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NPO活動のマネジメント

司会（延藤）　NPO活動は、瞬間に人の気持

ちを開かせる仕掛けをはらんだとき本物にな

ります。そこには、人と人を「つなぐ」「結ぶ」

「包み込む」というキーワードが共通するので

はなかろうかと思います。しかし、そんな瞬

時に人の意識を開くという、なんか魔法みた

いなことをいっても、現実は非常に難しいこ

とがいっぱいあります。

　それでは、どうしたらいいのだろうか。そ

れを実現するためには人の意識の持ち方ある

いはリスクをどうやって責任を持ちながら乗

り越えていくのか、マネジメントの手法、発

想も深めなければなりません。そんなことを

論点として話を進めていきたいと思います。

　まず、フュージョン長池は、八王子市から

自然園という公共施設の管理・運営を受託し

ていますが、市から委託されて協働するとど

んなメリットがあるのでしょうか。

富永　私は9年前に多摩ニュータウンの「せ

せらぎ北」というllO所帯の団地に引っ越し

てまいりました。95年1月に、皆さんご存じ

の阪神・淡路の大震災があり、地域で暮らす

ということがどういうことかということをい

ろいろと考えるようになりました。ですから
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地域活動の最大のインセンティブというのは、

自分たちが幸せになれるかどうかというとこ

ろにあるように思います6

　活動のきっかけは、オヤジたちと一緒に仲

良く暮らしたいというところでした。でもオ

ヤジたち、なかなか出てきてくれそうにない。

多摩ニュータウンなんかに住みたがる連中は、

大体、ドアを閉めてあまり隣近所と付き合い

たくないからああいうところへ住むわけです。

そこで、最初に子どもたちを引っ張り出して、

それから親を引っ張り出すということをやっ

てみた。それが、スタジオ・ジブリがつくっ

て高畑勲監督が製作された『平成狸合戦ぼん

ぽこ』というアニメの上映会でした。

　これは大盛況で、子どもとオヤジ、母ちゃ

んとみんな出てきて楽しんでくれました。で

も、そのアニメのストーリーは、ニュータウ

ン開発で、昔の住処（すみか）を追われるタ

ヌキたちが人間の開発をやめさせようとする

もので、最後に、多摩丘陵の原風景を新住民

に見せて「これで本当によかったのか？」とい

うシーンで終わるんですね。よかれと思って

やった上映会ですが、なにか自分たちがタヌ

キを蹴飛ばして環境破壊を進めてきたような

切ない思いになるわけです。でも、そこで気

を取り直して、まず自分たちの老後の対策の

ために、いま現在の生活時間のなかで、地域



ボランティアができないかという話になって

いきました。

　そのような活動が地域に拡大されていくな

かで、だんだんみんなの付加価値になってい

く。子どもたちが喜んでくれるので、子育て

真っ最中のお父さん、お母さんたちはみんな

喜んで出てきて、とくにお父さんが頑張って

くれるので、不思議がりながらお母さんたち

がうしろからくっついてきて応援してくれる

というパターンが地域にどんどん拡がってい

きました。

　私は、長池ネイチャ潮繋ンターの指定管理

者になり、ある種の公的資金をいただいて食

っていけるようになったわけですから、カッ

コよくいえば、「まちのコンシェルジュ」とか

「まちのコーディネーター」という意識をもっ

て懸命にやっております。

　行政はハードを提供しますが、ソフトには

お金も口も出しません。手弁当で参加してく

れるボランティアの労働をお金に換算すると

膨大ですが、その活躍によってソフトの開

発・管理を自前で行えます。それがコラボレ

ーションによる付加価値です。

司会　モノ・カネ制度に日々明け暮れている

お父さんたちが、地域の子どもたちの暮らし

の豊かさとか、自分たちの老後の豊かさを何

に見定めるかという生活価値の付加をさらに

追い求めるというところからはじまったとい

うのが示唆的ですね。

　併せて、公共空間の管理、ハードは行政が

用意するけれど、あとのソフト、運営は地域

住民とNPOに任せると市民の知恵をエネルギ

ーにして豊かに育まれていくということ。地

方自治法が改正され、指定管理者制度という

ものが全国の自治体で注目されていますが、

フュージョン長池の経験は先導的なものにな

るだろうと思います。

　さて、石川県七尾市まちづくり会社「御祓

川（みそぎがわ）」は、営利を目的とした株式

会社と非営利組織のNPOの二足の草鮭を履い

ています。素朴な疑問として、事を進めてい

く上での責任の取り方、その具体的なマネジ

メントの仕組みはどのようなものですか。

NPO？それとも株式会社？

森山　「なんで御祓川はNPO法人じゃないん

ですか」という質問を年間300回ぐらい受け

ます。（笑）

　特に行政の方が多いですね。こういつた業

務を地域の人たちと一緒に考えてやってもら

いたいんですが、NPO法人だったら仕事とし

て出せるんだけど、株式会社だと入札しても

らうために指名願い出してください、とかい

われるんですよ。

　私たちの場合、NPOなんていう言葉が使わ

れる以前から、七尾マリンシティ推進協議会

という活動が十数年ありました。それまでの

活動に限界を感じたとき、腰を据えて進めて

会場風景
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延藤安弘
（えんどう・やすひろ）

　NPO法人まちの縁側蒔

くみ隊・代表理事

いくためには、きちんと腹をくくってやろう

ということで株式会社としてスタートしたと

いうのがいきさつです。中心になってきた人

たちというのが青年会議所の人たちで、その

ころ株式会社のつくり方は知っていましたが

NPO法人のつくり方は知りませんでした。で

すからきわめて社会的な株式会社ということ

でご理解いただければいいと思います。利益

が出たとしても配分しない、というか出てな

いんですけどね。

　地域のために川を再生しようということで、

8人で5，000万円、1人最低500万円の出資

なんですが、要は、付き合いで出すな、カネ

も出して、口も出して、汗もかいてやろうと

いうことです。

　ただ、それだけだと事業を進めることはで

きるのですが、その川の再生をテーマにする

以上、やはりコミュニティの再生も欠かすこ

とができません。そこはやはりできるだけ多

くの人たちに参加していただくようなかたち

にしなければならず、「川への祈り実行委員会」

というのをつくって、市民をつなぐ事業を

NPOとして行うという役割分担を決めて事業

を進めています。

　もともとは、七尾マリンシティ推進協議会

が開催してきたコンサートなどのイベント実

行委員会が母体だったので、立ち上がりチャ

リティコンサートで、単にチケットを売るだ

けではなく、ファンドを立ち上げています。

いまは年間400万円ぐらいの事業を展開して

います。法人格は持っていませんが、こちら

のNPOのほうがいま経営はうまくいっていま

す。それは株式会社御祓川のなかに事務局を

置いて、私が1人、専従でずっとそのことに

関わっていけるからなんです。いろんな事業

をマネジメントするという部分を、株式会社

の手法も取り入れながらつないでいくことを

身柄年中やっています。

環境保全と村おこし

司会　責任意識の所在を明確化する仕掛けと

しての株式会社という、そういう位置づけが

現実的にNPOを運営していく上での示唆に満

ちている話ではなかろうかと思います。

　さで、静岡県天竜市の「夢未来くんま」は、

食品、物品の生産販売部門で年間数千万円を

売り上げ、給食サービスなどを通じて利益を

地域に還元しています。高齢者福祉や子ども

の自然との付き合い、環境学習の場づくりな

ど、まるで一つの自治体のような仕事をこな

「’一営幽■一一脚一■一■一■一一胤隔聯剛一一■■一■哺一一■　暉聯一剛一一一

；　■まちの縁側育くみ隊

1　設立年月：2003年5月

1　活動地域＝愛知県名古屋市東区
1

　人と人、人と自然を結びつける場であった“縁側”を、ま

ちづくりの中で再生させようと取り組んでいる。

　大正末年に建築された名古屋市東区の住宅を借り受けて地

域の交流活動を続けたグループと、愛知県一宮市の公共地整

備・デザインに携わった市民参加ワークショップの活動が合

流し、去年5月に誕生した。現在は名古屋市東区にある築

50年の旧歯科医院を改装した「まちの縁側MOMO」に事

務所とサロンを置き、活動拠点としている。

　サロンは企画展などを開くとともに、誰でも立ち寄れる空

間として縁側の機能を果たしている。

　また、2005年にオープン予定の「旧川上貞奴（日本の女

優第1号）邸」の復元プロジェクトのコーディネートなども

手掛けている。
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しています。どうしてそんなことが可能なの

でしょうか。

大平　村の人口が1，000人足らずだからでき

るのかもわかりません。ただ、一昔前よりは

お学理も多少は減っています。天竜市のなか

に「道の駅」が3駅できて、私たちの周囲の

市町村が私たちを見習ってというか、それぞ

れが頑張っております。そのために地域全体

が元気になりました。

　いまは、NPO法人にしてよかったと、みん

ないっております。もし、利益が出たからと

いって、全戸加入の組織ですから、それを各

戸で配分して分けたとしても、この時代では

できることは限られています。それより福祉

や子どもたちの育成、環境保全といった、住

みよい地域をつくる、その一つの資源になる

ことを実践で示すことができたということの

ほうが嬉しいです。

　ある69歳の女性が、「おばさん、この活動

に参加してどんなことがよかったですか」と

いう大学生の取材にこのように答えていまし

た。「毎日緊張感を持って、当番のときにはこ

の水車へ出てくるよ。百姓やっているときは

紅もささなかった。それが身繕いをして、お

化粧をして、そしてここへきてあなたたちと

接することができたんですよ」と。

　自分たちの暮らしを相互扶助によって守る

という地域振興事業が、より多くの人に理解

され広がっていくものと願っています。

利益配分、地域通貨

司会　良質なサービスを提供するという仕組

みづくりもですが、一人ひとりの気持ちのな

かに、生き甲斐を生み出し、創造的緊張感に

あふれる日々を送る、これを届けられるNPO

はほんものですね。

　さて、千葉まちづくりサポートセンターは、

地域通貨を導入しているのが特徴です。善意

を無償で行うという社会貢献活動をより高め

るために地域通貨が機能していると思います

が、地域通貨によって社会貢献活動をする・

しないがどのように変わってきているとお考

えですか。

海保　私自信、小さなお店を続けていますが、

地域通貨のことを理解していくにはとても時

間がかかりました。しかし、重要なのは理論

ではありません。

　ある70代のおばちゃんのお話をちょっとし

てみたいと思います。その人は昔靴屋を経営

していたんですが、もうお店も閉めていまし

富永一夫
（とみなが・かずお）

　NPOフュージョン長池

理事長、長池ネイチャーセ

ンター館長

r一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一・一一一一一一一一一一一一一一一一一・一一一一一一「

1　■フュージョン長池　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
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森山奈美
（もりやま・なみ）

　株式会社御祓川チーフマ

ネージャー、川への祈り実

行委員会事務局次長

た。ところがいまから3年前、私たち「ピー

ナッツクラブ」で、花と緑を植えようという

活動をはじめたとき、そのおばあちゃんに街

路樹の下に花を植えるのを手伝ってくれませ

んかというお願いをしました。そしたらなん

と、そのおばあちゃんは「エッ、花を植えて

いいの、それなら、私は3ヵ所の街路樹の下

に植えたい」と。そこで、手伝ってくれるん

でしたらピーナッツクラブに入りませんか。

お金じゃないけれど、花を植えてくれれば、1

ヵ月に1，000ピーナッツを差し上げるからと。

でもそのおばあちゃんは、そのときは、なん

のことかわからなかったようですが、要は花

を植えることができるというので参加してく

れました。

　そうしたら、そのおばあちゃん、本当にみ

るみる元気になってきたんです。それは当た

り前なんですね。いままで店を閉めちゃって

いるわけですから、商店街の人たちとも交流

がない。自分もさびしいので花を植えはじめ

た。そうすると、いままで黙って通り過ぎて

いた人たちが、「最近、花がされいじゃない」

「いや、これ、私がやってんの」「なあに」「な

んだかわかんないんだけど、アミーゴもする

のよ」とか。

　そういうようなことが起こって、70代のお

ばあちゃんが元気になってくると、なんと不

思議なもので、その人のお店の前に高齢者の

方が立ち止まるようになるのですよね。もし

かすると、商売はやっていなんだけれども、

そのおばあちゃんが商店街をいちばん元気に

している。こういう人が、地域通貨のほんと

うの実践者じゃないのかなと私は思っていま

す。

NPO法人の運営

　　　　一1．．盤購盛斑顧＝．爵編．蟷、　。。、も惣一　、、、。、

司会具体のNPO運営にあたりまして、フュ

ージョン長池・富永さんに、事務局運営経費

捻出はどうしていますか、その金額はいくら

くらいですか。これはどのNPOも共通した運

営上のネックになっているかと思いますので、

ちょっと全体を代表してお話いただけません

か。

富永　事務局運営人件費は、いまだにすべて

ノン・ペイメントなんですね。もらうと、地

域のいろんな要望に対して、全部自分でやら

なければいけないような精神状態になるんで

す。なんか非常につらくなる。ですから私は、

長池ネイチャ一輪ンターの館長をさせていた

だくことで、そのことに見合うだけの給料を

「一・一一一一一一一一一一一一一一一一一一■■一一一一一一一一一一一

；　■株式会社御祓川（みそぎがわ）

；　設立年月：1999年

雍　活動地域：石川県七尾市
鐸

’噌隅ロー正日一一一藺■■一一一■一■■一一■一一■一■■■願一一口煽 u

　石川県七尾市内を南北に流れる御祓川（みそぎがわ）。都

市化の進展でドブ川と化してしまったこの川をまち再生の核

にしょうと、99年に民間まちづくり会社「御祓川」が誕生

した。80年代からの七尾市活性化のまちづくり活動をルー

ツとし・川の浄仏周辺のにぎわい創出・コミ・ニテ・離　　ぎ＼＿

の三事業を手掛けている。主体と責任を明確化するため株式　　　　　御祓川ポンプ店

会社形態を取るが、利益分配は行わずに次の事業展開に生か

しているのが特徴。各
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社御祓川の事業内容

ヒト｝にとマチ椙級ｺ購ノ1謡とマチの関係

　　　　　　　株式会社　御祓川

　　　　　　噛墾　　　　　　　　　　　轟鞭

　　　堅調汽r。隈¢盤創．

　　　難騨摂撫ケ
　　　　　　　ヒト・イエとミセの関係

／

主体の明確化やリスク

が伴う事業は会社型と

して取り組み、川を核

に楽しみながら進める

コミュニティ再生はワ

ークショップ型の活動

として展開している。
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もらっていて、そこにいることで自由になる

時間をそこでいろんな対応をすることをいま

行政が許してくれています。

　もちろん私がNPOを所轄しているというこ

とで許してくれているので、その自由度のな

かで、ボランティアでフュージョン長池の事

務局の運営をしているわけです。私と一緒に

いるおじいちゃんも、長池ネイチャーセンタ

ーのパート代をもらって、その傍ら目の前に

あるパソコンでフュージョン長池の会計処理

も同時並行でやってくれています。事務局の

労力とコストは地域のみんなで負担したって

いいんじゃないかと思いますね。

　もう一つは、私はネイチャ日別ンターの館

長をさせていただいて食えるようになったわ

けですが、ボランティアで事務局運営に参加

している人は、そのことによって信用力がつ

いて、その信用力で仕事が取れたりして、要

は回っていく。営業的にいうとある種のセー

ルスプロモーションというか、販売促進費を

ボランティア活動で払っているみたいな感じ

でとらえれば、決してそれは持ち出しばっか

りではなくなるでしょう。

これからの課題

司会　つぎに、皆さん方が今日の主題に対し

て、あるいは自らのNPO活動に対しての課題

とか展望とか語っていただきながら締めくく

りを目指していきたいと思います。

海保　私は、NPOの理事をやっている訳です

が、商店街を元気にしたいということだけで

いままで地域通貨に走ってきたので、あまり

組織的な問題にぶつかるようなことはなかっ

た気がします。でも、最近になって、大学生

とか地域に住まわれている方、それから女性

の方、そういう人たちにどうやって参加して

いただいて、次のステップを踏んでいったら

いいのか。地域通貨の体験だけは十分させて

もらってきましたが、これからは多くの人が

参加するような仕組みをつくっていかなけれ

ばならないのかなと思っています。とくに大

学生が入ってくると、まったく違った展望が

出てくるような気がします。

大平　これからもっと過疎化は進んでいくの

ではないかなと心配があります。でも地域が

一つになって、心豊かで安心して暮らすこと

のできるそんな仕組みづくりを地域でしてい

きたいなと思っています。

　　　　1

大平展子
（おおひら・のりこ）

　NPO法人夢未来くんま

副理事長、静岡県地域興し

マイスター、国際園芸博覧

会協会評議委員

「囎一一一暉口腹層日日一口口

1　■夢未来くんま

1　設立年月：2000年6月NPO法人登記

1　活動地域：静岡県天竜市熊
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　浜松の北方約45キロの中山間地に位置する

天竜市熊。ここに住む主婦たちが、地元の生

活に改めて目を向けることからスタートした

のが「夢未来くんま」。全戸加入の熊地区活性

化推進協議会を発足させ、村おこしが始まっ

た。

　主婦たちが始めたソバや味噌の加工販売は

軌道に乗り、平成元年度農水産祭で農林大臣

賞・天皇杯を受賞。観光客も立ち寄るように

なり、14年間の活動で4，000万円の資産を有

するに至る。

　00年6月にNPO法人に認証された。食

品・物品の加工販売から得られる利益で高齢

者福祉や給食サービスを行う「しあわせ部」、

まちづくりや交流推進を行う「いきがい部」、

環境保全を実践する「ふるさと部」の活動資

金を捻出している。

川辺から見た物産館「ぷらっと」

子どもの水辺事業

来訪者でにぎわう「ぷらっと」

都市と山村の農業交流。そばの収穫
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海保真
（カ・いほ・まこと）

　NPO法人千葉まちづく

りサポートセンター理事、

ゆりの木商店会代表

　そしていまは、水車の里の自主事業の財源

と委託や補助金で事業が成り立っております。

それをなんとかもう少し地域のなかの産業に

拡げていきたいなと思っています。

　もう一つは、次の世代を引き継いでくれる

人、その人づくりがこれから私たちの大きな

課題ではないかな、と思っております。

森山　まずは、本来、収益部門となって地域

への利益を還元していきたいという御祓川の

なかの販売部門、これを自立化させていくと

いうことが当面の課題になります。それと同

時に、いくつかのNPOと一緒にさまざまなテ

ーマごとに活動しているわけですが、それぞ

れのNPOが自立化していくことが必要かなと

思います。

　そこに関わる人が多くなることによって、

ミッションを持ったNPOに関わることが、自

分自身とまちとの関係を取り戻すという株式

会社御祓川が目指している一つの関係を再生

することになるのではないかと思います。

　先程のボランティアを集める一つのアイデ

アで言い忘れましたが、地域で魅力的に活躍

している人がいれば、次の世代の担い手も集

まってきます。

富永　悩み続けていることが一つがあります。

地域力とは人間力だというふうに思っており

　　　　　　　　　　　　　　　璽

ます。さまざまに地域活動というのは揺れま

す。NPO法人をつくって思うことは、行政に

寄り過ぎると行政の下請けみたいになる。ビ

ジネスのほうに寄り過ぎるとビジネスライク

になっておカネをもらうんだからいやでもや

らなければいけないみたいになる。

　ボランティアに行き過ぎると、楽しいけど

も無責任に決めるような連中がいっぱいくる。

だから、ぼくたちはボランティアを募集しま

せん。魅力のある活動をやっていれば、志の

高い人たちが集まってきて支えてくれるとい

うふうに思っています。

　これもとにかく、地域力、その場所の特性、

山だからできないか、川が汚いからできる

か・できないか、さびれた商店街だからでき

るか・できないか、多摩ニュータウンみたい

なところだからコミュニティ活動ができない

か、すべては地域力は人間力で決まるんだと

いうふうに思っております。

「つなぎ」としてのNPO

司会　最後に、全体振り返って、主題に向け

てキーワードをいくつかあげていきたいと思

います。

r繭一一一一一
1　■千葉まちづくりサポートセンター

1　設立年月：1999年6月NPO法人登記

1　活動地域：千葉県千葉市稲毛区
1
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　99年6月にNPO法人格を取得した市民・専門家・行政

によるパートナーシップ型のまちづくり支援組織。会員の関

心に応じて多様なグループ活動を展開、コーポラティブ住宅

の実現や里山の保全・再生、市民研究所などの自主事業を展

開している。自主事業の中でも注目を集めるのが、西千葉駅

歩道にはベンチも置かれた

　　　ゆりの木通りのツルと花のオ　　　緑が歩道を飾るゆりの木通りのブティック
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　まず、NPOとは何かということですが、いう

までもなく、これはNon－Proit　Organization

という米国英語からきていますが、しかし、

今日のお話のなかで三つほど新しいNPOの呼

称の新機軸のようなものが生まれてきている

ように思います。

　一つは、NPOとは「のんびり・にこにこ」

の「N」と、「パーツとおもろく・パッション」

の「P」と、「面白い・おかしく」進めていく

「0」。特別な人がやるんじゃなくて、普通の

おっちゃんやおばちゃん、一人ひとりの暮ら

しに悩んでいる人たちがあるきっかけを持っ

てゆるやかな活動に集まってくるという「の

んびり・パーツと・面白い」という意味の

NPO。

　それから富永さんのお書きになっている

もののなかにNPOとは「New　Public
Organization」、「新公共体」という言葉があ

ります。従来の縦の関係で住民にいろいろな

サービスを提供するというのを超えて、むし

ろ水平的関係かつ「私」からはじまる公共、

あるいは最後におっしゃいましたように、地

域の人々のつながりの力が地域力だとすると、

その地域力は人間力として鍛えられていくと

いうこと。

　三つ目のNPOは「Neo－Proffessional

Organization」。「つなぎ」を進めていく上で

の新しいプロフェッショナルな発想、知恵、

心をもったネオ・プロフェッショナルな事務

局がNPOには不可欠であるということが語ら

れました。

　そこで最後に、この「つなぎ」のデザイン

をやり遂げられるような仕掛け、あるいはキ

ーワードは何かという点を全体の議論のなか

から三つほど取り上げてみたいと思います。

　その第1番目のキーワードは、つらい現実

を乗り越える新しい価値づくり、ミッション

を大事にしょうということです。

　NPOの健やかな活動というのは、危機感を

共有しながらそれを乗り越えていく夢を分か

ちあっていこうというものです。

　2番目のキーワードは、ナイーブなゆる・や

かな責任の取り方と、多様な楽しい活動を結

び合わせるということ。

　先程のように株式会社かNPOかということ

を対立的にとらえるのではなく、また志が大

事といっても事業展開がしっかりしていない

と途中で頓挫することもあります。責任の取

り方とリスクマネジメントという視点も大事

です。しかし、それを強く押し出し過ぎると、

みんなあまり集まってきません。そこでやは

りゆるやかに楽しい活動を拡げるなかで持続

的な創造的な市民活動に結びつけていく、そ

のような視点が提起されたように思います。

　3番目のキーワードは、愚痴や対立、トラ

ブルをエネルギーに変えてしまおうというこ

と。

　ゆるやかな責任の取り方と楽しい進め方と

はいいながら、実際には日々住民から批判さ

れたり、行政からも冷たくされたり、事がう

まく運ばないことがいっぱいある。今日は話

の流れでいいことばかりいってきましたが、

ここにいるパネリストの方々も実際は対立と

批判とトラブルの渦のなかに日々身を置いて

いるわけです。（笑）

　そのトラブルが起こったらいけないという

のが従来の専門家や行政の予定調和の世界で

したが、どうもそれも限界。むしろトラブル

や対立が生まれたら、トコトン本音を語り合

う。それはお互い胸襟を開いて語り合えるチ

ャンスである。形式的民主主義によって多数

決で事を決めるのではなく、トコトン話し合

うという実感的民主主義でいく。トラブルを

エネルギーにするようなしなやかな心が、

NPOが育まれていく上で重要ではないかとい

うことでしょう。

　多世代がつながり合う、コミュニティとビ

ジネスがつながり合う、あるいは人間と自然

がつながり合う、行政と市民のつなぎ、加え

て次世代につなぐということも大切です。や

はり子どもの世代がこのまちづくりNPOに自

然に身を寄せてくれるようになる状況づくり

が待たれているのではないか。それが日本の

地域を内側から、いちばん下から変えていき、

社会の変化につながっていくのではないでし

ょうか。

日時＝平成15年10月23日（木）

場所：文京区後楽1住宅金融公庫すまい・るホール
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