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第15回岩江地区文化祭
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影山協会長挨拶 壁寸代表区長挨拶 敬老者代表謝辞述べる寺山さん佐久間保健福祉課長挨拶

出演者全員による三春盆踊りを見物する招待者

9月15日、秋晴れのもと岩江地区敬老会が岩江小学校体育館にて招待者530
名を迎え開催されました。記念式典は、山田区長増子さんの司会で進められ、影
山協会長の開会の挨拶に続き主催者側代表三春町長代理佐久間課長、実行委員
長上舞木壁寸代表区長から挨拶をいただきました。また、敬老会代表者として上
舞木寺山秋男さんが謝辞を述べられ式典が終了。
今回、金婚を迎えられた4組のご夫婦に対し町からお祝い品が贈呈されました。

その後アトラクションに移り今年も岩江地区の12団体が歌や踊りを披露しました。
参加者は孫達の激励の挨拶に目を細めておられました。
最後に来賓、アトラクションに参加された方が大きな輪になり三春盆踊りで会場

は最高潮になり閉幕となりました。
なお、今年も岩江中学校から会
場作成のボランティアでお世話に
なりました。併せて各地区の皆様
にはご協力をいただきありがとうご
ざいました。
 （広報部会長　長谷川晉） 岩江中学校によるコーラス
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あなたの暮らしを快適に。

0120-448-296
三春町下舞木字石田250-1
営業時間／8:00～18:00
定 休 日／日曜、祝祭日

私達が目指すのは、
皆様の『かかりつけの工務店』です。

お住まいの気になることや、
困りごとなど、なんでも結構で
す。お気軽にご相談ください。
ワタショウは、皆様の大切な
お住まいをいつまでも快適に
暮らせるお手伝いを致します。ワタショウ
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時間 毎週水曜日定休 E-mail clair@brown.plala.or.jp

クレールポイントカードクレールポイントカード
岩瀬書店
富久山店内
岩瀬書店

500円お買い上げ毎に1ポイント。
ポイントが貯まったらお買い物券
としてご使用になれます。

ふっくらやわらかい手づくりのおいしさ
富久山店内

号店2クレール
毎日営業中！

〒963-7733　田村郡三春町大字山田字クルミヤツ15-2
ライフステージ三春
介護支援センター三春
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岩江地区球技大会結果

岩江地区球技大会開催 三春町球技大会
令和元年第40回『岩江地区球技
大会』が7月14、21日の両日開催
された。14日、ソフトボールは雨
天の影響でバレーボールに変更さ
れた。開会式では協会長、地区議
員から挨拶をいただき、下4区遠
藤健一、奈緒美さん夫婦の選手宣
誓で競技開始。また21日にグラウ
ンドゴルフが開催され、天候を心配
しながらの競技だった。競技終了
後、各地区では反省会が盛大に開
催され盛り上った。スポーツ部会
はじめ、大会役員、選手の皆さん
大変お疲れさまでした。 
 （3区副区長　上野明吉）

第32回県ゲートボール選手権大
会は7月21日、西会津町さゆり公
園で開催された。県内7地区から
32チームが出場し予選、決勝トー
ナメント7試合を全勝で勝ち抜き初
優勝を飾った。岩江メンバーは上
舞木、上石久雄、矢浪周作、遠藤
市治、江島孝男、下舞木、小坂道雄、
山田から影山スミ子さんの6名が出
場。尚、岩江チームは来年全日本
選手権大会に出場する（開催場所
は未定）。 （上舞木　栗山利恵）

9月1日(日)第42回「三春町球技大
会」が開催された。今年は下舞木が岩
江地区を代表し出場。岩江地区議員、
協会長、各区長、副区長、スポーツ部
会含め多数の方が一丸となり声援を
送った。結果、バレーは善戦したものの
惜しくも予選敗退、ソフトも攻守ともに
白熱した試合運びであったが惜しくも予
選敗退。大会終了後、下舞木大字集会
所に選手役員来賓を含め約40名で盛大
に反省慰労会を実施した。席上では試
合の結果よりも下舞木1～4区の「親睦」
が深まりました。大会に出場された選手、
また応援された役員の皆様、大変お疲
れ様でした。 （下4区　鈴木悟）

男子バレーボール 上舞木 山田 下舞木2区
種目 優勝 準優勝 3位

※雨天の為競技変更

（21日開催）

女子バレーボール
ゲートボール

バレーボールで優勝した上舞木チーム

グラウンドゴルフ

上舞木
岩江 Ａ
下舞木3区

下舞木4区
岩江 Ｂ

山田
岩江 C
上舞木山田

バレーボール出場メンバー

ソフトボール出場メンバー

第40回 第42回

ゲートボール県大会優勝！ゲートボール県大会優勝！

☎

介護のことは、お気軽に
いつでもご相談ください

〒963-7731
三春町下舞木字上ノ内99-7

訪問入浴介護事業所たむら
FAX024-956-5073

当事業所
ベスト学院●

舞木ドライブイン●

舞木駅

至
郡
山

至
三
春

国道288号線
小規模通所介護事業所 もうぎ
居宅介護支援事業所もうぎ

ケアマネージャー
看護師 　准看護師 024-956-5071パート募集 ●

● ●

令和元年10月1日（火）
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　毎年恒例の岩江文化祭は15回を迎えます。今回も地区住民の趣味を活かした作品を展示します。
文化祭をとおし、文化を高め豊かな岩江をめざします。

岩江センターと
こ
ろ

協働で支え合う新たな地域づくり!
令和元年度

岩江地区文化祭
10/26●土
（午前10時～午後4時） （午前9時～午後1時）

27●日と
　
き

作品の搬入

※作品の出品受付は10月25日（金）午後3時から。
直接会場に搬入してください。

●彫刻 ●写真作品 ●手芸品 ●絵画作品
●児童生徒作品 ●盆栽 ●陶芸 ●書道作品
●生け花 ●菊花 ●その他各種手工芸作品など

第15回

ふるってご参加ください！

10月25日（金）午後3時～4時
 26日（土）午前8時～9時

搬出  27日（日）午後2時～
地区の皆さんの
作品を展示 
いたします。



パート・アルバイト募集!!
元気で働ける方、シニアの方OK

8:00～17:00（休憩90分） 
日曜・祝日ほか

勤務時間は
相談可

まずはお電話お待ち
しております！

創業50年の実績と信頼－。塗装設備の設計・制作・施工全般

株式会社 大崎製作所
〒963-0663　郡山市舞木町正神平156番地

☎024-956-2401 FAX 024-956-2333休

いうのが実態です。
宮田忠重：岩江地区文
化祭について、伝統文化
のしめ縄作りは難しいの
で七五三用の簡単なしめ
縄作りを提案したい。ワ
ラの調達や加工に手間がかかるがこれを実
現したい。
栗山直：文化祭での作品出品傾向が変
わってきた気がする。当初は、習字、盆栽、
生け花等が多かったと思う。昔は竹細工や
菅笠作りの実演をやった時もある。但し、最
初は予算が無く大変苦労した記憶がある。
広報部会長：最近は、団
体作品が多くなった。幼
稚園、小学校、中学校、
地区で言えば、2区きらく
会等で点数は多くなった。

実演が出来たら「伝統文化」を残せるのでは
ないかと思う。
影山光雄：平成元年から下舞木も人が増
え、一人の区長では大変な為、分割すべき
と当時の区長、細川寅勝さんから提案があ
り、当時組長だったわたしにも相談され下
舞木を4つに区分けた経緯がある。お渡し
した資料は町村合併内容が記載されている
ので何かのタイミングで利用いただければ
幸いです。
　また、昭和31年の町村合併の時は、郡
山に合併するのか三春に着くのか大騒ぎに
なったことを覚えている。
森下鐵造：そうですね。
あのときはそうだった。
広報部会長 ： 今回で、
「広報100号」を発行する
にあたりまた、今後マンネ
リ化しない為にも、今後もみなさんからのご
意見、提言をいただければ幸いです。
　約2時間にわたりいろんな話し合いがな
されました。本来なら全て掲載できればと
思いましたが、紙面の都合でポイントのみ
記載させていただきました。終わりにご多
忙の中、本日ご出席いただきました歴代岩
江まちづくり協会長さんの益々のご健勝とご
多幸をお祈りし、午後2時散会とさせてい
ただきました。歴代協会長の皆様大変お疲
れさまでした。
（※今回1号～99号迄保管されている人が
おられ感謝でした）

いる。今から地権者、また地元議員さんを
含め、まちづくり協会としての取り組みを進
めて行って欲しい。（出席者全員賛同の意
見があった）
増子京一：以前、某議
員さんには、仮置き場跡
地にスポーツ広場を設け
て欲しいと要望したこと
はある。
センター長：昨年、まちづくり協会の要望
として同じ内容を町へ提出したが却下されて
しまった。従って、再度要望として提出した
いと考えている。
影山光雄：地権者13名
の了解を得てまちづくり
懇談会の席上、多目的
広場でちょっとした建物
を建ててもらうようまちづ
くり協会として要望したら良い。（新しい議
員も選出されるので）
増子京一：協会長から地元議員さんへ是
非、テーマとして議題に上げていただきた
い旨要望したら良い。
影山國一：とにかく、諦めないで取り組ん
で（要望していくこと）いくことが大切だ。
司会：方向性だけはキチンと決め、取り組
んでいくべきですね！
栗山直：岩江地区はい
ろんな健康維持活動をし
ているが、その実態はど
うか？
センター長：ニコニコ元
気塾、各種健康サークル活動、100歳体操、
スクエアステップ等あるが男性の参加が低く
最高（ニコニコ元気塾）で20％最低は０％と

司会：座談会に入る前
に現協会長（影山喜信さ
ん）からご挨拶をいただき
たいと思います。

影山喜信：本日は、岩
江を立ち上げてこられた
歴代協会長さんにお集ま
りいただき、苦労話やこ
れからのまちづくりにあ
たって提言を戴ければと思います。昨年度
から、三春まちづくり協会では横のつなが
り活性化の為、意見交換等に取り組んでお
ります。現在、岩江まちづくり協会は、三
春町からも注目されており今後、更に向上
するよう本日は提言を含めよろしくお願い申
し上げます。
司会：まず、初代会長「影山國一さん」から、
まちづくり協会立ち上げの経緯、当初の苦
労話などエピソードを交えお話しいただけれ
ばと思います。
影山國一：昭和52年、
町長が伊藤さんに変わり、
町は各地区から要望出さ
れた事案に対し町が答え

岩江センターだより100号記念特集

歴代協会長座談会岩江地区
岩江センターだよりが10月で100号

を迎えます。第1号は、平成6年8月1
日に発行されています。当時の発行者は、
「岩江地区公共施設管理運営協議会」と
なっていました。現在は、「岩江まちづ
くり協会広報部会」です。また、当時は「農
村集落多目的協働利用施設」でしたが名
称は「岩江センター」で現在も変わってお
りません。岩江センターの初代「まちづ
くり協会長」は、「影山國一さん」で、現
在は第17代「影山喜信さん」です。
今回、100号発行にあたり、歴代岩
江まちづくり協会長さん全員にお集まり
いただき、変遷について多いに語ってい
ただこうと「歴代協会長座談会」を企画
し、ご案内をした所８名の方からご参加
いただきました。残念なことに５名の方
が他界されました。
座談会は、「岩江防災コミュニセンター」

にて8月30日（金）開催しました。参加者
は歴代協会長８名、総務部会長、広報部
会長。現センター長の11名です。
座談会開催にあたり、亡くなられた5
名の方に出席者全員で黙祷を捧げました。

て行くという所信表明があった。当初は、
町長が協会長、今の各地区の協会長は各
支部長という形をとった。初代支部長に下
舞木の「影山善三さん」が担当され、その後
10年私が担当した。その後、各支部の名
称は「まちづくり協会」と命名された。
　当時、岩江は３地区（山田・上舞木・下
舞木）に分かれていた。その当時の岩江地
区は道路整備が遅れており、勿論現在ある
町道１０号線は整備されていなかった。岩
江まちづくり協会長三代から五代の頃に、
岩江地区の上水道を立ち上げたこと。岩江
中学校が新設されたこと。3番目に岩江セ
ンターが造られた、これら３つの出来事に
より岩江地区発展の基礎が出来上がったと
言っても過言ではないと思う。併せてその
頃、町道10号線の拡幅工事が行われたと
記憶している。
センター長：影山光雄さ
んの資料から平成20年の
岩江地区は800世帯、人
口は2,500人だったそう
です。現在は、約1,500
世帯、4,500人にも増え三春町の２５％を
占めるまでになりました。
内藤公：岩江では、施
設が不足しているとの提
言があったが、除染の仮
置き場の撤去があと来年
末に終了すると理解して
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自動車販売
車検・整備
板金・塗装

車のことなら何でもご相談ください！
ハシモト自動車塗装工業
東北運輸局長認証 4－7464 三春町下舞木字石田149

☎024-956-2503
8:00～19:00

FAX
024-956-2948

営業時間 日曜・祝日 有り定休日 駐車場

いうのが実態です。
宮田忠重：岩江地区文
化祭について、伝統文化
のしめ縄作りは難しいの
で七五三用の簡単なしめ
縄作りを提案したい。ワ
ラの調達や加工に手間がかかるがこれを実
現したい。
栗山直：文化祭での作品出品傾向が変
わってきた気がする。当初は、習字、盆栽、
生け花等が多かったと思う。昔は竹細工や
菅笠作りの実演をやった時もある。但し、最
初は予算が無く大変苦労した記憶がある。
広報部会長：最近は、団
体作品が多くなった。幼
稚園、小学校、中学校、
地区で言えば、2区きらく
会等で点数は多くなった。

実演が出来たら「伝統文化」を残せるのでは
ないかと思う。
影山光雄：平成元年から下舞木も人が増
え、一人の区長では大変な為、分割すべき
と当時の区長、細川寅勝さんから提案があ
り、当時組長だったわたしにも相談され下
舞木を4つに区分けた経緯がある。お渡し
した資料は町村合併内容が記載されている
ので何かのタイミングで利用いただければ
幸いです。
　また、昭和31年の町村合併の時は、郡
山に合併するのか三春に着くのか大騒ぎに
なったことを覚えている。
森下鐵造：そうですね。
あのときはそうだった。
広報部会長 ： 今回で、
「広報100号」を発行する
にあたりまた、今後マンネ
リ化しない為にも、今後もみなさんからのご
意見、提言をいただければ幸いです。
　約2時間にわたりいろんな話し合いがな
されました。本来なら全て掲載できればと
思いましたが、紙面の都合でポイントのみ
記載させていただきました。終わりにご多
忙の中、本日ご出席いただきました歴代岩
江まちづくり協会長さんの益々のご健勝とご
多幸をお祈りし、午後2時散会とさせてい
ただきました。歴代協会長の皆様大変お疲
れさまでした。
（※今回1号～99号迄保管されている人が
おられ感謝でした）

いる。今から地権者、また地元議員さんを
含め、まちづくり協会としての取り組みを進
めて行って欲しい。（出席者全員賛同の意
見があった）
増子京一：以前、某議
員さんには、仮置き場跡
地にスポーツ広場を設け
て欲しいと要望したこと
はある。
センター長：昨年、まちづくり協会の要望
として同じ内容を町へ提出したが却下されて
しまった。従って、再度要望として提出した
いと考えている。
影山光雄：地権者13名
の了解を得てまちづくり
懇談会の席上、多目的
広場でちょっとした建物
を建ててもらうようまちづ
くり協会として要望したら良い。（新しい議
員も選出されるので）
増子京一：協会長から地元議員さんへ是
非、テーマとして議題に上げていただきた
い旨要望したら良い。
影山國一：とにかく、諦めないで取り組ん
で（要望していくこと）いくことが大切だ。
司会：方向性だけはキチンと決め、取り組
んでいくべきですね！
栗山直：岩江地区はい
ろんな健康維持活動をし
ているが、その実態はど
うか？
センター長：ニコニコ元
気塾、各種健康サークル活動、100歳体操、
スクエアステップ等あるが男性の参加が低く
最高（ニコニコ元気塾）で20％最低は０％と

司会：座談会に入る前
に現協会長（影山喜信さ
ん）からご挨拶をいただき
たいと思います。

影山喜信：本日は、岩
江を立ち上げてこられた
歴代協会長さんにお集ま
りいただき、苦労話やこ
れからのまちづくりにあ
たって提言を戴ければと思います。昨年度
から、三春まちづくり協会では横のつなが
り活性化の為、意見交換等に取り組んでお
ります。現在、岩江まちづくり協会は、三
春町からも注目されており今後、更に向上
するよう本日は提言を含めよろしくお願い申
し上げます。
司会：まず、初代会長「影山國一さん」から、
まちづくり協会立ち上げの経緯、当初の苦
労話などエピソードを交えお話しいただけれ
ばと思います。
影山國一：昭和52年、
町長が伊藤さんに変わり、
町は各地区から要望出さ
れた事案に対し町が答え

て行くという所信表明があった。当初は、
町長が協会長、今の各地区の協会長は各
支部長という形をとった。初代支部長に下
舞木の「影山善三さん」が担当され、その後
10年私が担当した。その後、各支部の名
称は「まちづくり協会」と命名された。
　当時、岩江は３地区（山田・上舞木・下
舞木）に分かれていた。その当時の岩江地
区は道路整備が遅れており、勿論現在ある
町道１０号線は整備されていなかった。岩
江まちづくり協会長三代から五代の頃に、
岩江地区の上水道を立ち上げたこと。岩江
中学校が新設されたこと。3番目に岩江セ
ンターが造られた、これら３つの出来事に
より岩江地区発展の基礎が出来上がったと
言っても過言ではないと思う。併せてその
頃、町道10号線の拡幅工事が行われたと
記憶している。
センター長：影山光雄さ
んの資料から平成20年の
岩江地区は800世帯、人
口は2,500人だったそう
です。現在は、約1,500
世帯、4,500人にも増え三春町の２５％を
占めるまでになりました。
内藤公：岩江では、施
設が不足しているとの提
言があったが、除染の仮
置き場の撤去があと来年
末に終了すると理解して
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８月４日（日）に、毎年恒例の『岩
江地区子ども盆踊り』を開催しまし
た。子ども育成会の皆様が中心とな
り、天候にも恵まれて、岩江地区の
子ども・大人を中心にたくさんの参
加者が踊りを楽しみました。１９時
２３分に緊急地震速報が出され、参
加者の携帯が一斉に鳴り始めると言
うハプニングが発生しましたが、何
の問題も無く無事盆踊りを続けるこ
とができました。踊りの最後に子ど
も達による太鼓の連打があり、暑さ
の汗と地震による冷汗と、とても印
象に残る盆踊りでした。

（下舞木２区　西牧宏之）

８月４日（月）下舞木集会場西隣に祀られ
ている雷神様の祭礼が行われました。総
代、地権者、町議会議員、寿楽会、下舞
木連絡協議会幹事が出席し、村上宮司の
祝詞奉上により祭礼が開始され、全員で
地域に大きな自然災害が起きぬよう地域
住民の健勝をお祈りし、終了後直会を行
い祭礼は無事終了しました。

（下3区副区長　上野明吉）

９月８、９日（土日）の２日間にわ
たり、下舞木２区の『北山子育て地
蔵尊祭り』が開催されました。８日
午後の宵祭りには、流しそうめん、
青年部による焼き鳥等の出店があ
り、夜遅くまで賑わいました。また、
夜７時には里帰りしたお地蔵様に
念仏をとなえ、子ども達が元気よく、
健やかに成長することをお願いしま
した。９日の本祭りには、お地蔵様
の貸し出し、直会を行いました。２
日間とも天候に恵まれ、たくさんの
参加者で盛り上がりました。主催し
て下さった皆様、ありがとうござい
ました。 （下舞木２区　西牧宏之）

8月15日（木）下舞木4区虫内敷地内広
場で盆踊り大会が開催されました。天候
にも恵まれ、祭事委員会、組長、育成委
員会によって当日朝から櫓組立や屋台の準
備をし、鈴木町長を始め三瓶県会議員、
理工専門学校、JAさくらのみなさんを迎
え子供たちによる太鼓打ちで、地域住民の
方々で大きな踊りの輪ができ、大盛況で
終わりました。 （4区　田中　真）

続々と訪れる
見物客

雷神様　祭礼 北山子育て地蔵尊祭り

盆踊り大会

ひっそり佇む雷神様

岩江地区
子ども盆踊り
開催

下舞木4区

流しそうめんを楽しむ子供たち流しそうめんを楽しむ子供たち

お地蔵様に手を合わせる参加者お地蔵様に手を合わせる参加者

一生懸命太鼓を打つ子供たち一生懸命太鼓を打つ子供たち

大人も輪になり楽しい盆踊り大人も輪になり楽しい盆踊り

大人も子供も楽しい盆踊り大人も子供も楽しい盆踊り

車検整備新車・中古車販売
マイカー車検ローン 展 示 場 完 備マイカー車検ローン 展 示 場 完 備

●事故車、故障車回送 ●自動車保険取扱 ■お車の名義変更、廃車届け承ります。■お車の名義変更、廃車届け承ります。■お車の名義変更、廃車届け承ります。

Good Car Life!
有限
会社舞木自動車
田村郡三春町大字上舞木字向田64
TEL024-956-2403 FAX024-956-2817

副代理店

岩江センターだより

⑤



⑥

岩江センターだより

令和元年 ゴミ検証会実施

お城山紫陽花手入れ
8月25日（日）、第2回お城山紫陽花の下草刈りと施肥

を実施した。当日は朝から強い陽射しの中で３１名の参加
者は汗だくの作業だった。今回は、咲き終わった花びらを
ハサミで切り落とし来年は今年より鮮やかな花を咲かせて
欲しいとの願いを込め作業を実施した。作業終了後全員で
記念写真を撮りお城山を後にした。 （山田区　志田良一）

７月２４日（水）岩江まちづり協会主催による
家庭ごみ処理検証会に３８名が参加した。三
春清掃センターでは、資源、廃プラ、不燃、
粗大等のごみ分別作業を見学した。田村西部
環境センターでは、可燃ごみの焼却設備を見
学し、一般家庭ごみが資源・代替燃料・埋め
立てごみ等に処理する工程で、各家庭や自治
体がもう一手間掛けるとごみや経費削減が出
来ることを学んだ。
最後に福島県環境創造センターを訪問し、
東日本大震災で発生した原発事故後まだ続く
放射能との闘いの説明を受け、大変有意義な
検証会となった。 （1区副区長　伊藤正二）

6月23日（日）晴天に恵まれ「花と音楽祭」
が盛大に行われた。ハナショウブも咲き始め、
恒例の田んぼアートも見頃をむかえ始めた。
主催者、来賓挨拶の後、ファームパークで
は３Ｂ体操、ひょっとこ踊り、歌謡ショー、
安積連阿波踊り、ベリーダンス、鈴木ジャズ
バンド演奏等が行われ、当日は地元および遠
方から多くの老若男女が集い楽しい一日を過
ごした。 （上舞木副区長　内藤喜章）

地域の安全・安心確保のため、
岩江地区のコンビニ2店、出店
14店、学校４校、介護施設・
病院3ヶ所　計23ヶ所に岩江駐
在所浦山巡査から「警察官立寄
所」ステッカーを掲示いただい
た。浦山巡査が定期的に立寄り、
情報の提供をいただき、地域の
安全確保に寄与するよう、緑色
のステッカーを確認ください。
（岩江地区見守り隊　長谷川晉）

ステッカーを手に浦山巡査

第2回

警察官立寄所
ステッカー貼り

岩江地区花と音楽祭

環境創造センターで記念撮影

全員グーサインで記念撮影

「人」と「車」と「環境」の統合を目指す・・・

三春自動車工業（株）
〈三春本店〉
（0247）62-3100（代）FAX.（0247）62-6530

〈郡山美術館通り店〉
（024）956-0665（代）FAX.（024）956-0668

■民間車検　■自動車整備　■保険・板金塗装　■新車・中古車販売

三春町大字山田字越井戸7-2 郡山市横塚2丁目23-17

オイル交換
半額

毎週 火曜

オイル交換半額
レディースDAY

毎週 土・日

福島県理工専門学校
自動車整備士専門学校

3級自動車整備士を目指す 2級自動車整備士を目指す
3年制 2年制

〒963-7731 福島県田村郡三春町下舞木字石崎157番地
ウェブサイトTEL024-956-2031 http://www.rikou.ac.jp

専門科高等科
中学校卒業者入学資格 高等学校卒業者入学資格

学校法人小林学園　国土交通大臣指定・高等専修学校

牛すじの煮込み定食 880
990
830

●

●

●

円

円

円

ハンバーグシチュー定食
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地元の皆様に愛されるお店をめざして
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カフェと食事とお酒のお店 cafe

営業
時間

（ラストオーダー 15:00）
（ラストオーダー 20:00）

月曜定休（祝日の場合火曜）

024-973-5841TEL・FAX
三春町上舞木字明部作38-29

11:00~16:00
17:30~21:00
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