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八王子国際協会は、 

市制 100 周年事業 
を応援します 

 

 

 

 

   

  

 
❖行政書士による外国人個別相談   ７月 ９日(土) 
❖日本語ボランティア基礎講座      

７月３日(日)～７月 17 日(日) 
❖外国人おもてなし語学ボランティア育成講座 
  セットコース   ７月６日(水)～７月 20 日(水) 
❖Facebook コミュニティグループ イベント 
  石川酒造へ行こう！        7 月 24 日(日) 
❖夏期教員パワーアップ研修     7 月 27 日(水) 
❖行政書士による外国人個別相談  ８月 13 日(土) 
❖教職員研修の受け入れ   8月１日(水)～17 日(水) 
❖国際協会「会員研修と懇談会」  8 月 20 日(土) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

<団体会員>  

アジア青年会（AYC）  

エンドウスタジオ  

  NPO 法人情報ボランティアの会 八王子 

  世界の子どもと手をつなぐ学生の会（CCS） 

日中友好の八王子で日本語を学習する会  

虹の橋 

八王子国際友好クラブ（HIFC) 

  八王子にほんごの会 
 

<団体賛助会員> 
   医療法人 KNI 北原国際病院  

J:com(株式会社ジェイコム八王子) 
   東京八王子高尾ライオンズクラブ   

東京八王子南ロータリークラブ 
シミズパーク 24 

 
 

  

 日本語の学習 

･生涯学習センター クリエイトホール 

 Tel: 042-648-2231 

 生涯学習センター 南大沢分館 

 Tel: 042-679-2208 

 八王子にほんごの会 

 http://nihongonokai.com/ 

 八王子国際友好クラブ (HIFC) 

 http://hiug.jp/hifc/ 

 日中友好の八王子で日本語を学習する会 

（日中友好語学学習会）   

       Tel: 090-1118-6098 

 児童･生徒の学習支援 

 北野学習教室      （八王子国際協会） 

 八王子駅前学習教室  （八王子国際協会） 

 Tel: 042-642-7091 

 CCS 世界の子どもと手をつなぐ学生の会 

 http://www.ccs-ngo.org/ 

 八王子にほんごの会(子どもの日本語支援) 

 http://nihongonokai.com/ 

 虹の橋    Tel:042-625-3186（遠藤） 

 その他 
 外国人のためのパソコンの相談･学習支援 

NPO 法人 情報ボランティアの会・八王子(IVH) 

http://www.ivh-jp.org 

 アジア･ディスカッション 

   アジア青年会 (AYC) 

            Tel: 090-3877-3574（徳田） 

[ 医療相談 ] 

１．多文化精神科外来 

 英語・フランス語は北原リハビリテーション病院

にて行っています。 

所在地：八王子市左入町 461 

Tel: 042-692-3332  診療日：火・土曜日 

 英語・中国語は北原国際病院にて行っています。 

所在地：八王子市大和田町１-７-23 

Tel: 042-645-1110  診療日：金曜日 

２．なんでも相談室 

なにか医療でお困りのことがありましたら、北原

国際病院相談室に直接ご相談下さい。  

問合せ： Tel: 042-645-1110 

 

 

 

 

 

 

会員数報告      （平成 28 年 6 月 1 日現在） 

個人会員 団体会員 賛助会員 会員総数 

286 8 団体 5/個人２ 301 
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サポートデスク相談実績 
４月  相談件数  91 件 

（日本語支援、ボランティア、学習支援、障害者年
金、自治会資料説明、日本語能力試験申込、翻訳、
医療通訳 他）      

相談者数  91 人  

（日本、中国、韓国、フィリピン、ペルー、ブラジ
ル、アメリカ、バングラディシュ、マレーシア、ネ
パール、サウジアラビア、インドネシア、スリラン
カ、ドイツ、タイ、ベトナム 他） 

５月   相談件数  57 件 
（日本語支援、ボランティア、公共料金の支払い、
難民申請、学習支援、ホームステイ、交流、翻訳、
医療通訳 他）  

相談者数  57 人 
（日本、中国、フィリピン、アイルランド、ベトナ

ム、スリランカ、シンガポール、ギニア、カンボジ

ア、フランス、インド、イラン、ナイジェリア、ネ

パール） 

行政書士による外国人個別相談 
５月 14 日(土) 相談件数 ２件、相談者数 ２人 

６月 11 日(土)  相談件数 ０件、相談者数 ０人 

 
 
 
 
   
        
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事会報告    5月 29日(日) 
総会終了後、臨時理事会を開きました。 
理事長・副理事長を選出し顧問を委囑しました。（詳
細は、P２．新体制の紹介を参照） 
また、今年度の理事会の開催日程を決定しました。 

 
今後の活動予定（平成 28 年７月～８月） 

http://hia855.com/
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新任理事の紹介（総会会場） 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

平成28年度予

算は、前年度比

149 万円増の

13,511,000

円となります。 

予算の主な増

加要因は八王子

市からの受託料

の 977,000 円 

事業収入の増が 568,000 円となります。 

規程改正の内容は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

尚、総会に引き続き開催された臨時理事会におい

て、互選により理事長に平野吉三さん、副理事長に

養田正さんが選任されました。又、岡添前理事長に

は理事会の決議として、顧問に就任頂くことになり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

理事長 退任の挨拶       岡添健介 
この度６年間務めた理事長を退任する

ことになりました。 

この間いろいろな課題の解決や新規プロ

ジェクトの立上げに取り組み、それなりの

成果が得られたのは偏に会員並びに歴 

代役員の皆様のご支援とご協力のお陰であり厚く御礼

申し上げます。当協会は間もなく設立満８年を迎えま

すが、これまでの実績と成果が評価され、各方面から

の注目度が高まっていることを踏まえて、引き続き会

員の皆様のご支援とご協力をよろしくお願い申し上げ

るとともに、当協会の益々の発展を祈って止みません。 

 

理事長 就任の挨拶       平野吉三 
この度理事長として就任致しました

平野です。どうぞよろしくお願い申し

上げます。 

前理事長の岡添氏は 3 期 6 年間に

わたり協会の事業発展に誠心誠意を尽

くしてこられたことにまずもって敬意

を表します。 

八王子市は 57 万人を超える市民、そのうち約 1

万の外国人が住む中核都市として、多文化共生社会の

まちづくりを積極的に推進しています。私たち八王子

国際協会は外国人が安心して暮らせるまちづくりを支

援する活動として、ボランティアの皆さんの全面的な

協力をいただき、成果も着実に上げてきました。しか

しながら、乗り越えなければならない課題も多く、今

後さらに市の協力を仰ぎながら理事や委員の皆さんと

共に知恵を絞り、グローバル社会にふさわしい国際感

覚豊かなまちづくりに力を注いでいきたいと思います。

どうか会員の皆さんのご理解とご協力を、よろしくお

願い申し上げます。 

 
 

平成２８年度総会を開催しました   

5月 29日(日) 13:30～16:30  学園都市センター 第１セミナー室 

 

 

 
 

 
総会報告 

当日会員数 290 名、議決権者数 192 名（内

出席 49 名、委任状 143 名）の下、平成 28 年

度定例総会が開催されました。 

以下の議案について活発な質疑応答がなされ、

議案は全て原案通り可決・承認されました。 

 

八王子国際協会 第 48号 2016年 6月 30日  

第１号議案  平成 27 年度事業報告及び 

収支決算の件 

第２号議案 平成 28 年度事業計画案及び 

収支予算案の件 

第３号議案 規程の改正の件 （＊注） 

第４号議案 役員選任の件 
 
（＊注）お詫びと訂正 
 年会費は規程で定められています。 
 従いまして、「規程の改訂」が正しい表記で 

した。お詫びして訂正いたします。 

 

＜規程の改正内容＞ 

八王子国際協会年会費に関する規程 

（年会費） 

第２条 団体会員一般 10,000 円 を、団

体会員一般（一口）10,000 円に改める。 

 

（別紙「理事長就任のご挨拶」をご覧ください） 
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採決の様子 
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講習の様子 

 
新体制の紹介      （＊）：新メンバー 

理事長：  平野 吉三（＊）      

副理事長： 養田 正 

理事： 岡野内 恵里子   岡本 麗 

栗原 亮介（＊）  芝野 治郎 

白沢 昌子（＊）  崔 貞淑 

中嶋 二朗（＊）  服部 隆夫（＊） 

茂住 重昭         森茂 岳雄 

山本 武志（＊） 

監事： 武田 康男     横田 健 （＊） 

顧問： 黒須 隆一     岡添 健介（＊） 

事務局長：春田 博 
 
 
新任役員の紹介 
栗原 亮介 
（弁護士法人多摩パブリック法律事務所 弁護士） 

外国人が日本で安心して暮らしていけるように、

個々の事件対応を超えて、大きな組織でしか為し得

ない活動を支えていきたい。 

白沢 昌子 
（語学シリーズ委員会委員長） 

活動を通して市民の皆さんの異文化理解・国際交

流の手助けを行い、かつ協会の認知度を高められる

よう努力したい。 

中嶋 二朗 

（医療ボランティア委員会、語学ボランティア） 

外国の方々のニーズを理解し、八王子国際協会で

活動して、「八王子に住んで良かった」と外国の方々

に思って頂く支援活動に努めたい。 

服部 隆夫 
（外国人のための無料専門家相談会委員会、 

     語学ボランティア） 

外国生活を通して相手の文化を理解する必要性を

強く認識している。ロシア語を活かして、地域の多

文化共生の取り組みに貢献したい。 

山本 武志 

（外国人コミュニティ支援プロジェクト委員会委員長、 

       行政書士） 

「多文化共生」を達成できるように活動する。外

国人に「八王子市が住みやすい町・住みたい町」と

思ってもらえるよう貢献したい。 

横田 健 

（前外国人のための無料専門家相談会委員会委員長、 

語学ボランティア）  

来日している外国人が末永く滞在・勤労してくれ

れば、日本の貴重な存在となる。国際協会の活動を

通じて外国人支援を行いたい。 
  
 

 

Facebook コミュニティグループ・イベント 

外国人のための日本料理教室 
日 時： ５月 15日（日）13:30～15:3０ 

場 所： クリエイトホール 料理講習室 

クリエイトホール９階の料理講習室で、炊き込みご

飯とお味噌汁を作る料理教室を行いました。   

今回の料理が日本料理ということもあり、「日本に

住んでいるが、あまり日本料理を作ることがないから、

興味を持って参加した」という外国人の方が多かった

ように思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

炊き込みご飯は、サツマイモと鶏肉の炊き込みご飯

で、洗ったお米に切ったサツマイモと、した味をつけ

た鶏肉をいっしょに炊くだけというお手軽な料理です

が、「簡単に作れるので家で作ってみます」と外国人

の方には満足していただけました。 

お味噌汁はダシの取り方

も実演したのですが、日本の

方にとっても、お味噌汁を

昆布とかつお節から、ダシを

取るご家庭は少なく、一般

的にはダシパックや顆粒の

ダシを使用するので、今回の

行事に参加した日本 

人にとっても、おもしろい料理教室となったのではな

いでしょうか。 最後は出来上がった料理を食べなが

ら、他国の食文化を聞いたり、日常生活のことを話し

合ったりと、とても楽しいひと時を過ごすことができ

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（外国人コミュニティ支援プロジェクト委員会 

              委員長 山本武志）  

炊き込みご飯 

参加した皆さん 

 
八王子市 
からの  
委託事業 
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委員会活動の紹介 

皆さん、一緒に活動しませんか？ 
生活・コミュニケ―ション支援事業 

医療ボランティア     （委員長：内堀晴雄）  

医療機関での診療に際して、外国人市民が安心して医 

療が受けられるよう、病院、行

政と連携して通訳などの支援

を行います。多言語による医療

情報の提供や、医療通訳カー

ドの普及と配布をします。 
 

日本語ボランティア養成講座（委員長：西堀孝文） 

外国人への日本語支援のために支援者を養成する｢日

本語ボランティア基礎講座」、｢日本語ボランティア 

ステップアップ講座」を開催し

ます。基礎講座は６月、ステッ

プアップ講座は 10 月に実施し

ます。  
防災・災害対応      （委員長：平野輝雄） 

外国人市民の防災意識の向上を目的とし、町会・自治

会等と連携した地域の防災訓練（町会 2 ヶ所、市民 

センター３～４館）を実施しま

す。「災害ヘルプカード」改訂版

を行政機関、大学、町会・自治

会、外国人コミュニティなどに

配布します。 
 

学習支援        （委員長：田野倉美貴） 
外国につながる児童・生徒の学習の放課後支援を行い

ます。北野学習教室を毎週水曜日に、八王子駅前学習 

教室を毎週月曜日に開講。10

月 23 日(日)「日本語を母語と

しない親子のための多言語高校

進学ガイダンス｣を開催します。 
 

外国人のための無料専門家相談会  

              （委員長：森屋光） 

専門家（弁護士、行政書士、社会保険労務士、税理士）

や市の相談員による外国人に関する無料相談会を、通 

          訳ボランティアを交え、平成29

年２月 26 日に開催します。事

前に参加ボランティアの研修会

を開催します。 

 

国際交流事業 

国際交流フェスティバル （委員長：熊野秀一） 

イベントや展示・講演などで、外国や日本の文化に楽

しく触れ、体験することができ、また外国人市民と日

本人市民が交流することを目的に開催します。10 月

２日(日)に八王子学生委員会、JICA と共催、八王子

市と協力して開催します。 

 

 

 

 

 
 

世界の人とふれあいタイム  (委員長：生山龍哉) 

外国人ゲストスピーカーを招き、映像などを使ってそ

の国の現状、文化、歴史などについて話してもらい、 

ゲストスピーカーと参加された市

民の方々との交流や、国際理解の

啓発に取り組みます。４月･６月･

９月･11 月･２月の日曜日に実施

します。 
  
国際理解事業 

語学シリーズ        (委員長：白沢昌子)        

市民に語学学習を通して、その国の文化や歴史など

に触れ、国際理解や多文化共生社会を推進します。英、 

中、韓、スペイン、ポルトガル、

フランス、ドイツ、イタリア語、

英文講読や旅行英語などの講座を

春期、秋期、冬期に実施します。 
 

国際理解教育        (委員長：森茂岳雄) 

学校での国際理解教育授業へ協

力します。八王子市の事業受託

として教員研修会への企画協力

を行います。 
 

広報事業 

広 報            (委員長：養田正)  

外国人コミュニティの情報や団体会員、賛助会員の情

報提供など、魅力的な会報作りを行います。テレビ、

新聞、ミニコミ紙への広報活動を行い、ホームページ、

Facebook を活用し、タイムリーに情報提供します。 
  

プロジェクト委員会の活動 など 

外国人コミュニティ支援プロジェクト委員会 

(委員長：山本武志) 

外国人市民のネットワークを支援するため、Facebook

を活用した６言語コミュニティグループ（中 

国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、

フィリピン語、英語、ベトナム語）

を運営します。開設したコミュニテ

ィを周知するために、チラシを作成・

配布し、交流会などを行います。 
 

留学生のための就職支援セミナー 

八王子市、東京外国人雇用サービスセンターや八王子

市の企業の協力を得て、「留学生のための就職支援セミ 

ナー」を 11 月に開催し、「留学生

のための八王子市の企業めぐり」

を 12 月に実施します。 
 

地域における国際交流 

第 37 回八王子いちょう祭（11 月
19 日、20 日）の国際交流イベン
トに参加します。民族の踊り、音楽
等を紹介し、地域住民と交流を行い
ます。 

語学ボランティア 

外国人市民に多言語で情報を提供し、

日常生活の様々な場面や外国人相談

等で、言語サポートを行います。   
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セネガル共和国の話 
実施日：平成2８年４月24日(日)  

場 所：国際交流室  
今回のゲストのラミンさん 

はセネガルから来た創価大学 

の留学生で、日本語と日本文 

化について勉強中です。日本 

に来てから１年半が経過、現 

在は八王子の大学寮に住んで 

いて、日本文化や食べ物（ラ 

ーメン、すし、天ぷら）が好 

きとのことでした。なお現地 

のダカール大学では、大学院 

で英文修士を取得し、中国語 

も２年間勉強をしたそうです。 

 さてセネガルは、アフリカ 

の最西端に位置しサハラ砂漠 

の西側にあります。気候は熱 

帯雨林で雨季は６月～10 月 

です。首都はダカールでセネ 

ガルの行政区分は 14 州に跨っています。人口は約

1,300 万人で公用語はフランス語・ウォルフ語で宗教は

イスラム教が 95％を占めています。セネガルの民族は

９つに分類され、ラミンさんはマンディカ人です。 

           セネガルの国章（写真）は一つの

国民、一つの目標、一つの信念を表

しています。代表的な木にバオバブ

(Baobab)があり国のシンボルとして

旗やポスターに使用されています。

セネガルの首都ダカール（写真）は

ステップ気候で人口は約 200 万人

です。また 2010 年には、オバマ

大統領夫妻がゴレ島を訪問していま     

す。ゴレ島は奴隷貿易の拠

点（世界文化遺産）、首都ダ

カールの沖合約３km に浮

かぶ、東西 300m、南北

900mの小さい島です。(写

真)。なお現在は観光地とし

て有名です。次にニョコロ 

コバ 国立公園は世界自然

遺産に登録されていて、公 

園を流れるガンビア川は鳥

獣保護区で 80 種の哺乳類、 

爬虫類（ナイルオオトカゲ、

ナイルワニ、カメなど）と

330 種の鳥類(ノガン、カ

ンムリヅル、Aceros（ナナ 

ゾサイチョウ）、シロオナガリュウキュウガモなど) を見

て楽しむことができます。交通機関はカール・ラピッ 
 

 

ト[Car Rapid (約 20 人乗りで安い、乗り合いバス)]、タ

クシー(Red black taxis)や市内循環バスがダカール市内

ではたくさん走っています。なおダカール郊外や田舎で

は、馬車が主役です。参考までにゴレ島へは連絡船を使

います。 

 セネガルで一番大切な産業は農業で、グランド・ナッ

ツ (Groundnut) は一番重要な果実で、国の中央部

(Groundnut Bassain)で採れます。漁業は大変重要な産

業であり、特定の部族(レボウ部族＝漁業の専門家集団)

が大西洋や河川で漁業を行っています。なお魚の種類は

豊富で、イワシは一番大切な魚です。牧畜は主にペウル

部族(Peul Community)遊牧民が行っていて、国内を家畜

と伴に旅します。北部地方では羊・牛・ヤギ、南部地方

は馬・ろば・ぶた、首都では、鶏が多く放牧されます。  

 スポーツ・競技では、カン 

コウラン(剣を持って戦う格闘 

技(剣道))や、ライオンの姿を 

して踊る Fake Lion (鬼）が 

人気があります。セネガルの 

相撲は最も人気のあるスポー 

ツで、プロの試合はテレビで 

も放映され、プロはリング 

ネームを名乗ります。 試合は大きな円形のリング（土俵）

で行い、相手の両膝か、両手を地面に付けると勝ちにな

ります(写真)。その外にサッカー、パリ・ダカール・ラリ

ー(現在中止)が有名です。楽器では太鼓、木琴、ギター

が使用されます。料理では、チェブジェンが一番人気の

ある料理で、二番目はヤッサです。 

最後にセネガルは多文化共生の社会で、多くの民族や

部族、異なる宗教の人々が平和に暮らしています。寛容

で思いやりのある人たちが仲良く生活していて、セネガ

ルの人々は“おもてなし”の心を持っています。  

Ｑ＆Ａ 

Q) 将来の夢について？ 

A) ユニセフで働くことです。 

Q) 母国で地震の体験は？ 

A) 日本に来てはじめて体験し驚きました。 

Q) 日本に住んでいるセネガル人の人数は？ 

A) 日本全国で約 350 人前後です。特に横浜に多く住

んでいます。 

Q) 日本人の印象は？   

A) 親切ですが、日本語（漢字、ひらがな、カタカナ）

は難しいです。 

Q) 日本ではモノガミー(一夫一婦)ですがセネガルでは？ 

A) イスラム教の関係でポリガミー(４人まで妻を迎える

ことが可能）です。 

アンケート結果では、 

・セネガル風「おもてなし」が広がれば戦争は無くなる 

・特に服や音楽、文化、スポーツ、料理などの説明が面

白かった。 

・セネガル料理店に行きたくなった。 

・あまりなじみのない国が身近に感じるようになった。 

・セネガル人の考えが理解できた。  
（世界の人とふれあいタイム委員会 委員長 生山龍哉） 

セネガルの相撲  

マネ ラミンさん  
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パークレンジャーとスタッフ 

 

 

 

 
 

シミズパーク２４ 

団体賛助会員を訪ねて第５弾は八王子駅近くの機械

式駐車場を経営する“シミズパーク 24”を訪問いた

しました。お話は同社の清水栄さんから伺いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

同社は清水さんの父上が 42 年前に自走式時間貸

駐車場を開始し、1990年に当地に地上６階地下１階

のビルを建設し、機械式立体駐車場で、今日にいたっ

ております。 
 

＊駐車場の運営について 

当駐車場は八王子駅近接の立地で、市営地下駐車場

と並び大型で、駐車可能台数 150 台、その内 64 台

はハイルーフ車・ワイド車を収納いたします。 

営業日は年中無休・24 時間営業です。 

社員約30人が常時交代で勤務しお客さんの安全と 

便宜の向上をはかっています。 

セコムの監視システムも常時稼働しております。 

＊駐車場の会員には 自転車・車椅子・ベビーカート

等の無料貸し出しサービスをしております。 
 

＊駐車サービス提携店と共通駐車券 

時間貸駐車場はお客さんにとり副次的サービスです。

買い物・食事・仕事などでお出かけの方に駐車料金の

負担を軽減し、楽しく過ごして頂きたいと思います。  

そのために八王子駅近辺の会社・お店と提携して、

共通駐車券や無料駐車サービス券をご利用いただけま

す。現在、駅近辺で 320 の会社やお店と提携してお

ります。（提携先やサービスの内容は、当社発行のご

案内小冊子“SP ナビ”を参照下さい。） 
 

＊その他の事業 

「五士業」による無料相談会 

弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政

書士による無料相談会：３月､５月､８月､10 月実施 

貸し金庫室 

開設：月 500 円からセコム警備つき 

各種保険の無料相談 

イベントルーム：各種講座等に利用可能 

 

＊シミズパーク 24・イベントのご案内 

当社は西放射線道路の入り口近くにあり、地元の商

店会・自治会や皆さんと一緒に各種イベントに積極的

に参加しております。最近では、これらのイベントに

外国人の参加も増えて、楽しみにしております。 

八王子・古本まつり ５月、10 月 

 第 1 回から応援・協賛しております。特にまつりの

事務局として活動しております。 

（当協会も外国語の本を寄付し後援団体になっている。

収益金の一部は、ネパール地震などに寄付されている） 

 

 

 

 

 

              

              

              

 

七夕スタンプラリー ７月 

関所をめぐりスタンプの数に応じて景品配布 

八王子まつり ８月 

大抽選会（賞品総額 40 万円以上）を開催 

ハローウィン 10 月 

社員がお化け誘導員として参加、お子様にお菓子を

配布（毎年にぎやかに実施） 

クリスマス 12 月 

 提携店や近隣商店街にクリスマスサンタになろうと

呼び掛けております。大きく広げて商店街の賑わいに

つなげています。 
 

＊国際協会との関係 

一昨年春季より同社イベントルームで語学講座（英

語・フランス語・ドイツ語・イタリア語等）を開講し

ています。 

2014 年 利用回数 80 回 延べ 200 時間 

 2015 年 利用回数 88 回 延べ 216 時間 

開講後、地下トイレの新設や廊下照明の明るさ向上、 

今春より地下で無線ランが使えるようになり、受講

者に喜んでいただいています。 

なお同社では駐車場入り口で、当協会「地球市民プ

ラザ八王子だより」や各種催しの案内を展示配布して

いただいています。 
 

最後に、「街の各店の協力と当社の努力により、お

客様が快く駐車場をお使いいただき、街の活性化につ

なげて行きたい。」と、お話を結ばれました。 

清水さんの大変お元気で魅力あふれるお人柄に引き

寄せられて、楽しいインタビューのひと時が過ごせま

した。         

（広報委員会 永野正久） 

団体賛助会員を訪ねて ⑤ 

 … 

団体賛助会員紹介コーナー 

シミズパーク 24駐車場 


