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7. 寺院・神社

1. 常行院（じょうぎょういん）

所在地　今町 7 丁目 72 番地（旧大字今字クブシ岩）
本尊阿弥陀仏、浄土宗水辺山常行院願王寺（じょうどしゅう　すいへんざん　じょう

ぎょういん　がんのうじ）と言い、天文 12 年（1543）に額田郡大給（おぎゅう）村松明院の
4 世泉誉の弟子の三誉縁徹上人が当地に来て草創されました。
参考

松明院：応安元年（1368）松平村大給に小さな仏堂が建てられ、これを初代大給城主
松平乗元（松平氏四代親忠公の次男）が再建して称名院と名付けたことに始まります。
開山は隣翁本公和尚で、乗元の弟と伝えられています。乗元は、細川城をも併有し、
両地域の土地を領有し、乗元が歿してからその戒名である松明院をとって寺名とし
ました。その後、五代真乗の時、天正 10 年（1582）細川町へ移転され、大給松平家
一門の菩提寺と定められました。

三誉縁徹上人は弘治元年（1555）正月に師の 4 世泉誉から薬師仏と秘薬の製法を受け
て教化に当り天正 2 年（1574）6 月に本堂を建立しました（開山三誉縁徹上人は天正 6 年

（1578）3 月 25 日歿）。

参考
寺伝の秘薬：「今村の血道（ちのみち）薬」は、隣翁本公和尚が文正元年（1466）元旦
に霊夢によって薬師如来から秘薬の製法を伝授されたと伝わっています。文正元年

（1466）3 月に隣翁が京都知恩院へ参拝のため上京した際、当時の典薬守丹波朝臣
頼秀にこの秘薬を示した所、大いに賞賛されたと伝えられています。この秘薬「血道
薬」は、常行院第一世縁徹上人が神明社北側の御薬師の地にあった薬師堂（建立時代
不詳）を寺院境内に移築し、薬師堂と共に血道薬を広め、近隣の村々の産婦を救った
のが始まりと言われ、多くの人々に普及し常行院の経済的な支えとなりました。特
に明治、大正の頃は、中部地方を中心に東北から九州まで全国各地に郵送販売され、
また薬を求めて毎日多くの人々が参詣来寺したと言われ売上帳も数冊残っていまし
た。その流れは昭和の戦前まで続いていました。その後厚生省の正式許可も得て、
平成初期まで販売されていました。

常行院配置図
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慶長 2 年（1597）7 月には本堂が増築、再建されました。
江戸時代に入り清巌院殿源室義曽大居士〔明暦 3 年（1657）3 月 29 日歿〕が施主となり

衣藩主三宅大善亮康盛の庇護により境内除地（土地の税を免除）の待遇を受け、以後寺院
は隆盛を迎えましたが、享保年中（1716 ～ 1736）に火災に遭い薬師堂を残して堂宇が全
焼してしまいました

12 世潭岌（たんぎゅう）とその弟子 13 世辨岌（べんぎゅう）は血道薬のおかげで浄財に
恵まれ、本堂その他を再興したので潭岌は次中興とされました。

寛延 2 年（1749）の本多候引継申送書には「薬師堂壱カ所境内年貢地、浄土宗常行院境
内年貢地、観音堂壱カ所境内前々より除地」とあり、免税されていたことがわかります。
18 世最誉勝道上人〔天保 11 年（1840）12 月 1 日歿〕はこの功績により転衣中興とされま
した。

大正 8 年（1919）10 月 20 日、廓誉孝現上人の時に濃尾地震で倒壊した鐘楼が再建さ
れました。

昭和 17 年（1942）3 月 31 日宗教団体法の許可を受け、昭和 20 年（1945）12 月 28
日宗教法人令による設立登記し、昭和 28 年（1953）12 月 19 日宗教法人法による「宗教
法人常行院」が設立認証され、昭和 29 年（1954）10 月 11 日設立登記されました。

境内の薬師堂の本尊薬師仏は行基作と伝えられ松平親忠の寄進と言われています。
寺院内には本堂、庫裡の他、鐘楼・三十三観音・馬頭観音堂・六地蔵、山門前左側に

山門から本堂を望む

薬師堂 鐘楼

平成 22 年焼失前の常行院本堂

薬師如来開帳案内
（昭和 29年）
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地蔵堂、西北に墓地があり、常行院二十四代の墓所（18 基）、太平洋戦争戦没者慰霊碑（19
基）、檀信徒先祖代々の墓碑があり、豊田市銘木指定「クスノキ」の大木、老松、寺の山門
から続く白土壁の尽きる墓地側に稲荷小祠が祀られています。

鐘楼の鐘は初期のものは太平洋戦争の時の金属供出で昭和 19 年（1944）に供出され、
現在の鐘は第 24 世雲誉上人が、三重県四日市市において鐘供出で集められたが敗戦で
使われずに残されていた梵鐘の中より譲り受けて、岡崎市鴨田町の鋳造所に依頼して「為
大東亜戦争戦没英魂菩提」を刻み、昭和 22 年（1947）2 月に檀家が奉納されたものです。
鐘の内側には寛文 2 年（1662）4 月の刻印があります。

以来朝 6 時と日没時に毎日その美しい音が町内一円に響き渡るよう、代々の住職が打
鐘を続けていました。除夜には多くの善男善女が鐘撞きに集まってきます。

平成 22 年（2010）5 月、奥書院の天井の漏電からの火災により再び本堂と庫裡が全焼
しましたが、平成 23 年 7 月 27 日荘厳で見事な建物となって再建されました。

三十三観音

豊田市銘木指定「大クスノキ」 梵鐘寄贈記念写真
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年間行事
1．修正会（1 月 1 日）
2．御忌会（3 月）
3．祠堂法要（6 月）
4．盆施餓鬼会（8 月）
5．盆墓経（8 月 14 日、8 月 15 日）
6．薬師如来大祭（11 月）
7．月並総回向会（12 月）

その他の行事
花祭り（4 月）

お釈迦様の生誕を祝福する行事で、毎年 4 月 8 日に花で飾った小堂、花御堂（はなみど
う）がつくられます。金属製の幼仏像をその中心にまつり、参拝者が甘茶をその誕生仏に
かける行事です。甘茶は砂糖入りのお茶というわけでなく、ユキノシタ科のアマチャヅ
ルを煎じた飲料で参拝の後に頂きました。現在では近隣のお寺間で輪番制でお勤めされ
ています。

2. 称念寺

所在地　河合町 7 丁目 21 番地（旧大字今字林）
本尊阿弥陀仏、浄土宗一向山称念寺といい、明治 29 年（1896）5 月 22 日に今村の板

倉庄平が発願して居宅を堂庵とし、田 9 畝 26 歩、畑 4 反 7 畝 20 歩を寄進し、地区一同
の協賛を得て幸町隣松寺所属教会所として許可を受け、近藤亮観を招き開山して「今浄土
宗教会所」と言いました。

本堂内部

庫裏内部

再建後の常行院本堂



98

2 世戒玄尼のとき、今村の板倉海造が霊夢を感じ、兄の成瀬美和と相談して、大正 9
年（1920）3 月 31 日に現在地に本堂（開口 3 間・奥行 5 間半）を創建して入仏式を行いま
した。庫裡は昭和 2 年（1927）6 月に建てられました。

昭和 17 年（1942）3 月 31 日宗教団体法により「法人浄土宗今教会」の許可を受け、昭
和 20 年（1945）12 月 28 日宗教法人令により「法人浄土宗今教会」の認可を受け、昭和
28 年（1953）12 月 19 日宗教法人法による「宗教法人今教会」設立認証を受け、昭和 29
年（1954）10 月 21 日設立登記されました。

昭和 32 年（1957）6 月 11 日 3 世実現尼のとき、今教会を「称念寺」と寺号公称が認証
されました。

年間行事
1．祠堂法要（7 月）
2．盆施餓鬼会（7 月）
3．佛名会（12 月）

3. 神明社（八王子社）

今町 5 丁目 25 番地（旧大字今字杜口）
天照大神を祀る神明社と、八神を祀る八王子社からなっています。一般的には神明社

と呼ばれています。
神明社には、天照大神（あまてらすおおみかみ）が祀られています。
八王子社には、①正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命（まさかつあかつかちはやひあめのおし

ほみみのみこと）・②天之菩卑能命（天之穂日命とも書く、あめのほひのみこと）・③天津
日子根命（あまつひこねのみこと）・④活津日子根命（いくつひこねのみこと）・⑤熊野久
須毘命（くまのくすびのみこと）・⑥多紀理毘売命（たきりびめのみこと）・⑦市寸島比売
命（いちきしまひめのみこと） ・⑧多岐都比売命（たきつひめのみこと）が祀られています。

本堂 本尊阿弥陀仏
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元村杜・愛知県神社庁十三級社神明社といい、今地区一円を氏子としています。
今地区は昔から開けた村落で、天文 12 年（1543）に細川松明院 4 世泉誉の弟子三誉縁

徹が常行院を創立していることから当然神社もあったと考えられますが、たびたびの水
害などで古記録などが残っていません。

寛延 2 年（1749）5 月の本多候の引継申送書中に「今村天道社壱カ所、神明社壱カ所、
小猿投明神小社壱カ所境内および前社（岩神様）は除地とされ云々」とあり、挙母藩から免
税されていたことがわかります。

棟札に「奉再建神明宮八王子両社、寛延 3 年（1750）9 月 15 日遷宮」とあり、社僧常行
院恵玉が遷宮したと記されています。その後、たびたびの水害に遭ったため現在地へと
移転されました。

明和 2 年（1765）の 7 ～ 8 月の大洪水では今村は大被害を受けお宮のほか元屋敷でも多
くの流失がありました。その時今村神明社の御神体が安城の里村辺りに流れ着き、そこ
に祀られそれ以来、そこを下の今村、当地区を上の今村と呼ぶようになったとも言われ
ています。場所等の詳細ははっきりしませんが、その伝説は今も伝わっています。

天明 6 年（1786）には神明社、八王子社を水害から守るため高い石積みの上に作り直さ
れました。棟札に「奉再易地御本社敷盤井敷石上弐尺通出来岩肢共云々」とあり、天明 6
年（1786）1 月 18 日から天明 8 年（1788）9 月 15 日まで 3 年の月日がかかったと記録
されています（第 2 回目修造）。

また昭和 7 年（1932）4 月 25 日の新聞には、「挙母町大字今は今回村社の社殿改築を
終えたので去る 20 日盛大に遷宮式をなし、昼夜花火を放揚した」とあります。

境内には文政 10 年（1827）に金刀比羅社が造営され、御鍬社、山ノ神社、小猿投社、
多度社、日天社、秋葉社、津島社（天王社）、 猿田彦社、稲荷社の小神社十祠が小神様とし
て祭られています。

天王社は元屋敷から、山ノ神は境松近くから、稲荷社は稲場から、猿田彦社、多度社、
日天社は明治 32 年（1899）小猿投申待宮地内から開拓時に移され、秋葉社は元分校のあっ
た場所の南の現在常夜燈がある所にあったものを遷宮されたそうです。他の元の位置は
分かっておりません。

本殿正面 小社
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昭和 21 年（1946）7 月 27 日宗教法人令による届出をし、昭和 22 年（1947）4 月 1
日旧社格を廃し、新神社等級十三級社となりました。

昭和 28 年（1953）2 月 25 日宗教法人法による「宗教法人神明社」が設立認証され、昭
和 28 年（1953）3 月 16 日設立登記されました。

参考
絵馬：奈良時代の『続日本紀』には、神の乗り物としての馬、神馬（しんめ、じんめ）
を奉納していたことが記されています。しかし、馬は高価でなかなか献納できず、
奉納できない者は次第に木や紙、土で作った馬の像で代用するようになり、平安時
代から板に描いた馬の絵で代えられるようになりました。これを絵馬（えま）と言い
ます。
絵馬は、神社や寺院に願い事が達成するように祈願するとき、および祈願した願い
が叶ってその謝礼をするときに寺社に奉納します。 
個人で奉納する絵馬として、小型で馬などの絵が描かれて、余白や裏面に祈願の内
容や氏名などを書くものが、一般的です。
大人数で奉納する絵馬は、大型で、画家に描かせるなどして奉納者が用意すること
もあります。

神明社参道（祭礼、昭和 30 年）

絵馬（馬）

神明社鳥居（昭和 30 年）

絵馬（舟）
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今神明社拝殿に掲げられている写真の絵馬（馬）は、幅 140㎝×高さ 100㎝程の大き
さです。奉納者は不詳。

年間行事
1．大祓い・合祀祭（6 月）
2．天王祭、茅の輪神事（7 月）
3．秋の大祭〔前夜祭・本祭〕（10 月）
4．新嘗祭（11 月）
5．大祓い・焚き上げ祭（12 月）
6．歳旦祭〔新年祭〕（1 月）
7．祈年祭（2 月）

《天王祭》
夏祭りの代表的なものが「おてんのうさん」と、昔から親しまれている天王祭です。夏

季は疫病、害虫、風水害など不慮の災厄の最も多い季節で、その背後には、常にその原
因となる怨霊厄神の活動があると信じられてきました。そのため、強力な呪力、霊力を
持つ神の力により、厄神を鎮め、送らなければならないと考えられ、天王信仰や津島信
仰が生まれたと言われます。この祭は牛頭天王（ごずてんのう）を祭神とする祭であり、
全国ほとんどの町や村の神社で行われています。牛頭天王は京都の祇園八坂神社の祭神
ともなっており、そのため、天王祭を祇園祭と言っている所もあります。

今神明社で行われている天王祭は、神社で災厄を祓い、疫神を送却するという神事で、
昔から続いてきた地域の願いが伝承されてきたものです。また、以前には花火を揚げる
など、夏の風物詩として欠くことのできない行事でした。夜には氏子が竹笹に家族の数
だけ提灯をつけて神明社へお参りしていました。

《茅の輪神事》
茅の輪神事（ちのわしんじ）は、茅の輪をくぐりぬけて罪穢れを取り除き、心身が清浄

となることを祈願することから、「輪越祭（わごしまつり）」「茅の輪くぐり」とも言われ
ます。

茅とは、「ち・かや・ちがや」であって、菅（すげ）薄（すすき）などの多年生草木の総称です。
茅の輪の起源は、『備後国風土記逸文』に次のように説明されています。

「神代の昔、武塔神（すさのおのみこと＝素盞鳴尊とも書く）が、南海の方へお出でにな
る途中、ある所でお泊りになろうとして、そこに住んでいた蘇民将来（そみんしょうらい）、
巨旦将来（こたんしょうらい）という兄弟にその日の宿を借りようと頼みました。

その時、弟の巨旦将来は裕福な生活をしていたのに、お泊めすることを断りました。
兄の蘇民将来は、貧しい生活をしていましたが、命（みこと）をお泊めし、粟柄を編んで
座を作り、粟飯を炊いてお食事を差し上げるなど、心を込めておもてなししました。

その後何年も過ぎて後、命が再び蘇民将来の家を訪れました。その時「もし天下に悪疫
（＝ひどい病気）が流行した時には、茅で輪を作りこれを腰に着けていればその悪疫から



102

助かるであろう」と教えてくださいました。
その後、ひどい疫病が流行して多くの人が次々と亡くなりましたが、蘇民将来はこの

茅の輪のお蔭で疫病から逃れることができました。」

この故事に基き、蘇民将来と書いて、これを玄関に貼れば、災厄から免れるという信
仰が生まれました。また祓（はらえ）の神事に、茅の輪を作ってこれを潜り抜けると、悪
疫や災厄が取り除かれるということで、茅の輪神事が各地で盛んに行われるようになり
ました。

茅の輪神事は「夏越祓（なごしはらえ）とも言い、日本の各地で 6 月 30 日の大祓当日、
または 6 月の神社の夏祭りに合わせて行われることが多いようです。茅の輪は、最初は
各自が腰に着ける程の小さなものでしたが、時代を経て大きな茅の輪となり神社境内に
設置され、これをくぐり抜けて悪疫を祓除くようになりました。

今神明社では、7 月の天王祭（津島社例祭）に合わせて、平成 15 年より実施されるよう
になりました。

茅の輪をくぐり越えるとき、「水無月（みなつき）の　夏越の祓（なごしのはらえ）する人
は　千年（ちとせ）の命のぶというなり」と唱えます。しかしこれを覚えるのは大変ですの
で、一般には「蘇民将来、蘇民将来」と繰り返し唱えて悪疫・災厄を祓い清めて、茅の輪
をくぐるようになりました。

茅の輪神事



時　代 西　暦 年　号 主な出来事

旧石器時代
人類の誕生

20,000 年前 小猿投、河合遺跡でナイフ形石器が使われた形跡

縄文時代
12, 000 年前 弓矢と土器の使用が始まる

小猿投遺跡、今町遺跡周辺に人が姿を現す

弥生時代 稲作と金属器の使用が始まる

古墳時代 538 仏教の伝来

飛鳥時代

593 聖徳太子が推古天皇の摂政となる

600 頃 豊田大塚古墳、薬師山古墳、池ノ表古墳が造られる

今町遺跡、今町宮之後遺跡周辺に竪穴住居、
須恵器などの遺物が出土し、人が住んだ形跡がみられる

645 大化元年 大化の改新

702 大寶 2 持統上皇が渡刈付近で鷹狩を行う

奈良時代 710 和銅 3 平城京遷都

平安時代
794 延歴 13 平安京遷都

1167 仁安 2 平清盛が太政大臣に就任

鎌倉時代 1192 建久 3 源頼朝が鎌倉に幕府を開く

南北朝時代 1334 建武元年 建武の中興

室町時代

1338 暦応元年 室町幕府が成立

1543 天文 12 常行院が今村の地に草創（同じ頃神明社も）

1561 永禄 4 衣村と共に今村も松平の支配地となる

安土桃山
時代

1575 天正 3 長篠の戦

1582 天正 10 本能寺の変

1590 天正 18 豊臣秀吉の全国統一

1600 慶長 5 関ヶ原の戦い

江戸時代

1603 慶長 8 江戸幕府が成立

1604 慶長 9 今村は挙母藩に組み入れられる

1707 宝永 4 論地ヶ原裁定

1786 天明 6 神明社現在地に移転

今自治区に関する年表



時　代 西　暦 年　号 主な出来事

明治時代

1868 明治元年 明治元年、東京遷都

1871 4 廃藩置県により額田県発足、額田県加茂郡今村となる

1872 5 愛知県発足、愛知県加茂郡今村となる

1873 6
挙母郷学校今村支校開設

根川地区に下市場学校開設（これにより今村支校廃止）

1878 11 加茂郡が東西に分割、今村は西加茂郡になる

1879 12 明治 12 年明治用水工事始まる、翌 13 年通水式

1881 14 根川学校小学今村分場開設

1889 22 根川 6 ヶ村が合併し、今村は「根川村大字今」となる

1892 25 挙母村が挙母町となる

1896 29 称念寺設立

1901 34 明治用水旧頭首工完成

1906 39 根川村が挙母町に合併、根川村大字今は「挙母町大字今」となる

大正時代

1912 大正元年 明治天皇崩御、大正元年（御大典記念に神明社水屋横に楠植樹）

1915 4
挙母第 2 尋常小学校（のちの根川小学校）今村分校開校

今地区第 1 回敬老会開催

昭和時代

1926 昭和元年
大正天皇崩御、昭和元年

御大典記念に、神明社に「クスノキ」植樹

1929 4 名鉄挙母線開通（今村の人は主に渡刈駅利用）

1938 13 トヨタ自動車工業挙母工場が論地ヶ原に完成、稼働

1941 16 太平洋戦争に入る

1943 18 河合池からポンプで水を汲み上げ台地を水田に改良（今耕地整理組合）

1944 19 12 月 7 日、東南海地震発生

1945 20

1 月 13 日、三河地震発生

8 月 14 日に今町矢作川原に大型爆弾が投下される

太平洋戦争終結（8 月 15 日）

1946 21 農地解放



時　代 西　暦 年　号 主な出来事

昭和時代

1947 22 4 月、第 2 尋常小学校（のちの根川小学校）
豊田分校開設（1・2 年 5 学級、今村分校は複式 1 学級で 2 部授業）

1949 24 今村分校廃止される

1951 26
挙母町が市制施行し挙母市となる、挙母町大字今は「挙母市大字今」と
なる

挙母市立前山小学校開設

1953 28 前山小学校山之手分校（現山之手小学校）開校

1956 31 南部中学校（現豊南中学校）開校

1958 33 明治用水の現在の堰堤完成

1959 34

挙母市は豊田市と市名変更し新町名設定により、
大字今は「今町・河合町・前山町・明和町・水源町・平和町など」に分かれ、
今町と河合町で今自治区となる

今保育園開園（現在は今こども園）

9 月 26 日、伊勢湾台風襲来

1963 38 豊田大塚古墳発掘調査　

1965 40 大谷川コンクリートの堤に改修

1969 44 今自治区児童館（旧今区民会館）竣工

1972 47
初代渡刈清掃工場完成

47.7 集中豪雨発生

1973 48 名鉄挙母線廃止

1978 53 神明社横に第 2 集会所完成

1981 56 今自治区内を「東・西・北・中・本町」の町内区分制実施

1986 61 豊田市の外環状線今町地内開通

1987 62 二代目渡刈清掃工場完成

平成

1989 平成元年
昭和天皇崩御、平成元年

河合グラウンドにてみどりの日記念植樹実施、記念碑設置

1994 6 明治用水沿い今町地内にサイクリングロード完成

1995 7 市道、堤－梅坪線今町地内開通

2000 12 河合池運動広場開場（多目的広場、マレットゴルフ場、ゲートボール場）

2001 13 西町ちびっこ広場横の第 3 集会所改築

2005 17
東海環状自動車道開通、伊勢湾岸道路と接続、
アローズブリッジも同時完成、2005 年愛知万博（愛・地球博）開催

明治用水のクブシ岩橋架け替え

2008 20 三代目現渡刈清掃工場完成（新名称：渡刈クリーンセンター）

2011 23 新区民会館竣工
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豊田市史編さん委員会　平成23年3月15日　新修豊田市史概要版『豊田市のあゆみ』豊田市
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  P139 賀茂八郷

  P341 内外環状線

豊田市戦時資料調査会　昭和63年10月１日『豊田市戦時関係資料集」第一巻　戦死者・復員者名簿編』　豊

田市教育委員会



豊田市戦時資料調査会　昭和63年10月1日『豊田市戦時関係資料集」第二巻　戦時体験記録編』豊田市教育

委員会

豊田市秘書室広報課　昭和56年3月1日『とよた市制30周年記念誌』豊田市役所　

  写真31 明治用水頭首工が完成
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  P117  第 9 図、買収した当時の工場用地の略図、

  P118  昭和 10 年 12 月に整地工事が開始された論地が原
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　平成19年に新しい区民会館の建設に向けての活動が開始されました。活動が進

むにつれて、旧区民会館に保管されていた自治区の古文書などの保管方法を検討

するに当たり、この機会に自治区の歴史をまとめたらどうかという話がまとまり、

平成21年4月自治区総会で決議され自治区誌の編纂作業がスタートしました。

　各分科会長を中心に資料の収集やまとめを行われた各委員、昔の話をお聞かせ

くださった多くの方々のご協力で今自治区誌の完成に至ることが出来ました。

この間、故人となられた成瀬晃、加藤侑彦委員のご冥福を祈ると共に、十数年前に先

行して区の歴史を調べ資料として残されていた故成瀬孝行氏に敬意を表します。

　また、編集に当たりご指導ご協力いただいた豊田市郷土資料館および関連の

方々にも、感謝いたします。

あとがき

今自治区誌編纂関係者

加藤淳治

西部正美

白木正弘　柴垣吉助　那須敏明

加藤光茂　熊田国道

児玉定夫

加藤昭孝

原田哲郎　北村東亞栄　川端昌隆　増田繁　小木曽信男

【編纂委員会会長】

【 編 纂 委 員 長 】

【 委 員 】

【編集作業部会委員】

【 監 修 】

【 特 別 監 修 】

【 顧 問 】

【 事 務 局 】

成瀬 　潔（分科会長）　　城野 敏隆
永田 浩久（分科会長）　　鶴田 義弘　　成瀬 和幸
　　　　　　　　　　　 熊谷 さわ子　成瀬 友弘
永田 信夫（分科会長）　　成瀬 幸市　　板倉 速雄
永田 　進（分科会長）
板倉 鉞之（分科会長）
成瀬  善昭（分科会長）　　星野 　稔　　大冨 　晃

地 勢・気 候・自 然

沿革・歴史、古墳・遺跡等

産 業・交 通・建 設

戦時中の暮らし・出来事

教育・文化・伝統行事

寺 院 ・ 神 社



今自治区誌
平成23年（2011）12月発行

今自治区誌編纂委員会

豊田市今自治区

豊田共栄サービス株式会社

〒471-0823
愛知県豊田市今町7丁目50番5
TEL 0565-27-7528

〒473-0908
愛知県豊田市宝町庚申塚92番地
TEL 0565-28-5597
FAX 0565-27-6957

編集

発行

印刷


