし
た川嶋雅子です。旭川の看護
系専門学校を卒業後、旭川市
内の病院で４年間勤務してい
ました。「看護師は３年たっ
て一人前」などとよく聞きま
す。社会人としても看護師と
しても、まだまだ半人前で未

熟者ではありますが、少しでも皆さんのお役に立
てるよう一生懸命努めてまいりたいと思いますの
で、よろしくお願いいたします。

齋
さいとう

藤　信
のぶあき

昭　　【介護支援専門員】

４月から和寒町の職員とし

て勤務させていただくことに

なりました齋藤信昭と申しま

す。３月までは士別市朝日町

の居宅介護支援事業所で介護

支援専門員として勤務してお

りました。以前より家族で和

寒町を訪れる機会はありまし

たが、このたび和寒町で生活できることになり大

変嬉しく思っております。今後は早く業務に慣

れ、少しでも町民の皆様のお役に立てればと考え

ております。どうぞよろしくお願いいたします。

喜
き く な が

久永祥
しょうこ

子　　【社会福祉士】
本年度より和寒町の職員と

して勤務させていただくこと
になりました喜久永祥子と申
します。旭川大学でコミュニ
ティ福祉を４年間学び、様々
な人たちと交流していくなか
で、個人の生活問題は多様化
かつ複雑化しており、社会福
祉はこれらの問題に対応して

いく大切なものだということを学びました。
至らぬ点が多々あろうかと思いますが、和寒町

の発展のために努力していきたいと思っています
ので、よろしくお願いいたします。

■お問い合わせ先　　自衛隊旭川地方協力本部　名寄出張所　

　　　　　　　　　　住所　〒096-0011　名寄市西１条南９丁目45

　　　　　　　　　　電話　01654-2-3921

　　　　　　　　　　※受験申し込みは、和寒町役場総務課でも対応いたします。

■受験種目 ■応募資格 ■受付期間 ■試験期日

一般幹部
候補生

22歳以上26歳未満
（平成28年4月1日現在）
※学士等取得状況により異なります。

3月1日（日）～5月1日（金）
※締切日必着

5月16日（土）・17日（日）
※17日は飛行要員希望者のみ

自衛官等募集
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清潔ケアのあれこれ
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広 報 わっさむ

２月中交通事故状況 （２月末現在）

発生件数
人 身  　０件（　　１件）

物 損　　９件（　１９件）

死　　者 ０人（　　０人）

傷　　者 ０人（　　１人）

道内での死者 ８人（　１６人）

（　）内は27年累計

交通事故死ゼロ日数　１，３１７日

佐藤　結
ゆ

琉
る

ちゃ
ん　≪H26.１.28生まれ≫

　三笠　佐藤　哲也さん・聖奈さんの長女

中道　一
い ぶ き

颯く
ん　≪H26.４.８生まれ≫

　三笠　中道　俊介さん・美佳さんの長男

和寒町役場（代表）　　　　　　　32-2421

　　お客さま窓口　（１　階）　　32-2500

　　住　民　課　　（１　階）　　32-2422

　　産業振興課　　（１　階）　　32-2423

　　農業委員会　　（１　階）　　32-2435

　　出　納　室　　（１　階）　　32-2420

　　総　務　課　　（２　階）　　32-2421

　　建　設　課　　（２　階）　　32-2424

　　議会事務局　　（３　階）　　32-2436

　　消防和寒支署　（１　階）　　32-2119

　　　救急・火災の時は・・・・・１１９

和寒町教育委員会　

公民館　　　　　　
（北　町）　　32-2477

図書館　　　　　　（西　町）　　32-4646

総合体育館　　　　（三　笠）　　32-4470

保健福祉センター　（西　町）　　32-2000

保育所　　　　　　（三　笠）　　32-2242

こども館　　　　　（三　笠）　　32-3125

町立和寒病院　　　（西　町）　　32-2103

農業活性化センター（日ノ出）　　32-2010

バス予約（専用電話）　　　　　　32-2525

公共機関電話番号

■編 集 後 記■

　３月は卒業の季節。

　小学生25名、中学生29名は、今までの思い出

を噛みしめ卒業証書を受け取りました。夢と希

望に胸を膨らませ新しい学び舎へと旅立ちま

す。

　楽しいこと辛いこと、これから待ち受けてい

る困難にも、チャレンジ精神で乗り越えていっ

てほしいものです。ご卒業おめでとうございま

す。� （Ｍ）

　はじめまして、一颯です。

　お姉ちゃんが大好きでいつも側にいるよ。最近は立ち上がれるように

なったからイタズラしちゃうんだ☆

　お外に出るのが好きでテンション上がっちゃうの☆もし見かけたら声掛

けてね！！

　はじめまして、私の名前は「ゆる」と言います。

　少し前まで男の子と間違われていたけど、最近はやっと女の子らし

くなってきたみたい（笑）

　最近歩けるようになってお家の中の色々な所に行ったり来たりして

いるよ♡音楽や歌でリズム遊びが大好きなわたし♡
町で見かけたら声をかけてね♡
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