
2017年 2月 使用済み切手のご協力団体一覧 

 

2017年 2月 1日～28日の期間に JOCS東京事務局と関西事務局への使用済み切手のご寄付を確認し、登録した団体名の一覧です。 

法人格の表記については省略形とさせていただいております。あらかじめご了解くださいますよう、お願いいたします。 

 

（医）準和会富樫医院 

（医）門田診療所 

（一般社）日本薬局協励会 

（株）ＡＢ企画 

（株）CIJネクスト 

（株）DNP フォトルシオ 

（株）ＮＩＰＰＯ 栃木北出張所 

（株）ＮＩＰＰＯ中部支店 

（株）NIPPO豊田出張所 

（株）ＮＴＴ-ＭＥサービス 

（株）TT トレーディング 

（株）アイジーコンサルティング 

（株）アサヒ測量 

（株）アズプラン 

（株）アリシア 

（株）アルフォ 城南島飼料化センター 

（株）イトーキ 

（株）イネツ仙台 

（株）エフ・エム・アイ 

（株）オーヤラックス東京工場 

（株）オオワダ 

（株）オンザマーク 

（株）カナイワ 

（株）カレッヂ 



（株）クレアホーム 

（株）グレースコーポレーション・ジャパン 

（株）クレオン 

（株）ケイハイ 

（株）コンクラ企画設計 

（株）サクセス 

（株）サングリーン横浜支店 

（株）サンライフコーポレーション 

（株）シード・プランニング 

（株）ジェイビーホンダエーヂェンシス 

（株）シオン 

（株）ジャパンセル 

（株）スズデン 

（株）タイセイ 

（株）タイセイ 

（株）チノー 山形事業所 

（株）テイクアンドギヴ・ニーズ 

（株）ディムコ 

（株）テンダーラビングケアサービス 

（株）トランスウェブ 

（株）ナイン自動車 

（株）ニッコウトラベル 

（株）ニッセツ 

（株）パームコートインターナショナル 

（株）バイセル 

（株）パオ 

（株）ビジネス通信工業 

（株）プルータス 

（株）ベルパーク 



（株）マイスターエンジニアリング 

（株）みらい創研グループ 

（株）ムラキ 精機部 

（株）メガ 

（株）メジャーテックツルミ 

（株）もりとも 

（株）ヨロズ愛知 

（株）リキ電業 

（株）ローヤルエンジニアリング 

（株）ワイズ・ヒューマン・パートナーズ 

（株）伊予銀行 広報 CSR室 

（株）加藤電器製作所 

（株）科学飼料研究所 

（株）懐石倭 

（株）関工ファシリティーズ 

（株）菊星 

（株）魚喜本社 

（株）駒井ハルテック 

（株）栗原医療器械店 

（株）兼松建設興業 

（株）古川電機製作所春日井工場 

（株）宏和商会 

（株）弘輝 

（株）国本 

（株）三州電気 

（株）山田組 

（株）春秋社 

（株）神鋼環境ソリューション 

（株）生活科学運営ライフ＆シニアハウス港北 



（株）生活科学運営ライフ＆シニアハウス港北 

（株）石川 

（株）千葉寺岡 

（株）大地住建  

（株）大島組 

（株）竹中工務店 東京本店安全衛生協力会 

（株）辻村 

（株）東京海上あんしんエージェンシー 

（株）藤坂 

（株）内田洋行ビジネスエキスパート 

（株）日本政策投資銀行 

（株）日陸 

（株）博報堂 

（株）不二サッシ神奈川営業部 

（株）文友社 

（株）北陸銀行 

（株）北陸銀行 

（公）東京都保険医療公社 多摩北部医療センター 

(公社）四日市法人会 婦人部 

(公社）団法人行田法人会 

（公社）日本河川協会 

（財）宮崎県国際交流協会 

（財）新潟県国際交流協会 

（財）切手の博物館 

（財）全国中小企業共済財団 

（財）日本国際協力システム 

（社）七日会特別養護老人ホームせたがや給田乃杜 

（社）新・建築士制度普及協会 

（社）日本看護家政紹介事業協会 



(社福)川崎市社会福祉協議会 

(有)ガム 

（有）カレルチャペック 

（有）サウンドエッグノッグ 

（有）さとう憲工務店 

（有）ジパング・プロジェクト 

（有）ナカタ 

（有）ハートフルクリエーション 

（有）幾三音楽出版 

（有）東京エイドセンター 

（有）不二越総合保険事務所 

（有）友田保険事務所 

ＡＧＣファブリテック（株） 

ＥＨ（株） 

ＪＡＭ甲信 

ＪＴＢスーベニアアンドフォトセンター 

KOJIMA LABEL 

ＮＥＣソリューションイノベータ労働組合 

PL本庁総合事務所 

Sun.Family 

ＹＴＴインターナショナル（株） 

ＺＡ／ＺＡ ＯＦＦＩＣＥ 

アステラスビジネスサービス（株） 

アズマックス（株） 

アルフレッサメディカルサービス（株）オフィスサポートセンター 

イーデザイン損害保険(株) 

イオンクレジットサービス（株） 

イオン金沢シーサイド店 

イハラケミカル工業（株） 



インマヌエル中目黒教会 

エイエムオー･ジャパン（株） 

エクシオ物流サービス（株） 

エクレ（株） 

オイコスチャーチ 

オーナーズエージェント（株） 

オリックス（株）新宿支店 

かえで幼稚園 

カトリック一宮教会内国際交流会 

カトリック麹町教会 海外医療援助切手グループ 

カトリック大浦教会 

カトリック鍛冶ヶ谷教会 

カトリック北町教会 

キタド電工 

キリンビールマーケティング（株） 

クラリオン（株） 

グローバルアドバンストメタルジャパン（株）会津工場 

コーヨー日軸（株） 

コドモの園幼稚園 

コマツ産機（株） 

コンパス訪問看護リハビリステーション 

サークル虹 

さが家庭・少年友の会 

サクサビジネスシステム（株） 

サンフレンズ善福寺 

ジェイアール東日本レンタルリース（株） 

シオン保育園 

シオン幼稚園 

シティパークホテル八戸 



シブヤ精機（株）浜松本社 

シマダヤ（株） 

スミセイビジネスサービス（株） 

セラピューティカジャパン 

センクシア（株） 

センチュリーチャータリング 

セントヨゼフ女子学園 

ソニーPCL（株） 

ソニー損害保険（株） 

ソニテック（株） 

チャネルオリジナル（株） 

ティーシーエスジャパン（株） 

テルウェル東日本（株）神奈川支店 

トヨタ部品静岡共販（株） 

とらや総務人事部 

ニ幸産業（株）北海道支社 

ビィズ・クロコ（株） 

フジトク（株） 

プライムフーズ（株） 

ベーリンガーインゲルハイムジャパン 

ホビーショップ ハピネス 

ボランティアサークル「くらむぼん会」 

マルヤマエクセル（株） 

ミカド（株） 

ミナモト通信（株） 

よいサマリア人保育園 

よこすかボランティアセンター 

レイクランド大学 ジャパン・キャンパス 

愛知県テニス協会 



旭川聖パウロ・ルーテル教会 

旭川忠和郵便局 

旭川東郵便局 

旭川脳神経外科循環器内科病院 

旭肥料（株） 

安形秀次税理士事務所 

伊集院間税会 

伊勢原市保健福祉部福祉総務課 

伊勢崎キリスト教会 

伊勢商工会議所 女性部 

医療法人社団  こじま内科 

医療法人社団 三喜会 新緑ホームケアクリニック 

医療法人社団三友会あけぼの医院 

医療法人若泉会 まつわかクリニック 

一般財団法人光線研究所 

一般財団法人脳神経疾患研究所 泉崎南東北リハビリテーション・ケアセンター 

宇都宮市立清原東小学校 

宇都宮保護観察所 

浦安市国際センター 

浦添ライオンズクラブ 

永代供養墓普及会 

横浜セントヒル霊園 

横浜英和学院 

横浜英和学院小学校 

横浜港南台ライオンズクラブ 

横浜雙葉小学校 

河辺・家の教会 

開智学院 

外井法律事務所 



学校法人植竹幼稚園 

学校法人天野学園愛珠幼稚園 

関東新聞販売（株） 

丸善雄松堂（株） 

亀川特許事務所 

久慈ライオンズクラブ 

久米会計事務所 

久木田薬品工業（株） 

宮崎県学校生活協同組合 

宮崎地区生コンクリート事業協同組合 

宮城県年金受給者協会 

共栄緑創（株） 

共同カイテック（株） 

協栄工業（株） 

曲渕税務会計事務所 

金城医院 

串木野ライオンズクラブ 

熊本火の国ライオンズクラブ 

熊本県畜産農業協同組合 

熊本東ライオンズクラブ 

熊本友の会公共部 

郡山市総合地方卸売市場精算（株） 

五洋建設（株） 

光明理化学工業（株） 

公益社団法人 空気調和衛生工学会 

公益社団法人新宿法人会 

幸和建設興業（株） 

広島皆実町郵便局 

弘中総合法律事務所 



江戸鉄(株) 

江東区亀戸児童館 

高岡市立高岡西部中学校 

高松丸亀町商店街振興組合 

佐藤製型（株） 

佐藤莫大小（株） 

崎浦ボランティアの会 

札幌市西区第２地域包括支援センター 

札幌西野中郵便局 

札幌友の会奉仕部 

三ケ日社協三ケ日収集ボランティア 

三井住商建材（株） 

三井住友海上火災保険（株） 

三井生命保険（株）登戸営業部 

三井物産アグロビジネス（株） 

三井物産スチール（株） 

三菱商事 

三和興業（株） 

山ノ内町社会福祉協議会 つつみ住民活動センター 

山形県子育て推進部 

山口県合唱連盟 

山口県合唱連盟 

司法書士行政書士 逆井一夫事務所 

司法書士矢ヶ部事務所 

鹿屋ライオンズクラブ 

鹿児島黎明ライオンズクラブ 

鹿島道路（株） 

七色の三輪車 

社会福祉協議会清須市社会福祉法人すみれ 



社会福祉法人 長岡市社会福祉協議会 

社会福祉法人すこやか福祉会葛飾やすらぎの郷 

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会 

社会福祉法人幸会 幸園 

社会福祉法人聖愛学舎もみの木保育園長峰 

社会福祉法人聖母会 

社会福祉法人東神楽町社会福祉協議会 

社団法人 日本潜水協会 東京支部 

酒田・緑ヶ丘聖書バプテスト教会 

酒田山王ライオンズクラブ 

収集グループ あさがお会 

秋田中央郵便局 

住電商事（株）東京本社 

住友重機械労働組合連合会 

住友不動産建物サービス（株） 

出光ライオンコンポジット（株） 

出光興産（株） 光友会本部事務局 

女子学院中学校・高等学校 

小樽友の会 

小豆沢墓苑 

小百合幼稚園 保護者の会 

小野コンクリート工業（株） 

小林技術コンサルタント（株） 

昭和リース（株） 

昭和日タン（株） 

松浜郵便局 

沼津千本ライオンズクラブ 

上石津地区社会福祉協議会しらゆり会 

新生紙パルプ商事（株） 



新日本法規出版（株） 

森村学園幼稚園 

神戸保護観察所 

神戸保護観察所姫路駐在官事務所 

水戸友の会公共係 

杉田エース（株） 

成増高等看護学校 

清水建築設計工房一級建築士事務所 

盛岡ユネスコ協会 

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 

聖公会 名古屋聖ヨハネ教会 

聖心女子学院  

聖路加国際大学 

西田土地家屋調査士事務所 

青山学院校友会 

青山学院中等部 

青山学院中等部 

青葉キリスト教会 

静岡県東部総合美容専門学校 

税理士 後藤 和雄 

税理士法人 連合会計事務所 

税理士法人 古田土会計 

税理士法人ＮＫＣ（株）日本経営開発センター 

積水ハウス（株）小山支店 

積水ハウス（株）名古屋シャーウッド住宅支店 

仙台演劇鑑賞会 

仙台弁護士会事務員会 

千代田教会 

千葉大宮キリスト教会 



川崎市立宮崎小学校ＰＴＡ 

川崎白百合ライオンズクラブ 

川﨑鋼管（株）伊勢原工場 

船橋市保健所 

前橋友の会 

全国共済農業協同組合連合会千葉県本部 

全日本空輸（株）健康管理センター 

創和工業（株） 

相浦光キリスト教会 

相模原福音キリスト教会 

相模台地区ボランティアの会 

草加福音自由教会 

損保ジャパン日本興亜保険サービス（株） 

損保ジャパン日本興亜保険サービス（株） 

多田機工（株） 

太陽生命保険（株）京都南支社 

太陽生命保険（株）東京支社 

大宮シオン・ルーテル教会 

大原学園 大原簿記学校 10号館 

大阪帝塚山ライオンズクラブ 

大伸建設（株） 

大池運送（株） 

大東建託（株）宇都宮北支店 

大分県立看護科学大学 

大和ハウス工業（株） 

大和ハウス工業（株）埼玉支社 

大和ハウス工業（株）栃木二宮工場 

第一生命保険（株） 

滝興運（株）本社 



瀧口木材（株） 

瀧口木材（株） 

筑波キリスト教会 

筑波キリスト教会 

秩父石灰工業（株） 

中央会堂幼稚園 

中央三洋設備（株） 

中部日化サービス（株） 本社 

朝霧ライオンズクラブ 

長津田みなみキリスト教会 

長野県上田千曲高等学校 

長野友の会 

鳥羽教会 

土屋ホーム佐久支店 

東テク北海道（株） 

東海大学附属本田記念幼稚園 

東急住宅リース（株） 

東京エレクトロンデバイス（株） 

東京パーツ工業（株）本社工場 

東京海上日動火災保険（株） 

東京海上日動調査サービス（株） 

東京学芸大学附属国際中等教育学校 

東京都｣住宅供給公社町田窓口センター・多摩窓口センター 

東京都医師テニス協会事務局 

東京八王子いちょうライオンズクラブ 

東京冷機工業（株）東京営業所 

東鉄工業(株) 

東洋羽毛工業（株） 

藤田テクノ（株）太田支店 



徳島市立千松小学校 

特別養護老人ホーム グリーハイム荒川 

栃木県県北健康福祉センター 

南山中・高等学校 

南台小学校 PTA活動支援 

日化トレーディング（株） 

日新火災海上保険（株） 

日新工業（株）千葉工場 

日西物流（株）仙台営業所 

日本アルコン（株） 

日本キリスト改革派 花小金井教会 

日本キリスト教会 蒲田御園教会 

日本キリスト教会日立教会 

日本キリスト教団 三軒茶屋教会 

日本キリスト教団 首里教会 

日本キリスト教団 横浜大岡教会 

日本キリスト教団 下谷教会 

日本キリスト教団 吉原教会 

日本キリスト教団 溝ノ口教会 

日本キリスト教団 高幡教会 

日本キリスト教団 赤間教会 

日本キリスト教団 千葉教会 

日本キリスト教団 浅草北部教会 

日本キリスト教団旭川豊岡教会 

日本キリスト教団横須賀小川町教会 

日本キリスト教団紅葉坂教会 

日本キリスト教団小倉徳力教会 

日本キリスト教団川崎教会 

日本キリスト教団谷村教会 



日本キリスト教団福岡玉川教会 

日本ソフトウェアマネジメント(株) 

日本バプテスト連盟 山形キリスト教会 

日本ピーマック（株） 

日本基督教団 江戸川教会 

日本基督教団 秋田飯島教会 

日本基督教団 上田新参町教会 

日本基督教団 越谷教会 

日本基督教団 海老名教会 

日本基督教団高輪教会 

日本基督教団桜新町教会 

日本基督教団常磐教会 

日本基督教団鶴川北教会 

日本基督教団平塚教会 

日本建設（株）東京本社 

日本航空乗員組合 

日本情報通信（株） 

日本聖公会市川聖マリア教会 

日本聖公会小金井聖公会 

日本赤十字社札幌市地区本部 

日本赤十字社徳島県支部 

日本赤十字社福島県支部 

日本福音ルーテル千葉教会 

日本放送労働組合東北支部 

日本郵便（株）旭川中央郵便局 

日本郵便（株）亀田郵便局 

日本郵便（株）広島中央郵便局 

日本郵便（株）新潟沼垂郵便局 

日本郵便（株）新潟中央郵便局 



日野キリスト教会 

日立ｵｰﾄﾓﾃｨﾌﾞｼｽﾃﾑｽﾞﾒｼﾞｬﾒﾝﾄ（株） 

能代市立第四小学校 

能美防災（株）北海道支社 

馬場幼稚園 

柏市社会福祉協議会 カトレア 

函館トヨタ自動車（株）営業企画部 

八戸まべちライオンズクラブ 

飯塚ライオンズクラブ 

菱光石灰工業（株） 

菱重コールドチェーン（株）札幌サービスセンター 

百合丘めぐみ幼稚園 

富山友の会 

富士ゼロックス岐阜（株） 

扶桑化学（株） 

福岡雙葉小学校附属幼稚園 

福島愛隣幼稚園 

福島保護観察所 

米沢ライオンズクラブ 

米沢中央ライオンズクラブ 

碧南市大浜まちかどサロン管理組合 

保坂税理士事務所 

豊府小学校 

邦友建設（株） 

北海道公立大学法人札幌医科大学 

北斗精機（株） 

北陸銀行金山橋支店 

名古屋トヨペット（株） 

名古屋友の会 



明治安田生命労働組合 

木曽友の会 

野里電気工業（株）東京事業本部 

柳沢商事(有) 

友交カーボン印刷 

郵便局（株）新潟粟山郵便局 

郵便局（株）留萌郵便局 

様似町婦人ボランティア・アポイ 

流山市社会福祉協議会 

緑バプテスト緑キリスト教会 

鈴鹿市立白子中学校 

鈴木眼科吉小路 

連坊地区民生委員児童委員協議会 

大正ライオンズクラブ 

東京海上日動火災保険株式会社 

洛陽教会 

広島県立向原高等学校 

志真インダストリー有限会社 

日本超音波工業株式会社 

小厚化成株式会社 

大阪戎橋いとはんライオンズクラブ 

住友生命保険相互会社 神戸支社 

住友生命保険相互会社 大阪中央事業部 

岡山東郵便局 

住空間設計 Labo West 

株式会社西日本ジェネリック 

済美高等学校 

奈良県大和郡山市役所 

ヰゲタ鋼管工業株式会社 



京都大学大学院理学研究科 

久留米友の会 

日本キリスト教団半田教会 

日本赤十字社鹿児島県支部 

鹿児島県中央児童相談所 

鹿児島トヨタ自動車 

鹿児島幼稚園 

鹿児島市立明和小学校 

株式会社ハンシン建設 

株式会社マイウェイファミリークラブ 

特別養護老人ホーム いのこの里 

株式会社サンフォート 

株式会社ソァーイング 

京都友の会 

加美電子工業株式会社 

関西トクヤマ販売株式会社 

株式会社マキタ 

三協工材株式会社 

梅花女子大学 

四国中央医療福祉総合学院 

鳥居薬品株式会社 

マルナカ産業有限会社 

株式会社プラス設計 

大日機設工業株式会社 

小松運輸倉庫株式会社 

株式会社日本コンタクトレンズ 

株式会社中郷 

株式会社 NIPPO 

西日本イワタニガス株式会社 



ニチレキ株式会社 

北興化学工業株式会社 

芦屋駅前郵便局 

甲南病院 

神戸聖愛教会 

エイベックス株式会社 

おたからや西春店 

大阪 YWCA 

一般社団法人 POOLE 

アサヒ飲料株式会社 

サンホームサービス株式会社 

Yuko & Co.,Ltd. 

カイタックグループ 

旭精密株式会社 

NSSBマテリアル株式会社 

株式会社ヒットソース 

出雲ロータリークラブ 

えひめ中央農業協同組合 

彦根市社会福祉協議会 

平和管財株式会社 

JA三井リース株式会社 

倉敷友の会 

瀬南郵便局 

明石ベテル教会 

小倉運送株式会社 

協立調剤薬局 

東洋クロス株式会社 

NHK京都放送局 

月星海運株式会社 



立命館大学 

株式会社杉本工務店 

株式会社大設工業 

大野郵便局 

セイコータイムシステム株式会社 

司法書士矢ヶ部事務所 

シスメックス株式会社 

東邦化学工業株式会社 

浅井産業株式会社 

四国地方郵便局長夫人会 愛媛県中予地区夫人会 

四国地方郵便局長夫人会 徳島東部夫人会 

福山ロータリークラブ 

日本キリスト改革派 灘教会 

株式会社サンホーム 

クリナップ株式会社 

こばと幼稚園 

高槻市シニアクラブ連合会 

レックホールディングス株式会社 

株式会社明輝クリーナー 

株式会社ダンロップゴルフスクール 

杉山住機株式会社 

株式会社山本精工所 

JTB-CWTビジネストラベルソリューションズ 

広嶺中学校 

出雲市社会福祉協議会 

株式会社メディテックジャパン 

株式会社明西エンジニアリング 

岡山トヨペット株式会社 YAHHO倉敷 

ボランティアグループ婦人会 



広島伊丹電機株式会社 

福和商事株式会社 

株式会社大幸 

時津カトリック教会 

阪田産業株式会社 

一般社団法人生命保険協会 和歌山県協会 

公益財団法人日本動物愛護協会 

昭光通商株式会社 

マルカ林業株式会社 

ロールス・ロイスジャパン株式会社 

立正佼成会大阪教会 

香芝市切手ボランティア 

福岡博多中ライオンズクラブ 

大阪愛徳幼稚園 

アールイーメディカル株式会社 

日本キリスト教団玉出教会 

株式会社ニッセイ シーエスティー 

仁川幼稚園 

救護施設 三徳寮 

石原アメニテック株式会社 

汽罐部品製造株式会社 

大阪すみのえライオンズクラブ 

宇摩医師会 

構造計画研究所 

ユーフーズ株式会社 

大阪東住吉平野ライオンズクラブ 

東洋土木興業株式会社 

岡山市中区福祉事務所 

株式会社昭和商会 



竹の里幼稚園 

岡垣町ボランティアセンター 

大阪府貨物運送健康保険組合 

名古屋エアケータリング株式会社 

株式会社内外美装 

市民生活協同組合ならコープ 

鈴鹿ルーテル教会 

アンビック株式会社 

土井特殊鍍金工業株式会社 

トークシステム株式会社 

福岡ソフトバンクホークス株式会社 

松江しんじ湖ロータリークラブ 

広島南ロータリークラブ 

株式会社ヒューマニック 

ノートルダム学院小学校 

スタジオ・ヨギー名古屋 

横河東亜工業株式会社 

ポートエンタープライズ株式会社 

ツカザキ病院 

大阪誠和食品株式会社 

報国エンジニアリング株式会社 

明治学園小学校 

広陵疋相郵便局 

塩屋土地株式会社 

近畿大学 

タイヨー電機株式会社 

四国地方郵便局長夫人会 徳島県南部地方地区夫人会 

富山県立高志支援学校 

中播磨健康福祉事務所 



トップトレーディング株式会社 

株式会社舞鶴クレーン 

同志社大学 ITサポートオフィス 

同志社幼稚園 

熊本県立黒石原支援学校 

株式会社加賀屋 

株式会社エフピコ 

勝浦町社会福祉協議会 

大阪保護観察所堺支部 

西宮友の会 

日之出キリスト教会 

株式会社ミヤケ 

株式会社 NIPPO 

大分市立城南小学校 

三菱商事建材株式会社 

株式会社西建設計 

神戸布引教会 

株式会社三栄金属製作所 

ナニハ繊維工業株式会社 

株式会社オカムラ物流 

和歌山県農業協同組合中央会 

伊藤忠システック株式会社 

株式会社コラボレ 

東京海上日動火災保険株式会社 

新明産業株式会社 

株式会社ソーラーエンジニア 

中井ガスエンジニアリング株式会社 

吉川輸送株式会社 

神戸家庭裁判所 



MB教団石橋教会 

八尾福音教会 

大阪市立大学大学院医学研究科 

ユースサービス大阪 

シーアイ化成株式会社 

深田サルベージ建設株式会社 

大阪市住まい公社阿倍野住宅管理センター 

フクエイ株式会社 

弥生法律事務所 

さつま町立薩摩中学校 

本成寺 

前澤化成工業株式会社 

東京海上日動火災保険株式会社 

株式会社大阪中央会計事務所 

株式会社石原商会 

杉安在宅支援総合センター 

株式会社大月真珠 

サンキ産業株式会社 

宇田ファミリークリニック 

大野郵便局 

イワシタフーズ 

千如寺大悲王院 

トヨタカローラ山口 

川内第一ライオンズクラブ 

浮羽ライオンズクラブ 

モリ工業株式会社 

燦ホールディングス株式会社 

博多駅前法律事務所 

伊藤ハム株式会社 



ボランティア虹 

北河内ボランティアセンター 

大阪市立姫里小学校 


