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淡路ＩＣを降りてまっすぐ上に県道157号線を「あわじ花さじき」方面へ向かうこと約５km、花さじきの手前に
案内看板があります。大阪湾を見下ろす広々とした2,600坪の敷地にプールと大運動場のあるプチホテル
ハナ＆キッスに行ってきました。 ペットと旅行するための総合サイト：Pet宿.com <http://xn--oct.com>で加
入宿1,200軒から投票によって選ばれるペット宿グランプリで毎年入賞している隠れ家的ペット宿です。

プールは深さ１０cmから１mあり、人とペットが
一緒に楽しむ工夫が心掛けられている。

呂。大阪湾の眺めが心

玄関を入ると気さくな感じのオー
ナー夫妻といっしょに看板犬のハナ
ちゃん・アルファーちゃん、看板猫のタ
マちゃんがしっぽを振って迎えてくれ
ます。宿の主丸井洋二さんは宝塚出身です。
2002年頃はペットと泊まれる宿は人間中心
の発想のところが多く、ペットの喜ぶ宿がな
かったそうです。大阪から100km圏内で海が
見えて自然がいっぱいのペットが喜ぶ環境を
求めて淡路島の不動産を２年の歳月をかけ
て物色し、2003年３月に開業。
ときには有名人もお忍びでペットと楽しみ
に来ることがあるそうです。 自然がいっぱい
のゆったりした環境でペットが喜ぶ顔を見た
い 人 に は ぜ ひ お す す め。童 心 に
夕食は、淡路島の食材を活 帰ってペットといっしょに
かした季節感あふれる多国籍 自然を満喫しませんか
料理をいただくことができます。 ～ (応援隊：竹代 結)

を癒やす・・
ペ ッ ト 用 の 500 坪 の

もちろんペットもいっしょにＯＫ。
前菜盛り合わせに新鮮なお刺

大運動場にはハードル
やトンネル、シーソーな

身、海鮮料理、肉料理、デザー
トまで味もボリュームも満点で

どの遊具も充実。

す。

平屋でペッ ト
もアクセスしや
す い 客 室。部
屋に入ると大き
な窓があり広
めの専用ウッドデッキの前には海の見え
る広大な芝生広場（ドッグラン）が広がり
ます。 各部屋には大型テレビ、時計、温
度計、湿度計、大型洗面器と洋式トイレ
があり衛生的で快適に
過ごせます。24時間い
つでも入れる展望風

プチホテル

ハナ＆キッス

淡路市楠本1599-1
☎0799-72-5380
◆参考 宿泊料金：平日大人2名ペット
1匹で税込24，000円とリーズナブル
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淡路島南ICを右折して車で２分。伊毘（いび）
漁港は鳴門海峡を目の前にした淡路島の南の
端にあります。夏には海水浴やオートキャンプ（伊
毘うずしお村オートキャンプ場）で賑わうところ。海
水浴のシーズンにはまだ早い６月の始め、いつも
なら静かな漁村のお昼前ですが、この日は違いま
した。港には大漁旗を掲げた漁船が勢揃い。そし
て観光バスが５台。そう、この日は枚方市から来
た中学校の２年生２０７名の体験学習が行われた
のです。（一泊二日）イベントを受け入れているの
は、南あわじ市伊昆地区の「伊昆・うずしお会」。
いび旅館、観潮荘、しら波荘、海峡、玉福旅館の
五つの宿泊施設で結成しています。
代表は海峡の｢堀 洋雄｣さん（66才）。

この日の漁業体験は、漁船
に乗って沖へ出ての釣り体験、
波止場から竹竿で釣る釣り体
験、そしてとってきた海産物を
加工する体験。中学校の先生
のお話では、ほとんどの生徒が初めての体験ばかりでこ
の日を楽しみにしていたそうです。見るのも初めてという
えさの「ごかい」を、ちぎって針につけるというのは至難
の業で、担当の漁師さんは餌付けに大忙し。取材に行っ
た応援隊が靴に引っかかった針を外す一場面も。あいな
め、がしら、そしてふぐが釣れていましたが、今度は針を
外すのに大忙しの漁師さんでした。鰺（あじ）をさばいて
干物を作ったり（これはお土産に）、蛸の塩もみや、古代
海人族（あまぞく）の塩つくり、わかめの加工など体験は
盛りだくさん。
釣った魚や夜の間に沈めておいたかごに入った魚を
焼いて食べるのは翌日の昼食のお楽しみだそうです。
夕食は鳴門鯛の活き造りや宝楽焼きなど自慢の料理
で、好き嫌いがあったり、アレルギーのために別メニュー

の希望もありなかなか難
しいそうです。悪天候で計画通りにいかないこともあるけ
れど、「子どもたちが体験を楽しんでいい思い出を作って
くれるのが願いです。」とは代表の堀さんのお話。その
他、伊昆海岸では夜の海で青色に発光する「海ホタル」
の観賞会も行われています。（４～９月、島内宿泊者限
定） 詳しくは、伊毘うずしお村へ。
（☎０７９９－３７－９０４０ ９：００～１７：００）
応援隊：村上 紀代美・坂本 厚子・竹谷 香代
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応援隊取材記事

・西田荘

淡路島の西海岸中央、五色町鳥
飼浦にある“民宿西田荘”は、ゆった
りとくつろげる家庭的な宿として知ら
れています。特にすぐ近くにある五
色台運動公園“アスパ五色”を利用する選手や企業の方、また家
族連れや工事関係者などに人気があるようです。現在二代目女
将として民宿を切り盛りされている西田江理さんは、お子さんが
小学３年生になった頃、アスパ五色へ練習や大会でやってくる選
手たちの宿泊を依頼されたことがきっかけとなり、本格的に民宿
業に従事するようになったそうです。初代女将のかつみさんが創
業された昭和５６年頃には夏場だけの営業だったそうですが、今
は子どもから大人、高齢者、身障者へと客層の幅も広がり、年中
無休で頑張られています。 西田荘は五色浜の真上に位置し、部
屋から望む播磨灘や水平線
に沈む夕日を観ることもでき
ます。また、お風呂は２種類
あって、さわら（木）を使用した
木風呂と本物の石（大谷石）
を使用した石風呂で心も体も
癒やすことができます。。。

勿論お料理も人気で、
女将さん手作りの家庭
料理の食材は、自家栽
培 の 採り た て 野菜 と 地
元の新鮮な魚をふんだ
ん に 使っ ていま す。「素
朴で飾らない家庭料理
ですが手間をかけ心を
込めてお出ししていま
す。」と女将さん。
そして、今最も力をいれているのが数年前始

めたという五色
浜沿いに構えた
BBQ ハ ウ ス“西
田 荘 癒 や し 庵”
だとか。特に、夏
はサンセットBBQ
が 大 好 評！こ こ
ではキャンプ気分で飯ごう炊飯やカレー、石釜
で手作りピザ焼きなども体験でき、自由に利用
できるのも人気の秘訣です。おまけに夏は西田
荘流縁日も開催されるとかでお得感満載です。

最後に女将さんに今後の抱負について聞いてみました。「お風呂でゆっくり
体を癒やし、きれいな景色と夕日を眺めながら淡路の食材を堪能していただ
きたい。また身体障害者の方が利用しやすいように玄関からお部屋・トイレま
で車椅子のまま移動できるようにリフォームしたので、付き添いの方も一緒に
寛いでほしい。」と話す女将さん。正に“お・も・て・な・し”の心を感じました。

洲本市五色町鳥飼浦731-5 ☎0799-34-0532
ＨＰ ⇒ http://nisidasou.com
一泊二食付(大人7,350円 小学生6,825円)
BBQプラン (大人8,925円 小学生7,875円)
休憩・BBQのみも可。宴会やイベントOK。

応援隊：瀬戸 由美子・米田 静子
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たまねぎ・
じゃがいも・
人参・レタス・スナップ
エンドウ・パセリ・ニラ・
ネギ・キャベツは自家
製。

南あわじ市松帆慶野371-3
☎ 0 7 9 9 - 3 6 - 3 1 0 3

夕日が美しい淡路島の西海岸、慶野松原にある「淡路荘」は、姉妹で切り
盛りされている民宿です。夕食準備でお忙しい中、突撃取材にも笑顔で応じ
て下さいました。そんな人柄と自家製野菜や米、淡路牛や北坂たまごなど、
淡路島の食材をふんだんに使った料理にひかれて、海水浴や、スポーツ合
宿などで利用される方が多く訪れるそうです。
「農家ときどきおかみ」のスタイルを続け、「淡路島食材こだわりの店宣言」にも、登録されています。リーズ
ナブルに宿泊できるうえに、鯛やサザエ、淡路牛、地だこなどの料理がチョイスでき、淡路島の食のええとこ取
りができます。波打ち際まで歩いて２分！！海水浴に、そしてミネラルたっぷりの潮風を浴びてのウォーキング
に最適。ぜひ一度確かめに「淡路荘」を訪れてみてください。

今 年 も、５ 月 １ ８ 日（月）～ ２ ２
（金）の５日間、淡路市立一宮中
学校２年の女子生徒が、淡路文
化会館でトライやるウィークを行
い ま し た。た く さ ん の 利 用 者 の
方々からのお礼や励ましの言葉
に元気づけられていろいろな仕
事に最後までしっかりと取り組ん
でくれました。最終日には、生活
創造しんぶん「ポケットあわじ」づ
くりにもトライしてもらいました。こ
れらの経験を今後の学校生活の
中で生かしていってくださいね。
ご苦労様でした。（会館担当）

応援隊：浜田 泰美・岡 八代井
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・やしま
・こころ豊かな人づくり５００人委員淡路連絡会

洲本市炬口２４７
☎ 0799- 22-3216
洲本市内から洲浜橋を炬口（たけのくち）方 ダビットソンを所有していました。淡路島を訪れるライ
面へ渡るときに右前方に観光旅館やしまが見 ダーが、好んで宿泊しバイク談話に応じています。平
えます。建物の後ろ(北側）が山、前(南側）が 成10年の明石海峡開通で、島外からのバイクライ
海と絶好の立地で、淡路島の東側外周・国道 ダーが淡路島へツーリングに来るようになりました。
28号線に面していて、眼下には炬口漁港、洲

近年はアワイチ(淡路島一周サイクリング)で島を

浜橋、県立医療センター、対岸には洲本城が 二日間で北淡路一周と南淡路一周に分けて自転車
見える最高のロケーションです。

で走る人たちが乗用車に愛車を載せてきて、やしまを

創業は1962年で、洲本市内でいこい食堂を営んで ホームベースにしてサイクリングを楽しんでいます。
いた土肥重幸さんが炬口で観光旅館業を始めまし 島外からの観光客にバイクでも自転車でも島ならで
た。今は孫の土肥成次さんと奥様の一代さんが経営 はの楽しみ方を提供しながら経営している観光旅館
しています。

です。島内の人には洲本市内を見渡せる宴会場での

成次さん夫婦は共にバイク好きで、以前はハーレー 会席がおすすめです。
会 員 は「こ こ ろ 豊 か な 人 づ く り
500人委員研修」(兵庫県青少年本
部主催・２年間)を修了した方や関
係者で構成、今年で25年目を迎え
ている。
活動は兵庫県・淡路青少年本部
等が主催するイベントや行事のボ
ランティア支援、現役500人委員研
修 へ の 参 画、研 修 会 ( 歴史 探 訪、
体験、健康づくり等)、機関紙「くに
うみ」の発行(年３回)が主なもので
あ る。青少年に 関わる活動やこう
のとり大使（縁結び事業）として前
向きに関わっている。会員・役員そ

応援隊：田村 ひろ子

に活動されており、当会のみの活
動は少ないが、蓄えてきた人間関
係は豊富にある。役員は月例会を
持ち、活動状況を交換し合い、タイ
ムリーで賛同できる事業に参加
し、協力し合っている。
修了生は研修・学習・体験され、
それを活かし、実践することで社会
や地域に恩返しをする。時間と空間
を共有した仲間を大切にし、本会の
活動が「一歩踏み出すチャンスであ
る」と捉え、「多くの方の熱い思いと
支えを頂き、健康で活動させて頂い
ている」という謙虚さや感謝を忘れ

れぞれが自分の得意分野で、すで てはいけないと思う。（文責：清水）
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淡路文化会館・淡路消費生活センター・プラットフォーム淡路島からのお知らせ

★淡路文化会館からのお知らせ（淡路生活創造活動グループ交流会のご案内)

◆とき

平成２７年７月１１日（土）
１２：３０受付 １２：５０～１７：００
◆ところ 淡路市地域総合センター
（ふるさとセンター）
〒656-1521 淡路市多賀１９７
℡ ０７９９－８５－２２３３
◆内容
①グループの活動発表
②グループ活動紹介
③グループ活動展示
など
◆見学
無料
※くわしくは淡路文化会館[0799-85-1391]までお問
い合わせください。

<淡路文化会館はグループ活動を応
援します！>
日頃、淡路生活創造情報プラザを拠点に活動をしている皆さ
んの交流会です。１年に一度、他のグループがどんな活動をし
ているのかを知り、交流を深める場です。そんな交流会をご覧
になりませんか。グループの仲間やお友だちと声をかけあっ
て、ご参加ください。一般の方々のご参加も大歓迎です。
淡路文化会館でグループ登録をしていただくと・・・
生活創造情報プラザが無料で使用できます。
印刷機が5,000枚／月まで
なら無料で使用できます。
（紙はご持参ください。）

生活創造
活動ｸﾞﾙｰ
ﾌ ﾟ の『素 人
企 画 集 団』
よりの案内
です。

劇団Ｋｉｄ’ｓ公演

「おやゆび姫」他
◎日時：７月２６日（日） 15:00～
◎場所：南あわじ市立中央図書館２階
◎入場料：無料
◎連絡先：中本美和 080-5365-0868
https://www.facebook.com/gekidankids

グループ交流でいろい
ろなグ ループと 交流が
できます。

★兵庫県淡路消費生活センター・プラットフォーム淡路島のお知らせ★
淡路島のまち・地域づくり活動を応援する

兵庫県淡路消費生活センターからのお知らせ

『プラットフォーム淡路島』からのお知らせ

クリーニングに関する相談は「しみ」「縮んだ」「変色した」
など様々です。クリーニングに出す時、受け取る時には注意
が必要です。
【クリーニングに出す時】
「シミ」「汚れ」「破れ」等気付いた事は必ず伝え商品の状
態を店舗で確認しましょう。またセットになっている商品や付
属品はなるべく一緒に出すと良いでしょう。仕上がり日を確
認し、預かり証は大切に保管しておきましょう。
【クリーニングした商品を受取る時】
保管しておいた預り証通りの商品がそろっているかを確認
し、受付者と一緒に仕上がり状態を確認することが最も重要
です。
【トラブルが起こった場合】
確認後、納得できないような状態だった場合はすぐにク
リーニング店に申し出て対応してもらうようにしましょう。やり
直しても元に戻らない場合、原因は何かの説明を求め、話
合うようにしましょう。
何かトラブルになった時は最寄りの消費者センターに相談
してください。

兵庫県淡路消費生活センター
消費生活相談・多重債務相談
☎0799-23-0993
9:00～12:00 13:00～16:30
（土日祝日・年末年始は除く）

こんにちは。プラットフォーム淡路島です。
「協働のカタチ」をキーワードに、淡路島の各地域でガンバ
ル方々と『まち・地域づくり』を様々な角度から考え、情報
交換する「あわじ地域づくりラウンドテーブル」を開催して
います。今年度は、事業の企画運営に力強い新メンバーが加
わり、ますますパワーアップしながら有意義な会にしていき
ますので、どうぞお楽しみに～♪
《新メンバー紹介》
清水

茂 （NPO法人ネイティブ淡路島）

吉川

晴喜（NPO法人あわじFANクラブ）

岡本

幸枝（ふるさとひょうご創生マイスター淡路）

★『プラットフォーム淡路島』会員を募集しています。
ゲンキな淡路島をめざして、私たちと
一緒に活動しませんか？
【申し込み・問い合わせ先】
淡路県民局県民交流室県民・商工労政課内
TEL/0799-26-204３ FAX/0799-26-3090
メール/awajikem@pref.hyogo.lg.jp

ポケットあわじvol.１５８ ２０１５年７月号
Page ７

場

所

淡路島

イベント・インフォメーション

イベント

淡路の文化活動･イベント情報
日時・会場

淡路市夏まつり

料金・問合せ先

7/19(日)

7/19入園料無料
【問】淡路市役所商工観光課

国営明石海峡公園
〒656-2306
淡路市夢舞台8-10

TEL 0799-64-0001

わくわく昆虫フェスタ

料金はイベントにより異なります。
7/11(土)~8/31(月)
※別途入園料・駐車料金が必要です。
10:00～17:00
(※ｲﾍﾞﾝﾄにより異なります。)
ビジター棟(7/11~8/23）
海のテラス休憩所(8/24~8/31)

ホワイトガーデンショー

5/18(月)～7/12(日)

TEL 0799-72-2000
FAX 0799-72-2100

兵庫県立
淡路夢舞台温室
｢奇跡の星の植物館｣
〒656-2306
淡路市夢舞台4
TEL 0799-74-1200
FAX 0799-74-1201
10：00～18：00
（最終入館17：30）

洲本市文化体育館
〒656-0021
洲本市塩屋1-1-17
TEL 0799-25-3321

入館料:大人600円、
65歳以上(要証明)300円､

～シーボルトのホワイト
ガーデン～

高校生300円､
中学生以下無料

南の島の夏物語
~トロピカルガーデン
ショー~

7/18(土)～9/27(日)

同上

食虫植物展

6/27(土)～9/27(日)

同上

落語体験隊
at SUMOTO

7/5(日) 開演 14:00

無料

会議室１Ａ－１

【問】西松

7/18（土）
10:00～15:00
大阪湾海上交通センター

無料

TEL 078-671-3853

※アマチュアの落語家による
落語ライブ

FAX 0799-25-3325

大阪湾海上交通ｾﾝﾀｰ
〒656-1725
淡路市野島江崎914-2

TEL/FAX
0799-82-3050

淡路人形座
「７月公演」
『壺坂』
〒656-0501

大阪湾海上交通センター
一般公開
（海の日関連行事）

【問】大阪湾海上交通センター
TEL 0799-82-3050

※航行船舶との交信状況見学、
センター業務体験、屋上からの
明石海峡大パノラマ展望等

【通常公演】

大人1,500円

7/2(木)～12(日)
13(月)～21(火)
23(木)～31(金)

中高生1,300円

小学生1,000円

10:00､11:00､13:00､14:00､15:00
大人1,000円

中高生800円

大人1,500円

中高生1,300円

南あわじ市福良甲1528-1

｢人形解説｣「壺坂霊験記 山の段｣

小学生600円

幼児200円

小学生1,000円

「戎舞｣ ｢人形解説｣ 「伊達娘恋緋鹿子

幼児300円
｢人形解説｣「戎舞｣

幼児300円

火の見櫓の段」

※なお26(日)は演目が変わります。｢太夫、三味線、人形解説｣・｢戎舞｣

地先
TEL 0799-52-0260
FAX 0799-52-3072

【夏休み特別企画】

7/25(土)～8/30(日)の土日

11:00の公演終了後
7/25(土)～8/31(月)
【休館日】

バックステージツアー

但し、8/22（土）を除く。

先着20名（11:00の公演を鑑賞された方限定）

大人1名様ご入場につき子供3名（小学生以下）を無料。

毎水曜日は定休日になります。

７/1、8、15、22、29

第３０回「あわじ花と緑のコンクール」の作品募集！！
人と自然の豊かな関係をきずく『公園島』の実現をめざ
し、ｶﾞｰﾃﾞﾅｰとして活動した成果を競う「第３０回あわじ
花と緑のコンクール」を実施します。
◆主催:（一財）淡路島くにうみ協会
特定非営利活動法人 あわじ緑花協会
◆応募先：（一財）淡路島くにうみ協会事業課
〒656-0022 洲本市海岸通1-11-1
TEL 0799-24-2001 http://www.kuniumi.or.jp

１

応募期間
平成２７年６月１日(月)～８月２１日(金)
２ 応募対象
淡路島内で四季折々の花と緑を大切に育てている
個人、家族、グループ、団体
３ 応募方法
各市、淡路県民局、淡路島くにうみ協会に備え付け
の応募用紙に記入、最も花と緑が美しい季節のカラー
写真ＬＬ版２枚（全体、部分）、異なる季節の花壇等
のカラー写真ＬＬ版１枚にコメントをつけて応募する。

ポケットあわじvol.１５８ ２０１５年７月号
Page ８

場 所

ギャラリー・インフォメーション

イベント

淡路の文化活動･イベント情報

日時・会場

料金等

洲本市
市民交流センター

花の絵ファンタジック
水彩画展

7/2(木)～7/31(金)

観覧無料

9:00～21:00
最終日は13:00まで

【問】市民交流センター

〒656-0054

※いろいろな種類の花を水彩
絵具でにじみの魅力を活かし
て描き楽しんでいます。

アールギャルリー

洲本市宇原1788-1
TEL 0799-24-4450

0799-24-4450

月曜休館

FAX 0799-24-4452

南あわじ市
滝川記念美術館玉青館
〒656-0314
南あわじ市松帆西路1137-1

平成27年度
館蔵品展Ⅰ

7/4(土)~
9:00～17:00
(入館は16:30まで)

黄檗宗祖隠元禅師一代記 月曜休館(ただし7/20は開館)

TEL 0799-36-2314
FAX 0799-36-5408

淡路芸能文化体験教室
約５００年の歴史をもつ淡路が誇る人形浄瑠璃

◆会場

Ⅰ

の外題を語る「素浄瑠璃体験」にチャレンジして
みませんか？

Ⅱ

<参加無料>

◆主催

淡路人形浄瑠璃魅力発信事業実行委員会
兵庫県淡路県民局 淡路文化会館
◆問い合わせ 淡路文化会館（担当：開）
TEL 0799-85-1391 FAX 0799-85-0400

俳句入門講座
俳句初心者の方々を対象に、
俳句の基礎知識や俳句の歴史、作
り方等を４回に分けて学ぶことが
できる講座を開きます。ふるって
ご参加ください。

■
■
■
■

Ⅲ

◆募集定員
◆募集期間

日

戦！！

」に挑
浄瑠璃

「素

洲本市会場（洲本市立洲本中央公民館予定）
平成２７年８月２日（日）13:30～15:00
外題：伽羅先代萩（めいぼくせんだいはぎ）
淡路市会場（淡路市田井会館予定）
平成２７年８月２９日（土）13:30～15:00
外題：日高川入相花王（ひだかがわいりあいざくら）
南あわじ市会場（南あわじ市市公民館予定）
平成２７年９月２７日（日）13:30～15:00
外題：絵本太功記（えほんたいこうき）
各会場２０名程度（※先着順）
Ⅰ：7/3（金）～7/17（金） Ⅱ：7/24（金）
～8/7（金）
Ⅲ：8/28（金）～9/11（金）

８月２２日(土)、２９日(土)、９月１２日
(土)、９月２６日(土)
14:00～16:00
場 所
淡路文化史料館
講 師
髙田 菲路、正井 良徳、中谷 のぶ、
三根 香南、稲山 忠利の各先生方
募集対象 島内在住・在勤・在学の高校生以上の方
■ 定 員
先着４０名※事前申し込みが必要。
■ 受講料 ５００円（全４回分）
■ 問い合わせ先 （一財）淡路島くにうみ協会

夏ですね。お出かけの計画はいかがです
か。私はここ数年、毎年夏になると「青春
18きっぷ」というのを使って列車の旅を
しています。この切符、聞いたことがある方、すでに使ったこ
とがある方もおられるでしょう。夏季の使用期間が7月20日か
ら9月10日までで、JRの全区間、普通や快速など運賃のみで乗
車できる列車が1日あたり2,370円で乗り放題です。一昨年は
富山への往復。昨年は長崎から神戸三ノ宮まで帰ってきまし
た。ほとんどが各駅停車でしたので1日では帰ってこられず広島
で1泊。何回か下車し寄り道をしながら2日間をかけて帰ってき
ました。こんな列車の旅もいかがでしょうか。さて、今年はど
こへ行こうかな。皆さんものんびりと出かけてみませんか。
（応援隊 田処壱久）

編集だより

大人300円 高大生200
円 小中生100円
※小中生は｢ココロンカー
ド｣｢のびのびパスポー
ト」利用可
【問】玉青館
0799-36-2314

時

TEL 0799-24-2001 FAX

0799-25-2521

「ポケットあわじ」は、毎月3,000部発行し、応援隊の手により、島内各
市の庁舎・公民館・商業施設など約２４０カ所に無料配布しています。
淡路文化会館のホームページでご覧になると、カラー版でお楽しみいただ
けます。読者の皆さまからのお便り、情報をお待ちしています。
http://www.eonet.ne.jp/~awaji-cc/

（発行）淡路生活創造応援隊
淡路文化会館
〒656-1521 淡路市多賀600

TEL 0799-85-1391 FAX 0799-85-0400
E-mail：a-pocket@hyogo-ikigai.jp

