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■団体の概要 

 

①拠点やまとの活動理念 

この会は、『大和市新しい公共を創造する市民活動推進条例』に謳われた「新しい公共」を具現化する

「協働の拠点」市民活動センターを運営するために設立しました。多様な価値観に基づいて創出され

た公共的活動を行う市民、市民活動団体、事業者を支援し、共に育ち合える場を提供します。そして、

その活動がより効果的に展開され、よりよい「まちづくり」に繋がるように、それぞれが持つ資源の社会

への創出を図ることを目的としています。 

 

『大和市新しい公共を創造する市民活動推進条例』 

第9 条 市民等、事業者及び市は、協働の原則に基づき、それぞれの役割分担に応じて、社会 

資源の充実を図るための協働の拠点(以下「協働の拠点」という)を設置し、その充実に努める。 

2 協働の拠点は、原則として市民等がその運営を担う。 

新しい公共  市民、市民団体、事業者及び市が協働して創出し、共に担う公共をいう。 

 

②主な事業構成 

（１） 中高校生及びシニア世代に向けたボランティア活動に参加しやすい環境づくりの推進 

（２） 市民事業、行政との協働事業の推進 

（３） 市民活動に関する人材育成及びネットワークの構築 

（４） 市民活動に関する情報の収集や提供 

（５） 市民活動センターの管理運営 

（６） その他前条の目的を達成するために必要な事業 

 

③活動年表 

平成 19年 12月  平成 16年 11月より、協働事業として大和市民活動センターの管理運営を行ってい 

た協働の拠点運営委員会から５名、事務局スタッフ３名で「大和市民活動センター運 

営準備会」を発足 

平成 20年 4月   名称を［拠点やまと］に変更 

平成 20年度     補助金交付団体として大和市民活動センターを管理運営 

平成 21年度～平成 23年度 市との協働事業として大和市民活動センターを管理運営  

平成 24年度～平成 26年度 市との協働事業として大和市民活動センターを管理運営    

平成 29年度    協働事業 3期 3年目 

 

■平成 29年度をふりかえって     

協働事業3期の3年目にあたり、事業遂行のために業務を分担し、各自責任をもって事業にあたった。

毎月第 1木曜日のスタッフ会議にて情報を共有し、第 4火曜日の拠点やまと会議にて市民活動課とも情

報を共有した。 

センター移転を控え、会議室の貸し出しの期限を設けたり、部室利用団体への説明、利用登録など、

今までになかった煩雑な業務が増えたが、市民活動課と緊密な連携をとることで業務を遂行することがで

きた。また、引っ越し作業については、業者に依頼することなく、スタッフが協力して行うことができた。 
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■事業の実施状況        

平成 29年 4月～平成 30年 3月 

4 月 

１． 報告事項 平成 28年度協働事業報告書提出、平成 29年度協働事業企画書

提出、平成 30年度からの運営について打ち合わせ 

２． 検討事項 平成29年度事業 共育セミナー、カッコーフェスタ、団体交流会に

ついて 

３．確認事項 平成 28年度協働事業報告会の準備状況、会議室、多目的ルーム

の予約キャンセルについて 

5 月 

１． 報告事項 平成 28年度協働事業、補助金事業の報告会 登録団体総会 

報告、イーパーツリユース PC 寄贈プログラム、「このゆびとまれっ！」オリエン

テーションについて 

２．検討事項 登録団体の活動内容調査について、共育セミナーについて、次

期体制のスタッフ補充について、 

6 月 

１． 報告事項 移転後のシステムについて、イーパーツリユース PC 寄贈プログラ

ム応募状況 

２． 確認事項 協働事業提案プレゼンテーション、共育セミナー、「このゆびとま

れっ！」情報交差点の扱い、「ボランティア総合案内所」開設、インターンシッ

プ受け入れについて 

３．市民活動課から議会答弁報告など 

7 月 

１． 報告事項 イーパーツ事業報告会出席報告、「このゆびとまれっ！」のオリエ

ンテーション開催報告、インターンシップ説明会開催報告、PC のインターネッ

ト契約について、 

２．検討事項 次回の共育セミナーについて、旧図書館におけるインターネット配

線について 

8 月 

１． 報告事項 「このゆびとまれっ！」「出張!ボランティア総合案内所」 

２． 確認事項 インターンシップ受け入れプログラムについて、市民交流センター

部室説明会について、共育セミナーについて、 

３．検討事項 カッコーフェスタ 2017について、登録団体交流会について 

9 月 

１． 報告事項 部室説明会、カッコ-フェスタ参加状況、 

２．検討事項 新規登録スケジュール、利用案内について、カッコーフェスタ内容

について 

10月 

１． カッコーフェスタ打ち合わせ、スポーツボランティアセミナー参加 

２． 確認事項 部室応募状況 

３．検討事項 カッコーフェスタ当日の進行と役割分担 

11月 

１． 報告事項 部室１次申込結果と２次募集について、平成３０年度の市民活動

推進補助金について 

２． 確認事項 新登録申請書の扱いについて、登録団体証について、 

３．検討事項 平成３０年度の業務分担、移転に伴う会議室の予約について 
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12月 

１． 報告事項 災害ボランティア運営スタッフ養成講座、部室１次募集の抽選会、

クルスマスコンサートでの高校生のボランティア活動、補助金事業提案の相談 

２． 検討事項 部室のシステムについて、新規登録承認の検討、 

３．確認事項 市民活動推進補助金と協働事業の企画書提出期間、新規登録承

認 

1 月 

１． 報告事項 イーパーツ PC寄贈プログラムのキックオフ、審査、寄贈式 

市民活動推進補助金事業企画書提出団体、部室２次募集について、 

FMやまと 20周年イベント参加、 

２． 確認事項 移転後のシステムについて、出張！ボランティア総合案内所につ

いて 

2 月 

１． 報告事項 出張！ボランティア総合案内所、新センター見学会 

２． 確認事項 平成 30 年度市民活動推進補助金事業プレゼンテーション参加団

体、部室 2次募集抽選会 

３．検討事項 移転のお知らせ、DM便取り扱いについて 

3 月 

１． 報告事項 新センター説明会、部室利用団体の見学・説明会、引っ越し作業

状況、市民活動課人事異動 

２．確認事項 平成 29 年度協働事業ふりかえりシート，新センターオープニング

セレモニーについて 

 

 

１．中高校生及びシニア世代に向けたボランティア活動に参加しやすい環境づくり    

 （１）中高校生のボランティア希望者と市民活動団体の橋渡しとなる事業「このゆびとまれっ！」 

 目的  中高生が学校の先生や家族以外の大人と出会い、社会との関わり合いの多様性を認識する。 

 

イベント内容 日時 
参加者 

のべ人数 

ボランティアのべ人数 

中学生   高校生 

オリエンテーション 

（このゆびとまれっ！） 

 

7 月 17日（日） 21 １           20 

引地川の清掃 7 月 29日（土） 

8 月 26日（土） 

11 

4 

       11 

2           2     

視覚障害者と卓球をする 7 月 31日（月） 

8 月７，28日（月） 
11 １      10 

世界の子どもたちの明るい未

来のために（イオンモール店頭

キャンペーン） 

8 月 11日（金） 
5 1            4 

リサイクル品販売の手伝い 7 月、8月 月～土 3       3 

コンサートの手伝い 8 月 23日（水） １       １ 

学べーる ７月 28日（金）31 日（月） 

8 月１日（火） 2 日（水） 
5 １            4        

デイサービス 7 月 21日（金）～ 9         9           
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ハッピー鶴間 8 月 30日（水） 

げ・ん・き 7 月 21日（金）～ 

8 月 30日（水） 
6           6       

ゆらり大和 7 月 21日（金）～ 

8 月 30日（水） 
8             8                

計  84 6            78 

 

成果： ・サウンドテーブルテニスを一緒にやりながら、視覚障害者を理解し労いの気持ちをもてた。 

・ 昨年参加した卒業生（大学生）が参加した。 

・ボランティア活動中に他の学校の生徒と友達になれた。 

課題：  ・無計画に各団体に申し込み当日出られない。 

      ・水分補給など（帽子・ハンカチ）の暑さ対策が守られていない。 

今後の方針：今回のボランティア体験を生かして日常のボランティア活動につながることを期待します。 

 

（２）ボランティアコーディネート  

日常のボランティア活動 

  晃風園  第２土曜日 高校生 4名 

  ハッピー鶴間  第３土曜日 4名 

・ 4月 3日（月） 出張ボランティア相談者（たまめし食堂でボランティア活動） 

・ 7月 31日（月）大学生女子 1名  サウンドテーブルテニスで活動 

・ 8月 28日（月）大学生男子 4名   サウンドテーブルテニスで活動 

・ 12月 16日（火）よつ葉会 3名（ハワイアンダンスグループ）季の会で活動 

54件 （活動のべ人数 157人） 

 

２．市民事業、行政との協働事業 

（１） 市民提案型協働事業実施希望団体と行政担当課 

    ・協働事業提案  

市民提案型協働事業実施希望団体との相談・協議を市民活動課と連携して実施した。 

        ◇相談    ２団体 

◇協議     ２回 

◇応募     ０件 

   

      ・市民活動推進補助金 

    市民活動推進補助金応募希望団体へ市民目線でのアドバイスを行った。 

         ◇相談   ４団体 

         ◇応募    1件 
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（2） 相談・支援 

 協働事業相談            ２件 

 市民活動補助金相談    １１件 

 市民活動相談       １９件 

 市民活動団体支援     ５６件 

 マッチング              １４件 

DM便取次             ４２２８通 

 情報交差点取次        １２件 

 

（3） 他の機関・組織との関わり 

○市民活動推進補助金アドバイザー （関根） 

○綾瀬市きらめき補助金選考委員 （関根） 

〇総会  

      NPO法人WE２１ジャパン  ５月 20日 石川出席 

 ○イーパーツリユースパソコン寄贈プログラム 

    「がくいきの会」「ドラマティックカンパニーYAMATO50」「日本ペルー共生協会」 

○相模女子大学インターンシップ生受け入れ  

○協力  

・市民劇団「演劇やまと塾」  9月 10日「ブンナの木からおりてこい」 

 NPO法人地域家族しんちゃんハウス  11月 19日「きて・みて・あそぼ♪」 

○推薦 

・明治ホールディングス「お菓子寄贈」プログラム 

 「サポートハウス ワン・ピース」「フェアネット」「肢体不自由児者親の会」 

・あやせ地域づくりカレッジ 

          「たまめし食堂」「あかり食堂」「がくいきの会」 

・かながわコミュニティカレッジ「サロン運営講座」 

    「茶 OH!」「あかり食堂」「がくいきの会」 

 

３．市民活動に関する人材育成及びネットワークの構築 

 （１）共育セミナー 

目的  市民、市民団体、事業者が持つ知恵、経験、技を持ち寄り、共に育ちあう場を提供する。 

●第 76回共育セミナー「居場所としてのなないろ畑」 

日時：7月 8日（土）13：00～15：00 

   場所：なないろ畑農場の出荷場（なないろ食堂） 

内容：居場所としてのなないろ畑の成り立ち、現状と将来の夢を代表の片柳さんに語っていただき、 

質疑応答。 

  参加者 15名 

成果：日本における農業の現状を知る機会となり、地産地消の大切さが分かった。 

課題：有機農業の将来を担う人が不足している。 
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●第 77回共育セミナー居場所見学ツアー第 2弾「マチツナガルあかり食堂」 

   日時：10月 28日（土）14：00～16：00 

   場所：「マチツナガルあかり食堂」 

   参加者：12人 

   内容：あかり食堂は訪問看護ステーションを併設していて、来年には訪問介護も実施できるよう準備 

       をしている。食堂でのイベントは地域の人がやりたいことの実現の場となっている。 

   成果：お年寄りが一人でも入れる食堂となっていて、まさに、居場所としてマチツナガルを実現。 

       食事をしていた親子がセミナーに参加し、しっかりと意見を述べていた。 

   課題：あかり食堂のような居場所が大和市内のあちこちに出現してほしいと思った。 

 

（２）交流会  

目的：登録団体や個人がお互いの活動を知るきっかけとしての交流の場を設ける。 

日時：2018年 3月 4日（日）13:30～14:30 

場所：大和市勤労福祉会館 3Fホール 

内容：笑いヨガのインストラクターによる体験では、思いっ切り笑い、８０００ｍ級３座連続登攀を目指し 

ている山岳ガイドの健康に関する講座では簡単なヨガの体験をし、リコーダーの演奏でゆった 

りとした気分になり、大道芸の披露と体験と多彩な内容で盛り上がった。また、各団体の活動 

紹介でお互いの活動内容を知るきっかけとなった。 

    参加者：28名 

成果：参加者同士が笑顔で交流できた。 

課題：企画立案が遅くなってしまい、充分に広報できなかった。 

今後の方針：センター移転後は「部室」利用団体も巻き込んで交流会が開催できればと、思 

っている。  

 

（３）市民活動団体交流まつり カッコーフェスタ'1７ ～活かそう！ひろがりのわ～ 

目的：「登録団体」と「センター」の活動を多くの市民にアピールする場とする。 

参加団体がイベント・ワークショップ等を通じて交流し、市民活動の PR と共につながり、 

活動の幅を広げる。 

日時：平成 29年 11月 5日（日） 10：00～16：00 

場所：大和市民活動センター  館内＋駐車場 

内容：ベテルギウスへの移動前、最後の「カッコーフェスタ」 

昨年の「イオン・ライトコート」（220名）から戻って、従来の場所で登録団体の企画を反映して 

行った。 

日曜の 1日だけの開催だったが 1100人の人数にのぼった。交流会・懇親会も含め思い出と 

なる「カッコーフェスタ」となった。 

参加：17団体  

来場人数：1,100人  
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＜参加団体＞  

神奈川探龍倶楽部 ルーンアート おりがみサークル GLOBAL MAM SUPPORT 

松竹梅亭ラッキー なないろ畑農場 NPOペイン・ヘルスケア・ネットワーク ナルク横浜 

WE21 ジャパン大和 チーム・ピース・チャレンジャー 引地川水とみどりの会こどもエコクラブ 

NPOいきいきフォーラム草の根支援 大和地区日中友好協会 やまとケナフの会 

日本ケアトランポリン普及協会 食のアトリエ 出張！ボランティア総合案内所 

 

成果:今までの 12回を締めくくる雰囲気で、“自分たちの活動”を活発に PRできた。 

課題: ベテルギウスに移ってから、どの様な位置付けで一般市民に市民活動の PRができるか検討 

が必要。    

今後の方針:大和駅から遠くなり、「大和市産業フェア」から離れたベテルギウス全域を活用する企画 

とする。 

 

４．市民活動に関する情報の収集や提供 

目的:「センター」の活動や登録団体の情報、その他市民活動に関する情報を収集し、様々な 

方法で市民に提供する。 

 

① 広報紙「あの手この手」の発行       

発行部数：600部 

配布先：市内公共施設、他市市民活動センター、登録団体・個人、配付希望者 

実施：毎月発行した。 

 

号 数 発 行 日 主 な 記 載 内 容 

117号 
2017年 

4月 10日 

・平成 29年度協働事業募集のお知らせ。平成 28年度協働事業・市民活動推

進補助金事業の報告会を実施。平成 29年度の補助金事業に応募団体の

プレゼンテーションの様子 

・「市民活動にこの人あり」は長谷部美由紀さん 

・2017年度イベントカレンダー 

・FMやまと「やまとっこ☆みつけた」出演団体記録 

118号 
2017年 

5月 10日 

・RUN伴＋やまとの報告。 

・平成 28年度の協働事業、市民活動推進補助金事業の報告会の様子 

・「市民活動にこの人あり」は岸靖之さん 

・イベント募集情報 

・FMやまと「やまとっこ☆みつけた」出演団体記録 

119号 
2017年 

6月 10日 

・平成 29年度協働事業提案発表の告知 

・第 76回共育セミナー」「居場所としてのなないろ畑」告知 

・「市民活動にこの人あり」は飯塚栄子さん 

・イベント募集情報 

・FMやまと「やまとっこ☆みつけた」出演団体記録 
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120号 
2017年 

7月 10日 

・新センター移転に伴っての会議室、ロッカー利用について 

・中高生の夏休みボランティア体験「このゆびとまれっ！」の受け入れ団体紹

介 

・出張！ボランティア総合案内所開設のお知らせ 

・「市民活動にこの人あり」は大津雅子さん 

・イベント募集情報 

・FMやまと「やまとっこ☆みつけた」出演団体記録 

121号 
2017年 

8月 10日 

・「このゆびとまれっ！」のおロエンテーション開催 

・第 76回共育セミナー」「居場所としてのなないろ畑」報告 

・出張！ボランティア総合案内所開設報告 

・「市民活動にこの人あり」は入澤牧子さん 

・イベント募集情報 

・FMやまと「やまとっこ☆みつけた」出演団体記録 

122号 
2017年 

9月 10日 

・第 10回やまと国際アートフェスタのお知らせ 

・市民活動ブース「部室」の利用説明会開催予告 

・77回共育セミナー「あかり食堂」見学予告 

・中高生の夏休みボランティア体験「このゆびとまれっ！」報告 

・「市民活動にこの人あり」は櫻井弘子さん 

・インターンシップを終えて，参加大学生の感想 

・FMやまと「やまとっこ☆みつけた」出演団体記録 

123号 
2017年 

10月 10日 

・カッコーフェスタ’１７の告知 

・「市民活動にこの人あり」は市原信行さん 

・イベント募集情報。市民活動のキーワード「一般社団法人」 

・FMやまと「やまとっこ☆みつけた」出演団体記録 

124号 
2017年 

11月 10日 

・カッコーフェスタ’１７開催報告 

・「市民活動にこの人あり」は牧野康子さん 

・77回共育セミナー「あかり食堂」見学報告 

・FMやまと「やまとっこ☆みつけた」出演団体記録 

125号 
2017年 

12月 10日 

・市民活動推進補助金事業の募集のお知らせ 

・大掃除のお知らせ 

・民活動のキーワード「クラウドファンディング」 

・「市民活動にこの人あり」は茂木義明さん 

・イベント募集情報 

・FMやまと「やまとっこ☆みつけた」出演団体記録 

126号 
2018年 

1月 10日 

-新センター会議室の予約のお知らせ 

・センター移転までのカウントダウンカレンダー 

・「市民活動にこの人あり」は石川克子さん 

・イベント募集情報 

・FMやまと「やまとっこ☆みつけた」出演団体記録 
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127号 
2018年 

2月 10日 

・出張！ボランティア総合案内所開設、補助金事業公開プレゼン、交流会開 

催の案内 

・市民活動ブース「部室」募集締め切りのお知らせ 

・「市民活動にこの人あり」は和田英夫さん 

・イベント募集情報 

・FMやまと「やまとっこ☆みつけた」出演団体記録 

128号 
2018年 

3月 10日・ 

・センター移転のお知らせ 

・団体交流会報告 

・「市民活動にこの人あり」は森 英志さん 

・イベント募集情報 

・FMやまと「やまとっこ☆みつけた」出演団体記録 

 

成果：毎月発行ができた。 

課題：市民活動の現場を取材することができなかった。 

今後の方針：市民活動に関わる人たちと活動を紙面で紹介していきたい。 

 

② ホームページ、の更新    

実施：「H.P.情報はいつも新鮮」をモットーに更新を日々続けた。 

成果：共育セミナーでは「ホームページを見て来た」と、都内からの参加者がいた。 

    年間 27回の FMやまと「やまとっこ☆みつけた」放送内容を遅滞なく掲載でき、登録団体紹介

の大きなコンテンツとなっている。また、日々届くイベント情報の発信や市民活動の紹介が

タイムリーにできた。 

今後の方針：新鮮な情報の提供につとめるとともに、コーナーの充実を目指す。 

 

③ フェイスブックの活用 

成果：さまざまな人に情報を提供することができた。「いいね！」の反応から未知の人にも情報が到達

していることがわかった。 

課題：必ずしも市民活動に関する情報に関心が集まっているとは思えない。 

  今後の方針：注目の集まる記事の傾向を分析し、市民活動や「センター」に関心を持ってもらえるよう、 

共感の集まる記事の掲載を増やしていきたい。 

 

④ニュースレター（E メール）の配信   

発信件数：毎月 25日発信  11回（2017年 4月～2018年 3月） 

    パソコントラブルで配信できなかったことが 1回あった。 

発信対象：センター登録団体・個人、大和市の関連団体･社協等、周辺都市の市民活動センター、 

報道・出版・放送関係機関、及び配信希望者 

成果：月 1回ではタイミングが合わないものがあるので、ホームページとの連携を常に図りつつ、 

11回の配信ができた。 

ニュースレターを流し読みしても内容のポイントがつかめるような書き方を心掛けつつ、ページ 

数を減らす工夫をした。 
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配信先を増やすことについて、センター移転に伴い、新たに団体登録してもらう際、団体の 

メンバーのメール配信希望者を募った。 

 

課題：助成金情報は活動団体にとって必要なことと考えるが、まだまだ不十分。 

メールソフトの不具合か、配信予定者全員に配信したしたつもりが出来ていなかったことが 

あった。 

今後の方針：ホームページとの連携を図りつつ、市民活動を行っている団体にとって必要な情報 

を、Ｅメールの特性を生かして、より多くの方へ配信する。 

              

⑤マスメディアの活用 

内容 ・ＦＭやまとの生番組「朝ラジ ホッとスクランブル」の中で、地域の市民活動を市民に伝えるた

めのコーナー、「大和市民活動センターだより『やまとっこ☆みつけた』」に生出演した。 

・第 1，３，５の火曜日の朝 9：00から約 1時間にわたって、登録団体が順次出演して、活動紹

介をした。 

出演団体数 27団体 （添付資料参照） 

成果：登録している団体の活動内容を全て把握しているわけではないので、放送前の打ち合せが 

大事だと認識して対応をした。 

今後の方針：多様な市民活動があることを、多くの人に知っていただけるよう、スタッフ全員でアンテ 

ナを張って、日頃の活動を紹介できるようにしていきたい。 

 

⑤その他  

・情報コーナー 登録団体等のチラシの展示 

・館内掲示板＝広報やまと、神奈川新聞、タウンニュース大和版、リベルタ、HIT(平田自動車広報紙）、 

 日刊紙、フリーペーパータウン紙の記事切り抜き情報の掲示。       

・屋外掲示板＝建物脇の歩道に面して掲示板を設置。 

「センター」のイベント情報、イベント報告写真などを掲示。 

・会議室＝「センター」企画イベント情報、イベント報告写真掲示。 

 広報やまと 主に神奈川新聞より子ども関連の記事掲示。 

・印刷室/多目的ルーム＝広報やまと 「センター」企画イベント情報掲示。 

・広報パネル展示＝「センター」主催企画のイベントを展示。 

・登録団体ファイル (希望する団体のみ過去情報のファイリング) 

・パソコンの開放 

成果：歩道を通る人の中に、外掲示板を見ていく人が増えた。 

課題：掲示したチラシ類が多くて、重なってしまうことが多かった。  

今後の課題：新センターに移転後の掲示については、未知数です。 
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５．市民活動促進のための施設及び設備の提供 

 

① 利用実績 

来館者数 ：年間 8,378名  【前年度 9,354 名】   

     年間 7,278名  【前年度 9,134 名】    *「カッコーフェスタ」行事等を除く 

 

 登録団体 :累計 139 団体  新規登録  8団体  ＊抹消 -155 団体 

                       【昨年度 286団体】   ＊ベテルギウス移転前の登録調整         

②施設、設備、機器の利用状況 

 当期計 前年度計 累計 

会議室     件 

         （人） 

596 

(4,202) 

595 

(4,923) 

  6411 

 

多目的ルーム  件 

           （人） 

72 

(353) 

112 

(603) 

1180 

印 刷     件 409 355 5638 

 

（添付資料参照） 
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     監査報告書 

 

平成 29年度に「拠点やまと」が実施した業務について、大和市民活動センター管理運営に 

関する事業報告書、収支報告書、その他関係種類等の事項について監査を実施した結果、

会計処理手続き及び証拠書類などに誤りがなく適正でありましたことを報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  拠点やまと 

  会長 石川 美恵子 さま 

 

 

      平成 30年  月  日 

 

      拠点やまと       監事 小林 仁  
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■施設運営の状況 

①会議 

開催  毎月第４火曜日（年間１２回） 

場所   大和市民活動センター 

構成員  拠点やまと、市民活動課、監事 

 

 

②新しい公共への参加 

 ［拠点やまと］は、「新しい公共」に参加する意思をもって参画し、協働の拠点運営事業に関わっている。

勤務外での［拠点やまと］メンバーの活動は、ボランティアで行われることが多い。 

③メンバー 

会長  石川美恵子 

副会長 望月 則男 

会計  中山みゆき 

    関根 孝子 

    櫻井 貞代 

櫻井美紀子 

徳留 佳之 

辺見 弥生 

吉浜 学 

監事  小林 仁 

 

 

 

④連絡先 

 大和市深見西 1－2－17 

 ℡ 046-260-2586   Fax 046-205-5788 

  E-Mail yamato@ar.wakwak.com 

  http://www.kyoudounokyoten.com 


