
平成 30 年 3月号14

（1）土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
　固定資産税納税者は、「自己の土地または家屋の価格」
のほか、「市内のほかの土地または家屋の価格」を確認
することができます。

 
縦覧期間／ 4 月 2 日（月）～ 5月 1日（火）
　　　　　 8：30 ～ 17：15（土 ･日 ･祝日を除く）
手数料／無料（帳簿のコピーはしません）

縦覧できる方 縦覧できる内容 必要なもの
・固定資産税納税者 
・納税管理人 
・納税者と同居の親族

・固定資産税（土地）の納税者 
　→土地価格等縦覧帳簿

・固定資産税（家屋）の納税者 
　→家屋価格等縦覧帳簿

・納税者の納税通知書、または課税明細書 
・縦覧者の本人確認書類（運転免許証・保険証等）

・納税者の代理人
・納税者の納税通知書、または課税明細書 
・代理人の本人確認書類（運転免許証・保険証等） 
・委任状

対象 証明事項 必要なもの
（2）の表の「閲覧できる方」参照 固定資産税課税台帳に記載されている

事項（裁判用は課税標準額を省きます）

（2）の表の「必要なもの」参照
民事訴訟費用等に関する法律の「訴え ･控訴・
上告の提起」などの申し立てをする方

・申し立てに使用する書類（原本） 
・本人確認書類（運転免許証・保険証等）

（3）固定資産税課税台帳の記載事項の証明書交付
受付／通年   8：30 ～ 17：15（土 ･日 ･祝日を除く） 手数料／土地（家屋）が 5筆（5棟）まで 200 円

　　　　それ以上は 1筆（1棟）ごとに 40 円ずつ加算

場所／税務課（市役所 2階）
問い合わせ／税務課　☎（４３）１１１５

　使えなくなったり、譲ったりして車両はないのに、廃
車や名義変更などの手続きを忘れていませんか？軽自動
車税は、毎年 4月 1 日に登録されている車両に課税さ
れます。忘れず、お早めに手続してください。

車の種類 問い合わせ
原動機付自転車 市税務課　☎（４３）１１１５小型特殊自動車
二輪の軽自動車
小型自動車

関東運輸局栃木運輸支局
☎０５０（５５４０）２０１９

四輪の軽自動車 軽自動車検査協会栃木事務所
☎０５０（３８１６）３１０７

　納期限までに税金が納められていないときは、督促状
が発布されます。発布の日から起算して 10 日を経過し
た日までに完納されないと、
預貯金・保険・給与・土地・
建物・自動車・オートバイの
差押えなどの滞納処分を受け
ることになります。
　税金は、納期限までに納め
ましょう。
問い合わせ／税務課　☎（４３）１１１５

閲覧できる方 閲覧できる内容 必要なもの

①固定資産税の
　納税義務者

納税者 当該納税義務に係る固定資産
・納税者の納税通知書、または課税明細書 
・本人確認書類（運転免許証・保険証等）

免税点未満の所有者※ 2 ・本人確認書類（運転免許証・保険証等）
②借地人 借地権、その他の使用、または

収益を目的とする権利（対価の
支払い有り）を有する方

当該権利の目的である土地 ・賃貸借契約書の原本 
・本人確認書類（運転免許証・保険証等）③借家人 当該権利の目的である家屋と

その敷地である土地
④固定資産の処分をする権利を有する一方の方 当該権利の目的である資産 お問い合わせください

①～④の代理人 委任された固定資産
・上記の①～④に該当する書類 
・委任状 
・代理人の本人確認書類（運転免許証・保険証等）

（2）固定資産課税台帳の閲覧
　固定資産課税台帳（縦覧帳簿に記載された事項、課税
標準額※ 1など）を確認することができます。
閲覧期間／通年   8：30 ～ 17：15（土 ･日 ･祝日を除く）
手数料／ 300 円【縦覧期間中の 4/2 ～ 5/1 のみ無料】

土地や家屋の評価額に特例措置などを加味したもの。これに
税率を掛けたものが税額となります。
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの
課税標準額が土地 30 万円、家屋 20 万円、償却資産 150 万
円に満たない場合、固定資産税は課税されません。

※ 1

※ 2

自動車などを差押えるときは
タイヤをロックします。

　　平成 30 年 3月号 15

　姉妹都市である茨城県笠間市との交流活動を推進する
ため、笠間市との交流事業を行う団体に対し、姉妹都市
交流事業費交付金を交付します。
対象／
　次に当てはまる市内の市民団体（5人以上）など
 ・市内小・中・高校の児童・生徒および指導者
 ・市内在住の社会人（大学生を含む）
 ・その他、市長が特に認めた者
交付金額／
　事業の必要経費の 2分の 1で、上限 10 万円
※ 1団体において対象事業を各１回まで、計 2回の交付
　を限度とし、食糧費（飲食代）は補助対象外とします。

対象事業／
①矢板市団体の笠間市訪問による交流事業
②笠間市団体の矢板市訪問による交流事業
募集期間／
　4月 2日（月）～ 27 日（金）
※申請が少ない場合は、予算の範囲内で随時受け付けます。
※申請が多数の場合は、交付額が申請額と異なることが
　あります。
そのほか／
　詳しくは、市ホームページ（トップページ＞分類でさがす
＞市民の方へ＞市民活動＞市民協働＞姉妹都市交流事業交付金申
請団体募集）をご覧になるか、お問い合わせください。
申込・問い合わせ／総合政策課　☎（４３）１１１２

縦覧期間／
　3月 15 日（木）～ 29 日（木）
　8：30 ～ 17：15
縦覧場所／下水道課
縦覧内容／
 ・公共下水道供用区域
 ・新たに供用開始区域となる地域
　（富田・片岡地内の各一部）
問い合わせ／下水道課　☎（４３）６２１４

　受益者負担金は、下水道が整備計画されている区域の
すべての土地が対象となり、下水道の整備状況にあわせ
て、賦課徴収しています。この賦課徴収する区域を「賦
課対象区域」といい、年度初めに告示し、皆さまにお知
らせしています。

対象区域／末広町・東町・富田地内の各一部
負担金額／土地 1㎡当たり 300 円
納付方法／ 5 年分割の年 4期（全 20 期）
※一括納付報奨金や徴収猶予等の制度があります。

問い合わせ／下水道課　☎（４３）６２１４

　4月から、水道検針票が「横長」に変わります。
　裏面には、従来通り「水道料金表」「下水道料金表」
「簡単な漏水の調べ方」「矢板市指定給水装置工事事業者
一覧表（市内）」を掲載しますので、ご参照ください。

問い合わせ／水道課　☎（４４）１５１１

　「矢板市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」
の改正に伴い、ごみステーションでの持ち去り行為を
防止するための看板（約 30cm× 40cm）を配布します。
個人情報の流出や、交通事故など行為者による無用なト
ラブルを防止するため、掲示のご協力をお願いします。

配布・問い合わせ／くらし安全環境課　☎（４３）６７５５



平成 30 年 3月号16

　市では、無料乗車券の交付による市営バスの有効活用
を通して、高齢者の「生きがいづくり・社会参加」と「交
通事故防止」への取り組みを進めています。
　現在、75 歳以上の方を対象に試験的に実施をしてい
る「ともなりパス 75（高齢者外出支援事業）」について、
4月からは「ともなりパス 65（運転免許自主返納者支
援事業）」とのタイアップにより、「ともなりパス交付事
業」として本格稼働します。
　「ともなりパス 65」「ともなりパス 75」を組み合わせ
ることで、65 歳で自主返納すれば市営バスが生涯無料
になりますので、ぜひご利用ください。

申請方法／
　 3 月 26 日（月）から、各窓口にある申請書に必要事
項を記入の上、提出してください。
※代理人による申請の場合は、代理人の印鑑と使用者及
　び代理人の本人確認書類が必要になります。
利用方法／
　バス乗車時に、運転手に「ともなりパス」を提示して
ください。
※日曜・祝日・年末年始は運休です。
そのほか／
　運転免許自主返納に伴い、すでにくらし安全環境課か
ら「市営バス無料乗車券」の交付を受けている方には、
別途、有効期間の更新等に関する案内をお送りします。

　重度の障がい者、高齢者の方を対象に、1枚につき、
タクシー基本料金（初乗料金）分を助成する福祉タクシ
ー券を交付します。
　なお、平成 30 年度から、福祉タクシー券の交付要件
等が一部変更となりますのでお知らせします。
※交付申請は、毎年度必要で、年度 1度限りとなります。
※代理申請の場合は、申請者の手帳または本人確認書類、
　および代理の方の印鑑が必要です。

申請・問い合わせ／
　社会福祉課　☎（４３）１１１６　 （４３）５４０４

対象 交付枚数 必要なもの 受付日時

① 身体障害者手帳の等級が 1級または 2級の方
3級で下肢または体幹の機能障がいがある方 年間

48 枚
・手帳 
・印鑑 3月 26 日（月）～

8：30 ～ 17：15
（土・日、祝日を除く）

② 療育手帳の等級が A1または A2の方
③ 精神障害者保健福祉手帳の等級が 1級または 2級の方

④ 80 歳以上の方 年間
24 枚

・本人確認書類（運転免許証・保険証等）
・印鑑

対象 内容 必要なもの 申請・問い合わせ

ともなりパス 65
65 歳以上の運転
免許自主返納者で
本市に住所がある方

市営バスが 75 歳を迎えるまで無料
（最長 10 年間有効）※従来は 3年間

・印鑑
・本人確認書類（保険証等）
・運転免許取消通知書

くらし安全環境課
☎（４３）６７５５

ともなりパス 75 75 歳以上で
本市に住所がある方 市営バスが生涯無料 ・印鑑

・本人確認書類（保険証等）
高齢対策課
☎（４３）３８９６

【福祉タクシー券の交付要件等の変更点】
対象 交付枚数 協定業者 方式

平成
29年度
まで

・85 歳以上の方（全員）
・80 歳以上 85 歳未満で世帯全員
   が市民税非課税世帯の方

4月申請時には、最大枚数を交付。
翌月以降は枚数が毎月減少。

・障がい者…最大 48 枚（月 4枚ずつ減少）
・高齢者……最大 24 枚（月 2枚ずつ減少）

6社 シート式

平成
30年度
から

80 歳以上の方（全員） 申請月によらず、一律交付
（障がい者 48 枚、高齢者 24 枚）

11 社
※隣接市の一般タクシー
業者を追加します。

チケット式
※サイズが大きく、
見やすくなります。

　4月中は窓口が大変混み合います。今年度より、
申請月によらず一律枚数の交付となりますので、
お急ぎでない方は 5月以降の申請をお勧めします。

　　平成 30 年 3月号 17

　フリースペースは、障がい者やその家族などが集まり、
交流や相談をすることができる場所です。
日時／
4 月 13 日（金）、5月 16 日（水）、6月 14 日（木）
7月 13 日（金）、8月 16 日（木）、9月 12 日（水）
10 月 11 日（木）、11 月 14 日（水）、12 月 14 日（金）
平成 31 年 1月 16 日（水）、2月 14 日（木）
3月 13 日（水）　いずれも 13：00 ～ 16：00

場所／矢板公民館  団体事務室
対象／どなたでも
※障がい者やそのご家族、障がい者福祉やボランティア
　に興味のある方など

参加費／無料
そのほか／
 ・申し込みは不要ですので、直接会場にお越しください。
 ・ 4月 13 日（金）、8月 16 日（木）、10 月 11 日（木）、
12 月 14 日（金）は、イベント開催予定です。詳しく
は、市ホームページ（トップページ＞分類でさがす＞市民
の方へ＞健康・福祉・衛生＞障害者福祉＞フリースペースを開
催します）などでお知らせします。

問い合わせ／
　矢板市地域自立支援協議会ケア部会事務局
　（社会福祉課）
　☎（４３）１１１６　 （４３）５４０４

　市内に 2カ所ある地域包括支援センターのうち、第 2
圏域を担当するセンターが変わります。
※現在の地域包括支援センター（きずな館内）は、3月
　31 日（土）をもって廃止となります。

※第 1圏域を担当する「地域包括支援センターやしお」
は変わりません。
問い合わせ／高齢対策課　☎（４３）３８９６

●矢板市地域包括支援センターすえひろ
住所／末広町 45-3（尾形クリニック内）
電話番号／（４７）７００５  ※ 3月中はつながりません。
担当地域／
・片岡地区
・矢板地区東部の行政区
矢板 5・6区、末広町、
針生、中、東町、早川町、
沢、豊田、成田、
ハッピーハイランド矢板

●矢板市地域包括支援センターやしお
住所／平野 1362-12（特別養護老人ホーム八汐苑内）
電話番号／（４７）５５７７
担当地域／
・泉地区
・矢板地区西部の行政区
矢板 1～ 4区、富田、
木幡東、木幡西、
川崎反町、境林、館ノ川、
高塩、倉掛、合会、
片俣、塩田、幸岡、
下太田、荒井、土屋

　手話を必要とする聴覚障がい者のコミュニケーション
を支援するため、日常会話程度の表現技術を取得する手
話奉仕員の養成講座を開催します。
日時／ 5 月 9 日（水）～平成 31 年 2月 27 日（水）
　　　毎週水曜日　全 40 講座　19：00 ～ 21：00
　　　※お盆、年末年始は休みあり
場所／きずな館  大会議室
対象／市内在住の 15 歳以上の方
　　※ 18 歳未満の方は保護者の同意が必要です。
定員／ 20 人程度　＊申込多数の場合は抽選
参加費／無料（ただし、テキスト代 3,240 円は自己負担）

持ち物／筆記用具
申込方法／
　3月 30 日（金）までに、①氏名②ふりがな③住所④
年齢⑤電話番号⑥ FAX 番号⑦手話奉仕員養成講座の受
講経験の有無を添えて、電話、またはファクスでお申し
込みください。
そのほか／
　受講の可否については、4月中旬頃、ご連絡します。
申込・問い合わせ／
　社会福祉課　☎（４３）１１１６　 （４３）５４０４



平成 30 年 3月号18

　市・NHK宇都宮放送局の共催で、「NHKのど自慢」を
実施します。
【予選会】
　日時／ 5 月 12 日（土）
　　　　11：45 開会　17：30 頃  結果発表
【本　選】
　日時／ 5月 13 日（日）11：00 開場
　　　　11：45 開演　13：30 終演予定
　　　＊放送予定   12：15 ～ 13：00
　　　　（総合テレビ・ラジオ第 1・国際放送）
場所／文化会館  大ホール
観覧料／無料
＊本選は入場整理券が必要です。
＊会場の駐車可能台数は限られておりますので、乗り合
　わせてご来場ください。

出演予定／
 ・予選を通過した
　20 組程度の皆さん
＜ゲスト＞
 ・石川さゆりさん
 ・小金沢昇司さん
そのほか／
　ご応募の際にいただいた情報は、選出・抽選結果のご
連絡のほか、NHKでは受信料のお願いに使用させていた
だくことがあります。
問い合わせ／
●観覧について（平日   8：30 ～ 17：15）
　秘書広報課　☎（４３）３７６４
●出場について（平日   9：30 ～ 18：00）
　NHK宇都宮放送局　☎０２８（６３４）９１５５

　右のはがきの書き方を参照し、郵便往復はがき（私製を
除く）に必要事項を記入してご応募ください。
申込締切／ 4月 13 日（金）　＊必着
そのほか／
 ・1枚の入場整理券で、2人まで入場可能です。
 ・1歳以上のお子さんから入場整理券が必要です。
 ・応募多数の場合は抽選の上、当選された方には入場整理
　券を、落選の方には落選通知を 4月 27 日（金）頃発送
　します。
 ・記入に不備があった場合は無効となります。
 ・インターネット売買サイト等での入場整理券の売買は固
　くお断りします。転売を目的としたお申し込みであると
　判明した場合には、抽選対象外とさせていただきます。
　また、売買が確認された場合は入場をお断りします。

観覧応募方法
〒329-2192

（住所記入不要）
矢板市役所秘書広報課
 「NHKのど自慢」観覧係

＜空欄＞

＊何も書かないでくだ
　さい。抽選結果を印
　刷して返送します。

ご自分の
  ・郵便番号
  ・住所
  ・名前
  ・電話番号

〒□□□-□□□□

ご自分の
  ・郵便番号
  ・住所
  ・名前

〒320-8502
（住所記入不要）
NHK 宇都宮放送局

 「NHKのど自慢」出場係

＜空欄＞

＊何も書かないでくだ
　さい。選出結果を印
　刷して返送します。

＊③④⑤⑦は出場者全員分
①郵便番号　②住所
③名前（ふりがな）
④年齢　⑤性別
⑥電話番号
⑦職業（中・高・大学生
　は部活動なども記入）
⑧曲目・歌手名
⑨選曲理由

〒□□□-□□□□

代表者の
  ・郵便番号
  ・住所
  ・名前

石川さゆりさん 小金沢昇司さん

　右のはがきの書き方を参照し、郵便往復はがき（私製を
除く）に必要事項を記入してご応募ください。
申込締切／ 3月 30 日（金）　＊必着
そのほか／
 ・応募者の中から 250 組程度を選出の上、予選会にご出場
　いただきます。
 ・当選の方には予選会のご案内を、落選の方には落選通知
　を 4月 20 日（金）頃発送します。
 ・中学生以上で、原則アマチュアの方が対象です。
中学生は予選会・本選ともに保護者の同伴が必要です。応
募はがきには、保護者の名前・電話番号もご記入ください。

 ・応募は 1人（組）1通に限ります。
 ・応募後の曲目・出場者の変更はできません。
 ・記入に不備があった場合は無効となります。

出場応募方法
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資格／ 60 歳以上の健康で働く意欲のある方
内容／
　植木の手入れ、除草、草刈り、清掃、網戸・ふすま・
障子張り替え、大工仕事、塗装、あて名書き　など
※仕事の内容に応じて配分金（手間賃）が支払われます。
会費／年 2,000 円
入会説明会／
　毎月実施しています。直近の 3カ月は以下の通りです。

　日時／
　　4月 19 日（木）、5月 28 日（月）、6月 25 日（月）
　　いずれも 14：00 ～ 15：30
　※出席を希望する方は、事前にご連絡ください。

問い合わせ／
　シルバー人材センター　☎（４３）６６６０

●調理ボランティア（月 1回程度、9：00 ～ 12：30）
ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯の方に
お届けするためのお弁当を調理します。

●配送ボランティア（月 1回程度、11：00 ～ 12：00）
ボランティアが作ったお弁当を配送します。

申込・問い合わせ／
　社会福祉協議会　☎（４４）３０００

日時／ 3 月 19 日（月）
　　　10：00 ～ 11：45、13：00 ～ 16：00
場所／保健福祉センター（東側駐車場）
内容／全血献血のみ　200ml、400ml
　　※移動献血車（バス）での献血となり、全血献血
　　　のみとなります。
問い合わせ／健康増進課　☎（４３）１１１８

募集人数 長期 2人 短期 2人
賃金 時給 920 円

任用期間 4 月 1 日～
H31 年 3月 31 日

5月 1日～
10 月 31 日

勤務時間 8：30 ～ 17：15、週 5日程度

仕事内容 草刈り（刈払機使用）、樹木剪定、
清掃、除草剤・殺虫剤散布等の管理業務

応募資格 普通自動車運転免許所持

その他 社会・労働保険加入
年次休暇・夏季休暇あり

応募方法 3月18日（日）までに、市販の履歴書を直接、
または郵送で提出してください。＊必着

選考方法 書類選考、面接（日時、場所は後日連絡）
応募 

問い合わせ
〒 329-2162　矢板市末広町 3-2

矢板市施設管理公社　☎（４３）４６２０

　3月は「女性の健康づくり月間」です。
　「自分は大丈夫」「まだ若いから」「恥ずかしいから」「面
倒だから」と子宮がん検診・乳がん検診を受けずにいま
せんか？早期に発見して治療につなげられるよう、がん
検診を受けましょう。
●こんな症状が出たら要注意！

＜子宮頸がん＞
不正出血・性交時の出血・異常なおりもの・下腹部の
痛み・排尿障害・排便異常

＜子宮体がん＞
月経とは無関係の出血・閉経後の出血・月経不順・下
腹部の痛み・排尿時の痛み

＜乳がん＞
乳房のしこり・左右の乳房の形が違う・皮膚がひきつ
る・えくぼのようなくぼみが現れる・表皮がただれる・
乳首から液体が出る

　　　　　　　　※検査料金は4月 1日からのものです。
問い合わせ／健康増進課　☎（４３）１１１８

子宮がん検診 乳がん検診
対
象 20 歳以上の女性 30 歳以上の女性

実
施
方
法
集団健診

個別検診
※矢板市と契約してい

る医療機関
集団健診

実
施
期
間
5～11 月 年間を通じて 5～ 11 月

検
査
内
容

子宮頸部
検診

子宮頸部
検診

子宮頸部・
体部検診

30～39 歳 40 歳以上

超音波
検査のみ

超音波 検査
＋

マンモグラフィ
検
査
料
金

500 円
※ 21 歳と 70 歳以上は

無料

2,200 円
※70 歳以上
は無料

500 円 1,000 円
※ 41 歳は無料
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　自然災害や武力攻撃などの発生時に備え、防災行政無
線を通じた情報伝達訓練を行います。
　この訓練は、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を
用いた訓練で、全国で一斉に行われるものです。放送に
合わせ、ご自宅や職場でシェイクアウト訓練を実施して
いただきますようよろしくお願いします。
　なお、本訓練についてメール配信は行いません。
※防災行政無線で放送された内容は、
　放送から 24 時間後まで、☎０１２０（６３）５１５１
　または、☎（４３）５１５１にてご確認いただけます。

訓練実施日時／ 3 月 14 日（水）11：00 頃
放送内容／

問い合わせ／
　くらし安全環境課危機対策班　☎（４３）１１１４

（上り 4音チャイム）

「これはＪアラートのテストです。これはＪ
アラートのテストです。これはＪアラート
のテストです。こちらはぼうさいやいたです」
（下り 4音チャイム）

　野良猫を見掛けて、「お腹が空いていないかな？」と
思いやる優しい気持ちはとても大切です。
　しかし、野良猫にエサを与えると飼い主と見なされ、
「終生飼養」の責任が生じます。また、増えた猫やフン、
鳴き声などによりご近所に迷惑を掛けているかもしれま
せん。責任ある行動をお願いします。
お願い／
 ・犬や猫の飼い主の方は、適正なしつけを必ず行ってく
　ださい。
 ・飼い猫の行方不明や交通事故、感染症を防ぐために、
　室内飼いに努めてください。
 ・動物を捨てることは犯罪です。「終生飼養」を守って
　ください。
 ・飼い犬や猫が迷子になったら、すぐに栃木県動物愛護
　指導センター　☎０２８（６８４）５４５８に連絡し
　てください。

●犬・猫からの感染症について
　犬や猫などから感染する「コリネバクテリウム・
ウルセランス感染症」で、国内初の死亡例が確認さ
れました。しかし、過度な心配は必要なく、神経質
になることよりも、一般的な衛生管理として動物と
触れあった後は手洗いを確実に行うことで感染の
リスクを低減することが重要です。

●野良猫による被害にお困りの方へ
　市では、今年から猫よけ器（超音波により、猫を
遠ざける効果のある装置）を貸し出しています。
　予約状況など、詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ／くらし安全環境課　☎（４３）６７５５

　1月 5日（金）～ 11 日（木）の 7日間の日程で、「平
成 29 年度矢板市中学生海外派遣事業」を実施しました。
訪問先のアメリカ・ロサンゼルスでは、4泊 5日のホー
ムステイやホームステイ先の子どもたちが通学する学校
で授業に参加するなどの交流体験をしてきました。
　この度、参加団員 16 人が体験を通して学んだことや
感じたことなどを報告する「帰国報告会」を開催します。
　ぜひお越しください。
日時／ 3 月 24 日（土）14：00 ～
場所／文化会館  小ホール
そのほか／
　申し込みは不要です。直接会場までお越しください。
問い合わせ／教育総務課　☎（４３）６２１７

　交通安全啓発を目的として、交通安全協会主催のグラ
ウンド・ゴルフ大会を開催します。
日時／ 4 月 13 日（金）　＊雨天中止
　　　8：00 受付開始　8：30 開会　9：00 競技開始
場所／矢板運動公園  多目的グラウンド
参加資格／市内在住の方（年齢不問）
定員／ 220 人程度　＊先着順
参加費／無料
申込方法／
　3月 26 日（月）までに、窓口またはホームページに
ある申込書で直接お申し込みください。
そのほか／クラブ、ボール、昼食はご持参ください。
申込・問い合わせ／
　くらし安全環境課危機対策班　☎（４３）１１１４




