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ニュース

毎年秋に開催される「アイ・あいロビー」の大イベント「ボランティアフェスティバル」
。
今年は、和泉市との協働で「まちづくりフォーラム＆和泉ボランティア・市民活動フェスタ」として、
秋晴れの中、盛大に開催されました。
（詳細は 3 ページ）
今回のテーマとなった「自治基本条例」は「市民相互の協働」
と「市民と行政との協働」によるまちづくりを実践するための和
泉市の自治の礎として、平成 23 年 9 月 1 日に施行されました。
「アイ・あいロビー」でも、新たな事業の一つとして「協働推
進事業」を進めています。
《パネルディスカッション》

《 アトラクション（いずみ太鼓）
》

とは、「異種・異質の組織」が
「共通の社会的な目的」を果たすために、
「そ
れぞれのリソース（資源や特性）」を持ち寄り、
「対等の立場」で
「協力して共に働く」こと。 （特活）日本ＮＰＯセンターＨＰより
NPO の場合、行政、企業、地縁型住民組織等と協働が考えられ
ますが、ただ協力すれば良いという訳ではありませんし、行政が
できないことを代わりにする（補完する）ということでもありま
せん。協働の目的を明確にし、お互いの目的を共有し、自律性や
自立性を保ちながら対等の立場で関わることが大切です。また、
その方法は一つではなく、互いの持ち味を活かせる、さまざまな
協働のあり方を模索することが望まれます。
まずは、それぞれの立場や違いを理解し、尊重し合うことから
始まります。
とはいっても、そもそも NPO って何だろ
う？ 何をしてるの？ ボランティアとどう
違うの？ などなど「よくわからない」
「私に
は関係ない」と思っていらっしゃる方も多い
のではないでしょうか。

《 市 民 劇 》

イベント・講座のご案内
ボランティア・市民活動入門講座、他

イベント・講座開催報告
まちづくりフォーラム＆ボランティア・市民活
動フェスタ、他 P3

特集！ 今更聞けないＮＰＯのＱ＆Ａ
ＮＰＯってなーに？ P4～P5
ボランティア・市民活動のご紹介、ＮＰＯ関連
書籍の紹介。

情報コーナー
助成金情報、ボランティア募集情報

今回の特集は、そんな NPO に関する素朴
な質問を、情報収集・提供部会のメンバーが、できるだけわかり
やすくまとめてみました。この機会に少しでも、NPO に関心を持
に感じていただければ幸いです。
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P6

アイ・あいロビーからのお知らせ
ボランティア活動保険について、他

P7

イベント・講座のご案内

問合せ・申し込みは「アイ・あいロビー」まで

★ボランティア・市民活動入門講座
ボランティア・市民活動をしたい人、してみたい人のための講座
・・・藤原

日
場
内

時：11 月 8 日(木) 午後 1 時 30 分～3 時
所：アイ・あいロビー会議室
容：仏像の見方

プロフィール・・・
1940（昭和 15）年 和泉市万町に生まれる
1980（昭和 55）年 僧 月居偉光に師事
日本南画院入会
1997（平成 9）年 高野山にて得度
(僧名 祐寛)
・現在 京都墨彩画壇副理事長・和泉市文化財
保護委員・高野山画僧
・主な受賞
作家賞・特選・文化賞・大阪市教育委
員会賞・読売新聞社賞等

～仏像の見方を通して小さな一歩から未来の種をまく～

講 師 藤原 重夫（祐寛）
無料で～す
定 員：30 名
申込み：10 月 10 日(水)
午前 9 時から定員に達するまで電話受付

★アイ・あいロビー教室

【毎月第 3 土曜日】

(10 月） 小物づくり

(11 月) 詩吟

黄金色のミニポーチ

重夫（祐寛）

(12 月)色紙で作る人形

～詩吟に触れてみませんか～

（ピエロ人形）

講 師：伊藤 弘子氏

講 師：「詩吟グループ」

講 師：関口 末子氏

日 時：10 月 20 日(土)

日 時：11 月 17 日(土)

日 時：12 月 15 日(土)

午後 1 時 30 分～3 時 30 分

午後 1 時 30 分～3 時 30 分

午後 1 時 30 分～3 時 30 分

定 員：15 名

定 員：15 名

材 料 費 ： 100 円 当 日 集 め ま す

申込み：11 月 7 日(水)

定規・裁縫道具持参

午前 9 時から

申込み：12 月 7 日(金)

申込み：10 月 7 日(日)

定員に達するまで電話受付

午前 9 時から

定 員：15 名

午前 9 時から

定員に達するまで電話受付

定員に達するまで電話受付
アイ・あいロビー教室開催報告（6～8 月）
(6 月)フラダンス教室

講師―「青春 19」

(7 月)盆踊り教室

講師―「民謡ひまわり」

(8 月)こけ玉作り

講師―「心の輪」太田氏 が行われました。

フラダンスでは、「月の夜」を教えてもらい、盆踊りでは、
「久しぶりに踊った」など楽しいひとときを過ごしたようです。
苔玉では、涼しげな可愛い作品が、出来ました。
（啓発・学習提供部会より）

《 こけ玉作りの様子 2012/8/18》

★普通救命講習会
日時：毎月第 1 日曜日午後 1 時～4 時

＊修了者には消防長の修了書を交付

場所：「アイあいロビー」 会議室

＊自動体外式除細動器（AED）の

受講料：無料

操作も含まれています。
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イベント・講座開催報告
9 月 22 日（土）
エコール・いずみ アムゼ広場
今年は、例年より 2 ヶ月早いフェスタの開催となりましたが、
「まちづくりフォーラム」と「和泉ボランティア・市民活動フェス
タ」の同時開催による相乗効果で、
「和泉市について」、また「私た
ちの活動について」家族や友だち同士で楽しみながら関心を深めて
いただけたと思います。

参加スタッフ約 60 名
数か月前からの市民劇の練習を始め、当日の早朝からの準備、
片づけ等、積極的にご協力いただき、若い方からも「楽しい！ま
た参加したい」とうれしい感想をいただきました。
（自治基本条例啓発事業＆ボランティア・市民活動フェスタ事業
企画・運営実行委員会より）

開催日：7 月 28 日（土）
場 所：大阪市立信太山青少年野外活動センター
参加者：49 名（幼児 8 名） スタッフ 36 名

午前中はミニハイキング（4 コースに別れ、ごみを
拾いながら付近を散策）。 目的地到着後、和泉の
伝説クイズ 10 問題に挑戦！
昼食づくりは、焼きそばとホットドッグ。 熱くなった
鉄板にソースの焦げるにおい。 食事が進みます。
午後は、グラウンド・ゴルフ。 ホールインワン競争
など子どもたちは大喜び。 競技に参加できない小さ
な子どもたちも折り紙やプール遊びと、楽しい一日で
した。 ※キャンプ費用の残金 3,900 円は、東日本大震災
義援金として寄付いたしました。

開催日：8 月 22 日（水）
場 所：アイ・あいロビー会議室とその周辺
参加者：親子 6 組 18 名

午前中は、高齢者疑似体験・車椅子・アイマスク、午後
には、手話・点字体験をしました。
参加者の声として、「車椅子の動かし方は、見ためより
難しかった。」「目が不自由な人は介助の人がいるので
安心と思っていたが、実際にやってみるとうまく歩けなか
った。」「手話では、動物の名前を教えてもらったり、点字
では名刺作り、いろいろな体験が出来て楽しかった。」な
どなど･･･
子どもたちは、残り少ない夏休みの一日を、汗かきなが
ら、一生懸命に取り組んでいました。
（啓発学習・提供部会より）

（夏休み親子ふれあい日帰りキャンプ実行委員会より）
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ＮＰＯとは

‘Nonprofit Organization’の略。
直訳すると「非営利組織」となりますが、意味を正確に伝えるために

「民間」…政府の支配に属さない
「非営利」…利益を配当しない
「組織」…社会に対して責任ある体制で継続的に存在する人の集まり と訳します。
どんなことを
するの？

非営利って？
利益を上げない、収益事業をしない、
介護問題や地域医療に取り組む活動、

ということではなく、利益を団体の構成員には分配し

野鳥や森林保護などの環境活動、いじめや不登校など子

ないということです。

どもの問題に取り組む活動、祭りや特産物を保護するまち

活動資金として会費や寄附金を集めたり、事業の対象者

づくり活動、犯罪防止や防災活動などなど、大小様々な団

から対価をもらうことができ、発生した利益は次の事業の活

体が幅広い活動を行っています。

動資金として再投資されます。

特別な人たちが集まって活動しているわけではなく、ごく
ごく身近な普通の人々が、身近な問題を自分たちの手で

また、電気代や切手代などが事務的経費に上げられるよ

解決したい、困っている人々を何とか助けてあげたいという

うにスタッフの労働対価として支払われる給料も団体の組織

“情熱”や“思い”を基調に集い、活動しているのです。

強化を図るための活動経費であり、利益の分配にはあたり
ません。

ＮＰＯと
ＮＰＯ法人は違うの？

ＮＰＯは自らの手で自分たちの住む社会を良くして
いこうとする市民の集まりとも言えます。
こんなサービスがあったらいいのに・・・そう思っ
た時が NPO を始める第一歩になるかもしれません！

法人格を持っていなくても、民間の非営利組織であれば
NPO といいます。

ボランティア
との違いは？

1998 年に特定非営利活動促進法(ＮＰＯ法)が成立し、

ボランティアとは、
社会のために何かをしたいという意志を持ち、自発的に活
動する「個人」を指します。一方、ＮＰＯは組織を指す言葉
です。
ＮＰＯは『営利を目的とせず、社会貢献活動を行う民間

ＮＰＯは「 特定非営利活動法人」という法人格を持

ち、法人名義での契約や法人としての資産をもつ
ことができる ようになりました。
10 名以上の会員と組織運営に必要な書類を都道府県な
どに申請し、認証を受ければ、法人格が取れます。

の組織」なので、個々のボランティアに対して活動

の場を提供するのが NPO の役割 とも言えます。
このページの内容は、市民活動センター神戸や静岡県の
公式ホームページなどを参考にまとめました。
（情報収集・提供部会より）

これまで、公共的サービスはもっぱら行政が担ってきましたが、誰にも平等、公平であることを基本とし、
法令等に基づき行動しなければならない行政では対応が難しい場面が数多く出てきました。
一方、機動性、迅速性に富んだボランティア活動は、規模や範囲は限られているものの、行政の苦手な分野
や手が回らない分野において、きめ細かな対応が可能です。しかし、個人のボランティアでは、安定性や継続
性等に限界があります。
人々のライフスタイルが多様化し、少子高齢社会の進展、グローバル化する環境問題など、これからはさら
に複雑で多様な社会的需要が増大することが予測されているなかで、NPO がさまざまな社会貢献活動を行政や
企業と協働しながら、公共的サービスを担っていくことが今後大いに期待されているのです。
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「アイ・あいロビー」では、ボランティア・市民活動に関する
書籍・ビデオ等の貸し出しを行っています。
改訂版 NPO 法人設立・申請完全マニュアル （J リサーチ出版）

申請書に記入の上、期限は１週間です。

図解 NPO 法人のつくり方・運営のしかた （日本実業出版社）

ビデオは館内でもご覧になれます。

NPO 法人運営・税務完全マニュアル （J リサーチ出版）

ぜひ、ご活用ください。
（相談・コーディネート部会）

実務家のための NPO 法人の会計と税務 （税務研究会出版局）

追加書籍のご案内

基礎からわかる NPO 会計 実務者必携！ （合同出版）
NPO がわかる Q&A （岩波ブックレット）

（個人ボランティア紹介）
石崎磊山（いしざき らいざん）さん
ナーシングホームクラウン
（老人ホームを中心に活動している芸人）として、
尺八を中心に年間 80 回の施設訪問

（NPO 法人紹介、スタッフ募集！）
こども NPO センター いずみっ子
「何でもありコンサート 2012」音響、
照明係の高校生、青年スタッフ募集！
子どもなら（未就園児から青年まで）誰でも参加 OK の
「何でもありコンサート」。裏方スタッフも中学生、高校生、
青年、大人で舞台を一から創っていきます。あなたも一緒
に舞台を創っていきませんか？

尺八は、古くさい、眠たい・・・などのイメージがあります
が、私の尺八はちょっと違います！
歌謡曲（懐メロから AKB まで）、カラオケ、民謡、童謡、
「尺八の弾き語り」として地元の民話も語っております。尺
八の伴奏で歌体操や、ご希望があれば本格的な尺八も演
奏もします。
さらには、みなさんが退屈されないよう、腹話術、マジッ
ク、南京玉すだれ、バルーンアート、おしゃべりなどを入れ
て１時間の楽しいステージを作っております。
いつも帰りに「今日は楽しかった、兄ちゃん又来て
ね！」と言われております。
老人ホーム以外にも、自治会、幼稚園、保育園等どこ
にでも行っています。
出前演奏ご希望の方はいつでもご連絡下さい。
※お問合せ：石崎磊山

申込受付：９/２４～１０/１５
日 時：２０１２年１２月１６日(日) １３：３０開演
場 所：和泉市コミュニティセンター 多目的ホール
本番までに、打合せ、プロの講座受講（12/9）、
リハーサル 2 日（12 月 14 日、15 日）あり
※お問合せ：（特活）こども NPO センター いずみっ子
TEL 0725-45-0659 FAX 0725-45-4111
メール … izumikko＠r7.dion.ne.jp

携帯 090-1020-3647

（地域活動紹介）
はつが野いきいきサロン
毎月第２日曜日の午後
「青葉はつが野シニアセンター」

（グループ紹介・ボランティア募集！）
「さわる絵本の会・いずみ」
さわる絵本を一緒につくりませんか
日時：毎月第 4 土曜日
場所：和泉図書館（フチュール和泉 3F）
視覚に障害があっても、子どもたちが一緒に絵本を楽
しめるように工夫された「さわる絵本（点訳付き）製本まで
一冊一冊、手作りで仕上げます。
手作りの好きな方、絵本の好きな方、何かボランティア
をしてみたい方。新しい図書館で、ボランティアを
して仲間をつくりましょう。

はつが野は、和泉市の真ん中から
少し南側に開発された「トリヴェール
和泉」（いぶき野、はつが野、あゆみ野、まなび野）の中に
あります。泉北高速「和泉中央駅」から南へ 1～3km、バス
で 5～10 分くらいです。
はつが野地区住民全員約 5,900 名のうち、高齢者の数
は約 400 名。その内の 70 名が「はつが野いきいきサロン」
に参加されています。
8 月 12 日の催し物はフラダンスでした。ボランティアグル
ープ「青春 19」のお姉さん方にフラダンスを教わり、それぞ
れに衣装を身に付けていっしょに踊り、ハワイに行った気
分をたっぷり味わいました。
※お問合せ：はつが野いきいきサロン代表 村原忠実

※お問合せ：和泉図書館 0725-44-3071

TEL 090-9693-7459
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情報コーナー
★助成金情報

★ボランティア募集情報
【平成 24 年 9 月末現在】

＊詳細は、各申し込み先へお問い合わせ下さい。

＊決まり次第、募集は終了いたします。

（協働推進部会より）

＊詳細は「アイ・あいロビー」までお問い合わせ下
さい。

＊名 称：オリーブ瀬戸内基金助成
助成対象：里山保全、竹林除去などの環境分野に関す
る活動

◎高齢者施設内で、クラブ活動時の付き添いや
車いすの移動介助
日

時：毎月 隔週の月曜日、
火曜日、
木曜日
（午前 10 時～11 時）
場 所：泉大津市豊中町
募集人数： 2 名 男女不問
＊動きやすい服装･運動靴
＊事前の打ち合わせ有り

助成内容：10～200 万円／１プロジェクト
締 切：毎月月末
お問合せ：NPO 法人瀬戸内オリーブ基金事務局
(TEL 0879-68-2911）
(FAX 0879-68-2912)

一緒に
しませんか？

＊名 称：公益財団法人三菱ＵＦＪ信託地域文化財団
＊今月は 3 ページにもグループのメンバーやスタッ
フ募集を 2 件掲載しています。

助成対象：地域文化の振興に資する次の各分野の活動
に対し助成を行なう

・「さわる絵本の会・いずみ」メンバー募集
・「何でもありコンサート 2012」音響、照明係の
高校生、青年スタッフ募集

①地域で継続的に活動している アマチュアの音楽団体
②

〃

アマチュアの演劇団体

③各地の伝統芸能の伝承と保存、後継者の育成をはか
るための公演

（相談・コーディネート部会より）

◎福祉体験学習サポートボランティア募集

助成内容：上限はないが実績は 1 件当たり 20～50 万
円程度
締 切：11 月 30 日（金）
申込方法：公益財団法人三菱ＵＦＪ信託地域文化財団
事務局
お問合せ：(TEL 03-3272-6993)
(FAX 03-3272-6994)

「アイ・あいロビー」では毎年多くの和泉市内の
小・中学校から体験学習の依頼があり、大勢のボ
ランティアが必要になります。
子どもたちが安全にきちんと体験できるように、
各スポットでの見守りや案内などのサポートに、
ご協力をお願いいたします。
（啓発学習・提供部会より）

＊名 称：キリン・子育て公募助成事業
助成対象：地域、子育て、ボランティアの３つのキー
ワードに合致するボランティア団体
助成内容：（対象期間）H25 年 4 月～H26 年 3 月
上限 30 万円／１件（1 団体）
締 切：H24 年 11 月 11 日（当日消印有効）
お問合せ：大阪府社会福祉協議会 地域福祉部 ボラン
ティア・市民活動センター
(TEL 06-6762-9631）
(FAX 06-6762-9679)
または公益財団法人 キリン福祉財団 千葉宛
東京都中央区新川２-10-１キリン本社ビル
(TEL 03-5540-3522）
(FAX 03-5540-3525)
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大阪府社会福祉協議会 大阪府ボランティア・市民
活動センターでは、市町村社協との共催で、毎年 7
月から 8 月にかけてボランティア体験プログラムを
実施しています。
和泉市では今年もたくさんのボランティアさんが
参加されました。
（20 件の社会福祉施設や保育園が参加、延べ 129 日
133 名のボランティアが参加）
たくさんの人と出会い、
自分の世界を広げることが
できましたでしょうか。
（相談・コーディネート部会より）

「アイ・あいロビー」からのお知らせ
ボランティア保険に加入していますか！
誰もが安心してボランティア活動へ参加してい
ただけるように、万が一の事故に備えてボランティ
ア保険に加入していいただくことができます。
「アイ・あいロビー」で取り扱っているボランティ
ア保険には 4 種類あります。
1．ボランティア活動保険、
2．ボランティア・市民活動行事保険、

プ ラ ン

Ａプラン

Ｂプラン

Ｃプラン

300 円

500 円

700 円

死 亡

900 万円

1.500 万円

900 万円

入 院（日額）

6,000 円

8,000 円

6,000 円

5 億円

5 億円

5 億円

なし

なし

あり

年間保険料

賠償責任（1事故）
天災危険保障

3．非営利・有償活動団体保険、

★ボランティ活動保険の補償内容と保険料

4．移送中事故傷害保険
ボランティア活動中に、
(1)偶然な事故によってケガをした場合の「傷害保険」と
(2)第三者の身体や財物に損害を与えた場合の「賠償責任保険」がセットになっています。
※ 「アイ・あいロビー」に登録すると、ボランティア活動保険については 100 円の補助金があります。
（相談・コーディネート部会より）

赤い羽根共同募金にご協力下さい！

メルマガ配信スタート！
「アイ・あいロビー」では、登録者のみなさまに、

（10 月 1 日～12 月 31 日）

ボランティア募集、イベント紹介、助成金情報など、
ボランティア・市民活動に関するさまざまな情報を
発信いたします。

まだ、登録されていない方は、

今年も共同募金運動が
10 月 1 日から全国で一斉
に始まります。 和泉市で

ぜひご登録下さい。

も、10 月１日(月)、2 日
★登録方法
本メルマガは、登録者専用となっております。
まずは、「アイ・あいロビー」へご登録ください。
既に登録を済まされている方については、メールで
お問い合わせ下さい。
お申込みアドレス
aiailobby@izumi-syakyo.net

どを通じて広く募金活動を展開し、「アイ・あい
ロビー」にも募金箱を設置します。

域福祉の推進を図るため」と明確に規定されてお
り、原則としては、都道府県を区域として実施し

第1回

ボランティア・市民活動交流サロンの
お知らせ

ていますが、災害の発生等のために準備金も積み
立てており、実際に災害が発生した場合には、こ
の区域をこえた支援も行っています。
赤い羽根募金のつかいみちは、ホームページ
「赤い羽根データベース はねっと」をごらん下さい。
http://hanett.akaihane.or.jp/hanett/pub/home.do

11 月 12 日（月）午後 1 時 30 分より

場所 「アイ・あいロビー」会議室
老人会や福祉施設の皆さまを招き「アイ・あいロビ
ー」登録者との交流をはかります。

募金は「誰でも」「いつでも」「どこでも」できる
ボランティア活動です。みなさまの温かいご支援と

参加ご希望の方は、
「アイ・あいロビー」までお問合
わせください。

金を実施します。また、自治会・学校・事業所な

共同募金運動は、社会福祉法の中で「目的は地

（センター管理部会より）

日時

（火）、3 日(水)の 3 日間、市内４駅周辺で街頭募

（交流促進・ネットワーク部会より）

ご協力をお願いいたします。
（和泉市社会福祉協議会より）
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「アイ・あいロビー」はあらゆる市民活動を総合的に応援します！
まちや地域を元気にしたい、仲間をつくりたい、経験や知識を役立てたいなど、さまざまな想いを応援します。
ぜひ、気軽にお立ち寄りください。きっと、新たに素敵な出会いが生まれます。
ボランティアに関する相談 「ボランティアってなんだろう？」「ボランティアをしてみたい」｡｡｡

相談支援

ボランティア依頼 「ボランティアを探しています！」「こんなことお願いできるのかな？」｡｡｡
出前ボランティアの紹介 学校での総合学習、サロンでのレクリエーション等
市民活動に関する相談 運営を悩んでいる、講師を探している、ＮＰＯ法人化したい、仲間を探したい等

活動場所の提供
活動機材の貸出

ミーティングルームや会議室の貸出しを行っています。
ボランティア・市民活動の打ち合わせや資料づくりにお役立て下さい。

備品の貸出し 車椅子・ボランティアビデオ・図書・擬似体験装具・アイマスク・点字板等
機器の利用 コピー機・印刷機・テレビ・ビデオデッキ・マイクセット・パソコン等
ボランティア依頼の掲示や、活動グループの紹介冊子の提供等

情報提供

ボランティア・市民活動に関する資料や図書を閲覧していただけます。
「アイ・あいロビーニュース」の発行（４月、７月、１０月、１月）や、ホームページによるさまざ
まな情報発信

補助金・助成金事業の紹介

各種講座を開催し、学習の提供・啓発を行っています。

講座の開催

《定期開催》アイ・あいロビー教室（毎月第 3 土曜日）、普通救命講習会（毎月第 1 日曜日）
その他、ボランティアや市民活動に関する各種講座、体験講座、見学会など

交流促進

交流サロンやフェスティバル等を開催し、各団体間の情報交換や交流の場を提供しています。

協働推進

ボランティア・市民活動団体と行政や地縁団体との交流や協働推進に協力

保険受付

万が一の事故に備えて、「ボランティア活動保険」「非営利・有償活動団体保険」「ボランティア・
市民活動行事保険」の各種保険の加入申込みを受け付けています

★誰もが集い、情報を交換し、交流できる場として、みなさんの活動を支援しています！
「アイ・あいロビーニュース」では
みなさんからのご意見や情報
を募集しています

「アイ・あいロビー」に登録すると．．．
・会議室・ミーティングルームが無料で利用できます。
・ボランティア・市民活動フェスティバルへ参加できます。

みなさんのグループを
ＰＲしてみませんか！

・ボランティア・市民活動紹介冊子に掲載できます。
・ボランティア活動保険加入（任意）の際、100 円の補助があります。
・年に 1 回、参加費 1,000 円以下の講座を開催することができます。

「活動紹介」
「イベント情報」
「スタッ
フ募集」など、ボランティアや市民活動
に関することなら何でも結構です。
また、ご意見やご希望なども企画の参

・３つの専門部会（情報収集・提供部会、啓発・学習提供部会、交流
促進・ネットワーク部会）に加入でき、「アイ・あいロビー」の運営に
参画できます。

考とさせていただきます。ぜひ、活動中
のみなさんの生の声をお寄せ下さい。
【投稿方法】 次回発行 2013/1/1
11 月 14 日（水）までに
メール、または FAX で送付
※内容についてはご相談させていただ
く場合もあります。

お問い合わせは・・・
（社福）和泉市社会福祉協議会
和泉ボランティア・市民活動センター「アイ・あいロビー」
〒594-0041 和泉市いぶき野５－１－７
TEL 0725－57－0294 FAX 0725－57－3294
E-mail aiailobby@izumi-syakyo.net
ホームページ http://izumi-syakyo.net/aiai
開館時間 ：午前９時～午後５時 休館日：各月末の日曜日、及び年末年始
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