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　全国的に悪質で危険な自転車運転により重大な事故やトラブルが後を絶たないなか、今月１日から
改正道路交通法が施行されました。交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者には、安
全運転を行わせるための講習の受講が義務付けられました。

「改正道路交通法」が施行されました

宇「講習を受けないように気を付ける」のではなく、危険行為の恐れがある自転車のルール違反は絶対に
やめましょう。酒酔い運転、一時不停止、または傘を差しながら、スマートフォンを見ながらなどの「な
がら運転」は重大な事故に繋がります。特に注意して絶対にしないでください。

　県公安委員会より「自転車運転者講習」を受けるように命令されます。
宇自転車運転者が危険行為を３年以内に２回くり返すと・・・

自転車運転の危険なルール違反は絶対にやめましょう

危険行為（全14項目）
姥 歩行者用道路における車両の義務違反（徐行違反）臼 酒酔い運転
厩 環状交差点の安全進行義務違反渦 信号無視
浦 歩道通行時の通行方法違反 嘘 指定場所一時不停止等／「止まれ」を守らないなど
瓜 通行区分違反／左側通行を守らず右側を逆走など唄 遮断踏切立入り
閏 交差点安全進行義務違反等 欝 通行禁止違反／「通行止め」を守らないなど
噂 路側帯通行時の歩行者の通行妨害／歩行者の通行を
妨げるような運転など

蔚 制動装置（ブレーキ）不良自転車運転／ブレーキがつ
いていないなど

云 交差点優先者妨害等／右折時に直進車・左折車を妨害
など

鰻 安全運転義務違反／携帯電話の操作、イヤホン着用、
片手運転（ながら運転）など

烏命令を無視して
　受講しない場合は…

烏命令を受け３カ月以内に
　自転車運転者講習を受講

講習の内容
・自分の自転車運転がどれほど危険であったかを
気付かせます

・自主的に安全な運転行動に変えようと促します
講習時間／３時間
講習手数料／5,700円

「自転車運転者講習」の受講命令

信号無視

酒酔い運転

指定場所

一時不停止
等 宇５万円

以下の罰金
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固定資産税・国保税
煙納期限／７月31日㈮
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87－0512、87－0513７月

税金、水道料などの公共料金のお支払いは、
便利な口座振替を利用しましょう！
口座振替のお手続は希望する金融機関窓口で。

暮 ら し の 相 談 ７月
日時：３日㈮･17日㈮・31日㈮
　　　13：00～15：00
会場：白椿地区公民館
問合せ先：町社会福祉協議会（緯72－3353）

心配ごと相談

日時：17日㈮  13：00～15：00
会場：白椿地区公民館
問合せ先：役場住民税務課（緯87－0514）

行 政 相 談

　予約申し込みが必要です。
◆日時／７月８日㈬ ９：30～12：30
◆場所／役場２階談話室
◆内容／厚生年金に関する相談全般、
厚生年金・遺族年金の裁定請求の手
続きなど
◆申込期間／６月29日㈪～７月６日㈪
※土日を除く
◆申込・問合せ先／役場住民税務課住
民室緯87―0511

　地域の共有財産である河川や道路を、
皆さんの力で、美しく快適な環境にし
ましょう。積極的な参加とご協力をお
願いします。
◆日時／７月５日㈰ ５：30～７：00
◆作業箇所・内容／各衛生組合長の指
示に従って活動してください
◆問合せ先／役場地域整備課建設室
　緯87―0516

　狩猟免許試験の事前講習会を開催します。
◆日時／７月14日㈫ ９：00～16：30
◆場所／村山総合支庁（山形市）
◆受講料／4,000円（テキスト代含む）
◆申込期限／７月９日㈭
◆申込・問合せ先／㈳山形県猟友会
　緯023―624―0382

　戦後70周年に当たり、先の大戦で犠
牲となられた戦没者の方々に心から追
悼の意を表すとともに、恒久平和を祈
念するため戦没者追悼式を行います。
◆日時／７月24日㈮ 10：00～
◆場所／あ～す
◆問合せ先／町健康福祉課緯86―2233

７月の年金相談
（年金事務所出張相談）

狩猟免許「初心者講習会」

飯豊町戦没者追悼式

きれいな川で住みよい
ふるさと運動のお知らせ

◆日時／７月１５日㈬ ９：40～11：30
◆場所／米沢養護学校長井校（長井市
立豊田小学校内）

◆対象
・長井校に興味のある保護者、就学を
考えている保護者

・小学校、幼稚園、保育園関係者
・福祉関係者
◆申込期限／７月８日㈬　
◆問合せ先／米沢養護学校長井校
　☎88―5277

◆日時／７月17日㈮ 13：00～15：00
◆場所／白椿地区公民館
◆相談内容／法律問題全般
◆担当弁護士／熊谷 誠 氏
◆申込方法／事前に下記に電話で申し込み
◆申込・問合せ先／役場住民税務課生
活環境室緯87―0514

◆対象者／おおむね60歳以上の方
◆期間／７月15日㈬～17日㈮
◆時間／９：00～16：00※17日16：30
◆会場／交流センターふらり（長井市）
◆受講料／無料
◆申込期限／７月８日㈬
◆申込・問合せ先／（公社）長井・西置
賜地域シルバー人材センター

　緯84―4535

◆日時・場所／７月６日㈪ 14：00～
15：30・飯豊町健康福祉センター
◆日時・場所／７月19日㈰ 13：30～
15：30・めざみの里観光物産館
※献血カードをお持ちの方は持参ください
◆問合せ先／町健康福祉課緯86―2338

米沢養護学校長井校見学会

無料法律相談開催のご案内

◆対象者
　町民の方で次のいずれかに該当する
方。ただし、今まで町の助成を受け
た方、風疹にかかったことのある方、
風しんワクチンを２回接種した方を
除く

◇風しん抗体検査（今年４月１日の年齢）
焔妊娠を希望する20～50歳女性（妊
娠中の方および妊娠の可能性のある
方は除く）
焔妊娠を希望する20～50歳女性の夫
および同居家族（妊娠を希望する20
～50歳女性が、風しん抗体価が十分
ある、風しんにかかったことがある、
風しん予防接種を２回受けた場合は
除く）
焔妊婦の夫および同居家族（妊婦が妊
婦健診で抗体価が十分あると確認で
きた場合は除く）

◇予防接種（ワクチン接種）
焔抗体検査を受けた方で、抗体価が十
分でないと判定確認できた方（妊娠
中の方や妊娠の可能性のある方は除
く）

◆助成金額／抗体検査費およびワクチ
ン接種費の全額（一人１回限り）

◆助成期限／平成28年３月31日
◆指定医療機関
　さゆり内科歯科クリニック、飯豊町
国民健康保険診療所、飯豊町国民健
康保険診療所付属中津川診療所

◆手続き
　健康福祉課で申請を行っていただく
か、町ホームページから申請書を印
刷し、記入して下記に郵送または持
参ください

◆申請・問合せ先／萎999―0604 
飯豊町大字椿3654―1  飯豊町健康福
祉課健康医療室緯86―2338

風しん抗体検査と予防接種の
費用を助成します

介護補助講習

献血にご協力ください
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７月の土・日・祝祭日水道修理担当業者
電話番号業　者　名曜日電話番号業　者　名曜日
72－2191佐 藤 管 工 業日1975－2086髙 橋 工 務 店土４
72－2191佐 藤 管 工 業月2072－2191佐 藤 管 工 業日５
75－2086髙 橋 工 務 店土2572－2191佐 藤 管 工 業土11
75－2086髙 橋 工 務 店日2675－2086髙 橋 工 務 店日12

75－2086髙 橋 工 務 店土18

　町内に住所がある方で、中学校修了
前の児童を養育し、生計を同じくする
父母などに対して児童手当を支給して
います。
◆支給期間
　お子さんが中学校を修了するまで
◆支給額／お子さん１人につき
焔所得制限限度額内の方
・０～３歳未満／月額15,000円
・３歳～小学校修了まで
　第１子、第２子／月額10,000円
　第３子以降／月額15,000円
・中学生／月額10,000円

焔所得制限限度額を超過する方
・一律／月額5,000円
※第１、２、３子などの数え方は、18
歳到達後の最初の３月31日までの
間にあるお子さんの出生順です

◆支給時期／原則として、毎年６、10、
２月にそれぞれ前月分までの手当を
支給します。６月支給の場合は、２
～５月分を指定された金融機関の受
給者名義口座に振り込みます

◆手続き／お子さんが生まれたときや
ほかの市区町村から転入したときに
手続きが必要です（公務員の方は勤

務先で手続）。原則、申請された月の
翌月分から支給されます
◆持ち物／はんこ、健康保険被保険者証
の写し（サラリーマンなどの被用者
のみ）、受給者名義の金融機関の通帳

※平成27年１月１日に飯豊町に住民
登録のなかった方は、前住所地の市
区町村長が発行する児童手当用所得
証明書（平成26年分）も必要です
◆現況届／児童手当を引き続き受ける
ためには現況届の提出が必要です。
提出は６月30日㈫までです。お早め
に提出してください

児 童 手 当 の ご 案 内

◆日時／７月26日㈰ 10：00～15：00
◆会場／県消防学校（三川町）
◆内容／消防車両の乗車体験、放水体
験、地震体験など

◆対象／小学生と保護者（先着100名）
◆参加費／１人500円（昼食代など）
◆申込期間／７月２日㈭～15日㈬
◆申込・問合せ先／消防学校緯0235―
66―2022

◆募集職種・人員／①助産師・５名程
度　②看護師・30名
◆受験資格／昭和46年４月２日以降
に生まれた方で、当該職種の免許を
有する方（平成28年６月30日まで
に取得する見込みの方を含む）

◆試験日／７月19日㈰
◆募集期限／７月９日㈭
◆申込・問合せ先／置賜広域病院組合事
務局総務企画課緯0238―46―5000

平成28年度
公立置賜総合病院職員募集

消防学校１日防災体験入校
　手話とは何かを皆さんで考え、楽し
みながら交流しましょう。参加無料。
◆日時／７月12日㈰ ９：00～12：00
◆会場／米沢市松川コミュニティセンター
◆申込方法／７月８日㈬までFAXで申
し込み。置賜支部胃0238―24―8377
◆問合せ先／山形県聴覚障がい者情報
支援センター本部緯023―666―7616

　山形県立点字図書館では、視覚障が
い者のために点字や音声の図書を提供
しています。多くの方に点字や音声の
図書に触れていただくために展示会を
開催します。
◆日時／７月18日㈯ 10：30～15：00
◆会場／おぐに開発総合センター
◆対象／視覚障がいのある方やご家族、
一般の方

◆問合せ先／山形県立点字図書館・五
十嵐緯023―631―5930

手話オリエンテーション

山形県立点字図書館
「点字・音声図書」展示会

◆日時・場所／研修先に直接集合
焔７月16日㈭ ９：30～16：00・やま
と林産㈱
焔17日㈮ ９：30～16：00・㈲後藤農場
◆対象者／起業・就業を検討している
方で、両日参加できる方
◆参加費／無料　
◆定員／５名
◆申込方法／７月10日㈮まで下記に
電話で申し込み
◆申込・問合せ先／置賜総合支庁森林
整備課緯0238―26―6065

◆日時／７月18日㈯ 13：30～15：30
◆場所／あ～す２階会議室
◆説明種目／自衛官候補生、一般曹候
補生、航空学生（パイロット）など
◆対象／27歳未満の男女
◆問合せ先／自衛隊米沢地域事務所
　緯0238―23―0011

きのこ技術研修会

◆問合せ先／役場教育文化課
　子育て支援室☎87―0518

自衛官採用制度説明会
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　町民総合センター「あ～す」にWi-Fi（公衆無線
LAN）スポットを設置しました。スマートフォンやタ
ブレット端末など、Wi-Fi機能を備えた機器であれば、
無料でどなたでも自由にインターネット利用ができま
す。ただしご利用にあたっては利用者の自己責任のも
とにご利用ください。町では一切の責任を負いません。
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」図書室
　☎72－3111

申請・問合せ先／役場住民税務課住民室緯87－0511　米沢年金事務所緯0238－22－4220

国民年金保険料を納めるのが困難なときは…

町民総合センター「あ～す」
●休館日　毎週月曜日、祝日、年末年始
●問合せ先　緯72―3111

「あ～す」にWi-Fiを設置しました

　７月は“夏うた”を歌う集いを開催します。夏の歌、大
好きな歌、懐かしい歌、思い出の歌をみんなで楽しく
歌いましょう。お気軽にご参加ください♪
◆日時／７月４日㈯ 14：00～16：00
◆会場／町民総合センター「あ～す」多目的ホール
◆講師／小松伸子先生（指揮）、安部里美先生（伴奏）
◆参加費／１人500円
◆申込・問合せ先／町民総合センター「あ～す」
　☎72－3111
※７月２日㈭までお電話にてお申込みください　

四季の歌“夏うた”を歌う集い

▲四季の歌の様子

未納若年者納付猶予一部納付
（一部免除）全額免除納付納付・免除・未納による違い

×
入りません

○
入ります

○
入ります

○
入ります

○
入ります

障害基礎年金・遺族基礎年金
（受給資格期間）

×
入りません

○
入ります

○
入ります

○
入ります

○
入ります受給資格期間

老齢基礎年金
×

算入されません
×

算入されません
○

算入されます
○

算入されます
○

算入されます年金額の計算

保険料免除・若年者納付猶予の申請手続きを！
【平成27年度の申請は７月から受付開始】
　収入の減少、失業などの経済的な理由で保険料の納
付が困難なときは、申請をして日本年金機構から承認
されると保険料が免除される制度があります。この制
度を利用すると受給資格期間や年金額に反映される場
合もあります。詳しくは下記の表をご参照ください。

◆保険料免除制度
　所得に応じて「全額免除」「４分の１納付」「半額納
付」「４分の３納付」があります。

毅対象となる方
　申請者本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が
一定基準以下の方
※一部納付を承認された場合でも保険料を納めないと
未納期間扱いとなりますのでご注意ください。

◆若年者納付猶予制度
　20歳以上30歳未満の方に限り利用できる制度です
毅対象となる方
　申請者本人・配偶者それぞれの前年所得が一定基準
以下の方

◇承認期間／７月から翌年６月まで
◇さかのぼって免除申請をすることができる期間　
　申請時点から２年１カ月前の月分まで
◇手続方法・必要書類
　以下の物を持参し、年金担当窓口（住民税務課住民
室臼窓口）で手続きをしてください。

　焔年金手帳　焔はんこ（本人署名の場合は不要）
　焔失業などを理由とするときは、雇用保険被保険者
　受給資格者証や離職票（コピー可）など
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 感染症に関する相談 

　エイズ・性器クラミジア・B型肝炎・
C型肝炎の検査と相談（予約不要）
焔日時／毎週月曜日 13：00～14：00
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔内容／無料血液検査など
※結果は直接本人にお知らせしますの
　で、保健所においでください
焔電話相談／平日８：30～17：15
◆申込・問合せ先／置賜保健所 感染
症予防担当緯0238―22―3002

○保健所／米沢市金池３丁目1―26
置 賜 保 健 所置 賜 保 健 所 のの

健 康 相 談

※すべての相談・検査は匿名やプラ
イバシーを厳守します

 心の相談 

　１人で悩んでいませんか。つらい時は
精神科医師にご相談ください（要予約）
煙置賜保健所（米沢市）会場
焔日時／７月９日㈭ 14：30～
煙置賜総合支庁西庁舎（長井市）会場
焔日時／７月15日㈬ 10：00～
◆申込・問合せ先／置賜保健所 精神保
健福祉担当緯0238―22―3015
 女性の相談 

焔日時／毎週火曜日 13：00～15：00
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔相談担当者／置賜保健所保健師
◆申込・問合せ先／置賜保健所 保健
支援担当緯0238―22―3205

米沢市役所

市営体育館
郵便局

ハロー
ワーク

図書館

JA

最
上
川

【らくらく筋トレ教室】
　トレーニングマシンを使って介護予
防のためにゆっくりと運動を行うト
レーニングルームです。介護予防運動
指導員がおりますのでトレーニングマ
シンを安全に使用でき、体力に合わせ
て無理なく運動が続けられます。足腰
を丈夫にしたい方や筋肉量を維持した
い方など、ぜひご活用ください。これ
から暑くなる季節になりますので、か
らだを動かし体力づくりをしましょう。

焔対象者／おおむね60歳から（初めて
の方はあらかじめご連絡下さい）
焔持ち物／内履き、飲み物、タオル
焔場所／町社会福祉協議会建物内
焔料金／１回200円
焔開催日時／毎週月・火・木・金曜日
　９：00～12：00、13：00～16：30
※祝日は休館となります

●会場／町社会福祉協議会建物内
町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 教 室
つばき保育園 健康福祉センター

健康福祉課

あ～す
町社会福祉
　協議会　

自宅や職場に日本年金機構や年金事務所の職員を名乗る電話がかかってきたら、迷わずに電話してください。
・専用電話窓口（コールセンター）緯0120―818211　※受付時間８：30～21：00
・警察相談専用電話緯＃9110　（または長井警察署生活安全課緯84―0110まで）

　日本年金機構において、職員の端末に対する外部から
のウイルスメールによる不正アクセスにより、日本年金
機構が保有している情報の一部が外部に流出したことが
判明しました。
　現時点において確認されている個人情報は約125万件
です。該当する方の基礎年金番号は今後変更されます。
変更に関する連絡は、後日、年金機構から該当する方に
直接文書が送付されます。

■日本年金機構や年金事務所からお客様に電話すること
■日本年金機構がお客様にお金を要求すること
■日本年金機構がお客様にATMの操作をお願いすること
■お客様の個人情報（家族構成など）を確認すること

次のようなことはありません

◎詐欺被害に遭わないための“３ない行動”
【現金を「振り込まない」「送らない」「手渡さない」】

「年金情報流出」を口実にした
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”に注意!!住民税務課住民室か住民税務課住民室からら

町社会福祉協議会（会場）

◆申込・問合せ先
   社会福祉協議会内専用電話
    　緯86－2555
　町健康福祉課
    　緯86－2233



総合健診 ７：30～（中部地区公民館）～【２日】
４歳児リトミック 10：00～（あ～す）
なかつがわ農家民宿組合視察受け入れ 11：00～（中津川地内）
結核検診（単独） 13：00～（黒沢勤労者センター）

水1

おはなし広場 10：30～（こどもみらい館）
結核検診（単独） 13：00～（中公民館）
町議会議員選挙立候補予定者出納責任者説明会 13：30～（役場）

木2

ゆり写生大会審査会 ９：00～（中部地区公民館）
添川温泉ふるさと祭り実行委員会 19：00～（東部地区公民館）金3
ブックスタート広場 10：30～（こどもみらい館）土4
第27回いいで黒べこ祭り 11：00～（ゆり園）日5
レディース検診 13：15～（南陽検診センター）
献血 14：00～（町健康福祉センター）月6
民生委員会 ９：30～（中津川地区公民館）
七夕飾り 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆スピードミントンナイト 19：30～（スポーツセンター）

火7

ふるさと学園さわやかクラブ合同視察研修７：30～（会津若松方面）
手ノ子スキー場グラウンドゴルフ大会 10：00～（手ノ子スキー場）
あそびの広場 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（町民スポーツセンター前集合）

水8

保健師さん指導 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆ピラティス教室 19：00～（中津川地区公民館）
社会福祉協議会 19：00～（中津川地区公民館）

木9

中部地区婦人学級 日帰り研修 ８：30～（未定）
白椿地区第２回体育部会 19：00～（白椿地区公民館）金10
キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
めざみの里カンタート 13：00～（あ～す）～【12日】
キララ☆スポーツの日 19：00～（町民スポーツセンター）

土11

日12
月13
キララ☆エアロビクス教室 19：00～（西部地区公民館）
秋桜倶楽部役員会 19：00～（白椿地区公民館）火14
かんがるー広場 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（町民スポーツセンター前集合）
スポレク実行委員会 19：00～（西部地区公民館）

水15

木16
しろあと教室研修会 ８：00～（鶴岡方面）
親子リトミック 10：30～（こどもみらい館）金17
ミニ演奏会 10：00～（こどもみらい館）
キララ☆ピラティス教室 18：30～（中部地区公民館）土18
小白川地区民登山 ７：00～（天狗山）
献血 13：30～（めざみの里観光物産館）
西部地区育成会子ども会キャンプ 13：30～（手ノ子スキー場）

日19

月20
人間ドック ７：00～（南陽検診センター）火21
親子交通教室 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（町民スポーツセンター前集合）
キララ☆ヒップホップ教室 19：00～（中部地区公民館）

水22

レディース検診 13：15～（南陽検診センター）木23
農業委員会総会 ９：30～（役場）
川柳会 ９：30～（中津川地区公民館）
タッチケア 10：00～（こどもみらい館）
レクリエーション大会実行委員会 19：00～（白椿地区公民館）

金24

キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
SNOWえっぐフェスティバル 13：00～（白川ダム湖岸公園）～【26日】
東部少年教室キャンプ 13：00～（未定）～【26日】
キララ☆スポーツの日 19：00～（町民スポーツセンター）

土25

日26
月27
第１回食生活改善推進員養成講座 ９：30～（健康福祉センター）
キララ☆スピードミントンナイト 19：30～（スポーツセンター）火28
キララ☆陸上クラブ 18：30～（町民スポーツセンター前集合）
キララ☆ヒップホップ教室 19：00～（中部地区公民館）
キララ☆ピラティス教室19：30～（東部地区公民館）

水29

中部地区婦人学級リメイク教室 ９：30～（中部地区公民館）
夏休み子供映画祭り 10：00～（白椿地区公民館）～【31日】
ふるさと学園と食改の合同研修 10：00～（西部地区公民館）

木30

手作りクッキング 10：15～（こどもみらい館）金31

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
　　　　　緯86―2338

７月

　４カ月・９カ月児健診　
司日時／７月３日㈮  13：00までおいでください
司対象者／４カ月児／平成27年１月・２月生まれ
　　　　　９カ月児／平成26年８月生まれ
司場所／健康福祉センター
司持ち物／母子健康手帳、バスタオル、そのほか
お子さんに必要なもの

司日時／７月16日㈭  13：00までおいでください
司対象者
　①平成24年８月・10月・11月・12月生まれ
　②平成25年２月・３月・８月生まれ
　③平成26年３月・６月生まれ
司場所／健康福祉センター
司持ち物／母子健康手帳、子ども用歯ブラシ、健
診料金500円

司期日／７月13日㈪・27日㈪
司時間／９：00～11：00
司場所／健康福祉センター
司内容／妊娠届出時の健康相談
※日程で都合の悪い方はご連絡ください

司日時／７月１日㈬  ８：50～11：40
司対象者
　平成27年10月・11月出産予定の初妊婦と夫
司場所／長井市保健センター
司持ち物／母子健康手帳、１回目の時に配布した
テキスト、筆記用具、動きやすい服装

　４カ月・９カ月児健診　
司日時／８月７日㈮  13：00までおいでください
司対象者／４カ月児／平成27年３月生まれ
　　　　　９カ月児／平成26年９月・10月生まれ
　３歳児健診　
司日時／８月27日㈭  13：00までおいでください
司対象者／平成24年１月・２月・３月生まれ
　幼児歯科検診　
司日時／８月20日㈭  13：00までおいでください
司対象者
　①平成24年９月生まれ
　②平成25年４月・５月・９月生まれ
　③平成26年４月・５月・７月・８月生まれ

乳幼児健診

幼児歯科健診

母子健康手帳交付

パパママ教室（２回目）

８月の乳幼児健診日程

電話番号担当歯科医院期日
85－2003白鷹 岩崎歯科医院７月５日蚊

0238－23－2062米沢 中川歯科医院７月12日蚊
0238－40－3406南陽 トータルヘルスクリニック７月19日蚊
0238－23－4840米沢 漆山歯科医院７月20日俄
0238－45－2030南陽 伊藤歯科医院（宮内）７月26日蚊

休日歯科診療担当医院

6この広報紙は再生紙を使用し、植物油インキで印刷しています。 見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。


