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水環境保全活動研修会 香川県環境アドバイザー 

日時：平成２５年３月１６日（土）１３：００～１６：４０ 

場所：香川県社会福祉総合センター ７階 大会議室 

主催：香川県 

 

プログラム： 

13:00～13:06 開会挨拶 香川県環境森林部 環境管理課長 今雪良智（いまゆき よしとも） 

13:10～14:00 講義①「水生生物調査の手法と簡易検査キットを使用した水質調査方法等につい 

て 他団体の先進的な活動事例について」 

講師：香川県環境アドバイザー 井上修 

14:13～16:37 講義②「団体の活性化の手法と人材育成方法等について」 と 意見交換     

講師：ＧＣＳ認定コーチ 土屋廣美（つちや ひろみ） 

内容： 

13:00～13:06 開会挨拶 香川県環境森林部 環境管理課長 今雪良智（いまゆき よしとも）  

・香川県内の水環境保全、良い水環境を次世代に引き継いでいくために、

平成１５年にふるさと香川水環境をみんなで守る条例を作り、関係団体

が協力し、環境創生事業を進めてきた。 

・その先駆けとして、県内の先端的事例を共有することを目的に、平成１

９年 残したい香川の水環境選定を行ってきた。 

・実際に地域で活動している個人、団体の方々に、水環境保全推進委員を

お願いすることを平成１３年より行っている。 

・行政と住民の方々が協働して川や水環境を改善するパートナーシップを、平成２３年より取り

組んできている。 

・このような環境への関心が高まったのは、銘水１００選 そのようなことが契機ではなかろう

か。すでに３０年近くたっている状況。 

・県内でより良い環境を次世代に引き継ぐためには、みなさまの協力無くては成し得ない。 

・本日は、香川県環境アドバイザーの井上さん、コーチングなどについて全国で活躍されている

土屋さんに講師をお願いしている。 

・意見交換の時間も設けており、有意義な時間として活用いただき、情報交換に。 

・国から環境のあり方 Ｕターン 山、川、海のつながりを考えた里海の総合的な施策が求めら

れている。来年以降、新たな取り組みを進め進めていきたく、ご協力を。 

・人口あたりの交通死亡事故、香川県は２年続けてワースト１位となっており、環境保全活動中

にも「交通環境」にもご注意いただきたい。 

 

13:06～13:10 資料確認、本日の進め方  

・水質調査項目の説明 

・集計用紙（記入例） 

・団体活動のための手法と人材の育成方法 
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・水環境保全活動状況のアンケート結果 

・海ごみとぼくたち・わたしたちのくらし ～瀬戸内海は、今、どうなっているの？～ 

 

13:10～14:00 講義① 水生生物調査の手法と簡易検査キットを使用した水質調査方法等に    

           ついて 他団体の先進的な活動事例について              

○講師：香川県環境アドバイザー 井上修 

○プロフィール 

・善通寺在住。「善通寺こどもエコクラブ」を立ち上げ、地域の自然体験を

通して環境の現状や保全の方法を研究するとともに、「絆の森の学校」な

どで次代を担う環境ルーダーの育成に取り組んでいる。 

・また、３２都道府県でエネルギー環境教育の講師なども歴任してきた。

香川県環境アドバイザーのほか、環境省環境カウンセラー、樹木医、自

然観察指導員等の数々の環境関連の要職についている。緑環境デザイン研究主主宰。造園家。 

・環境保全アドバイザー、樹木医、自然観察指導員など種々の資格を持っておあられる。 

 

○はじめに 多くの写真でプレゼン 

・伊勢神宮の状況から 

・コケを使って話をすると、水の説明がしやすいと思う。みずをおくすってふくらみ、みずがふ

そくすると内部に蓄えた水を使い、小さくなっていく。 

・一滴の水が集まり、小川となり、大河となり、水は観光にもなる。 

・河床に石を敷き詰め、自然の柔らかみのある方が生き物は棲みやすい。 

・大きな杉が育っており、このためには多くの水が関わっている。 

 

○エコクラブの活動 

・３面コンクリートの水路 綾川、身近なところでやることに意味があると思う。 

・子供たちがグループで観察、何が何匹採れたか記録し・・・ 

 

・本日の研修会には、地元の１２クラブとして自治会、婦人会、○○をきれいにする会、○○を

守る会、○○の未来を守る会と、市町村の担当課より参加。 

 

○水質判定 パックテスト（化学的酸素要求量ＣＯＤ 低濃度用）の実演 

・水を半分ほどチューブに吸わせ、５分間待つ。 

 Ａ：水道水  Ｂ：砂糖水  mg/l 

・生物科学的酸素要求量ＢＯＤ ２０℃で５日間での酸素の消費量 

 

○生物指標による分析 

・きれいな水：カワゲラ、サワガニ、ヒラタカゲロウ など  

・ややきれいな水：カワニナ、ガンジボタル など 
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・きたない水：タニシ類、 

・とてもきたい水：アメリカザリガニ、サカマキガイ（貝の口

が左に来る） 

 

○使用する道具 

・目の細かい網 

・白色のバット 

・スポイド 小さな虫を吸い取って捕まえると、虫に傷が付かない 

・ピンセット 

・虫眼鏡 小さなモノだと無くしてしまうので、大きめの物をヒモをつけて子供の首にぶら下げ

てやる。小さな虫眼鏡だと、子ども達はどこかに置いて無くしてしまう。 

・メジャー 水深を計る 川幅を計る 

・温度計 気温と水中の温度 水温が高くなると酸素が少なく

なるので、生き物は少なくなる 

・高倍率のルーペ 

・野帳 

・魚を観るための薄い透明のプラスチック容器 

 

○やり方 

・４～５人でやると、子供たちは水遊び状態となる。 

・最後には感想を書かせる。 

・毎年調査をやっていれば、経年変化を考察する。 

 

・４～６月は、生き物が繁殖する時期なので、調査に良い。 

・大きな岩をはぐって採ったり、網で上流から流れてくるのを採ったり、いろいろな方法がある。 

 

・そこに泥が堆積してくると、生き物はいなくなっていく。石ころの状態が良い。 

・野鳥 白サギがくるようだと、かなり水が汚れてきている状態。 

    カワセミ、ヤマセミが来ると良い状態。 

・樹木 サツキ 水辺にある 根が細いので、石と石の間に根が入っていきやすい。 

・人間が入っていきやすいところとそうでないところで、環境が大きく変わる。 

 

○ホタル 

・ゲンジボタル：体が大きい 餌が豊富なところでないと生きていけない 水が流れているとこ

ろ 

・ヘイケボタル：体が小さい 水がもう少し汚くても、生きていきやすい 

・いない種をその地に入れる場合には、十分気をつけて。環境が変わってしまう恐れがある。 
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○コイ 

・コイは雑食性なので、環境が変えられてしまい、コイの世界になってしまう。 

・コイは水の汚いところでも生きていける。ビオトープにコイを入れると、全てを食べ尽くして

しまう。ブラックバスやブルーギルも同様。 

・アカミミガメがいるようだと、かなり水質が悪くなっている。 

 

○参加団体から活動状況紹介 大川町婦人会 

・前の台風で、川に土が流れてきて、危険な状況。 

・水環境について、廃油石鹸などの取り組みを通じて、環境について考えている。 

・川に入るのはなかなか難しく、このように現場で調査するのは難しい。 

・池での水質調査なら出来そうだが・・・ 

 

井上：たまっている水は水質が悪くなる。流れている水の方が良い。 

 

＜先進的な活動事例について 徳島環境フォーラム 正法寺川を考える会＞ 

 

○環境学習のねらい 

・地域の人々と交流し、進んで地域社会を良くしていこうとする実行力を身につける。 

・コミュニケーション能力と情報収集、選択、活用能力を伸ばす。 

・科学的な物の見方、考え方を育てる。 

・環境ボランティアの芽を育む。 

・ＥＤＳ（持続可能な開発のための教育）へのアプローチ 

 

○環境学習のすすめ方 

・基本 ①正法寺川を中心に！ 

    ②年間を通しての四季の観察！ 

    ③フィールドを中心に！ 

    ④テーマ（歴史・環境、鳥、魚、川） 

・すすめ方 ①正法寺川のたび（源流から下流まで） ・・・ 気づく 

      ②観察（テーマ別に四季の変化を）   ・・・ つかむ 

      ③観察の方法             ・・・ 学ぶ 

      ④観察の結果をまとめる        ・・・ 深める 

      ⑤問題点があれば対策を考える     ・・・ 広げる 

      ⑥自分たちに出来ることから実行する  ・・・ 行動 

 

○活動のしくみ 

・コーディネーター ３者のコーディネートを行う 

・正法寺川を考える会 
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・藍住北小学校４年生 

・企画＆活動スタッフ 

・日本野鳥の会徳島県支部、徳島県立博物館学芸員、大学（鳴門教育大学、徳島大学）、

藍住町読書推進ネットワーク“よみっこ”、企業、国土交通省遠島河川国道事務所、徳

島県環境首都課・環境管理課・河川課、藍住町建設産業課・生活環境課 

 

○実施の手順 

・計画：実施計画書作成   ・環境学習プログラム 水質、野鳥、川調べ、魚類 

              ・アクテイヴィティ作成 

・実行：フィールドワーク等 ・事前学習（正法寺川のお話し） 

・フィールドワーク（第１～５回） 

・現地調査記録表 

・調査地点位置図 

・まとめ：試料－解析－まとめ－対策） ・協力しまとめる 

・図書館、インターネットで調査。聞く。 

・発表資料を作る 

・成果発表：正法寺川探検隊発表プログラム ・発表会をする 

 

○活動学習プログラム 

・きづく 

・つかむ 

・深める 

・広げる 

・ふりかえる、まとめる 

 

○環境学習の経過 

 

○環境学習の結果 

 

○環境学習のまとめ 

 

○まとめ、成果 

・まとめ 

・成果 

・学校活動だけでなく、地域活動とも連携 

・ＥＳＤ 環境のことだけでなく、人類が生きていくにはどうしたらいいのか、環境だけでなく、

福祉や様々な分野、総括的な考え方 

・活動を通して、各世代の交流が出来、大人たちの生きがいとなる 
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○今後の課題と展開 

・多様な主体との連携・協働による環境学習活動をさらに広げるために、多様な主体間の交流・

情報交換が必要。 

  

○最後に 

・パックテスト、透視度、川の調査 

・自分たち以外のグループと一緒になると、新しいことが生まれ、小学生が入ると元気づく。 

・大勢の関わり 知恵袋となる人、活動する人、ＰＲする人、・・・ 

・小さなことから始めて、多くの人に関わってもらえると良い。 

 

13:55～14:00 質疑  

Ｑ男性：汚いところの生き物は、水質が良くなるとどうなるのか。いなくなるのか。 

Ａ井上：きれいになると強敵がたくさん出てきて、数が少なくなる。また、汚くなりすぎても少な

くなる。 

 

Ｑ男性：コイやカメ、台湾ドジョウがたくさんいるようになり、メタンガスが出ていた頃に比べれ

ば良くなったが。県にも泥をさらえてもらったが、お金が無くあまり出来ていない。ビニール

が沈んでいたりで、取る活動をしている。 

Ａ井上：義務的にしていると長続きしない。発見があるなど、楽しく親子でやるとかすると長続き

する。岐阜県は森林県 その様な県からも、私に声かけがある。地元では気がつかないことが

多く、外部の人からの指摘で、気づきや発見がいっぱいある。 

 

Ｃ香川県：簡易水質試験（パックテスト）や水生生物調査の下敷きは、県の環境課に相談いただけ

れば、在庫がある限り提供します。 

 

14:00～14:13 グループ学習の進め方について説明  

 

14:13～16:37 講義②「団体の活性化の手法と人材育成方法等について」 と 意見交換     

○講師：ＧＣＳ認定コーチ 土屋廣美（つちや ひろみ） 

○プロフィール 

・東京在住 

・銀行、自動車販売会社、商社、外資系メーカー等を転職にて経験。 

・営業アイスタント、経理部ほか、中途採用の面接、新人教育に関わり、

社員のメンタルサポートを会社より依頼される。 

・チームワークの大切さと人材育成の大切さを感じ、現在はコーチングを

主体として独立。 

・Hiro’s Style代表。メルマガ コーチングコラムなどにより情報発信。 

 



H25.3.16 水環境保全活動研修会 

 ７ 

○はじめに 

・四国には今まで来たことが無く、今回お声かけをいただき、やっと四国に来ることが出来た。 

・早速、讃岐うどんを食べさせていただいた。マリタイムプラザの中の「川福」 ぶっかけ 「麺

が細い」 太いのも食べたい。 

・東京でも 「はなまる」カジュアルで学生が中心 「丸亀製麺」高級感がありＯＬや会社員が

中心。 

 

・今日の研修では、３人組でお話をしていただきたい。コミュニケーションの手法も取り入れな

がら、「こうすれば話を聞いてくれる」、「やる気を起こしてくれる」というように。 

 

○本日のプログラム 

１）マンネリ化した活動を活性化するには。 

２）後継者（新たなメンバー）をそだてるには。 

３）団体運営の方法について。 

４）他団体と交流を深める、情報共有するには。 

５）団体の課題、抱える問題。 

６）解決・改善の方策等 

・地域間交流や地域の人との繋がり、団体活動する上でのチームワークを大切にしながら、メン

バー一人ひとりが輝く団体活動を目指しましょう！ 

 

○まずは自己紹介 

・一人２分間 

・話を聞いてもらうということは、楽しいし、やる気につながる。 

 

１．マンネリ化した活動を活性化するには。 

○個々がいききと働くこと 

・個々を活かして生産性を上げる → 自立と相互支援 

・個々の夢を実現する → 心を開いて会話が出来る環境づくり 

            ・プライベートな話題もチームには不可欠 

・組織（チーム）と個人の理想の関係 → 信頼し任せる 

 上の人は、下の人に任せましょう 

     ↓ 

 コミュニケーションが良くなり、若手はやる気が起きる 

・仲間づくり 

 

○ドリーム・プラン・プロジェクト 

・東京でイベントの手伝いをしている。年末に一度、起業家を支援するイベント。ひとりの人を

みんなで応援して、その事業の立ち上げを助ける 「ドリーム・プラン・プロジェクト」。 
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・６千人集まり その人の夢のプレゼンを聞く 

・そのイベントの集結や受付などのスタッフをやっている。 

・運営スタッフは全てボランティアだが、ボランティアとの感覚がない。社長さんや様々な人た

ちが、楽しいからやっている、今年も集まってくる。 

・支援者 メンター 全て無償、ボランティア 

・私たちも、交通費も飲み会の費用も自前、でも応援したいから、楽しいから、一年間取り組ん

でいる。 

・支援する１２の団体を選考する。 

・プレゼンター２０名 ３００名ほどの支援者が集まる。 

・楽しいことは、お金をもらえなくても集まる。 

・意見を出すと取り入れてもらえ、楽しい。毎年取り組んでいる人は、ドンドン自分の取り組み

方が磨かれていくのがわかる。 

 

○活き活きとした組織作り・チーム作り  あなたが思う人を活かす組織とは？ 

・相手の意見を聞いてあげる、否定せずに聞くこと。 

・「大川町婦人会」の場合 

 婦人会なので、聞くことが一番。そうでないと会は進んでいかない。 

 さぬき市で１，８２０名の婦人の団体。顔が違うように心が違う、言える場が大事。そ

こから、今、大事なことを話し合っている。 

・「前山を良くする会」の場合 

 相手の意見を聞く、小さな事でもアイディアを出してもらう。交通安全尾は田を作るこ

となど、でも、自分の意見が具体化すると、自信になる。 

 長くつき合っていると相手の欠点がわかってくる。その欠点を追求しあうようになりが

ちなので、相手の良いところを探すように心がけている。 

 ダム湖に手作りのクリスマスツリーを浮かべてイルミネーションを全国初で点灯させ

た。１３ｍのヒノキは間伐材から、イカダやイルミネーションは手作り。 

 

２．後継者（新たなメンバー）を育てるには 

○メンバー（相手）のやる気を引き出す方法 

 「聴く」と「認める」 

・聴く：あいづち・うなずく等。心で聴く。途中で遮らない。 

 効果：相手の本当に話したいこと、本質を引き出すことが出来る。 

・認める：そのまま受け入れ、聴く。否定しない。 

 効果：人は聴いてもらうことで欲求が満たされる。（承認欲求があるため） 

 

 「質問」と「フィードバック」 

・質問する：シンプルな言葉で 

 効果：頭の整理になる。視野を広げる。本当の心を引き出す。 
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・フィードバック：感じたことを感じたままに伝える。評価・批判はしない。 

 効果：気づきが生まれる。 

 

 対応した上司が良いから、若手が動く、若手が育つ。 

 

○コミュニケーションの３つのポイント 

・コミュニケーションは、話す事より聴く事 

  聴くに始まり聞くに終わる 

・事柄ではなく人に焦点を当てる 

  人には承認欲求がある 

・先入観を手放す 

  相手に対する先入観を手放すと自分が変わる 

  聴き方が変わると、相手が変わるのではなく、自分が変わる 

 

・我が子だと黙って聴いていられないが、お孫さんだとニコニコ何でも聴いていてあげられる。 

・奥様に「あんた、私の話、聴いてんの！」と言われたことがあるのでは？ 女性は話したい生

き物、男性は聴くのが苦手な生き物。 → 少しニコッとして、あいづちをうち、聴いてあげ

る。 

 

○「聴く」ことによるメリット 

・やる気を高める 

・チームが活性化する 

・チーム力の向上 

・生産性アップ 

・リーダーシップの発揮 ・・・ 技術より心の部分が大事 

・メンタルヘルス不全の要望 ・・・ 上司とのコミュニケーション不足など、メンタルの改善

は大変 

・発想力のアップ ← 意見を聴いてもらえると 

・ビジョンの実現 ← 意見が具現化すると 

 

・技術より心の部分が大事 

 

○メッセージを伝える３つの方法 

・Ｉ メッセージ ・主語が話し手 

         ・「私には、○○のように見えます。・・・感じます」 

         ・「私にはあなたがとても努力しているように見えます」 

・Ｙｏｕ メッセージ ・主語が相手 

           ・「あなたは○○ですね」 
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・第三者メッセージ ・主語が第三者 

          ・「先日のあなたが出した企画を、○○さんが、素晴らしい企画・アイディ

アだと言っていましたよ。」 

 

15:27～15:37 休憩 

 

３．団体運営の方法について 

○活動の意義を明らかにする 

・何のためにやっているのか？ 

・あなたがいる（団体がある）事で、喜ばれ、助かり、役立っていることは？ 

・あなたが（団体が）生み出す価値・貢献が社会（地域）に行き渡るとどんな世界になる？ 

 

・「前山を良くする会」の場合：前山寺の近くで、お遍路さんが多く、全国の人に喜んでいただい

ている。地域の人もわりあい一人ひとりが自信を持っている。 

 

◇新しい会 

・○○：清掃活動が主、活動を広めていこうと一昨年から始めたばかり。 

・○○：海岸の清掃活動を始めたばかり 目的をはっきりさせたく、研修会に参加した。 

・「平木下所・新川をきれいにする会」：２年ほど前に新川をきれいにする会を作った。新川の清

掃活動をしている。 

 

◇古い会 

・「吉田川を美しくする会」：８０世帯ほどの自治会単独でやっている。向こう三軒両隣、コミュ

ニケーションが薄れてきているので、そういうところを活性化したく吉田川 パートナーシッ

プで取り組んでいる。月に１度くらいは川に出て活動。 

 

土屋：私が住んでいるマンションが停電になったことがある。土曜の夜で、みなさん家にいた時間

帯。電気が切れると、全ての音が消え、普段は聞こえない車の音や人の声が聞こえてきた。マ

ンションの人たちが廊下に出てきて、普段は会話も挨拶もしないのに、「懐中電灯持ってきま

す」、「管理会社に電話します」、子供が懐中電灯を持ってきてくれたりと、顔を知っていても、

どこの部屋に棲んでいるか知らない人も、協力してくれるんだ。この髭の人は、この子どもは

○○に住んでいるんだということを知っておくべきと思った。事件が、コミュニケーションの

きっかけとなった。 

 

○何を目指しているのか 

・何を大切にして活動するか 

・譲れないこと（これだけは譲れないということ） 

・こだわっていること（ここはこだわりたいという事） 
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・○○：海水浴場の管理を委託されている。一番気になるのは「安全」、事故が無いように。その

ために夜間の照明、キャンプで人が出てくるので。水、出過ぎてもいけないし、出ないと困る

し。４人で年間を通じて行っているので、そんなに心配することはないが、人ですので油断が

あり、それで事故があってはいけないし。 

 

土屋：私は１０年ほど前に、水環境の会社に３年ほどいた。ただの事務員ですが、井の頭公園、上

野の不忍池、そこに濾過材を入れていた会社。直属の上司が香川県観音寺市出身の人。水でつ

ながる、人生って面白いなぁ。 

 

４．他団体との交流を深めること・情報共有するには。 

５．活動団体の課題・問題 

 

・５分間とか言うと、一人で５分間話しきってしまうことが多い。なので、今日は一人２分間と

か区切って、話してもらった。 

 

・「善通寺こどもエコクラブ」：讃岐瀬戸パートナーシップ 子供に自然環境を残していく。「何で

しているのか」といった気持ちを、子供に作ってもらうことが必要かな。 

 

・「前山をよくする会」：外の人の団体に入ってもらい、協力をしてもらうこと、せっかく来ても

らった人たちに、また来てもらえるような工夫を。子供たちは川遊びやつりが好きなのだから、

外から出来るだけ来てもらえるように。 

 

・「柞田川の未来を守る会」：その地域だけで活動が終わっている。外に広報できるような活動を

する。世間に知ってもらうことは大事なので、活動の内容をまとめて外に出していく。香川県

は日本一狭い県でありながらバラバラで、東京に情報が届かない。東京だと、「稲庭うどん」が

おいしい 「讃岐うどん」も稲庭うどんのレベルまで質を上げなければならない。 

 

・活動を続けていくためには安全。何よりも、事前に周到に準備をしておくことが大事。長く続

けていくためにもそこが大事。 

 

・パートナーシップで逢い引き川にコスモスを植えている。校区として、１５の自治会でコスモ

スの種を植え、水やり、草刈りをしている。２３年度に私が自治会長になり、最初は自治会長

１５人だけで活動をしていたが、２３年度後半に「花づくり実行委員会の委員長をせえ」と言

われ、委員を出してもらい、毎回４０名程度の方に参加いただき、５月に種まきをし１０月ま

でずっと作業を、水やりは４日おき、協力いただいている。声かけすることで、協力者が増え、

見事にコスモスが咲き、地域から喜んでいただけた。 
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・どうやって、他の市民に知らしめていくか。広報の作業、行政の力が必要。行政に相談してく

ださい。 

 

６．解決・改善の方法 

・本当の問題は何か？ → 必要な事・足りない事を洗い出す 

・どんな手法で解決するのか？ → どうなりたい（どうなっていたい）かという達成したとき

のイメージを描く 

・やるべき事は何か？ → あきらめないこと。あきらめない理由はある。それはどんな事？ 

・メンバー同士・チーム内で情報共有することで改善・解決の道へ 

 

○チームに備わっているべき要素とは 

・明確な目標の共有 

・メンバー間の協力と相互支援 

・各メンバーに果たすべき役割がある → 自分の存在感、やりがいがある 

 

○最後に 

地域団体の活動、ボランティア活動、水環境団体の取り組みにより香川県の地域活性化となり、

明るく楽しく＜かがやく県＞香川県であることを願っています。 

 

16:30～16:37 質疑  

Ｑ男性：えてして、リーダーになってはいかん人がリーダーになってしまうことがある。きれい事

も良いが、避けては通っていけない。ミスリードをしない方法を教えて欲しい。物を贈って、

リーダーを選定したりしている。 

 

Ａ土屋：その組織力はリーダーにかかっている。今日のように「話を聞きましょう」、「後輩の話を

聞きましょう」とお話しした。今日は、相手の話を聞かず、自分の意見だけを言う芝居をして

もらった。本質的にリーダーが備わっている人がいる。一番が好きなリーダー、２番が好きな

人サブリーダーがいると、チームうまくいく。リーダーがいてサブリーダーが２名いる３人の

体制で決め、組織におろすと、チームはうまく動く。 

 

Ｑ男性：現役を終えて集まった団体は非常に難しい。役員を決めても、うまくいかないとやめると

言い出す。「役員を辞めるというのであれば、会長も辞める、だから会長の役もちゃんと後か

たづけをして辞めてくれ」と言うと、なんとかなった。 

 

16:37～16:40 連絡事項  

・アンケートへの協力を。 

・水質調査の物品は、県の環境管理課に連絡いただければ、在庫がある限り対応する。 

・「水環境保全通信」今年度中には発行するので、今後の活動の参考にしてください。 



H25.3.16 水環境保全活動研修会 

 １３ 

・水環境保全推進員 今年の活動報告をお願いします。自らの団体の報告を。 

 

－ 以上 － 

 

 

 


