
幼稚園に行こう！
９月も中旬。そろそろ、３歳になる幼児がいるご家庭では、来年４月の入
園に向けた「園選び」が始まる時期。平塚市私立幼稚園協会加盟園では、来
年度の新入園児を募集するにあたり、来月15日から一斉に入園案内と願
書の配布が行われる（願書受付は11月１日から）。本紙今週号では、入園
準備を始めるご家庭の皆様へ向け、幼稚園の魅力をご紹介。

校教育法に基づく「学校」
である幼稚園は、厚生労
働省管轄の「保育所」（保

育園）とは異なり、文部科学省の教
育要領に基づく教育を受けられる
教育施設。子どもが生まれて初め
て通い、学習する場となる幼稚園
選びは、よく調べてから、じっく
り考えたいところ。本紙では市内
全23園の私立幼稚園が加盟する平
塚市私立幼稚園協会に話を聞いた。

多彩な特色

　同協会は「文科省の教育要領に基
づく『全国共通の教育』が受けられ
る」という基本的な要素以外にも、
私学として「各園が独自に取り組む
多彩な教育も魅力」とする。思いや
りや生き物の大切さを学ぶとして
動物の飼育を取り入れたり、自然
の恵みを学ぶ食育として野菜栽培
等を導入する園もある。また、日

本の伝統的行事を取り入れ、「日本
人の心」を養う園や、園外保育や体
育的活動等で体力向上を目指す園
などもあり、特色は様々。普段の
生活では味わえない体験が、各幼
稚園では多彩に用意されている。

教育の場

　「幼稚園は、将来の人間形成に関
わる重要な教育の場」とも。学習的
観点では、「遊びながら学ぶ」ことが
小学校での様々な学習活動に有効
につながり、生活的な観点では、「し
つけやルールを学ぶ」場。挨拶や靴
を脱いだら揃える、すべり台では
順番を守る。時には喧嘩も起きるが、
そこは教師が間に入り、「なぜ起き
たのか」を考え、悪いことをしたら
「ごめんなさい」を言う。また「あ
りがとう」という感謝の念を表現す

ることができることなど、幼稚園
は「健全な心の育ちと生活習慣の基
礎が全部詰め込まれています」と同
協会。

働く親のためにも

　今や「働きながら子育てを」とい
う保護者も増えてきている。幼稚
園は通常の保育の前後に朝と午後
の預かり保育として、他の保育施
設並みに子どもを預かる体制も整
えているとのこと。但し各園とも
その取り組みは様々なようである。
　子どもたちにとって、人生最初
の教育を受ける場である幼稚園。
そして子どもたちの輝かしい未来
を形づくる重要な幼稚園。平塚市
内の私立幼稚園は、しっかりとし
た教育方針のもと、私学としての
特色を生かした園運営が日々なさ

れている。じっくりと考えて、候
補の幼稚園は実際に見学し話を聞
いて、ご家庭の子育て方針・教育
方針に合った園選び、悔いの残ら
ない園選びを。（記事制作協力＝平
塚市私立幼稚園協会）

学
今週号の４～５面では

平塚市私立幼稚園協会

園児募集と詳細を特集！
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年を通して様々な花
が咲く馬入・光と風
の花づつみでは、百

日草が見ごろを終え、現在コ
スモスとキバナコスモスの花
が咲き始めている。
　一般的にコスモスと呼ばれ
ている花は、「大春車菊」と呼
ばれる品種で、秋に桃色の花
を咲かせるもの。品種改良に
より白・赤・黄色・オレンジなど
の色も作りだされた。キバナコス
モスは黄色いコスモスと言われて
いるが、大春車菊とは別種のもの。
　今年の開花は例年より早く、見

ごろは10月中旬から下旬と見ら
れている。満開時には70万本に
もなるというコスモスを見に散歩
に出かけてみては。

年で創立10周年を迎
える「湘南ビューティ
ーカレッジ」(平塚市

明石町・井出隆夫校長 )は4日、
記念式典と記念祝賀会をホテル
サンライフガーデンで行った。
　式典には同校関係者や卒業生
らが出席。河野太郎代議士や落
合克宏平塚市長も参列し、祝辞を
述べた。井出校長は挨拶の中で「現
代は厳しい生存競争で、技術があ
れば良いという時代ではない。こ
れからは技術以上の何かが問われ
る。それは生きる力。問題を見つ
け解決する能力や、モチベーショ

ンを維持する力、コミュニケーシ
ョン力など、総合した『人間力』が
必要となっている」と話し、現在
美容師として働く卒業生を激励し
た。
　最後は出席した卒業生らが壇上
へ上がり、校歌斉唱で幕を閉じた。

磯町は、今年２月に国の
登録有形文化財に指定さ
れ、今年５月より活用事

業者の募集を行っていた同町所有
の「旧木下家別邸」（大磯駅前洋館）
の借受人が「インターナショナル
青和株式会社」(東京都渋谷区・竹
内秀夫代表取締役 )に決定したと、
先月発表した。
　同社は都内を中心にレストラン
を展開する事業者で、現在「表参
道 bamboo」( 東京都渋谷区・フラ
ンス料理 )や「小笠原伯爵邸」(東
京都新宿区・スペイン料理 )、
「Albergobamboo」( 足柄下郡箱

根町・イタリア料理 )を経営して
いる。今回、同町に申請された同
社の事業概要は「カフェ・レスト
ラン施設、ウェディング施設、イ
ベント施設、カルチャースクール、
大磯の歴史建築資料室 (仮称 )、撮
影ロケ地、レンタルスタジオ」と
なっている。
　同町では現在契約へ向けた準備
中とのことで、契約締結は今月中
とみられる。貸付期間は契約締結
から平成 29 年 7 月 31 日まで。
賃貸料月額46万円 (+消費税 )は
同町の収入となる。詳細は準備が
整い次第同町HPに掲載される。

界保健機関 (WHO) では
自殺予防対策推進の一環
で、9 月 10 日を世界自

殺予防デーに設定している。この
日を中心とする自殺予防週間
(9/10～ 9/16) に合わせ、平塚市
でも様々な取り組みが行われてい
る。
　平塚市は全国の自治体に先駆け、
平成 20年 7月に「平塚市民のこ
ころと命を守る条例」を施行。そ
れを受けて「こころと命のサポー
ト事業」を展開し、自殺対策の取
り組みを進めてきた。今年で５年
目を迎える同事業は、地道な啓発
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ゴールのない取り組み
自殺予防週間に合わせて啓発活動を実施

世

借受人、決まる
大磯町「駅前洋館」

活動や取り組みによって、徐々に
市民に浸透してきている。10日
には県と共催で「自殺予防啓発街
頭キャンペーン」を行った。落合
克宏平塚市長も訪れた同イベント
では、湘南ひらつか織り姫や、湘
南ベルマーレのマスコットである
キングベルⅠ世などが平塚駅前で
リーフレット・啓発グッズの配布
を行い、道行く人に自殺予防を訴
えた。
　同市くらし安全課では「悩みが
ある人はそれを抱え込まないで、
まず相談してほしい。そして周り
の人は、異変に気づいたら相談先

への架け橋に
なってあげて
ほしい」とメッ
セージを訴え
ている。
◎「こころと命
のサポートの
ための本」コー
ナー設置◇期
間：9/30( 日 )
ま で◇場 所：
市内４図書館
◎神奈川県自殺対策講演会・シン
ポジウム◇日時：9/29( 土 )13 時
30分～ 16時 30分◇場所：聖ス
テパノ学園海の見えるホール (大
磯町大磯 868)◇講演：「いのちを
見つめて」～伝えたい「大丈夫」の
コトバ～◇講師：細谷亮太氏◇シ
ンポジウム：「いのちを支える」～

私たちにできること～◇定員：
210人※申し込み先着順◇その他：
同時開催「こころとくらしの相談
会」9時 30分～ 12時 30 分◇申
し込み /問い合わせ：県精神保健

NEWS 03

技術と人間力を育てて10年
湘南ビューティーカレッジ

今
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コスモスが咲き始め
馬入の花畑で

１

ベルマーレ 2回戦突破　サッカー
第 92 回天皇杯は 8日、9 日で 2
回戦を終え、湘南ベルマーレは
1-0 で愛媛 FCを下し 3回戦に駒
を進めた。残暑の厳しいデーゲー
ムだったが、FW大槻がゴール。3
回戦は10/10、J1柏レイソルと対戦。
(写真＝鈴木英雄 )

　

サッカーゴール寄贈、今年も　平
塚市サッカー協会は8日、平塚市
内の中学校2校と平塚中等教育学
校に、サッカーゴール及びゴール
ネットをそれぞれ 1組寄贈した。
この企画は平成 21年からスター
トし、毎年、市内中学校3校にサッ
カーゴールを寄贈している。

　

あそびの森 inひらつかアリーナ開
催　平塚市と平塚市社会福祉協議
会は未就園児を対象に「あそびの
森」を開催する。「あそび」を通し地
域の子育て支援者との交流や子育
て支援情報を提供。申込不要、入
場無料。◇日時：9/20( 木 )10 時～
14時◇会場：ひらつかアリーナ◇
問い合わせ：同協議会☎33-0007

SCN（湘南ケーブルネットワーク）
主催・親子キャッチボール教室　
ボールの握り方や上達へのコツを
横浜DeNA ベイスターズの選手
OB が指南。◇日時：9/29( 土 ) ９
時 30分～正午※雨天中止◇会場：
平塚球場◇対象：小学生とその保
護者(先着100組200人)◇参加費：
300円 ( 保険料他 )◇申し込み：ハ
ガキまたは同社ＨＰで(締切9/24)◇
問い合わせ：同社☎22-1213

湘南ひらつかファミリーサイクリ
ング参加者募集　総合公園を出発
地とし、「ひらつか花アグリ」を目
指すサイクリングが実施される。
参加者には花菜ガーデン無料見学
の特典あり。見学後は総合公園で
湘南ベルマーレの試合観戦を行う。
◇日時：10/21( 日 )12時～ 15時
30分(試合観戦は16時から)◇定員：
20 人◇参加費：1000 円 ( 保険料
含む )◇申し込み /問い合わせ：平
塚市商業観光課☎35-8107 

大

借り手が決まった駅前の洋館 (写真提供＝大磯町 )

福祉センター相談課☎045-821
-8822/FAX045-821-171
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平塚駅前 ☎21-1038

１枠（小）5,000 円より

ナンバー付の廃車手続きも無料で安心。
（有）バイク情報センター☎８２－１７８１

原付バイク買取・処分無料！

ピアノ高価買取ります
電子ピアノとも交換可。大型買取店
タクト楽器㈱湘南店　☎９６－６７２８

相
談 基礎体温表持参、漢方煎じ薬が効きます。

いづみ漢方 四之宮 3-6-41☎２３－３１５６

赤ちゃん欲しい人

即対応。年中無休、相談無料。中古引取、
販売。先生の卵の会 ☎７３－３５９３

パソコン出張修理

相
談 説明書希望の方ご連絡を。送付可。いつで

も見学自由。一向寺 ☎７９－０３４４

合祀墓・永代供養付

相
談

直葬・家族葬・墓地
１５万７５００円より、２４時間受付。
検索葬儀ムラヤマ☎３１－７８９０平塚

カギ・サッシ・玄関ドア・網戸等
見積無料。ミノシマ・サービス（平塚）
☎０１２０－８８－８６６５

直
します

運用 24年、寺歴八百年、ノウハウ多々
検索 平塚宝善院　☎３２－０３８７

永代供養と永代供養墓募
集

刀剣、着物等歓迎　国道 1号古花水信号前
古美術　善　☎０４６３－３６－３５５３

古美術・骨董　高価買取

家庭では勉強できない、クラブ活動で勉強
時間がない、成績は不安だけど塾は苦手、
そういう小中学生の方、土日に個別で 60
分から学習してみませんか？ 60 分単位で
小学生 1680 円、中学生 1890 円　紅谷
町 9-18　平山　☎090－1793－3574

音楽スペースパルで個別学習を！募
集

和骨董・古民具・古裂・今昔きもの9/24（火）
～28（金）11時～17時☎91－1254

古布の市　織布（をりふ）告
知
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預り保育参加
自由遊び

通常の保育開始は 9:00 ですが、保護者の
仕事等のために便宣を図るべく、朝の預
り保育を実施している園もあります。

朝の預り保育につ
いては、それぞれ
の幼稚園により取
り組みが異なりま
す。

登園・保育開始
健康視診
持ち物の整理
朝の自由遊び　など

午前の保育

登園した子どもの健康チェック。出席シ
ールノートなど自分でできるところは自
分で行い、友達が揃うまで用意された環
境で先生と一緒に遊びます。

健康・環境・人間関係・言語・表現等『幼稚園
教育要領』に基づいた活動や遊びをいろい
ろな方法で経験します。

自由遊びや設定さ
れた環境の中で友
達と協力しながら
活動に取り組む楽
しさ等、幼児期に
身につけておきた
い様々なことを体
験します。

各幼稚園で取り組
みが異なりますの
で、詳細は各幼稚
園にお問い合わせ
下さい。

食事の時間 給食・お弁当など

8:00～

9:00～

11:45～

午後の保育 外遊び・室内遊び等を織り込みながら、活
動の続きや別の活動等を先生と一緒に行
います。

12:45～

概ねの時間 保育項目 内　　容 備　　考

保育終了 お帰り（歩き・バス降園）14:00～
預り保育開始

預り保育終了

保育終了後、預り保育専任者が、お子様
の保育をします。

14:00～

17:00～

「幼稚園で学びたい遊びたい」と希望される皆様全員が入園できる態勢を整えていますので安心して下さい
平塚市内の私立幼稚園は新入園児の募集を行います

10月15日（月）より・・・入学案内・願書配布　11月1日（木）より・・・願書受付

こちらは一例です。詳細は各園にお問い合わせ下さい。

※夏休み・冬休みなどの長期休園中に預り保育を実施している園もあります。
※時間・費用等は園により違いがありますので、詳細は各園にお問い合わせ下さい。

私立幼稚園には、国と平塚市から保護者の課税額に応じて
補助金が支給されます。（支給は各幼稚園を通じて）

★この補助金は本協会と父母の皆さまとが一体となって
得た活動の成果です。なお増額の運動を継続中です。

幼稚園は遊びを大切にした教育を行っています。
協同的な遊びは子どもの将来にとって重要な学習です。

補助金

幼稚園は良いこと悪いことの区別、他者へ
の思いやり、ルールを守る意識の向上など、
心の教育にも力を注いでいます。

幼稚園は集団生活の中で様々な食べ物への
興味や関心をもったり、その大切さを学び
進んで食べようとする気持ちを育てます。

幼稚園は３歳から、その発達を踏まえて一人ひとりの
個性や可能性を伸ばしていくところです。

幼稚園は未来を担う子どもたちに、
人生最初の学校教育を行うところです。

Check!

各園個別の郵送・個別訪問による入園案内・願書の配布、
運動会、入園説明会のご案内はしておりません。
詳細は各園に直接お問い合わせ下さい。

ご注意下さい！

平塚市私立幼稚園協会

私立幼稚園はこんなところ 楽しい幼稚園の一日

保存版

平成24年9月14日（金）No.15334 SPECIAL S



◇お刺身にぎやか盛り合わせ（5種） ◆合鴨のローストバルサミ
コソース◇ 自家製ミックスピザ ◆20品目和伊まるサラダ ◇アボ
ガドとサーモンのタルタル ◆若鶏の唐揚げ＆手羽先の唐揚げ ◇
木の子の和風スパゲッティー ◆ふわふわアイス

❶
☎33-2215住出縄195

入園説明会 10月24日水 PM1:30～園ホール

運動会日程 10月7日日 AM9:40～高村公園

大神美里幼稚園❷
☎54-3288住大神2380

入園説明会 10月15日月 PM1:30～園ホール

運動会日程 10月13日土 AM9:15～園庭

大野幼稚園❸
☎21-7302住東八幡1-16-39

入園説明会 10月15日月
運動会日程 10月21日日 AM10:00～八幡小体育館

以降園にて随時（１年保育のみ）

神田幼稚園❹
☎55-0841住大神1587

入園説明会 10月17日水 AM10:00～園ホール

運動会日程 10月13日土 AM9:00～園庭

黒部丘幼稚園❺
☎79-5733住黒部丘27-4

入園説明会 10月15日月 PM2:30～園中央保育室

運動会日程 9月29日土 AM9:30～園庭

さきとり幼稚園❻
☎54-3558住四之宮4-14-22

入園説明会 10月18日木 PM2:00～園ホール

運動会日程 10月13日土 AM9:00～大野小校庭

さなだ幼稚園❼
☎58-0001住真田540

入園説明会 10月20日土 AM10:00～園遊戯室

運動会日程 10月7日日 AM9:30～園運動場

清水学園付属幼稚園❽
☎58-8080住根坂間645

入園説明会
10月17日水
10月20日土

PM2:00～ 園ホール
AM10:00～

運動会日程 10月6日土 AM9:00～園運動場

湘南桜ヶ丘幼稚園❾
☎31-2623住桜ヶ丘9-17

入園説明会 10月15日月 PM1:30～園ホール

運動会日程 10月7日日 AM9:00～桜ヶ丘公園

しらふじ幼稚園10
☎34-3237住山下577

入園説明会 10月17日水 AM10:00～園ホール

運動会日程 10月8日㊗ AM9:30～園庭

つくし幼稚園11
☎58-7111住飯島6

入園説明会 10月17日水 PM2:00～園ホール

運動会日程 10月6日土 AM9:00～園運動場

道和幼稚園13
☎31-0595住豊原町26-24

入園説明会 10月17日水 PM2:00～園ホール

運動会日程 10月13日土 AM9:00～富士見小校庭

なでしこ幼稚園14
☎31-2471住平塚1-14-3

入園説明会 10月20日土 AM10:00～園ホール

運動会日程 10月6日土 AM9:30～四十瀬川公園

白鳥幼稚園15
☎32-7875住河内399

入園説明会 10月18日木 PM2:00～園ホール

運動会日程 10月8日㊗ AM9:00～旭小校庭

花乃幼稚園16
☎32-0086住入野138

入園説明会 10月18日木 AM10:30～

運動会日程 10月4日木 AM9:20～平塚総合体育館

東中原幼稚園17
☎33-4849住東中原2-23-3

入園説明会 10月17日水 PM1:30～園遊戯室

運動会日程 9月29日土 AM9:30～松が丘小校庭

平岡幼稚園18
☎58-1188住岡崎3024

入園説明会 10月20日土 AM10:00～園体育室

運動会日程 10月6日土 AM9:00～園運動場

平塚学園花水幼稚園19
☎31-5921住龍城ケ丘12-20

入園説明会 10月19日金 PM2:00～園遊戯室

運動会日程 6月2日土 終了しました

平塚学園松風幼稚園20
☎22-0558住松風町5-27

入園説明会 10月17日水 PM2:00～園ホール

運動会日程 9月29日土 AM9:00～園庭

平塚二葉幼稚園21
☎31-0864住見附町6-18

入園説明会 10月20日土 AM10:00～園ホール

運動会日程 10月6日土 AM9:30～崇善小体育館

平塚めぐみ幼稚園22
☎32-3422住纒100-2

入園説明会 10月15日月 AM10:00～園ホール

運動会日程 10月6日土 AM9:00～松延小校庭

美里幼稚園23
☎55-3830住下島824

入園説明会 10月15日月 AM10:00～園ホール

運動会日程 10月6日土 AM9:15～園庭

平塚駅ビル6F
ラスカホール

つるみね幼稚園12
☎22-2007住浅間町 1-6

入園説明会 10月15日月 AM10:00～園ホール

運動会日程 10月6日土 AM9:00～園庭

育英幼稚園
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南原小

平塚市総合公園

湘南平
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大磯町

平塚
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❷
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❹

❶

❼

❽
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平塚市私立幼稚園協会
加盟園マップ

幼稚園ガイド（50音順）

国道134号

国道1号

国
道
1
2
9
号

湘南銀河大橋

JR平塚駅

湘南トラ
スコ大橋

神川橋

…給食あり …通園バスあり

…制服あり …預り保育あり

9/12水
移転

平塚市中原2-16-24
受付時間／9：00～19：00
定休日／火曜　駐車場完備

スタッフ
募集中

Hair & Nail Tel.0463-34-4004
美容室

パーマ カラー ネイル エステ

美容室、フォトスタジオ、貸衣装が一つになった複合サロン。

婚礼・七五三・成人式など 大切なひとときをトータルプロデュース。

新装OPEN!
オープニングキャンペーン実施中

ご
予
約
受
付
中

2013・2014 成人式
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毎週金曜日は湘南の厳選した物件をご紹介

湘南ハウジングジャーナル
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今週の先生
おさかなマイスター
大貫 圭さん

ブリの鍋照り焼き
　お魚料理はちょっと苦手・・とおっしゃる皆さんへ、
美味しい料理をお届けします。健康に役立つ不飽和
脂肪酸をたくさん含んだお魚をなるべく食べる様に
心掛けましょう！
　「ブリの照り焼き」と言ってもロースターを使わず、
いつものフライパンで手軽に作ります。これから冬
にむかって脂ののっていくお魚です。美味しく召し
上がってください。
先生のプロフィール
「おさかなマイスター」はお魚のすばらしさを伝える「語り部」です。
魚食文化を継承するために各方面で食育講師として活躍しています。

ブリの鍋照り焼き 材料（４人分）

①切身全体に　小麦粉を薄くまん
べんなくまぶす。

②ライパンにサラダ油を熱し①を
入れて両面を強火で焼く。

③しっかり焼き色が付いたら一度
フライパンを火から下ろし余分
な油を拭き取る

④タレを入れ、再び弱火にかける。
煮立ったら強火にして、タレをか
らめながら照り良く仕上げる。

⑤お皿に盛りつけ、タレをかけたら
完成。

・ブリの切身（４切れ）
・小麦粉（出来れば強力粉）
・サラダ油：大２
・タレ
（酒・味醂：各大９/ 醤油：大１1/2）

馬馬
入

きな映画は何かと聞かれたら、真っ先
に浮かぶのが『幕末太陽傳』だ。主人

公の佐平次は、金が払えずに品川遊廓の居残
りになった男。イケメンじゃないけど、頭は
切れるし度胸もある。遊廓でおこるトラブル
を、己ひとりの才覚で次つぎと解決してみせ
る。演じるフランキー堺が実際の太鼓持ちに
教わったという、ハラリと宙に投げた羽織に
腕を潜らせる姿のカッコ良さよ！
　遊廓には、高杉晋作をはじめ、新しい時代
を担うべき若き志士たちも出入りする。猥雑

で悲劇すら喜劇に転じる、バイタリティあふ
れるこの空間は、あたかもユートピアだ。さ
れど、時は幕末。ユートピアも終わりの日は
近い。佐平次にしても、実は労咳病みで新し
い時代まで生きられるかわからない。「ええい、
地獄も極楽もあるもんか、おいらまだまだ生
きるんでぇ！」とうそぶく佐平次。人生なん
て死ぬまでの退
屈しのぎとばか
りに、図太くも
軽やかに駆け抜
けてゆく。映画
にはいつも人生
の格闘がある。

馬
入

今週の映画

監督：川島雄三　脚本：田中啓一／川島雄三／今村昌平
出演：フランキー堺／石原裕次郎／左幸子／南田洋子ほか
現在、デジタル修復版Blu-rayがHappinetより発売中。

『幕末太陽傳』1957年日活

竹内清人の

文とイラスト：竹内清人
1968年生まれ。映画宣伝を経て、
『戦国自衛隊1549』で脚本家デビュー。
現在、平塚の片隅（馬入あたり）で
執筆活動をつづけている。

好
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スポーツしていますか？
　  昨年、湘南国際マラソンに出たのです
が完走できなかったので…。今年も出場
権がとれたので、今年こそ完走！を目標
に練習しています。もうバスに乗せられ
て悔しい思いはしたくない… 40代 男性

　  30歳になり、体型が気になってきた
ので毎週1回は総合公園でランニングを
しています。走っている人も結構多いの
で、夜間でも安心して運動に励むことが
できます。 30代 女性

食生活で気をつけていることは？
　  まだまだ暑い季節が続きます。節電で
クーラーを控えめにしている分冷たい飲
み物を多く摂りがちですが、それでは内
蔵が冷えすぎてしまいます。我が家では
暖かい飲み物も摂るように心がけていま
す。  60代 女性

本コーナーでは過去のテー
マも継続して募集していま
す。あなたが考えている意
見をお気軽にお寄せ下さい。

「①テーマ②ご意見③年齢、性別」を明記
の上、【ハガキ・ＦＡＸ・ツイッター・Ｅメ
ール・ＨＰ投稿フォーム】からご自由に！

「行政に求める防災対策」
「行政に求めること」
「まちのイベントについて」
「このまちの好きなところ嫌いなところ」
「おみやげ、何買ってく？」
「スポーツしていますか？」
「食生活で気をつけている事は？」
「あなたにとっての地域情報紙とは」

Local Voiceでは「ＬＯＣＡＬＶＯＩＣ
Ｅで取り上げてほしいテーマ」引き続き
以下のテーマを募集中です！

WEB
twitter
Email

http://www.shonan-journal.com
#localvoice を付けてツイート！
web@shonan-journal.com
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平塚市・大磯町・二宮町全域
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