常に深 い感 謝 の 心 を
もって自ら行 動する
一 人ひとりの 人 格 を大 切に
生きる喜び・働く喜びを知る
社 会に開 かれた活 気に満ちた環 境 を創る
福 祉サービスの 理 想 像 を
求めて常に前 進する

報 恩 感 謝
人権尊重、障害者の自立と
社会参加を支援

社 会 福 祉 法 人 朝日園の理念

ご挨 拶

社会福祉法人

朝日園

理事長

壷井

邦子

梅のつぼみもほころび、春の訪れが待ちどおしい季節と

なりました。皆さまにおかれましては、平成二十八年の新

しい年をつつがなくお迎えのこととお慶び申し上げます。

私共も大勢のみなさまに支えられて、無事に新年を迎えることが出来ましたこと、心

からお礼申し上げます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
■みんなちがって、みんないい

自由に動くことのできない人も、支援を受けながら、周りの人に感謝し、明るく生

きている姿は、眩しいほどに私を元気づけてくれます。「障がいは個性」なのです。

わたしが両手をひろげても、お空はちっともとべないが、

とべる小鳥はわたしのように、地面をはやくは走れない。

たくさんのうたは知らないよ。

わたしがからだをゆすっても、きれいな音はでないけど、
あの鳴るすずはわたしのように

金子みすずの「わたしと小鳥とすずと」より

すずと、小鳥と、それからわたし、みんなちがって、みんないい。

■感謝

本年は、社会福祉法人朝日園の法人創立四十周年、創設者の初代白井要平理事長の

生誕百年という節目の年でございます。創設以来四十年、障がい者の 共
｢ に働き、共

に暮らす 社
｣ 会づくりに邁進してまいりました。大勢の皆様のご理解とご協力とご支

援あってこそと改めまして感謝・感謝でございます。これからも、当法人の事業運営

に内外の皆様からのご激励とご支援をよろしくお願い申し上げます。

http://asahien.or.jp/

［発行所］
香川県高松市前田東町585-5
社会福祉法人 朝日園
［発行人］
壷 井 邦 子
［印刷所］
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福祉サービス 質の向上

第 89号
▲すずらん
▲朝日平成園

生活介護
▲朝日園

各施設の
初詣
職員
▲法人朝日園

平成28年2月1日発行

髙橋

朝日園

創立四十周年に向けて
障害者支援施設
施設管理者

二〇一六年が明けて、はや一か月余りがたちました。

英雄

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度
の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔て
られることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社
会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目
的とした「障害者差別解消法」が四月に施行されることで、障がい
者の権利に対する社会の意識も変わりつつあります。
そうしたなか朝日園も四月に創立四十周年・創設者白井要平氏生

菅谷

朝日平成園

初心に戻る一年に

障害福祉サービス事業所

施設管理者

拓

昨年の話になりますが、安倍晋三首相が無投票で再選され、記者会見の

場で「一億総活躍社会」をめざし、新たな三本の矢として「強い経済」

「子育て支援」「社会保障」の三分野を重点的に政策を推進すると報告さ
れました。

私たちは障がい者の支援に従事しています。朝日園、朝日平成園は障が

い者の仕事の場所として、その施設の意義を持っています。そして、仕事

だけでなく、日々の生活の中で楽しみを持てるように、プログラムを企画

し、行事をおこなって支援をしてきました。これからも、障がいを持った

方が、全員活躍できるよう、支援していく施設であり続けるよう、職員一

同頑張っております。また安倍首相は介護離職ゼロということを言われて

おり、仕事と介護の両立できる社会を言われております。そういった社会

誕百年を迎えることになります。
今回のあさひ八十九号が印刷され、皆様のお手元に届くころには

を支えることが出来るように頑張っていきます。また法人としても、離職

ます。今年も一年よろしくお願いします。

地域の方々に感謝しつつ、初心に戻り一年を過ごしていけたらと思ってい

代理事長の生誕百年の年でもあります。あらためて関係各位のみなさま、

今年は法人朝日園の創立四十周年、また朝日園を創設された白井要平初

行っています。

者が出ないよう今年度からＧＳＨＭＳに取組み、安全衛生委員会を月一回

記念式典・記念誌の印刷等の準備をしている時期だと思いますが、
四十年を振り返ることによりそれぞれ利用者の方や職員が再度、
朝日園についての思いを深める機会と同時にこれから五年・十年・
二十年後の将来に向けて「朝日園」をどう進めていくかを皆さん
で、思い・描ける一年にしたいと考えています。
今年も一年よろしくお願いします。

施設だより
新作業棟完成！

障害者支援施設

朝日園

平成27年10月、日本財団社会福祉施設改造助成金により、かねてから建設中だった新作業棟が完
成しました。落成式が10月10日（土）「地域ふれあい秋まつり」と同日に執り行われました。
これからは朝日園新作業棟1階の駐車場と、事務所や作業場のある従来棟の建物まで新作業棟のエ
レベーターで移動することが出来るようになりました。
とても広々として窓が多く明るい作業場です。これからここで様々な作業が出来るようになりま
す。工賃アップを目指し頑張ります。

障害福祉サービス事業所

朝日平成園

レッツダンス！
アートリンク事業に参加させていただいて、2年目となりまし

た。ダンスの時間が近づくと、嬉しくて落ち着かない様子で、
時計を繰り返し確認し「先生達もう来るかなぁ」と、とても心
待ちにしています。想像したことを思いのまま体全体を使って
表現する。ダンスを通し利用者の皆さんの新しい一面を数多く
目にする事もあり、未知の表現力には職員も驚かされていま
す。昨年は様々なイベントで発表を重ね、今では一人一人が素
晴らしいパフォーマーとして、自信にあふれた顔で舞台へと上
がって行きます。今後もアーティストの方々と一緒に楽しい時間を過ごしていきたいと思っております。

障害福祉サービス事業所

パーティーしたよ☆

すずらん

①10/31（金）ハロウィンパーティー

皆さん、思い思いの仮装でワイワイ！！
ナポリタンやからあげ・かぼちゃプリンなどおいし
いお料理もたくさん食べてお腹いっぱい☆

②11/12（金）おでんパーティー

食欲の秋☆すずらんで初めてのおでんパーティー
を行いました。
大根・たまご・天ぷら・お肉etc…ほかほかの手
作りおでんは大好評でした！

③12/24（木）クリスマスパーティー

毎年恒例のクリスマスパーティーです。今年はチ
キンに加え、サンさんのパンを使ってのセルフサン
ドイッチ（自分で作るサンドイッチ）に挑戦しまし
た。ポテトサラダもかわいく、おいしくできまし
た。午後からは、サンタクロース＆トナカイさんか
ら、プレゼントをもらって笑顔いっぱいのパーティ
ーとなりました。

福 祉ホーム

朝日つばさ
1月12日(火)

“まねきねこ”にて

今年もよろしく！
新年会を開催しました。みんなで夜外出するのは初めての

試みでしたが、総勢17名

歌って歌って笑って笑って、あっという間に時間が過ぎていきました。

「たのしかった」「また

こようね！！」と興奮さめやらぬ表情で話してくれました。

参加者全員が笑顔の３時間でした。
今年もよろしくおねがいします。

地域活動支援センター

鏡開きだよ！
！

あさひ

1月13日(水)に鏡開きを行いました。…といっても、利用者さんのお宅のお餅をお裾分けし
ていただき、皆さんでぜんざいを作りました。お餅を小さく切り、丁寧に焼き、あまーいお汁
に入れて少し煮詰めて出来上がり♡

とても美味しいぜんざいができました。

今年も良い年になりますように！！

障 害 者 生 活支援センター

あい

相談受け付けます！

障害者生活支援センターあいでは、障がい児・者の皆さんやその家族が地域の中でより良
い生活が送れるように様々な相談をお受けし、その方に適するサービスが提供できるように
一緒にプランを考え、支援していく相談窓口です。
日常生活でお困りのことがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。
こんな時は「障害者生活支援センターあい」に連絡を!!
＊車椅子が使いたいけれど、今の家で生活できるかしら？
＊働いて一人暮らしがしてみたい!!
＊役所から書類が届いたけれど、よく分からない。

♦午前９時～午後５時（月～金、第1・3土曜日）
祝祭日はお休みです。
♦TEL：087-847-1021
♦FAX：087-847-1031
♦Eメール：soudan-ai@seagreen.ocn.ne,jp

セブンイレブン

～

2016. 1
た。

ただき、さながら同窓会のような時間も楽しめまし

からは約四十名が参加し、全力で競技に臨みまし

約八百名の選手が参加する中、朝日園・朝日平成園

た。一位を獲得 した利用者様は賞品を笑顔で受け取

っていました。

レオマバリアフリーデー

卓球バレーやゲームを通じ

ポーツ少年団の子供たちと

（水）今年も氷上小学校ス

楽しみ、ゆっくりと昼食

雨のため室内の乗り物を

ってきました。当日は大

フリーデーに三十名で行

平成二十七年九月十六日、レオマワールドバリア

て交流を深めました。笑顔

のバイキングを堪能しま

「雨も良かった」と帰り

選べる時間もできたので

と 歓 声 で 三 木 町 Ｂ ＆ Ｇ海 洋

香川県障害者スポーツ大会

した。お土産をゆっくり

まれ、爽やかな汗を発散で
きました。

の車中では満足の笑みを

浮かべていました。

顔が素敵でした。今年は三十回目の節目となる開催

ナーの対応も当園利用者様が行い、自信に満ちた笑

た。また、就労センターが準備したアンケートコー

や髪飾りなどを利用者様が中心になって販売しまし

し、たれ吉やメモ帳などの紙製品、手作りのバッグ

ールが開催されました。朝日園・朝日平成園が参加

の三日間「ゆめタウン高松」にてナイスハートバザ

平成二十七年八月二十一（金）〜二十三日（日）

ら嬉しいです。

理解してもらえた

通に知り、普通に

がい者のことを普

られた皆さんが障

しました。受け取

た。丸亀町の商店街を行 く人にチラシと粗品を手渡

ンペーンに朝日園から利用者様四名が参加しまし

平成二十七年十月一日、障害者を守る日街頭キャ

障害者を守る日

で、懐かしい方やお世話になった方も多くご来場い

はばたけ未来」をスローガンに開催されました。

にて第十六回香川県障害者スポーツ大会が「君の夢

平成二十七年九月十二日（土）丸亀市陸上競技場

センター体育館は熱気に包

平成二十七年八月五日

氷上スポーツ少年団交流卓球バレー大会

2015. 6

ナイスハートバザール かがわ
in

画！見ている人も楽しめて、笑いと歓声が巻き起こ

「車椅子パンくい競争」「借り物ゲーム」は初企

来場の方やボランティアの学生さんも参加できる

ンドの演奏など大きな拍手が沸き起こりました。ご

品展、ステージでの華やかなダンスショーと平成バ

育所の子供達と学生の方々の絵画や書道を集めた作

た。昨年より表彰を行うようになりました地域の保

族、地域の方もお祝いに駆けつけてくださいまし

執り行われ、多くのご来賓の方や利用者様のご家

た。今年は、新作業棟が完成し、合わせて竣工式が

した「地域交流ふれあい秋まつり」が開催されまし

わしい暑くも寒くもない良き日、毎年恒例となりま

平成二十七年十月十日（土）、お祝いの日にふさ

竣工式・秋まつり

キャラクターでもあ

グッズコーナーでは

激されていました。

イドに利用者様も感

れており、丁寧なガ

くさんの商品が作ら

が、建物の中ではた

ケーションでした

います。焼肉のたれ工場とは思えない素晴らしいロ

はきれいに整備されたヨーロッパの庭園で囲われて

た。工場はフランスのお城のような建物、その周り

の皆さんは日本食研宮殿工場見学に行ってきまし

名、十月二十六日（月）三木地区四十八名の利用者

平成二十七年十月二十日（火）高松地区四十七

研修旅行（愛媛方面）

旅行となりました。

でき、楽しい日帰り

ルにも触れることが

りの良い高級なタオ

見学しました。肌触

の美術館ももちろん

堪能し、今治タオル

テルでの中華料理を

さを誇る今治国際ホ

食は今治市一番の高

も多かったです。昼

ぐるみを購入する方

る「バンコ」のぬい

っていました。

三木町民大運動会・まんで願。
平成二十七年十月十二日
（月）体育の日【三木町総合運
動公園】十月二十四日（土）
【三木町文化交流プラザ北駐車
場】にて三木町主催のイベント
が行われました。朝日園の職員
でつくる「朝友会」は、地域の
イベントに参加し、社会福祉法
人として地域貢献を行っています。今年もフランク
フルトや焼きそばを販売しました。利用者様もご家
族やお友達と来てくれたり、町内の福祉関係者の方
も多くご来店いただき瞬く間に完売しました。

者 ス ポ ー ツ 大 会 「 ２０ １５

紀の国わかやま大会」

平成二十七年十月二十二日〜二十七日、全国障害

全国障害者スポーツ大会

合同忘年会が行われまし

六日（土）、法人朝日園の

平成二十七年十二月二十

合同忘年会

社会福祉法人朝日園
創立四十周年のお知らせ

度身体障害者授産施設「朝日園」が創設されて平成

昭和五十年に社会福祉法人朝日園の認可を得、重

きましたが、今回は朝日園

た。例年宴会場等で行って

が和歌山県で開催されました。
朝日園からは四宮譲二さんがジャベリックスロー
と砲丸投げに参加されました。

二十八年四月に四十周年の節目を迎えます。

ん、おいしいお弁当とうど

全員で、力を合わせ創り上げて参ります。

創立四十周年にふさわしい式典とお花見会を職員

おります。

「四十周年記念誌」四月一日発行を目指し頑張って

成に取り掛かっております。また、広報部会では

利用者様と職員で作る「巨大モザイクアート」の作

とイベント部会が企画しております。就労部会では

素晴らしい音楽に親しんでいただきたいと総務部会

は、プロの音楽家の方をお招きし、満開の桜の下で

「桜の舞コンサート」と名付けたこのコンサート

しめるお花見会とコンサートを開催いたします。

午後からは利用者様のご家族、地域の方々と共に楽

周年記念式典」の開催を予定しております。また、

成二十八年四月二日（土）午前十時より「創立四十

なご尽力やご貢献いただきました皆様をお招きし平

つきましては、社会福祉法人朝日園の発展に多大

を会場にアットホームな忘
今回、全国障害者スポーツ大会に出場させていた

んを食べつつ同席の方と楽

年会になりました。みなさ

だきましたが、自分では納得できなかったので、ま

しく談笑されていました。

四宮譲二さんからのコメント

た来年も出場できるように頑張りたいと思います。

職員・利用者様のバンド演
奏やカラオケ大会の後、お
楽しみ抽選会で一年をしめ
くくりました。

年賀式
平成二十八年一月四
日（月）法人朝日園の
各施設で年賀式が行わ
れました。
朝日園では壷井理事
長より年始の挨拶があ
りました。「良い一年で
ありますように」と利
用者様・職員共に心を新
たにしていました。

現場の
②浴槽もピカピカに仕上げます

③ストレッチャーも洗って、きれい
に水分を拭き取ります

⑤洗濯物を干していきます

⑥着脱室の清掃も最後まできっちりと
行います

朝日平成園

就労継続Ｂ型

終わった時の達成感をみんなで感
じられること。
今後も目標は？
よりきれいに短時間で掃除を終わ
らせるように、これからもみんなで
仲良く頑張ります

【すずらん職員より】
・時間的な余裕ができ、次の支援に
もスムーズに入ることができ、利用
者さんに待っていただくことがなく
なりました。
・身体的な負担が減り、午後からの
業務にもはつらつと取り組めます。
・いつもきっちり清掃してくれるの
で、とても気持ちがいいです。
・本当に助かっています。ありがと
うございます。

！！

すずらん浴室清掃について
朝日平成園
就労継続支援Ｂ型メンバー
渡辺 勝平さん、長町 美雪さん
久保 信雄さん、藤井 一真さん
す ず ら ん で は、毎 週 月 〜 金 曜 日 毎 日
午前中に入浴を実施しています。平成
二十七年六月より入浴後の浴室の床や
浴 槽、ス ト レ ッ チ ャ ー な ど の 清 掃 や 洗
濯 物 の 乾 燥・た た み な ど の 作 業 を 朝 日
平成園の四名の利用者様が担当してく
れています。

これからも、みんなで力を合わせて
頑張ります

これからも、よろしくお願いします。

デッキブラシできれ

④洗濯物を、丁寧にたたみます

【４人の感想】
●掃除をしていて、大変なこと・難し
いことはなんですか？
浴槽やストレッチャーを洗う時に、
かがんだり姿勢を変えないといけない
こと
●掃除をしていて楽しいことはありま
すか？

！！

皆さんの作業の様子を紹介します。
①まずは床掃除
いに磨きます
！！

新入職員紹介

成人おめでとう！

笑顔を大切にした
いと思っています。
よろしくお願いしま
す。
趣味：子供と自転車
で出掛ける事です。

初めての福祉での
お仕事たよりないで
すけど頑張ってやっ
ていきたいです。
趣味：子育てがひと
段落したこれから見
つけたいと思いま
す。

菅谷管理者、節水川柳最優秀賞！

と い う こ と で 朝 日 園 玄 関 に １ｍ

朝日園玄関に巨大お猿さん登場！

今年は申年！

程の段ボール製のお猿さんと ㎝ 程の小猿さんが

登 場 し ま し た ！ お 客 様 か ら は 「 か わ い い ♡」 と の

声をいただいています。

今年一年、彼

らがお客様を迎

えることになり

ます。よろしく

お願いします！

（朝日段ボール
様寄贈）

四国新聞に掲載

新利用者様紹介
毎日来ることが
できるよう頑張り
ます。
趣味：将棋が好き
です。

美和
横田

朝日園生活介護の六車さん、石井さん、職
員では印字科の宮脇さんが成人を迎えられま
した。皆さん、おめでとうございます！

これからも日々精
進できるように前向
きに取り組みたいと
思います。

30

▲11月21日

▲名前募集中です！

千尋さん
職員 宮脇
朝日園

清掃や箱折など
の作業に取り組ん
でいます。これか
らも様々な仕事に
挑戦したいです。
趣味：ＡＫＢを聞
くことです。

ボルトナットの
作業を行っていま
す。よろしくお願
いします。
趣味：休日は時々
釣りに出かけま
す。

毎日皆と仲良く
様々な活動してい
ます。家族と出か
けたりするのが休
日の楽しみです。
趣味：ＡＫＢやジ
ャニーズ系のＣＤ
を聞くことです。

朝日園
六車 佳那子さん
朝日園
石井 里さん

和男さん
細谷
信雄さん
久保
正輝さん
西尾
航さん
大濱

佐々木万紀子

朝日園就労継続A型（印字科）
平成27年7月利用開始

朝日平成園就労継続B型
H27年７月利用開始

朝日平成園就労継続B型
H27年９月利用開始

朝日平成園 生活介護
H27年12月利用開始

かがやきびと

彩花 さん
星野

このコーナーでは、法人朝日園
で働く女性にスポットをあて、そ
の活躍を紹介します。今回は「地
域活動支援センターあさひ」で生
活支援員として活躍されている星
野彩花さんにインタビューを行い
ました。

押して猿の輪郭にします。中に目や鼻を書

絵の具を塗り、それを紙にハンコのように

りました。両手の小指の外側に好きな色の

でも簡単に猿を描くことが出来る方法があ

今回は年賀状を作ろう！ということで誰

として、絵手紙教室を開催しています。

朝日平成園生活介護では創作活動の一環

手作り年賀状

ギャラリーあさひ

▲肉を食べて頑張りましょう！

ととっても嬉しいです。
．活動センターの仕事で、こんな
ことをやってみたい！というアイ
デアはありますか？
Ａ．夏は花火大会、冬はイルミネー
ションを利用者様と見に行きたい
です。ベランダで家庭菜園もした
いです。
．好きな食べ物は何ですか？
Ａ．肉です。ちなみに牛肉です。焼
肉最高♥

き込んで完成です。色とりどりのいろいろ
なお猿さんができました。

ました
成し

朝日平成園

な？
うか

第四回

誰に出そ

地域活動支援センターあさひ
生活支援員

．福祉の世界に飛び込んだ理由
は何ですか？
Ａ．身近な人が福祉関係の仕事を
していることや、人や社会の役に
立ちたいと思ったからです。

!!

Q3

．同僚の香西さんから星野さんに
一言！
Ａ．私も好きな食べ物は肉です。特
に牛肉が好きです。他業種から福
祉の仕事に就き、短期間で活動セ
ンターの業務や法人での役割を卒
なくこなす姿を頼もしく思ってい
ます。これからもお互いアイデア
を出し合
い、より
良い地域
活動支援
センター
を創って
いきまし
ょう。

完

第４回
．活動センターの仕事で特に大
変なこと、また嬉しかったことは
何ですか？
Ａ．大変なことは行事の段取り。
大変というか苦手です。しかし利
用者様が「今日も一日良く笑って
楽しかった 」と言ってくださる

どうかな？

Q1

Q2

Q4

Q5

diversity

寄附・寄贈

◆香川県共同募金助成金

◆歳末施設慰問

平成27年9月7日㈪、共同募金
会より150万円の助成を受け、施
設外就労及び送迎用自動車とし
て「レジアスエース」が、朝日
平成園に納車となりました。早
速、外出行事に利用し、今後も
目一杯活用していきます。

◆平成27年度福祉施設等市長激励訪問

平成27年12月17日㈭、三木町社
会福祉福祉協議会理事長 筒井敏
行様が「歳末施設慰問」に来園さ
れ、社会福祉法人朝日園に寄附金
を頂戴しました。利用者様の福利
厚生に使わせて頂きます。

平成27年10月6日㈫、朝日平成
園とすずらんに高松市長 大西秀人
様が訪問して下さいました。激励
のお言葉と記念品を下さいまし
た。代表として朝日平成園の渡辺
さんとすずらんの細川さんがお礼
の言葉を述べました。

見学・実習

◆見学
10月14日㈬

三木中学校フィールド学習

11月17日㈫

香川県立東部養護学校

11月27日㈮

高知県施設福祉会

8名

12月 4日㈮

氷上小学校5年生

77名

◆実習

8月31日㈪～10月 2日㈮

19名

高等部２年17名

香川大学 介護等体験実習 22名

10月28日㈬～12月 9日㈬ 香川県立高松東高等学校
訪問実習 255名
1月26日㈫～ 2月 8日㈪

高松短期大学保育学科 2名

2月 1日㈪～ 2月25日㈭

香川短期大学生活文化学科 1名

福祉サービスについて困ったり、
改善してほしいことはありませんか？
よりよいサービスを提供するために、皆さんのご意見
（苦情）をお聞かせください。第三者委員に直接相談する
ことも可能です。
苦情解決責任者
苦情受付担当者

第三者委員

髙橋

英雄・菅谷

重良・岡崎

注文頂き、誠にありがとうございました。
引き続き社会福祉法人朝日園の活動にご
理解、ご協力を賜りますようお願いいたし
ます。

これからの予定
2月

2016年 1月～5月

ヨロコビバザール（瓦町FLAG）
障害者合同面接（サンメッセ香川）

3月

うたずええもん市バザー
（こめっせ宇多津）

拓

伊豆野敦教・高橋寿美代・大西
平賀 啓子・星野 彩花・髙橋
森山

昨年は多くの方に朝日園の年賀状印刷をご

香川大学「発達臨床実践研究」
インターンシップ 6名

10月 1日㈭～12月18日㈮

年賀状印刷に
ご協力ありがとう
ございました

良子
幸代

吉隆

平成27年5月21日～平成28年1月1日現在までの苦情受付

◆朝日園 ２件 ◆朝日平成園 ０件
◆障害者生活支援センターあい １件

法人朝日園理事会・評議員会
AIP発表会
4月

社会福祉法人朝日園創立40周年記念式典
法人合同花見会

5月

法人朝日園理事会・評議員会
創立40周年記念旅行

■編集後記■ 「桃李不言下自成蹊」（とうり ものいわざれども おのずら けいをなす）寒さもひととき落ち着いた陽気な日に園庭
を歩いていてふとこの言葉が思い浮かびました。「もの言う」機会が少なかった障がい者の方々の地道な努力とあきらめない姿に人
はひきつけられ、人々が協力したい気持ちや賛同する気持ちができ、そこに制度という「蹊（こみち）」ができました。平成28年4
月より「障害者差別解消法」が施行されます。 障がい者が生きやすい社会こそが、誰もが住みやすい社会なのです。（中村）

お問い合わせ

障害者支援施設

朝日園

香川県木田郡三木町池戸931-6 ＴＥＬ(087)898-2323

http://asahien.or.jp/

