
 NPO インターンシップに申込頂き、誠にありがとうござ

います。本日の第 1 回研修会では、NPO インターンシップ

のオリエンテーションを行います。オリエンテーションでは、

まず皆様にご自分と向き合っていただき、皆様のキャリアに

ついて考えていただきます。その後、今後の予定について、

インターンのプログラム一覧や皆様の NPO インターン意向

調査を行います。 

 

 

■日時：2011 年 8 月 18 日（木）18:45～20:45 

 

■場所：岡山県ボランティア・NPO活動支援センター 

    「ゆうあいセンター」 

    研修室① 

 

■研修会次第 

18：45 開会、あいさつ 

18：50 ワークショップ説明 

18：55 キャリアシート記入 
 
19：15 プレゼンテーション 

    質疑応答 

20：15 現在のプログラム一覧 

    今後のスケジュール説明 

20：30 質疑応答 

20：45 閉会 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主催：NPO法人岡山 NPOセンター 
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「まず自分と向き合う！」「まず自分と向き合う！」「まず自分と向き合う！」「まず自分と向き合う！」 キャリアシートキャリアシートキャリアシートキャリアシート
＠社会貢献の仕事へインターンシップ！＠社会貢献の仕事へインターンシップ！＠社会貢献の仕事へインターンシップ！＠社会貢献の仕事へインターンシップ！inininin岡山岡山岡山岡山

NPOインターンに申し込んだ動機

未来
将来の夢、ビジョン
なりたい人間像（モデル像）

現在
興味のあること
今取り組んでいる事、頑張っている事

過去
人生で最も頑張った事
影響を受けた人物、出来事

課題
身につけたい/必要な能力、スキル
改善していきたい事

今必要な経験

©Area Innovation



受入先NPO 活動分野 団体の目的・活動等 団体所在地（勤務地予定）
吉備野工房ちみち 子ども、地域・まちづくり、文化・芸術の振興、男女共同

参画、経済活動の活性化、市民活動団体の支援
吉備野の持つ歴史や文化や自然などを生かしたまちづくり及び、まちづく
りに関連するその他の市民活動を行うと共に、それらを支援することを通
じて吉備野の魅力を高め、まちづくりの推進と文化の振興に寄与すること
を目的としています。

岡山県総社市三須７９６番地　

おかやま犯罪被害者サポート・ファミリーズ 子ども、青少年、福祉、保健・医療、教育・学習支援、地
域・まちづくり、地域安全、人権・平和、男女共同参画、
市民活動団体の支援、行政への改策提言、学術研究
（文学、哲学、教育学、心理学、社会学、史学）、学術研
究（法律学、政治学）

犯罪被害者等に対して、各種の支援事業を行うとともに、社会全体が被害
者の視点を大切にして被害者等を総合的にサポートできる環境づくりに寄
与することを目的としています。

岡山市北区富田町１－６－１０東光第一ビル２階

岡山市子どもセンター 子ども、青少年、地域・まちづくり、文化・芸術の振興、男
女共同参画、科学技術の振興

子どもに対して、子どもの社会参画の機会の拡充を図るとともに子ども劇
場をはじめとする子どもに関する諸団体に対して、連絡、交流、支援等の
事業を行い、よって、子どもの豊かな成長に寄与することを目的としていま
す。

岡山市北区久米348　旧白石幼稚園

エリアイノベーション 青少年、男女共同参画、経済活動の活性化、地域・まち
づくり、職業能力・雇用機会

岡山の若者と地域産業に挑戦の機会を！地域社会へイノベーション創出
を行うNPOです。「岡山起業家留学（長期実践型インターンシップ）」を運営
しています。

岡山市北区表町1-4-64　上之町ビル４F

元気交流クラブ　たけのこの家 子ども、高齢者、福祉、地域・まちづくり、起業支援 子どもからお年寄りまでの統合ケアを行い、子育て支援を行うこと、子育て
支援が充実し、一人でも暮らし続けるまちづくりを行うことを目的としていま
す。

岡山県赤磐市桜ヶ丘東４－４－４６７

0-99おかやまおしえてネット 子ども 子どもの発達段階を知ることの重要性に着眼し、子育てについての情報
の提供や、各種講演会、イベント、出張講座などの事業を通して、子育て
に対する不安を軽減し、多くの人が楽しんで子育てをすることができ、子育
てを通して自分育てが出来る社会環境作りに貢献することを目的としてい
ます。

岡山市北区今６－４－９

てっちりこ 保険、社会教育、まちづくり、学術・文化等の振興、環
境、災害救援、地域安全、人権、国際協力、男女共同参
画、子ども、情報化社会、科学技術、経済活動の活性
化、職業能力・雇用機会、消費者保護

過疎高齢化社会に対して、観光及び福祉に関する事業を行い、不特定か
つ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としています。

岡山県苫田郡鏡野町河内６０－８

岡山NPOセンター 市民活動団体の支援 ＮＰＯ・市民活動団体・ボランティア活動団体等に対して、ＮＰＯに関する相
談及びＮＰＯについての研修・啓発活動に関する事業を行い、そして、諸
団体のネットワークを構築しながら、社会全体の利益の増進に寄与するこ
とを目的としています。

岡山市表町1丁目4-64　上之町ビル4階

※募集対象：学生（大学、短大、専門）、若手社会人（～35歳）
※受入先はコーディネーターや受入先、学生の双方で面談のうえ決定。
※実施期間：2週間～２カ月（仕事内容や希望によって調整できます。）
※費用：原則無料（交通費など必要な場合あり。）

NPO Internship Project 2011 受入団体一覧（予定)



受入先NPO プログラム 仕事内容 勤務地
吉備野工房ちみち 全国まちあるき観光サミットの企画・運営 全国からまちあるき観光に取り組む人が集まって開催するサミット及び、

それと連動して開催する体験型プログラム「みちくさ小道」の企画・運営に
取り組んでいただきます。

岡山県総社市三須７９６番地　

子育て応援ナビぽっかぽか 美観地区に開店する「子育てカフェ」の集客・売上向上 倉敷市美観地区の入口、倉敷物語館にオープンする「みんなのぽっCafe」
の店舗運営に取り組んでいただきます。ポップや接客などの工夫、広告・
宣伝など、カフェの来客が増え、事業が安定するとともに、子育て支援の
拠点としても機能していくことを検討していただきます。

倉敷市阿知2丁目3-12キンセイ2階

おかやま犯罪被害者サポート・ファミリーズ寄付財源拡大のための取り組みに関する企画・実施 コカコーラ社の寄付付き自動販売機の設置数拡大を主軸としながら、事
業への理解をすすめ、寄付財源を拡大するための広報活動や、寄付キャ
ンペーンの企画と実施に取り組んでいただきます。

岡山市北区富田町１－６－１０東光第一ビル２階

子ども劇場笠岡センター 高齢者たすけあい事業やひろば事業の周知拡大 本年度より開始した「ふれあい・たすけ愛サービス事業」（有償による助け
あい事業）の認知拡大と、それによる「ふれあい会員（協力側、利用側）」
の拡大に取り組んでいただきます。※その他、障がい者の居場所支援や
子どもに関する事業でのプロジェクトでも参加可能です。

笠岡市笠岡5909

岡山県社会就労センター協議会 授産商品販売店の売上向上・授産商品のPR 岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館1階にある授産商品の販売店で
の売上向上のための販売戦略立案とポップ作成などの具体的な取り組
み、販売キャンペーンの企画などに取り組んでいただきます。※授産品…
障がい者小規模作業所でつくられたお菓子や雑貨などの商品

岡山市北区南方2丁目13-1　岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館内

岡山市子どもセンター プレーパークのサポーター募集及びボランティア運営 岡山市内の「こどもの森」（岡山市学南町3-6-1）で毎、水曜～日曜に開催
している「おかやまプレーパーク」のサポーター（資金や労力面で運営を支
援する人）の拡大や、ボランティアとして関わる人の募集や養成の仕組み
づくり検討などに取り組んでいただきます。

岡山市北区久米348　旧白石幼稚園

エリアイノベーション 「地域社会を担う若者の未来を創る！」
「めっちゃかっこいい地域の経営者に出会う！」

１）イベントを通じて、大学生を始めたした若者に自分自身のキャリアにつ
いて考えるきっかけを提供する（実際に行動に移す学生をどれだけ増や
すことができるか）企画・立案能力、若者が「ホンキ」になれる場のコーディ
ネート能力、人を動かす力を身につける
２）究極は、経営者の視点を身につける（どれだけ近づけるか）。就職に際
し、企業を見る視点、今後社会がどうなるかを考える視点を得る。また、ヒ
ヤリング能力、提案力の向上。

岡山市北区表町1-4-64　上之町ビル４F

岡山NPOセンター 寄付者とNPOとをつなぐウェブサイト強化の企画・取材 情報開示に努める信頼できるNPOのみを紹介したウェブサイト「岡山の公
益ポータルサイト　NPOkayama」において、登録NPOにもっと身近に感じ、
理解を深めるためのコンテンツ作りについて企画と取材、原稿作成等に取
り組んでいただきます。

岡山市表町1丁目4-64　上之町ビル4階

※募集対象：学生（大学、短大、専門）、若手社会人（～35歳）
※受入先はコーディネーターや受入先、学生の双方で面談のうえ決定。
※実施期間：2週間～２カ月（仕事内容や希望によって調整できます。）
※費用：原則無料（交通費など必要な場合あり。）

（参考）　NPO Internship Project 2010 プログラム一覧



1 お名前

2 ふりがな

4 所属先・大学学部学科等

5 自宅電話番号

6 携帯電話番号

7 PC-mail

8 携帯-mail

9 ご希望の連絡手段

団体名

第
一
希
望

第
二
希
望

第
三
希
望

裏へ続く

NPOインターンシップ2011　インターン先希望調査書（表）

以下の必要事項に記入をお願いします。

インターン先希望

※皆様のご希望を考慮しインターン先を決定いたしますが、同じ団体に希望が集中した場合等、必ずしも皆様
のご希望を沿えるとは限りません。ご了承下さい。

3 ご住所
〒

PC-mail                     携帯-mail

理由



８月 月 火 水 木 金 土 日

時間帯 22 23 24 25 26 27 28

午前
9:00～12:00

午後
12:00～18:00

29 30 31

午前
9:00～12:00

×

9:00～10:00

午後
12:00～18:00

NPOインターンシップ2011　インターン先希望調査書（裏）

※インターン先を決定する前に、ご希望のインターン先との面談を行います。面談によって勤務内容や勤務
時間を決定するため、必ず以下のカレンダーに記入して下さい。

■お申込み・お問い合わせ先

特定非営利活動法人岡山NPOセンター
〒700-0822　　岡山市北区表町1丁目4-64　上之町ビル4階
TEL：086-224-0995　 FAX：086-233-1732
E-mail：npokayama@gmail.com

以上でインターン先希望調査は終わりです。ご記入ありがとうございました。具体的な面談日程に
つきましては、皆様とインターン先の双方のご都合を考慮の上決定し、ご記入頂いたMailアドレスに
連絡させて頂きます。

以下のカレンダーのうち、面談が不可能な日時に×を記入の上、具体的に面談が不
可の時間帯をご記入下さい。終日不可の場合は斜線等でかまいません。

インターン先団体との面談希望日程調査

●上記の日程（2011/08/22～08/31)でどうしても日程が合わない方は、以
下の欄に可能な日程・時間帯をできるだけ多くご記入下さい。

（例）　9月１日(木)　14：00～17:00

例



NPOインターンシップ2011 

「社会貢献の仕事へインターンシップ」前期スケジュール 

 
No. 日時 内容 備考 

1 8月10日（水） インターンシップ参加者説明会 国際交流センター 

2 8月15日（月） ※インターン第一締切  

3 
8月18日（木） 

18:45～20:45 

インターン参加者研修会① 

オリエンテーション 
ゆうあいセンター研修室 

4 8月20日（土） ※インターン第二締切  

5 
8月27日（土） 

13:00～17:00 

インターン参加者研修会② 

ビジネスマナー、情報開示技術 
岡山県生涯学習センター 

6 
8月31日（水） 

18:45～20:45 

インターン参加者研修会③ 

目標設定ワークショップ 
ゆうあいセンター研修室 

7 
8月22日（月） 

～31日(水) 
※インターン先希望調査・調整  

8 9月1日（木）～ 

順次、インターン開始 

 

1. 団体概要説明、業務設定 

2. 業務実施（情報開示含む） 

3. 業務完了・振り返り 

 

9 
11月下旬 

～12月初旬 

インターン報告会 

（兼）後期説明会 
 

※後期インターンは年明けに実施予定。 



研修会へのご参加、 

ありがとうございました。 

今回の内容を評価し、次回をよりよい内容で展開するために、ぜひ、ご意見・ご感想

をお聞かせ下さい。ご回答いただきましたアンケート用紙は、お帰りの際に、受付に

お渡しください。 （選択して回答するものは該当するものに○をお願いします） 

第

１

回
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１ あなたの所属は？ 
ア． 大学生・専門学生   イ．大学院生     ウ．社会人 （    年目）  

エ．その他（             ） 

２ 研修会の中で最も印象に残った言葉を教えてください。 

言葉  

その 

理由 

 

３ あなたの研修会に対する期待を 100点とすると、 

本日の満足度は何点になりますか？ 
点 

※上記の点数を高めるためにはどのようなことが必要ですか （自由記入） 

４ 研修を受けて、インターンシップにあたって丌安なことがあれば教えてください。 

丌安な

こと 
 

その 

理由 
 

５ 今後の研修で実施して欲しいこと、インターンシップまでに欲しい情報があれば教えてください。 

研 修 し

て欲しい

こと 

 

欲 し い

情報 
 

６ その他、聞きたいことなどあれば、記入をお願いします。 

 

 

 

 

７  あなたの連絡先の記入をお願いいたします。 ＊既に連絡いただいている方は、名前のみで結構です。 

名前： 

住所：〒  

TEL：                       Mail：                 ＠                                

 ◆次回以降の研修等の案内を希望されますか？    希望する  ・  希望しない 

※その他、項目に書ききれないことや、ご意見等ございましたら裏面へご記入ください。          ご協力ありがとうございました。 



社会貢献の仕事へインターンシップ！in岡山 申込書 

対象：学生（大学，短大，専門），若手社会人（∼35歳ぐらい）ならどなたでも参加できます 

期間：2週間∼2ヶ月（仕事内容や希望によって調整できます。社会人の場合、週末・夜間だけ等の参加も調整します。） 

受入：岡山県内の NPO（社会課題の解決や社会貢献を主目的に活動する、NPO法人を中心とした事業所や団体です） 

費用：原則無料（交通費など必要な場合もあります） 

締切：第 1締切：2011年 8月 15日（月） 第 2締切：2011年 8月 20日（土） 

 

インターン参加を希望される方は以下の申込書に必要事項をご記入の上、FAX、郵送 

または同内容を E メールにてお送りください。 定員になりましたら締め切ります。 

 

お申込先：NPO法人岡山 NPOセンター （TEL 086-224-0995） 

〒700-0822 岡山市北区表町 1丁目 4-64 上之町ビル 4F 

FAX 086-233-1732  E-mail npokayama@gmail.com 

申  込  書 

お名前  

ふりがな  

所属先 

学部学科等 
 

連絡先住所 
〒 

 

TEL  FAX  

PC-mail  

携帯-mail  

ご希望の

連絡手段 
           PC-mail      携帯-mail 

質問 

希望 

その他 

自由記述欄 

 

※いただいた個人情報は本講座の事務手続き以外では使用しません。 

申込 

方法 



NPOインターンシップ 概要 

 

1）趣旨 

大学生等による NPO等の情報開示・情報発信支援のためのインターンを派遣することにより、組織基

盤の強化を図ります。また、専門家や大学生等の若手人材に対して、社会参加の機会を提供します。そ

れらの取り組みを通じて、NPO等の情報開示や情報発信を促進し、公益ポータルサイト「NPOkayama」

への登録数増加を目指します。NPO等に対して、人的資源を提供する仕組みができるとともに、インタ

ーンの活動を通じて、対象 NPO 等の情報開示、発進力が高まり、公益ポータルサイト「NPOkayama」

への登録や、基盤の育成がすすみます。 

 

2）事業コーディネーター 

特定非営利活動法人 岡山 NPOセンター 

 

3）募集期間 

 平成 23年 8月 1日～8月 15日（月） 

 

4）実施時期 

9～10月を中心として実施。その他、受入先団体の事業実施スケジュールによる。 

 

5）実施期間 

2週間程度～2ヶ月程度 ※業務内容による 

 

6）受入先対象NPO 

 支援対象者は、岡山県内に事務所を有し、岡山県内で特定非営利活動促進法上の特定非営利活動また

は、それに準じる活動実態がある NPO 等または、NPO 等のうち、複数の NPO 等が構成メンバーとな

り、連携、協働して形成する一のNPO等で、本事業の募集要項に定められたもののほか、以下の要件に

該当するものとします。 

（一部、本事業の募集要項に定められた項目と重複あり） 

 

（1） 事務所機能があり、法令を順守し、公序良俗に違反する行いがない NPO 法人であること。（※

「事務所機能がある」とは、最低限、電話連絡が取れ、郵便やメール便が届く状態にあること指して

います。） 

（2） NPO法人の場合、所轄庁への年度末報告、登記所での資産の変更が毎年きちんとおこなれ、か

つ、役員変更の手続きが定款の定めにしたがって適正に行われ、所轄庁及び登記所での手続きがなさ

れていること。任意団体の場合は、毎年度、総会等の会議が開催され、その場で決算、事業報告、予

算、事業計画等の承認を得ていること。 

（3） 所定の情報開示フォーマットと同じ、または同等の団体情報がきちんと開示されていること。

または、事業期間内に開示を行うことを約束できること。 



（4）  開示されている情報が実際の事業報告書や決算書と比較して内容に齟齬(そご)がないこと。 

（5） 事業年度ごとの事業報告書、決算書、事業計画書、予算書の継続的な開示及び提出が可能であ

ること。 

 

7）対象学生 

 県内の大学に所属する学生・若手社会人 

 

8）受入人数 

 一団体あたり 2~3人 

 

9）応募締切 

 平成 23年 8月 15日（月） 

 

10）内容 

 情報開示・情報発信力向上のための NPO へのインターンシップ事業。IT などについて一定のスキル

をもつ大学生、若手社会人を対象に、NPO 等にインターンシップを行い、受入先 NPO 等の情報開示や

情報発信を促進する。 

 

11）報酬等（受入の条件） 

 原則として、交通費、食事代などは、様式②「インターンシップの概要」に準ずることとします。 

 

12）事故に対する責任 

 実施期間中の学生の事故について受入先は責任を負わないこととします。学生教育研究災害傷害保険

や学生教育研究付帯賠償責任保険など事前に学校の斡旋及び学生による加入が行われており、インター

ンシップ中に対応できる保険加入が行われている場合は、それを適応します。保険加入されていない場

合は、ボランティア保険に加入を義務付けし、事故に備えるものとします。 

 

13）インターン実施にあたっての責務 

 必要なオリエンテーションを提供する。期間中の責任者を任命し、学生の安全を確保しつつ適宜助言、

指導を行う。事業コーディネーターに対し実施後の評価報告を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



今年度も、岡山で社会課題の解決のために活躍されているNPO等

 へのインターンシップ事業を開催します！

社会企業、社会貢献、NPO等に関心がある！

将来、社会起業や社会事業へ就職をしたい！という方は勿論のこと、

NPO等の現場を知りたい、インターンとして参加することで、

視野や知識を広げたい！という方も大歓迎です。

今年度のメインテーマは「情報開示と情報発信」。

NPO等の取り組みをもっと多くの方々に知っていただくとともに 、

信頼される組織になるための業務を主に担当いただきます。

また、それぞれのNPO等が進行中のプロジェクトに参画する

個別メニューも用意しています！

参加周期や参加日程も調整可能なので、

週末と夜しか参加できない若手社会人の方も大丈夫です。

詳細は裏面をご覧ください。

また今後、更新していく以下のページの情報にご注目ください！

7月下旬～ 8月上旬・県内各地で説明会開催予定！開催受入大学、募集中！

説明会 8/10

今だからこそ、
社会を変える現場で
インターンしよう！

Facebook の専用ページ↓

今 年 の 夏は、イン
ターンで自分の可能
性を試しませんか？

「今、集落が最先端！」
＊中山間地の棚田再生に取り組
む NPO で集落と農業の最前線
に挑む社会起業家に出会う！

「社会に挑む女性リーダー！」
＊「内閣府特命担当大臣表彰」
を受けたまちづくり NPO で、
全国にネットワークを広げる
女性リーダーに出会う！

「隠れていた課題！」
＊ニュースや事件の裏
に隠れている社会課題
の解決に挑むＮＰＯで
社会の真実に出会う！

●お問い合せ：NPO法人 岡山 NPOセンター　　http://www.npokayama.org/

TEL. 086-224-0995　　fax. 086-233-1732　　E-mail. npokayama@gmail.com 
左記まで
ご連絡ください！

（水 ) 18:45 ～ 20:45

申込
受付中



『 社会貢献の仕事へインターンシップ ― NPOインターンシップ 2011 ― 』

NPOインターンシップとは？？

対象　学生（大学，短大，専門），若手社会人（～ 35 歳ぐらい）ならどなたでも参加できます

期間　2週間～ 2ヶ月（仕事内容や希望によって調整できます。社会人の場合、週末・夜間だけ等の参加も調整します。）

受入　岡山県内のNPO（社会課題の解決や社会貢献を主目的に活動する、NPO法人を中心とした事業所や団体です）

費用　原則無料（交通費など必要な場合もあります）

締切　第1締切：2011年8月15日（月）　第2締切：2011年8月20日（土）　※説明会に参加しなくとも申込は可能です。

まずは説明会にお越しください！！
■日時　2011 年　8月10日 ( 水 )　18 : 45 ～ 20 : 45

■場所　岡山国際交流センター　3F 研修室（岡山県岡山市北区奉還町 2-2-1） ■参加費　無料

■内容

18:45　　開会，あいさつ，企画説明

19:05　　受入先NPO紹介

1　NPO法人てっちりこ　岡本 勝光 さん

2　NPO法人 0-99 おかやまおしえてネット　洲脇 美智子 さん

19:45　　NPOインターンシップ 2010 体験談

河原 新 さん（昨年度、「NPO法人 吉備野工房ちみち」にインターン後、そのNPOに就職されました！）

20:05　　スケジュール説明

20:25　　質疑応答

20:45　　閉会

http://p.tl/xq9n）を入力してアクセスし、■申込　右のQRコードを認識またはURL（

　　　　画面に表示された『申込フォーム』に必要事項を記入して送信ください。

旧奥津町（現鏡野町に合併）で、 日本古来品種と言われている唐辛子を「姫とうがらし」と
命名して、20品目の商品を「辛美人」と開発・展開。ピリ辛ドレッシングの辛美人は東京新
聞のお取り寄せ商品や美容系のサイトでも紹介される等、人気商品に！結果として、年間
3,000万円以上の事業となる。また一方で、郵便や宅急便、ゴミの回収等が撤退していく地域
に対して、それらの業務を請け負い、公共インフラを市民の手で支えている。
地域づくりに対する確かな目線をもつ社会事業家です。
今回のインターンシップではNPO理事宅へのホームスティによる「住み込み修行」も可能。
特に地域活性や中山間地支援に関心を持つ方に最適のインターン先です。

岡山市内において、NPO法成立（1998年）前より子育て支援に関する取り組みを開始し、最
適な法人格が世の中に存在しなかったことから有限会社の形で絵本と子育て先進地であるヨ
ーロッパのおもちゃを販売するお店を開始。NPO法の誕生によりNPO法人を設立し、地域の
様々な主体を巻き込みながら、様々なサービスを展開している。
医師、建築家、学者、企業・商店等、様々な分野の専門家と連携しながら展開する事業はジ
ャンルも幅広くユニークながら、その真ん中には変わらぬ信念とミッションがあります。
高いネットワーク力とコーディネート力をもつNPOリーダーです。
子育てや子どもの状況改善に対して関心をもつ方には、本当の現場に触れる中でその信念や
子育てに関する理解を深めるために最適のインターン先です。

岡山県内で社会課題の解決に取り組むNPO等で、研修生として実際の業務を体験するプログラムです。
昨年度のパイロット事業では、6つのNPO法人で25名の若者がインターンを行いました。
インターン先であなたが頑張った分だけ、地域の課題解決に貢献できるプログラム。ぜひ、あなたも参加しませんか？

申込　右のQRコードを認識またはURL（http://p.tl/N0_A）にアクセスして申込フォームに必要事項をご記入ください。

※説明会に参加できない場合には個別説明をいたし
ますので、表面連絡先までご連絡ください。


