
ボランティア募集情報フリーペーパー 

ボラみっけ！日進 
Vol. 1［2017 冬］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
【発行・問い合わせ先】 
市民活動支援センター 

日進市にぎわい交流館 
電話 0561-75-6650 
メール nigiwai@me.ccnw.ne.jp 
WEB http://shimin-kouryu.net 

もくじ 
No.  活動内容（タイトル） 
1 マシュマロドゥーのパーツづくりを手伝う 
2 「ケーキ屋さんになろう！」イベントのお手伝い 
3 図書館でのイベントを企画・実施する 
4 子ども食堂の調理 
5 子ども食堂で子どもたちと遊ぶ 
6 子ども食堂のブログ記事を書く 
7 「子ども食堂新聞」を作る 
8 福島の子どもを迎えて一緒に楽しく過ごす 
9 無農薬・無肥料の野菜栽培 

10 味噌作り体験講座・映画上映会の運営 
11 誰もがほっとできるカフェを企画・運営する 
12 バリ島の学生とオンラインで話す 
13 ～ESD 体験活動～ 雑草防ぐ「お布団農法」田んぼ体験会 
14 未就園児を託児する 
15 会員向けイベントを運営する 
16 報告交流会を運営する 
17 もちつき大会イベント運営 
18 「竹あかり」祭りをサポートする 
19 障がいをもつ子どもたちとクリスマス会 
20 障がいをもつ子どもたちともちつき 
21 子どもたちと思いっきり遊んでくれる 
22 認知症予防に有効な「回想法」を実践する 
23 食育活動を一緒にする 
24 地域猫活動を広める 
25 子どものものづくりをサポートする 
26 おしゃべりカフェでファシリテーションする 

 



1 

マシュマロドゥー（マシュマロを材料にした生地）のかわいいお菓子 

作りを通して、障がい者の就労支援をしています。作ったものは 

店頭販売や「ケーキ屋さんになろう！」というデコレーション体験 

イベントで使われ、障がい者の方の収入になります。 

普段の作業が増え、ボランティアさんの手助けが必要です。私たちと 

一緒に、甘い香りに包まれてお菓子作りのボランティアをしませんか？ 

活動日時 平日 9 時～15 時の間（１～２時間でも可）

活動場所 愛歩（あゆみ）（日進市立図書館向かい） 

活動内容 
生活介護施設の利用者の方と一緒に 

マシュマロドゥーのパーツづくりの補助 

費用や持ち物 
エプロン 

お昼ご飯支給（場合によってお土産付） 

【お問い合わせ先】 

団体名 or 氏名 
きまもり会 愛歩（あゆみ） 

 森田・内藤・伊藤 

電話番号 0561-75-5506 

メールアドレス kimamorikai@me.ccnw.ne.jp 

 

マシュマロドゥーの 

パーツづくりを手伝う
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マシュマロドゥー（マシュマロを材料にした生地）のかわいいお菓子 

作りを子どもたちに体験してもらうイベントを開催しています。 

毎回 100 人ほどが参加してくれる人気イベントで、地元企業さんから 

の依頼で出店することもあります。たくさんの子どもたちの「ケーキ屋 

さんになる夢」を叶えてあげるためには、ボランティアさんの力が 

必要です！ 子どもたちと一緒にケーキ屋さんに変身してみませんか？ 

活動日時 
イベント開催日（不定期、休日 10 時～15 時、 

午前のみ・午後のみでも可） 

活動場所 日進市周辺 

活動内容 
イベントに来た子どもたちにマシュマロドゥーの 

デコレーションを体験してもらう手伝い 

費用や持ち物 
エプロン 

お昼ご飯支給（場合によってお土産付） 

【お問い合わせ先】 

団体名 or 氏名 きまもり会 愛歩（あゆみ） 森田・内藤・伊藤 

電話番号 0561-75-5506 

メールアドレス kimamorikai@me.ccnw.ne.jp 

 

「ケーキ屋さんになろう！」

イベントのお手伝い
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文化と知の拠点である図書館で、「お話の夕べ」、朗読劇、 

読書交流会、読み聞かせ講座、調べ学習お助け隊などの活動を 

している団体です。多くの方が本や図書館に親しめるような 

イベントの企画や、運営のお手伝いをしていただけるボラン 

ティアを募集します。 

活動日時 3・7・12 月の第 3 金曜日の夜 ほか 

活動場所 日進市立図書館 

活動内容 

イベントの企画・実施 

※定例会は毎月第 1 月曜日の夜、 

 にぎわい交流館にて 

費用や持ち物 なし 

【お問い合わせ先】 

団体名 or 氏名 にっしん図書館サポーターズ 近藤 

電話番号 052-801-5794 

メールアドレス kon18115@mb.ccnw.ne.jp 

 

 

図書館でのイベントを 

企画・実施する
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子ども食堂とは、さまざまな事情により、一人で食事をして 

いる子どもや高齢者などの居場所づくりを目指した食堂です。 

日進絆子ども食堂では、ご家族様・友人同士でのご来場も 

多く、アットホームな雰囲気の地域コミュニティ食堂です。 

※食事代金：子どもは高校生まで無料 大人は 1 食 500 円 

活動日時 毎月第２日曜日 

活動場所 にぎわい交流館 

活動内容 

① 前日の材料のお買い物 

（16 時以降にぎわい交流館に搬入） 

② 当日の調理 

費用や持ち物 エプロン、手拭き、三角巾  ※食事付き 

【お問い合わせ先】 

団体名／氏名 日進絆子ども食堂 

電話番号 090-8074-5327 

メールアドレス kizunakodomo@gmail.com 

 

 

子ども食堂の調理 
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子ども食堂とは、さまざまな事情により、一人で食事をして 

いる子どもや高齢者などの居場所づくりを目指した食堂です。 

日進絆子ども食堂では、食事の時間のほかにも音楽の時間、 

遊び（工作やゲームなど）の時間なども企画しております。 

※食事代金：子どもは高校生まで無料 大人は 1 食 500 円 

活動日時 毎月第２日曜日 

活動場所 にぎわい交流館 

活動内容 

現在活動中の大学生チーム【あぐモン】の 

メンバーと一緒に子どもたちと遊んだり 

来場者と食卓を囲むボランティアです！ 

費用や持ち物 元気とやる気と優しさ  ※食事付き 

【お問い合わせ先】 

団体名／氏名 日進絆子ども食堂 

電話番号 090-8074-5327 

メールアドレス kizunakodomo@gmail.com 

 

 

子ども食堂で 

子どもたちと遊ぶ
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子ども食堂とは、さまざまな事情により、一人で食事をして 

いる子どもや高齢者などの居場所づくりを目指した食堂です。 

日進絆子ども食堂では、来場者の皆様、ボランティアスタッフ 

の皆様、その他興味をもって下さる皆様へ向けて、ブログ・ 

Facebook・Twitter で開催の様子などを情報発信しています。 

※食事代金：子どもは高校生まで無料 大人は 1 食 500 円 

活動日時 毎月第２日曜日 

活動場所 にぎわい交流館 

活動内容 
子ども食堂当日の写真撮影をして 

ブログ記事などを書く 

費用や持ち物 特になし  ※食事付き 

【お問い合わせ先】 

団体名／氏名 日進絆子ども食堂 

電話番号 090-8074-5327 

メールアドレス kizunakodomo@gmail.com 

 

子ども食堂の 

ブログ記事を書く  
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子ども食堂とは、さまざまな事情により、一人で食事をして 

いる子どもや高齢者などの居場所づくりを目指した食堂です。 

日進絆子ども食堂では、ブログ・Facebook・Twitter の他に 

新しく「子ども食堂新聞」の発行を検討中です。子ども食堂の 

現場には来れないけれど関わりたい！ という方にお勧めです。 

※食事代金：子どもは高校生まで無料 大人は 1 食 500 円 

活動日時 
ボランティアさんの都合に合わせます 

※必要に応じて打ち合わせあり 

活動場所 自宅などボランティアさんの都合のよいところ 

活動内容 
2 か月に 1 回程度発行する、子ども食堂新聞

の紙面作り 

費用や持ち物 ※子ども食堂当日に取材に訪れた際は食事付き 

【お問い合わせ先】 

団体名／氏名 日進絆子ども食堂 

電話番号 090-8074-5327 

メールアドレス kizunakodomo@gmail.com 
 

「子ども食堂新聞」を作る 
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2011 年の原発事故から 6 年が経ちますが、多くの人が不安・ 

不自由な生活を続けています。日進まちづくりの会は、毎年 

福島から６家族を迎え、1 週間の保養をしていただいています。 

みんなでご飯を食べたり、遊んだり、出かけたりする内容です。 

子どもと一緒に過ごすボランティアを募集します。 

保養事業に必要な資金を集めるためのチャリティイベントや 

勉強会も行います。 

活動日時 
8 月初めの 1 週間の予定 

打合せ・準備は春ごろからスタート 

活動場所 アジア保健研修所（AHI）（日進市米野木町） 

活動内容 遊びなど、子どもと一緒に過ごす 

費用や持ち物 なし 

【お問い合わせ先】 

団体名 or 氏名 日進まちづくりの会 

電話番号 ０５２－８０４－６９４５（酒井） 

メールアドレス umemori3@js4.so-net.ne.jp 

 

福島の子どもを迎えて 

一緒に楽しく過ごす
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無農薬・無肥料の「自然栽培」で、多品種・少量の野菜を栽培 

するお手伝いです。具体的な作業としては、種蒔き、苗の植え 

付け、草取り、収穫、袋詰めなど、希望があれば販売のお手伝 

いもあります。美味しく安全な野菜のお土産あります。 

初心者大歓迎！ 

活動日時 ご希望に合わせます。 

活動場所 
ノーマ農園 東郷町諸輪畑尻 55-7 

畑の横に駐車可／米野木駅から徒歩 30 分 

活動内容 無農薬無肥料での農業体験 

費用や持ち物 
交通費と昼食代はご負担ください 

長靴、農作業できる服装 

【お問い合わせ先】 

団体名 or 氏名 ノーマ農園 山口伸一 

電話番号 070-5251-4638 

メールアドレス shinsan1123@gmail.com 

 

無農薬・無肥料の 

野菜栽培
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①味噌作り体験講座のお手伝い。自然栽培のお米と大豆を 

 使って無添加の手作り味噌を作って食べるワークショップ 

②遺伝子組み換え作物の本当の怖さを伝えるドキュメンタリ 

 ー映画の上映会を、ノーマ農園のコミュニティースペースで 

 開催し、多くの方に食の安全について伝えていきたい。 

活動日時 
① １月～3 月の日曜日で 3 回～5 回 

② 12 月～3 月で 4 回程度 

活動場所 ノーマ農園（東郷町諸輪）ほか 

活動内容 

① 味噌作り講座当日のお手伝い（受付など） 

② 映画上映会の企画運営（日程調整・広報・

当日の準備など） 

費用や持ち物 その都度ご連絡 

【お問い合わせ先】 

団体名 or 氏名 ノーマ農園代表 山口伸一 

電話番号 070-5251-4638 

メールアドレス shinsan1123@gmail.com 

 

味噌作り体験講座・ 

映画上映会の運営
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月に 1 度だけオープンする「いちばん星の図書室」という名の 

カフェを企画・運営してくれる方を募集します。 

誰もが参加でき、ほっとできる場（カフェ）を一緒につくりま 

せんか？ キーワードは、「人と人のつながり」「対話」「癒し」 

イベントの企画に関心のある方、人が好きな方、多様な人との 

対話に関心のある方、お待ちしています！ 

活動日時 12 月 26 日（火）17 時～20 時 

活動場所 日進市にぎわい交流館 和室 

活動内容 

12 月のいちばん星の図書室に参加していただき

1 月・2 月・3 月の企画を考えます。 

（1/31 18 時～20 時・2/26 18 時～20 時・3 月未定）

費用や持ち物 参加費 200 円 筆記用具 

【お問い合わせ先】 

団体名 or 氏名 椿ソーシャル・アイデンティティ・サポート

電話番号 090-8131-1069 幸村（ゆきむら） 

メールアドレス t.sis2451@gmail.com 

 

誰もがほっとできるカフェを 

企画・運営する
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インドネシア（バリ島）で日本語を勉強している学生はたくさ 

んいます。しかし、日本人と話す機会はあまりありません。 

①彼らと会話したり、日本語を教えたりすることにより、彼ら 

 の日本語能力アップのサポートをして頂けませんか。 

②パソコンが苦手なので、指導記録の整理を手伝って頂けませ 

 んか。 

活動日時 随時・週 1 回程度 

活動場所 ボランティアさんのご自宅 

活動内容 
オンライン（スカイプ・messenger）で日本語

を教える。 

費用や持ち物 パソコン 

【お問い合わせ先】 

団体名 or 氏名 オンライン“ハピネス桜”日本語会話センター 

電話番号 ０５２－８０６－５２９６ 

メールアドレス takasaki848@yahoo.co.jp 

 

バリ島の学生と 

オンラインで話す
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子どもたちの未来のために人と人、地域と 

地域の“大きなかけ橋”として体験活動を 

通し、子どもの豊かな人間性や社会性を 

育む事を目的に活動しています。今回は、～ESD 体験活動～ 

21 世紀の無農薬農法「白いじゅーたん！？」の田んぼ体験会 

のボランティアを募集します。 

活動日時 4 月～5 月の土曜日または日曜日 

活動場所 日進市内 

活動内容 参加する親子（幼児～小学生）のサポート 

費用や持ち物 状況に応じて 

【お問い合わせ先】 

団体名 or 氏名 一般社団法人 BIG BRIDGE  

電話番号 080-5295-9775 

メールアドレス m.ohashi@wizardofoz.jp 

 

～ESD 体験活動～ 

雑草防ぐ「お布団農法」 

田んぼ体験会の

14 

こんにちは！ファミリーステーション Rin です。 

私たちは岩藤町で子育て支援の活動をしています。 

近年、社会環境の変化で赤ちゃんに触れ合う機会がないまま 

親になる人が増えました。あなたは、赤ちゃんや小さな子と 

触れ合う機会がありますか? 小さな子のお世話は大変なこと 

もありますが、なにより「かわいい」です。ぜひ、あなたも 

体験してみませんか? 

活動日時 随時（12/12、1/16、2/13、2/22、3/3） 

活動場所 Rin のおうち、または近隣施設 

活動内容 未就園児の託児補助 

費用や持ち物 
無料。持ち物も特にありませんがいくつかお

願いがあります。 

【お問い合わせ先】 

団体名／氏名 ファミリーステーション Rin 久野 

電話番号 0561-74-1080 

メールアドレス rin@npo-rin.org 

未就園児を託児する 



15 

こんにちは！ファミリーステーション Rin です 

私たちは岩藤町で子育て支援の活動をしています。 

NPO の活動は、事業収入の他に賛助会員・正会員といった 

会員からの会費を資金源としています。会員の皆さんに活動を 

応援してもらうため、2 月に事業報告を兼ねたイベントを予定 

しています。「NPO ってよくわからないけど、どんなことをし 

ているの?」と興味があったら、ぜひお手伝いにきてください。 

活動日時 平成 29 年 2 月 3 日(土)15:00～18:30 

活動場所 にぎわい交流館 

活動内容 イベントの実施・運営補助 

費用や持ち物 無料。必要なものは個別に連絡します。 

【お問い合わせ先】 

団体名／氏名 ファミリーステーション Rin/久野 

電話番号 0561-74-1080 

メールアドレス rin@npo-rin.org 

会員向けイベントを 

運営する
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こんにちは！ファミリーステーション Rin です 

私たちは岩藤町で子育て支援の活動をしています。 

今年からは産後すぐのご家庭で家事や育児を支援する事業を 

しています。なぜこの事業が必要か、どうしてこの事業を始め 

たのか、地域の人たちに知ってもらい、皆さんに応援していた 

だけるように、報告交流会を企画しています。このイベントで 

一緒に事業を広めるお手伝いをしてください。 

 

活動日時 平成 30 年 3 月 25 日（日）午前を予定  

活動場所 にぎわい交流館 

活動内容 イベントの実施・運営補助 

費用や持ち物 無料。必要なものは個別に連絡します。 

【お問い合わせ先】 

団体名／氏名 ファミリーステーション Rin 久野 

電話番号 0561-74-1080 

メールアドレス rin@npo-rin.org 

 

「産後サポート事業」 

報告交流会を運営する
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もちつき大会は、赤池地区の住民が交流する冬の一大イベントです。 

もちつき、豚汁作りを中心に、イベントがスムーズに進行できるよう 

運営補助をお願いします。 

また、子ども向けのゲームや工作のコーナーを企画してくださる方や 

大広間ステージで披露できる余興（歌、お笑いなど）の出演者も募集。 

活動日時 
201７年１２月２４日（日）9 時〜１３時 

準備作業日 ２３日（土）午後 

活動場所 えんがわ赤池（旧むつみ会館／西部福祉会館北隣）

活動内容 
もちつき（洗米から配膳まで）、 

豚汁作り（下ごしらえ）、片付けなどの手伝い

費用や持ち物 動きやすい服装や靴、タオル、エプロンなど

【お問い合わせ先】 

団体名 or 氏名 NPO 法人 赤池サークル会 中澤 

電話番号 052-800-2246（留守時はメッセージを入れてください）

メールアドレス akaikecirclekai@yahoo.co.jp 

 

もちつき大会 
イベント運営
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広大な竹林を開発し、いま、新たな街へと発展していく赤池。かつ 

ての竹林に思いを馳せ、古くから赤池に暮らす人や、新たに暮らし 

はじめた人たちが、竹あかり制作の活動を通じて世代を超えて交流 

し、ともに新しい文化を築く新たな 

取組みです。ボランティアが中心と 

なり、竹あかりを知ってもらうため 

の活動や、竹の加工作業から設置・ 

運営までを行います。 

 

活動日時 2018 年 1 月～ 

活動場所 プライムツリー赤池ほか 

活動内容 
竹あかりを知ってもらうために開催する 

ワークショップの運営補助 

費用や持ち物 動きやすい服装や靴 

【お問い合わせ先】 

団体名 or 氏名 NPO 法人 赤池サークル会 中澤 

電話番号 052-800-2246（留守時はメッセージを入れてください） 

メールアドレス akaikecirclekai@yahoo.co.jp 

 

「竹あかり」祭りを

サポートする
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社会福祉法人ポレポレが運営する放課後等デイサービス 

「ポレポレ」「げんき」「えがお」合同でクリスマス会をします。 

小学生から高校生までの障がいをもつ子どもたちと、歌を 

歌ったり、ゲームをしたりしてイベントを楽しみましょう。 

クリスマスケーキも食べられますよ。 

活動日時 平成 29 年 12 月 23 日（土・祝）13:00～17:00

活動場所 北新町公民館 

活動内容 
子どもたちと一緒に歌を歌ったり、 

ゲームをしたりして参加する 

費用や持ち物 なし 

【お問い合わせ先】 

団体名／氏名 社会福祉法人ポレポレ 伊佐治 

電話番号 070-1219-5077 

メールアドレス  

障がいをもつ子どもたちと 

クリスマス会

20 

 

社会福祉法人ポレポレが運営する放課後等デイサービス 

「えがお」で、障がいをもつ子どもと親が一緒に参加して 

もちつきをします。 

臼と杵を使った昔ながらのもちつき体験ができます。 

ぜひ参加して、子どもたちとふれ合ってください。 

活動日時 平成 30 年 1 月 8 日（月・祝） 

活動場所 放課後等デイサービスえがお（日進市岩藤町） 

活動内容 
もちつきの手伝い 

子どもたちとの交流 

費用や持ち物 エプロン、三角巾（あれば） 

【お問い合わせ先】 

団体名／氏名 放課後等デイサービスえがお 澤田勢津子 

電話番号 070-1219-5078 

メールアドレス  

 

障がいをもつ子どもたちと 

もちつき
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放課後等デイサービス「バロ」と、フリープログラムスクール 

「ヌップ」を運営しています。子どもたちが安心できる居場所 

を子どもや大人、動物たちのみんなで一緒につくっています。 

乗馬・陶芸などの活動は月 1 回程度、その他の活動や行事は 

子どもたちが話し合って決めています。 

ぜひ遊んでくれませんか？ 

活動日時 
月～金曜日 10:00～17:00 

土曜日は不定期 

活動場所 アーレの樹（日進市梅森台 4-66） 

活動内容 
子どもたちと一緒に公園で走り回ったり 

ものづくりに挑戦したり、話し相手になったりする

費用や持ち物 お昼を挟む参加は、お弁当をお持ちください

【お問い合わせ先】 

団体名／氏名 一般社団法人アーレの樹 

電話番号 052-807-2585 

メールアドレス aarre-support@aarrenoki.org 

 

子どもたちと 

思いっきり遊んでくれる

22 

「回想法」は、高齢者の方々にテーマに沿って思い出を語り 

合ってもらうことです。認知症の予防を図ることや、高齢者の 

方々に楽しいひとときを過ごしてもらうことを目的として 

います。ぜひ見に来て、お話の輪に加わってください。 

 

活動日時 毎週金曜日 13:30～14:30 

活動場所 日進市福祉情報センター 

活動内容 高齢者の方々と楽しく思い出話をするお手伝い 

費用や持ち物 なし 

【お問い合わせ先】 

団体名 or 氏名 日進おはなしひろば 戸谷（とや） 

電話番号 090-8157-0256 

メールアドレス なし 

 

 

 

認知症予防に有効な 

「回想法」を実践する
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食べることの大切さ、楽しさ、面白さを伝えたいと思い 

食育活動をしています。食育クッキングで子ども達を一緒に 

クッキングをするボランティアさんを募集しています。 

栄養士の卵の学生さんのボランティアもいますよ！ 

 

活動日時 月１回日曜日、その他月３回程度 

活動場所 長久手文化の家、その他近郊地域 

活動内容 

月１回の食育クッキングを中心に、 

日進、名古屋市内での離乳食教室、幼児食教

室、食育教室を行っています。 

費用や持ち物 交通費自己負担、エプロン等 

【お問い合わせ先】 

団体名 or 氏名 食育し隊「おむすび」伊藤日奈子 

電話番号 090-6575-7150 

メールアドレス gururin-pa@car.ocn.ne.jp 

 

食育活動を一緒にする 

24 

飼い主のいない猫を地域のみんなでお世話し、これ以上増え 

ないように管理する「地域猫活動」を日進市内に広めるため 

活動しています。具体的には、避妊・去勢手術をする猫の搬送 

や、エコドームでの譲渡会のお手伝い、その他イベントの 

お手伝いをしてくださる方を募集しています。 

 

活動日時 月１回定例会、譲渡会、その他 

活動場所 香久山福祉会館、エコドーム、その他市内 

活動内容 
日進市内の飼い主のいない猫の TNR、 

譲渡会、地域猫啓発活動 

費用や持ち物 交通費自己負担 

【お問い合わせ先】 

団体名 or 氏名 にっしん地域猫の会 

電話番号 050-5539-1322 

メールアドレス nissinchiikineko@gmail.com 

 

地域猫活動を広める 
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NPO 法人海賊船「世界の手づくりおもちゃ館」は世界各国で 

収集したおもちゃの展示のほか、館内の工房では毎週日曜日に 

小学生がものづくりに取り組んでいます。自由なものづくりで 

子どもたちの発想力と創造性を養う活動に参加しませんか。 

ウェブサイト http://npokaizokusen.jp  

活動日時 毎週日曜日 9：00～16：00 

活動場所 
NPO 法人海賊船 世界の手づくりおもちゃ館 

（日進市折戸町枯木 21-87） 

活動内容 
小学生のおもちゃ作りのサポートと 

コミュニケーション 

費用や持ち物 弁当（※交通費、弁当代として 1 日 3000 円支給いたします） 

【お問い合わせ先】 

団体名／氏名 ＮＰＯ法人海賊船 大路（おおじ） 

電話番号 0561-76-6879（金・土・日・祝のみ） 

メールアドレス office@npokaizokusen.jp 

 

子どものものづくりを 

サポートする

26 

第 6 回目を迎えたにぎわい交流館の「おしゃべりワーク 

ショップ わいわい広場」に参加して、初めて出会う人と 

おしゃべりしませんか。そこで皆さんの話を見守り、発言を 

促したり、話しの流れを整理してあげてください。 

今回のテーマは、“あなたの「せけんてい」は何？”です。 

活動日時 
打ち合わせ会 Ｈ30 年 1月 21 日（日）14:00～16:00 

当日 H30 年 2 月 4日（日）12:30～16:30 

活動場所 日進市にぎわい交流館 

活動内容 
おしゃべりワークショップ「わいわい広場」で、

参加者の話の聞き役や発言を促すこと等 

費用や持ち物 参加費１００円 

【お問い合わせ先】 

団体名／氏名 
日進市にぎわい交流館 

 「わいわい広場」担当 小嶋 

電話番号 0561-75-6650 

メールアドレス nigiwai@me.ccnw.ne.jp 

 

おしゃべりカフェで 

ファシリテーションする
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