
理事の定数は２５名とし、次の役員を置く。

※１　令和４年　１月１日現在

※２　令和４年　１月１日現在

※３　令和４年　１月１日現在（参考値）

高齢者見守り・慰問 高齢者年末慰問品の配布 四之宮地区

実施事業

　　分　　野　　　　 　　　　　　　　事　　業　　名 　　　会　　　場

高齢者昼食会

ひとり暮らし高齢者、高齢独居向け食事会 四之宮公民館

ひとり暮らし高齢者家庭への給食宅配 四之宮地区

地域サロン ふれあいサロン（移動サロンも含む） 四之宮公民館他

高齢者敬老会等 高齢者の集い ふれあいセンター

会議等

総会：年１回（４月）

理事会：毎月

定例役員会：毎月

諸団体

自治会数：１５地区自治会
民生委員数：１６名（定数）
主任児童委員数：２名

明寿会（老人会）：６クラブ

福祉村：四之宮地区町内福祉村　　　　　

〖部会〗　　　企画部会、地域福祉部会、広報部会

事務局 四之宮地区社会福祉協議会　　会長　髙橋　國明　　　　　　

会則制定日 平成４年　４月　１日

組織概要

会長：１名 副会長：２名 書記：１名 会計：１名

部長：４名 副部長：４名 理事：１２名　  　 　 

他　監事：２名

【構成団体】
自治会連合会、有識者、民生委員児童委員、保護司会、明寿会（老人クラブ）、青少年指導委員、
食生活改善推進団体ママの会、体育振興会、福祉施設（平塚ふじみ園）、ボランティアグループ
（四之宮地区ボランティアグループ、四之宮地区老人給食会）、福祉村

四之宮地区社会福祉協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四之宮地区における住民参加と住民団体との連携のもとに、自主的かつ創造的に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地区住民の生活と直結する地域福祉活動の推進を図ることを目的とする。

設立年月日 昭和４８年　５月１８日

地区状況 人口：　１１，７２５人　　※１ 世帯数：　５，１７５世帯　※２ 高齢化率（65歳以上）：２４．１％　　※３

地区社協活動目的



　

　　　　　　　　高齢者の集い 　　　　　　囲碁ボール 　　　四之宮地区夏祭り大会（カキ氷販売）

　　　　　　　子育てるんるん 　　　　　ふれあいサロン 　　　社会を明るくする運動（かるた大会）

地域介護予防活動 通いの場提供・囲碁ボール 四之宮公民館

特徴・ＰＲ

①平塚市地域介護予防活動支援における通いの場を提供し、囲碁ボールとふれあいサロンを展
　　開している。
②地区連合自治会、町内福祉村、民児協、ボランティアグループ等の協力・連携がとれている。
③ママの会の運営が活発であり、高齢者給食に多大な貢献をして頂いている。

共催・協力事業

①四之宮公民館まつり

②四之宮夏祭り大会

③平和祈念祭（大野地区平和を感謝する集い・四之宮地区平和祈念祭）

④市民体育レクリエーション四之宮地区大会

⑤防災訓練

実施事業

地域・世代間交流 大野小学校との交流 大野小学校

地域・世代間交流

広報誌発行 「社協」だより　年４回発行

その他 社会を明るくする運動 四之宮公民館

神明中学校との交流 神明中学校

見守り・施設訪問 真土老人保健福祉施設 真土老人保健福祉施設

見守り・施設訪問 平塚ふじみ園 平塚ふじみ園

子育て支援 子育てるんるん 四之宮公民館



※１　令和４年　１月１日現在
※２　令和４年　１月１日現在
※３　令和４年　１月１日現在（参考値）

広報誌発行 「社協なかはら」だより　年３回発行

その他 社会を明るくする運動 中原公民館

障がい者見守り・訪問 心身身体障がい者慰問 中原地区

子育て支援 子育て広場プリン ひばり野会館

実施事業

　　分　　野　　　　 　　　　　　　　事　　業　　名 　　　会　　　場

高齢者昼食会 ひとり暮らし高齢者給食会 社会福祉法人伸生会

高齢者敬老会等 敬老のつどい 中原小学校

見守り・訪問 寝たきり高齢者在宅介護者慰問 中原地区

見守り・訪問 敬老祝品の贈呈 中原地区

諸団体

自治会数：１７地区自治会
民生委員数：１８名（定数）
主任児童委員数：２名

防犯協会　中原支部 長寿会連合会

会議等
総会：年１回（４月）

定例役員・常任理事会：毎月

事務局 中原地区社会福祉協議会　　会長　佐草　恭造　　　　　　

会則制定日 昭和４８年　５月　１日

組織概要

会長：１名 副会長：１名 書記：２名 会計：１名

監事：２名 常任理事：６名 各専門：部長　１名 副部長　２名

【構成団体】
連合会、町内会、民生委員児童委員、防犯協会中原支部、長寿会連合会、体育振興会、交通安全
協会、交通安全母の会、子供会育成会、青少年指導員、ボランティアクラブ、小中学校PTA、中原商
店会

〖部会〗　　　企画部、事業部、広報部

中原地区社会福祉協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中原地区における住民の福祉を図り、明るく健全な地域社会をつくることを目的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とする。

設立年月日 昭和４８年　５月　１日

地区状況 人口：　１３，９２８人　　※１ 世帯数：　６，０４８世帯　※２ 高齢化率（65歳以上）：２８．８％　　※３

地区社協活動目的



　　子育て広場プリン

　　ひまわりサロン

特徴・ＰＲ
　中原地区の人々が住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」を目標
に、住民参加と町内会（自治会）連合会、民生委員児童委員協議会をはじめ、地域各団体、ボラン
ティアとの連携を強化し、福祉活動の推進を図っています。

共催・協力事業

①中原公民館まつり

②日赤社員増強運動

③子ども大会（中原地区・大原地区）

④中原地区盆踊り大会

⑤市民体育レクリエーション中原地区大会

⑥中原地区生活安全集会



南原地区社会福祉協議会

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　高齢化、少子化、社会的弱者等の増大傾向を直視し、南原地区の社会福祉に関わ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る施策をボランティア活動で取り組み、地域福祉活動の推進を図る事を目的とする。

設立年月日 昭和４８年　７月　１日

地区状況 人口：　４，９７８人　　※１ 世帯数：　２，１５２世帯　※２ 高齢化率（65歳以上）：２５．０％　　※３

事務局 南原地区社会福祉協議会　　会長代行　原田　三行　　会長　山本　尊史　　　　　

会則制定日 昭和５８年　４月　１日

組織概要

会長：１名 会長代行：１名 　副会長：３名以内 　書記：１名

会計：２名以内 会計監査：２名以内 　理事：２０名以内

【構成団体】
連合自治会、各自治会、民生委員児童委員協議会、長生会、青少年指導員

〖部会〗　　　企画部、広報・調査部、ボランティア推進育成部

会議等

総会：年１回（４月）

理事会：毎月

常任理事会：随時

諸団体 自治会数：７地区自治会
民生委員数：９名（定数）
主任児童委員数：２名

実施事業

　　分　　野　　　　 　　　　　　　　事　　業　　名 　　　会　　　場

高齢者昼食会

ふれあい給食会（一人暮らし高齢者） 社会福祉施設「伸生会」

ふれあい弁当（年６回） 南原地区

地域サロン

いきいき活動（年２回） 七国荘他

節分大会（保育園児参加） 神社、公民館

高齢者慶老会等 ふれあい慶老会 南原公民館

見守り・訪問 長寿祝い品（８５才以上） 南原地区

子育て支援 子育て「ぶらんこ」 自治会館他

広報誌発行 「社協みなみはら」だより　年３回発行

その他 社会を明るくする運動 南原公民館

※１　令和４年　１月１日現在

※２　令和４年　１月１日現在

※３　令和４年　１月１日現在（参考値）

地区社協活動目的



　　ふれあい慶老会

　　いきいき活動

特徴・ＰＲ
　少子高齢化に伴い、隣人関係が希薄化しているため、地域でのコミュニケーションを大切にし、地
域で共に支え合える地域づくりを目指しています。

共催・協力事業

①南原公民館まつり

②盆踊り大会

③地区レクリエーション大会

④桜まつり



松が丘地区社会福祉協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　松が丘地区における住民団体の横のつながりを持ち、住民の生活と直結するよう
　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　地域福祉の増進をはかることを目的とする。

設立年月日 昭和５５年　５月　１日

地区状況 人口：　７，４００人　※１ 世帯数：　３，３９７世帯　※２ 高齢化率（65歳以上）：３１．５％　　※３

事務局 松が丘地区社会福祉協議会　　会長　䕃山　栄一

会則制定日 昭和５５年　５月１８日

組織概要

会長：１名 副会長：２名  書記・会計：１名　　

監事：２名 企画部会長：１名　　　活動部会長：１名　　広報部会長：１名

【構成団体】
自治会連合会、各自治会、民生委員児童委員、食生活推進団体ママの会「ゆず」グループ、交通安
全協会松が丘支部、東中原いずみ会、伊勢山いずみ会東、伊勢山いずみ会西、体育振興会松が丘
支部、伊勢山自治会館交流サロン、サンサンおおはら、松が丘小学校PTA、青少年指導員協議会、
ごみ減量化推進員会、防犯協会、松が丘ボランティアリーダー

〖部会〗　　　企画部会、活動部会、広報部会

諸団体

自治会数：　８地区自治会
民生委員数：１２名（定数）
主任児童委員数：２名

ゆめクラブ（老人会）：３クラブ

福祉村：　松が丘地区町内福祉村「みんなの広場」

会議等
総会：年１回（５月）

役員会：年６回

「松が丘福祉」だより　年３回発行

保育園児とひとり暮らし高齢者との交流会
養護学校高等部生徒との交流会

しらさぎ保育園
県立平塚養護学校

見守り・訪問 ８０歳以上ひとり暮らし高齢者誕生日祝品配布 松が丘地区

見守り・訪問 敬老祝品（喜寿７７歳） 松が丘地区

地域・世代間交流

その他 社会を明るくする運動 松が丘公民館

※１　令和４年　１月１日現在

※２　令和４年　１月１日現在

実施事業

　　分　　野　　　　 　　　　　　　　事　　業　　名 　　　会　　　場

高齢者昼食会 ひとり暮らし食事会 松が丘公民館・伸生会

見守り・訪問 ８０歳以上高齢者長寿祝い品配布 松が丘地区

広報誌発行

※３　令和４年　１月１日現在（参考値）

地区社協活動目的



　　　　（令和４年３月）

共催・協力事業

①松が丘公民館まつり、大原公民館まつり

②伸生会（五月祭り、縁日祭り、敬老の日式典、感謝祭）

③子ども大会

④しらさぎ保育園納涼会

⑤松が丘公民館年末大掃除

⑥地区レクリエーション大会

⑦平和を感謝する集い

⑧県立平塚養護学校高等部との共同活動

特徴・ＰＲ
　「出来る人が、出来ることを、出来る時に楽しくやろう」をもっとうに、住民誰もが気軽に自由に参加
出来るボランティア活動を進めています。それらの活動が地区における「支え合い」の原点となり、地
域福祉がより活発になるように実施しております。

大原公民館まつり　展示発表

松が丘公民館まつり

保育園児の「野菜の絵」展示発表

ひとり暮らし食事会 

 保育園児との交流

（令和元年７月） （令和４年３月）　



豊田地区社会福祉協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊田地区における住民の社会福祉事業の能率的運営及び組織的活動を促進し、
                              　　　　地区社会福祉の増進を図ることを目的とする。

設立年月日 昭和４０年　７月　８日

地区状況 人口：　５，３１５人　　※１ 世帯数：　２，１１５世帯　※２ 高齢化率（65歳以上）：２９．０％　　※３

事務局 豊田地区社会福祉協議会　　会長　松村　秀昭　　　　　

会則制定日 平成４年　５月　１日

組織概要

会長：１名 副会長：２名 書記：１名 会計：１名

監事：若干名 企画部長：１名　　　活動部長：１名　　　広報部長：１名

理事：若干名 参与：若干名

【構成団体】
自治会連絡協議会、各自治会、民生委員・児童委員、豊田教育力ネット、青少年指導員、子供会
育成会、体育振興会、公民館館長、小学校校長、敬愛ホーム理事長、豊田地区町内福祉村運営
協議会

〖部会〗　　　　企画部、活動部、広報部

豊田小学校

諸団体 自治会数：８地区自治会
民生委員数：７名（定数）
主任児童委員数：２名

会議等

総会：年１回（４月）

定例会：毎月

※３　令和４年　１月１日現在（参考値）

地域・世代間交流 福祉ふれあい広場 豊田公民館

広報誌発行 社協だより「とよだ」　年３回発行

　　　実施事業

　　分　　野　　　　 　　　　　　　　事　　業　　名 　　　会　　　場

高齢者昼食会 ひとり暮らし高齢者お弁当宅配 豊田地区

高齢者敬老会等 敬老祝賀会

その他 社会を明るくする運動 豊田公民館

※１　令和４年　１月１日現在
※２　令和４年　１月１日現在

地区社協活動目的



　　　敬老祝賀会

　　　社会を明るくする運動（夏休みわくわく映画会）

特徴・ＰＲ

　主な事業として、９月に実施する「敬老祝賀会」で７０歳以上の方を対象にダイヤモンド婚、金婚
の方々へのお祝い、昼食をはさんで歌や踊りなどの演芸会を行っています。また、１１月には、社会
福祉施設視察研修会を実施し、会員同士の交流や社会福祉の見聞を広めることに努めたり、３月
の公民館まつりでは、「ふれあいバザー」を行ない、被災された方々への募金等を実施しておりま
す。
　その他にも年２回、一人暮らし高齢者の方へのお弁当の宅配等を行っており、大変好評を頂いて
おります。

共催・協力事業

※コロナで中止の
場合あり

①豊田公民館まつり

②平和を感謝する集い（大野奉賛会）

③盆踊り

④豊田小学校（運動会、卒業式）

⑤大野中学校（運動会、卒業式）

⑥豊八幡例大祭

⑦地区レクリエーション大会

⑧豊田公民館大清掃

⑨日赤社員増強運動



※１　令和４年　１月１日現在
※２　令和４年　１月１日現在

実施事業

※３　令和４年　１月１日現在（参考値）

神田中学校

軽度家事支援 ひとり暮らし高齢者・高齢者のみ世帯

地域・世代間交流 朝の声かけ運動

地域・世代間交流 高齢者と保育園児の交流会 神田公民館

地域・世代間交流 体育館で遊ぼう（５回/年） 神田公民館

田村地区

　　分　　野　　　　 　　　　　　　　事　　業　　名 　　　会　　　場

高齢者昼食会
独居者宅配給食
８０才以上独り暮らし対象（４回/年）

田村地区

地域サロン ふれあいサロン（５回/年） 神田公民館他３ヶ所

高齢者敬老会等
敬老のつどい
８０才以上対象　祝品配布

神田公民館

会議等
総会：年１回（５月）

運営委員会：毎月

諸団体
自治会数：１３地区自治会

民生委員数：１６名（定数）
主任児童委員数：２名

長寿会：３クラブ

事務局 田村地区社会福祉協議会　　会長　麻野　一人　　　　

会則制定日 平成２年　４月　１日

組織概要

会長：１名 副会長：３名 書記：２名　　会計：２名　　会計監査：２名

一般福祉部会：１名　　ふれあい福祉部会：１名　　子育て支援部会：１名　　　軽度家事支援部会：１名

広報部会：１名　　　　　　高齢福祉部会：１名　　　　　 福祉村事業部会：１名　　　幹事：若干名

【構成団体】
田村自治連合会、各自治会、民生委員・児童委員協議会、神田地区青少年指導員協議会、田村
婦人会、防犯協会婦人部、神田小学校PTA、,神田中学校PTA、ごみ減量化推進協議会、体育振
興会

〖部会〗一般福祉部、ふれあい福祉部、子育て支援部、軽度家事支援部、広報部、 

　　　　　　高齢福祉部、福祉村事業部（たむら福祉村）

田村地区社会福祉協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田村地区における住民生活や福祉の向上のために、各団体および住民との連携
                               　　　　のもとに自主的かつ創造的に住民と直結する社会福祉などに関する活動の推進を
                               　　　　図ることを目的とする。

設立年月日 平成元年　４月　１日

地区状況 人口：　１０，２７０人　　※１ 世帯数：　４，５４９世帯　※２ 高齢化率（65歳以上）：３１．９％　　※３

地区社協活動目的



　　ふれあいサロン

実施事業

特徴・ＰＲ

　田村地区社協では、６つの部会にて活動を展開しています。子育て支援から福祉村事業まで対
象年齢も０歳から１００歳以上までと幅広く、各部会とも年間５回以上活動を展開しております。広
報部会では、すべての活動を取材し、地域のホームページ「わたしのたむら」へ投稿。また、年間５
回社協広報誌へ記事を掲載し、自治会の回覧板にて各家庭へ配布をしております。
　福祉村事業部では、定期的に様々な趣味を広げ仲間を増やす一助になるような活動を展開して
おります。また、軽度家事支援部会では、民生委員と連携し、庭木の剪定や草むしり、衣服の修繕な
ど「ちょっとしたお手伝い」的な活動を展開しております。

その他 社会を明るくする運動 神田公民館

その他 防犯パトロール 田村地区

共催・協力事業

①歩け歩け大会

②青少年健全育成

③盆踊りふれあい広場

④日赤社員増強運動

広報誌発行 地域情報局HP「わたしの田村」

広報誌発行 「社協たむら」だより　年５回発行



※３　令和４年　１月１日現在（参考値）

※１　令和４年　１月１日現在

※２　令和４年　１月１日現在

実施事業

　　分　　野　　　　 　　　　　　　　事　　業　　名 　　　会　　　場

高齢者サロン
※コロナのため会食なしとなり
ました。

ふれあいほほ笑みサロン 大神公民館

地域サロン
ふれあいほほ笑みサロン
子育て広場

見守り・訪問 高齢者敬老祝品贈呈 大神地区

見守り・訪問 寝たきり高齢者見舞金贈呈 大神地区

会議等
総会：年１回（４月）

役員会・委員会：年４回

大神公民館

地域・世代間交流
ふれあいほほ笑みサロン
子育て広場の交流会

大神公民館

地域・世代間交流 朝の声かけ運動 神田中学校

諸団体

自治会数：５地区自治会
民生委員数：９名（定数）
主任児童委員数：２名

ゆめクラブ（老人会）：２クラブ

福祉村：　大神地区町内福祉村「大神よりきの郷」　　　　

事務局 大神地区社会福祉協議会　　会長　緑川　政雄　　　　　　　

会則制定日 平成２年　４月　１日

組織概要

会長：１名 副会長：４名 書記：２名 会計：２名

監事：２名 部会長：４名　　　　 副部会長：６名

【構成団体】
自治連合会、各自治会、民生委員児童委員協議会、町内福祉村、長寿会（老人クラブ）、学識経験
者、交通安全大神支部、体育振興会、大神至誠団、地域づくり委員、防犯女性部、大神第１２分団、
JA湘南女性部、神田中学校PTA、相模小学校PTA、ごみ減量化推進員、防犯指導員、青少年指
導員、保護司

〖部会〗　　　一般福祉部、高齢福祉部、ボランティア部、広報部

大神地区社会福祉協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大神・吉際地区における住民、団体相互の連携協調に務め、社会福祉に対する
                                　　　関心と理解を深め、相協力して地域福祉、保健衛生等に関する活動の推進を図る
                                　　　ことを目的とする。

設立年月日 平成元年　６月２４日

地区状況 人口：　５，１９６人　　※１ 世帯数：　２，１９４世帯　※２ 高齢化率（65歳以上）：２９．６％　　※３

地区社協活動目的



　　　　ふれあいほほ笑みサロン

            子育て広場（12月　クリスマス飾り作り）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふれあいほほ笑みサロン・子育て広場交流会（人形劇鑑賞）

その他 ボランティア研修会 大神公民館実施事業

特徴・ＰＲ

　大神地区社協は、自治会・民生児童委員を始め、各団体と一体になって情報を共有し、安心・安
全で心明るく楽しい地域を目標に活動をしております。また、高齢者の方や、子育て中の方が気軽
にサロン等に参加して頂き、心身共にリフレッシュして明るく楽しい生活になるように企画の運営・
実施に各団体と努めております。

その他 社会を明るくする運動 大神公民館

その他 ボランティア反省会 大神公民館

共催・協力事業

※コロナで中止の
場合あり

①ふれあい夏祭り・盆踊り大会

②地区レクリエーション大会

③大神公民館まつり

④日赤社員増強運動

子育て支援 子育て広場 大神公民館

広報誌発行 「社協おおかみ」だより　年２回発行



横内地区社会福祉協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横内地区における住民の団体相互の連絡、協調に努め住民の生活に直結する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉、保健衛生などに関する活動の推進を図ることを目的とする。

設立年月日 昭和５０年　５月　７日

地区状況 人口：　８，３５６人　　※１ 世帯数：　３，６６１世帯　※２ 高齢化率（65歳以上）：３２．７％　　※３

事務局 横内地区社会福祉協議会　　会長　平井　正夫　　　　　

会則制定日 昭和５０年　５月　７日

組織概要

会長：１名 副会長：３名 書記：２名 会計：１名

監事：２名 広報：２名 庶務：２名　　　　　　　運営委員：若干名

【構成団体】
連合自治会、各自治会、民生委員児童委員、食生活改善推進団体ママの会、長寿会（老人クラ
ブ）

〖部会〗

横内公民館

福祉村：　横内地区町内福祉村「横内スマイル広場」　　　　

会議等

総会：年１回（４月）

役員会：毎月

運営委員会：年６回

諸団体

自治会数：６地区自治会、団地自治会
民生委員数：１５名（定数）
主任児童委員数：２名

ゆめクラブ（老人会）：４クラブ

地域・世代間交流 地区社協民児協合同新年会 横内公民館

見守り・訪問 寝たきり高齢者お見舞い 横内地区

※３　令和４年　１月１日現在（参考値）

見守り・訪問 尿取りパット配布 横内地区

障がい者見守り・訪問 重度障がい者お見舞い 横内地区

実施事業

　　分　　野　　　　 　　　　　　　　事　　業　　名 　　　会　　　場

高齢者昼食会
ひとり暮らし高齢者食事会
※コロナで中止

横内団地・福祉会館・集会場

高齢者敬老会等 敬寿の集い 

※１　令和４年　１月１日現在

※２　令和４年　１月１日現在

子育て支援 子育て支援「たいよう」 横内公民館

小・中学生との交流 サンサンカフェ 横内公民館

地区社協活動目的



　 ひとり暮らし高齢者食事会

　　車いす体験

実施事業
広報誌発行 「横内社協」だより年２回発行

その他 社会を明るくする運動 横内公民館

特徴・ＰＲ

　横内地区は、横内地区自治会と横内団地自治会の２つの組織が存在致します。県営の横内団
地内においては、特にひとり暮らしの高齢者の方や、外国籍の方が多い地域となっています。
　横内地区社協は、社会福祉に携わる団体として、福祉活動のネットワークを充実させ、地域の皆
様にとってより良い福祉環境をつくるようにし、人と人とのつながりを大切にし、「共に生き、支え合
う社会」になるような福祉環境の充実を図っていくことを目標にして、横内福祉村や各種団体と連
携し、地域の皆様が、安心して生活をし、人生を楽しみ、元気になれるような活動をするよう心がけ
ています。
　地域福祉の推進の為に、横内地区社会福祉協議会としては、横内地区民生委員・児童委員、横
内地区ボランティア会、横内地区町内福祉村との連携は、特に必要であると考えます。
　福祉村における「笑顔になる活動・元気になる活動・知識になる活動」を支援し、笑顔があふれ
る横内地域になれるよう活動していきたいと思います。

共催・協力事業

①若草保育園（納涼会、運動会）

②横内小学校（運動会、卒業式）

③横内中学校（体育祭、卒業式）

④盆踊り大会　　※コロナで中止

⑤長寿会新年会

⑥横内公民館まつり

⑦地区レクリエーション大会　　※コロナで中止

⑧日赤社員増強運動


