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　本協会では、茨木市の姉妹・友好都市をはじめ、国際交流に興味を持っておられる方々の入
会をお待ちしています。
　会員のみなさまには、年２回発行する協会報の送付や、協会が催す交流行事のご案内、ま
た、協会主催事業への参加費の一部助成を行っております。

年 会 費
申 込 先

個人会員(一般) 2,000円　(学生) 1,000円　:　団体会員　一口 5,000円
協会事務局(茨木市市民文化部文化振興課内）TEL.０７２－６２０－１８１０
協会ホームページ：http://www.ifai.jp/

茨木市国際親善都市協会 会員募集！！茨木市国際親善都市協会 会員募集！！

主な活動内容
国際交流の集い
姉妹・友好都市への市民親善訪問

中・高校生の「英語スピーチ大会」など

〒567-8505　茨木市駅前三丁目8番13号　茨木市市民文化部文化振興課内茨木市国際親善都市協会 TEL.072-620-1810　FAX.072-622-7202　ホームページアドレス　http://www.ifai.jp/
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小豆島町への市民訪問団募集!!小豆島町への市民訪問団募集!!
秋の小豆島へ行ってみませんか？
５月のオリーブマラソン訪問団に続き、今年は秋にも市民訪問団を派遣する予定です。
初夏とはちがった風情の小豆島をぜひ体験してください！

　姉妹都市小豆島町との交流促進を図るため、茨木市では小豆島町の指定宿泊施設を利用する市
民の皆さんに、宿泊費用の一部を補助する制度を設けています。

補 助 額
申 請
詳 細

中学生以上２,０００円、 小学生１,５００円（１人につき４月～翌３月までの年間１泊分のみ）
宿泊日の１０日前までに、申請書を茨木市文化振興課へ提出
茨木市文化振興課（TEL.０７２－６２０－１８１０）へ問い合わせ　又は以下のホームページへ

＜宿泊補助ホームページ＞
　http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/shimin/bunka/menu/shodoshima/index.html

姉妹都市小豆島町の宿泊施設利用補助制度姉妹都市小豆島町の宿泊施設利用補助制度

日程（予定）
募集人数

申 込
問 合 先

10月頃（１泊２日）
20人程度

決まり次第、広報いばらきでお知らせします。
協会事務局（TEL.072-620-1810）

茨木市より

お知らせ茨木市より

お知らせ茨木市より

お知らせ茨木市より

お知らせ



昼食の様子 ミッション

レクリエーション剣道体験

　１月25日（日）、「第21回国際交流の集い」を開催、市民と外国人の約280人が交流しまし
た。今回は例年と同じく市民会館ドリームホールで日本語スピーチ発表会をはじめ、昨年11
月の英語スピーチ大会優勝者によるスピーチ、歌、演奏、剣道、もちつき大会、着付け体
験、市内の高校によるブースなど、多彩なプログラムを用意し、会場は活気と笑顔に溢れて
いました。ＪＩＣＡ研修生のみなさんや、日本の高校に留学にきている留学生のみなさん、
茨木市に住んでいる外国人のみなさんなど、たくさんの人が集まり、話をしたり、美味しい
お餅を頬張ったり、演奏を聴いたり、いろんな文化を体験できる集いとなりました。
　いばらき童子もかけつけてくれ、最後は九州炭坑節の演奏にあわせてみんなで踊りました。
　また、前回に引き続き東日本大震災復興支援の一
環として、東北の物産販売を行いました。ご協力あ
りがとうございました。
　今年度も実施する予定となっております。チラシ
やホームページなどでお知らせしますので、是非み
なさんご参加ください！

　2月28日（土）、茨木市にお住まいの外国人のみなさん、JICA研修生のみなさん、地域に
お住まいのみなさんが、市役所前に集合し、まずはみんなでニックネームやお誕生日などの
自己紹介をしました。思いがけずお誕生日が近いメンバーがいたことから盛り上がり、和気
あいあいとした雰囲気で3つのグループに分かれて昼食会場へ出発しました。道中、各グルー
プは折り鶴を折るなどのミッションをこなしながら、昼食会場まで辿り着きました。昼食を
ゆっくり楽しんだあとは、南体育館まで移動して、レクリエーションを楽しみました。茨木
市剣道協会のみなさんにご協力いただき、剣道体験をしたり、じゃんけんゲームをしたり、
時間があっという間に過ぎていきました。
最後は参加した方にその日に撮影した集合
写真をプレゼントし、みなさんをお見送り
しました。参加された方から「とっても楽
しかった！」というお声をいただきまし
た。
　今回は、ふれあい交流にご参加くださった
キャサリンさんに感想をお聞きしました。

国際交流の集い ー International Gathering 2015ー 外国人とのふれあい交流 2015

スピーチ表彰

もちつき

九州炭坑節

We ate lunch at a delicious restaurant 
next to a beautiful temple. Then we visited 
the kendo dojo for a demonstration. We had a 
lot of fun practicing kendo on the students and 
leaving the names of the body target areas.

Katherine Russell　　

協会会員の田邉昌男様より本協会へ多額の寄付（20万円）をいただきました。感謝の意
を込め、国際交流の集いにおいて、会長若林三雄より感謝状を贈呈しました。
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Our group to the home-visit consisted Bendeyeko-san and me. Our host was Ms. Yuki Kawahara.
It was indeed an eye opener to all of us as it contained a 
lot of new things which we saw, touched and enjoyed.
Our visit was done in Kyoto city. We visited almost all the 
major shrines and Temples in the city and we had good 
lunch which we are using traditional Japanese Chopsticks.
We used Railway Transport and we enjoyed changing 
trains here and there.
The moments in this visit will be cherished!
DOMO ARIGATO GOZAIMASU.

　春分の日。天気にも恵まれ、京都へお出かけをすることにしました。
　のんびりと南禅寺から平安神宮を散策しながら、子どもたちと一緒に参拝です。
　祝日なので動物園にたくさんの家族連れが見えると、日本での子育ての話からタンザニアにいる家族や
アフリカの大自然の話に広がっていきます。
　昼食はうどん屋さんへ。研修員のお二人は“I need a fork.”（フォークが欲しい）と言いつつお箸に
挑戦！上手く使ってうどんを口へ運ぶことはできたのですが、親子丼はご飯がお箸でつかめません！結局
スプーンで食べてみたり・・・。
　笑いもあり、子どもたちも楽しく会
食しました。
　みんなで一緒に食事をすると、更に
親近感が湧きますね。

　今回のhome visitは「日本人家庭
と過ごす休日」のようになりました。

　　　　　　　　　　　　河原由紀

　2 月 21 日（土）・22 日（日）の２日間にわたり、竹田市との歴史文化姉妹都市提携 1 周年記念講演会を、
茨木市との共催で開催しました。
　21 日（土）には、竹田市長の首藤勝次氏に茨木市にお越しいただき、「有由有縁」をテーマに、茨木市と竹田
市との深いつながりなどについてお話いただきました。
　また 22 日（日）には、前茨木市文化財愛護会会長の小林章氏に、「中川清秀とその子孫」をテーマに、中川清秀、
竹田市、そして茨木市との関係についてお話いただきました。
　22 日の講演会後には、映画「伊豆の踊子」（原作：川端康成、主演：
吉永小百合、1963 年制作）を上映しました。

　講演会にご来場いただいた皆さまからは「素晴らしいお話だった」、
「若い人たちにも聞いてほしかった」などのご感想をいただきました。
　ご来場いただいたみなさまには茨木市・竹田市とゆかりの深い川端
康成の作品をモチーフにしたクリアファイル（茨木市作成）を配布し
ました。このクリアファイルは、川端康成文学館にて販売しております。

　歴史文化姉妹都市竹田市の指定宿
泊施設を利用する市民の皆さんに、
宿泊費用の一部を補助する制度があ
ります。
　歴史的関わりの深い、大分県竹田
市を訪問し宿泊される際には、ぜひ
ご利用ください。

茨木市文化振興課（TEL.０７２－６２０－１８１０）へ問い合わせ又は以下のホームページへ

＜宿泊補助ホームページ＞
　http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/shimin/bunka/menu/takedashishukuhakusiseturiyouhojoseido/index.html

歴史文化姉妹都市竹田市の宿泊施設利用補助制度歴史文化姉妹都市竹田市の宿泊施設利用補助制度

大分県竹田市との歴史文化姉妹都市
提携１周年記念講演会を開催

今年も3月20日(金)から27日(金)までJICA研修員の皆さんが茨木市へ地方自治体行政研修に来られ、3月
21日(祝)にはホームビジットを体験されました！
研修員のKahitwaさんと、Kahitwaさんを受け入れた河原さんのお声をお届けします！

10：00　　　meeting　
10：30　　　電車で京都へ。満員電車を体験
11：30頃　　京都着・・・まずはひと息。自販機でお茶購入体験　売店で焼き八橋を試食
散策スタート　南禅寺（三門、法堂）
12：40　　　昼食・・・うどん屋さんの二階座敷でくつろぐ
14：00頃　　琵琶湖疏水と京都市立動物園沿いを歩いて、平安神宮へ・・・おみくじ体験
15：00　　　平安神宮前のコンビニ前は雰囲気が良く、30分も休憩
15：00　　　京都を出発
16：50　　　駅でお別れ

2014年度JICA国別研修

「タンザニア地方政府改革プログラム」研修員のホームビジット

Mr.KAHITWA Severine Bimbonaより

「タンザニア地方政府改革プログラム研修生のホームビジット」を受け入れて
河原由紀さんより

河原さんたちの当日のスケジュール

中学生以上５,０００円、小学生３,０００円（１人につき４月～翌３月までの年間１泊分のみ）
宿泊日の１０日前までに、申請書を茨木市文化振興課へ提出

21日講演　竹田市長　首藤勝次氏 22日講演　前茨木市文化財愛護会会長　小林　章氏

茨木市より

お知らせ茨木市より

お知らせ茨木市より

お知らせ茨木市より

お知らせ

ゆうゆゆうえん

                                  

4

SISTER CITIES NEWS



Our group to the home-visit consisted Bendeyeko-san and me. Our host was Ms. Yuki Kawahara.
It was indeed an eye opener to all of us as it contained a 
lot of new things which we saw, touched and enjoyed.
Our visit was done in Kyoto city. We visited almost all the 
major shrines and Temples in the city and we had good 
lunch which we are using traditional Japanese Chopsticks.
We used Railway Transport and we enjoyed changing 
trains here and there.
The moments in this visit will be cherished!
DOMO ARIGATO GOZAIMASU.

　春分の日。天気にも恵まれ、京都へお出かけをすることにしました。
　のんびりと南禅寺から平安神宮を散策しながら、子どもたちと一緒に参拝です。
　祝日なので動物園にたくさんの家族連れが見えると、日本での子育ての話からタンザニアにいる家族や
アフリカの大自然の話に広がっていきます。
　昼食はうどん屋さんへ。研修員のお二人は“I need a fork.”（フォークが欲しい）と言いつつお箸に
挑戦！上手く使ってうどんを口へ運ぶことはできたのですが、親子丼はご飯がお箸でつかめません！結局
スプーンで食べてみたり・・・。
　笑いもあり、子どもたちも楽しく会
食しました。
　みんなで一緒に食事をすると、更に
親近感が湧きますね。

　今回のhome visitは「日本人家庭
と過ごす休日」のようになりました。

　　　　　　　　　　　　河原由紀

　2 月 21 日（土）・22 日（日）の２日間にわたり、竹田市との歴史文化姉妹都市提携 1 周年記念講演会を、
茨木市との共催で開催しました。
　21 日（土）には、竹田市長の首藤勝次氏に茨木市にお越しいただき、「有由有縁」をテーマに、茨木市と竹田
市との深いつながりなどについてお話いただきました。
　また 22 日（日）には、前茨木市文化財愛護会会長の小林章氏に、「中川清秀とその子孫」をテーマに、中川清秀、
竹田市、そして茨木市との関係についてお話いただきました。
　22 日の講演会後には、映画「伊豆の踊子」（原作：川端康成、主演：
吉永小百合、1963 年制作）を上映しました。

　講演会にご来場いただいた皆さまからは「素晴らしいお話だった」、
「若い人たちにも聞いてほしかった」などのご感想をいただきました。
　ご来場いただいたみなさまには茨木市・竹田市とゆかりの深い川端
康成の作品をモチーフにしたクリアファイル（茨木市作成）を配布し
ました。このクリアファイルは、川端康成文学館にて販売しております。

　歴史文化姉妹都市竹田市の指定宿
泊施設を利用する市民の皆さんに、
宿泊費用の一部を補助する制度があ
ります。
　歴史的関わりの深い、大分県竹田
市を訪問し宿泊される際には、ぜひ
ご利用ください。

茨木市文化振興課（TEL.０７２－６２０－１８１０）へ問い合わせ又は以下のホームページへ

＜宿泊補助ホームページ＞
　http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/shimin/bunka/menu/takedashishukuhakusiseturiyouhojoseido/index.html

歴史文化姉妹都市竹田市の宿泊施設利用補助制度歴史文化姉妹都市竹田市の宿泊施設利用補助制度

大分県竹田市との歴史文化姉妹都市
提携１周年記念講演会を開催

今年も3月20日(金)から27日(金)までJICA研修員の皆さんが茨木市へ地方自治体行政研修に来られ、3月
21日(祝)にはホームビジットを体験されました！
研修員のKahitwaさんと、Kahitwaさんを受け入れた河原さんのお声をお届けします！

10：00　　　meeting　
10：30　　　電車で京都へ。満員電車を体験
11：30頃　　京都着・・・まずはひと息。自販機でお茶購入体験　売店で焼き八橋を試食
散策スタート　南禅寺（三門、法堂）
12：40　　　昼食・・・うどん屋さんの二階座敷でくつろぐ
14：00頃　　琵琶湖疏水と京都市立動物園沿いを歩いて、平安神宮へ・・・おみくじ体験
15：00　　　平安神宮前のコンビニ前は雰囲気が良く、30分も休憩
15：00　　　京都を出発
16：50　　　駅でお別れ

2014年度JICA国別研修

「タンザニア地方政府改革プログラム」研修員のホームビジット

Mr.KAHITWA Severine Bimbonaより

「タンザニア地方政府改革プログラム研修生のホームビジット」を受け入れて
河原由紀さんより

河原さんたちの当日のスケジュール

中学生以上５,０００円、小学生３,０００円（１人につき４月～翌３月までの年間１泊分のみ）
宿泊日の１０日前までに、申請書を茨木市文化振興課へ提出

21日講演　竹田市長　首藤勝次氏 22日講演　前茨木市文化財愛護会会長　小林　章氏

茨木市より

お知らせ茨木市より

お知らせ茨木市より

お知らせ茨木市より

お知らせ

ゆうゆゆうえん
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IIN

　「我們是朋友！（ぼくらは友だち）」では中国人の講
師と中国語に親しみたい子どもたちを募集していま
す。毎月１回原則第３土曜日（７・８月は除く）に、ロー
ズＷＡＭで開催しています。
　親子で参加できる中国語教室ですので、ぜひ保護者
の方々も一緒にご参加ください！
※もちろん子どもだけでも参加可です。

※テーマや持ち物などの詳細は、開催月の広報いばら
き及び協会ホームページの募集欄でお知らせします。

※テーマや持ち物などの詳細は、開催月の広報いばら
き及び協会ホームページの募集欄でお知らせします。

　青少年活動室では、英語でクッキング、ハロ
ウィン、クリスマスなど、毎回テーマに沿って講師
の久徳ウェンディー先生と一緒に英語に親しむ
"We Are Friends !"を、原則4・5・7・9・10・
12・2月の第3日曜日にクリエイトセンターで開
催しています。

実用日本語学習会

《Thursday Class》 1：30～3：00 p.m.
《Friday Class》 10：00～11：30 a.m.
8th Floor at City Hall South building
1,500円（テキスト代は実費）
※木・金曜の両方に参加の場合は、3,000円

協会事務局（TEL 072-620-1810）
ホームページ：http://nihongo.o.oo7.jp/

ホームページ：http://www.zd.em-net.ne.jp/̃iin/

と  き

と こ ろ
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場 所
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もく きんよう りょうほう さんか ば あい
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じっぴ

えん

　「実用日本語学習会」では、日本語を母語としな
い方を対象に、マンツーマンで日本語学習の支援
を行っております。
　また、学習支援者も同時に募集していますので、
興味のある方は、ぜひ一度見学に来てください！

じつようにほんごがくしゅうかい

にほんごがくしゅう しえんかた

おこな

たいしょう

がくしゅうしえんしゃ

きょうみ かた いちどけんがく き

どうじ ぼしゅう

に ほ ん ご ぼ  ご

We Are 
Friends!

We Are 
Friends!

We Are 
Friends!

小学4～中学３年生   
協会事務局（TEL 072-620-1810）

対象
連絡対象

申込

中国語で遊ぼう

小学１～６年生、参加児童の保護者
協会事務局（TEL 072-620-1810）

Ibaraki 
Intercultural 
Network

Ibaraki
Intercultural 
Network
　姉妹都市活動室では、ミネアポリス市との交流を支
えるための英語力や国際感覚の向上、異文化理解の
ため、ゲストスピーカーの英語によるスピーチを聞い
たり、ディスカッション等を行ったりしています。また、
JICA 研修員、大阪大学留学生や茨木市近隣に在住
の外国人との交流を楽しんでいます。
　興味のある方は、気軽に見学にお越しください。

第１木曜日 午前9時30分～11時30分
第３土曜日 午後2時～4時

クリエイトセンター（茨木市駅前四丁目6-16）
※協会事務局（TEL 072-620-1810) へ
お問合せください。

茨木市国際親善
都市協会会員

正会員：2,500円
（18歳以上）

準会員：1,000円
（中・高校生）

一般社団法人 茨木カンツリー倶楽部

当基金では、茨木市国際親善都市協会が主催・共催又は後援する事業や、国外でのスポーツ・文化交
流に参加する市内の青少年（満２４歳以下）または青少年団体などに助成をしております。

平成26年度の主な助成事業

ＪＡＭＦＥＳＴ ＵＳ ＦＡＩＮＡＬＳ
　平成26年５月１日～７日にかけて、ワールドウイングス
スポーツバトンクラブの７人がアメリカ・ロサンゼルスで
開催された「JAMFEST US FINALS」に参加し、みごと
優勝されました。

第１２回小豆島オリーブ杯小学校バレーボール大会事業
　平成26年10月18日～19日にかけて、茨木市と姉妹都市であ
る小豆島町で第12回小豆島オリーブ杯小学生バレーボール大
会が開催され、茨木郡バレーボールクラブ・太田ジュニアバ
レーボールクラブ・玉櫛スポーツバレーボールクラブ・茨木ジュ
ニアバレーボールクラブ・たまさぶジュニアが出場しました。

2014 ジュリアノーヴァ国際管楽音楽祭
　平成26年５月28日～６月５日にかけて、早稲田摂陵高
等学校の生徒50人がイタリアで開催された「2014ジュリ
アノーヴァ国際管楽音楽祭」に出場しました。

第３１回英語スピーチ大会
　平成26年11月３日、福祉文化会館５階文化ホールで第31回
茨木市国際親善都市協会英語スピーチ大会が開催され、中学
生16人、高校生11人が熱のこもったスピーチを披露しました。

第１０回ハワイレインボーキャンプ
　平成27年３月21日～29日にかけて、ハワイ州のホノルル
で第10回ハワイ・レインボー・キャンプが開催され、茨木
スカウト連絡会の高校生１人が参加し、キャンプ生活の体
験を通じて諸外国からのスカウトとの交流を図りました。

絵画・書の交換
　茨木市内幼稚園・小学校の子供達の絵画や書を、姉妹都
市・アメリカ合衆国ミネアポリス市、国内姉妹都市・小豆
島町及び大韓民国昌原市に交換しました。

ミスダンスドリルチーム・インターナショナルｉｎＵＳＡ
　平成27年３月25日～31日にかけて、早稲田摂陵高等学
校チアリーディング部員９人がアメリカ合衆国・アーバイ
ンで開催された「48th Annual Pageant Miss Dance 
Drill Team USA Competition 2015」に出場しました。

高校合気道部と現地高校生のミネアポリス親善交流
　平成26年７月29日～８月６日にかけて、大阪府立春日丘
高等学校合気道部員４人が、姉妹都市であるアメリカ合衆
国・ミネアポリス市でホームステイ体験などをしました。

オーストラリア国際交流事業
　平成26年７月21日～８月４日にかけて、大阪府立福井
高等学校の生徒６人がオーストラリア・シドニー市でホー
ムステイを体験し、現地高校生と交流しました。

ラボ国際交流事業
　平成26年７月20日～８月26日にかけて、中学生８人が
アメリカ、１人がカナダでホームステイを体験しました。

青少年国際交流助成事業基金

姉妹都市活動室

　今年もミネアポリスから１１５句の応募がありました。厳正なる選考の結果、各部門で１位に選ばれた作品をご紹介します。
お題「静」、quiet
今回のテーマは、「静けさ」、「静寂」です。英語では”silence,““silent,”“silently,””quiet,”“quietness,” 
“quietly,““calm,““soundless,”また”no sound”などで描写されています。選句では必ずしもテーマの語彙を入れ
なくても、詩として、またハイクとしてインパクトのあるものを選びました。選句の基準は、イメージの明確なもの、観念的
でないもの、宣伝のようなプロパガンダでないもの、新しい視点で描かれているもの、英語語彙の使い方のうまさ、音の
使い方の秀でたものとしました。

翻訳・講評：吉村　侑久代 氏（岐阜保健短期大学教授・日本英詩協会会長）

英語ハイクコンテスト 入賞作品決定!!

作者：Marina Tinnesさん

Galloping across
The quiet forest trails
The graceful brown deer

ギャロップで駆けていく
静まり返った森の獣道を
優雅な茶色の鹿

幼稚園・小学校の部

作者：Julia Reiswigさん

Silent atmosphere
Snowflakes illuminated
By the lucid moon

しーんとした静かな大気
雪片が照らされている
輝く月に

中学生の部

作者：Maya Desmaraisさん

My hearing aids off
Quietness is all I hear
Now I am at peace

補聴器をはずすと
静けさのみが私に入ってくる
でも安らかなとき

高校生の部

作者：Matt Linmanさん

Slumbering under
Dark lush loam muffled 
raindrops
Radish seeds unfurl

雨だれを包みこんだ黒い肥
沃な大地
その下でまどろみながら
ハツカダイコンの芽が広がる

成人の部
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高等学校の生徒６人がオーストラリア・シドニー市でホー
ムステイを体験し、現地高校生と交流しました。
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アメリカ、１人がカナダでホームステイを体験しました。

青少年国際交流助成事業基金
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　本協会では、茨木市の姉妹・友好都市をはじめ、国際交流に興味を持っておられる方々の入
会をお待ちしています。
　会員のみなさまには、年２回発行する協会報の送付や、協会が催す交流行事のご案内、ま
た、協会主催事業への参加費の一部助成を行っております。

年 会 費
申 込 先

個人会員(一般) 2,000円　(学生) 1,000円　:　団体会員　一口 5,000円
協会事務局(茨木市市民文化部文化振興課内）TEL.０７２－６２０－１８１０
協会ホームページ：http://www.ifai.jp/

茨木市国際親善都市協会 会員募集！！茨木市国際親善都市協会 会員募集！！

主な活動内容
国際交流の集い
姉妹・友好都市への市民親善訪問

中・高校生の「英語スピーチ大会」など

〒567-8505　茨木市駅前三丁目8番13号　茨木市市民文化部文化振興課内茨木市国際親善都市協会 TEL.072-620-1810　FAX.072-622-7202　ホームページアドレス　http://www.ifai.jp/

編集・発行

小豆島町への市民訪問団募集!!小豆島町への市民訪問団募集!!
秋の小豆島へ行ってみませんか？
５月のオリーブマラソン訪問団に続き、今年は秋にも市民訪問団を派遣する予定です。
初夏とはちがった風情の小豆島をぜひ体験してください！

　姉妹都市小豆島町との交流促進を図るため、茨木市では小豆島町の指定宿泊施設を利用する市
民の皆さんに、宿泊費用の一部を補助する制度を設けています。

補 助 額
申 請
詳 細

中学生以上２,０００円、 小学生１,５００円（１人につき４月～翌３月までの年間１泊分のみ）
宿泊日の１０日前までに、申請書を茨木市文化振興課へ提出
茨木市文化振興課（TEL.０７２－６２０－１８１０）へ問い合わせ　又は以下のホームページへ

＜宿泊補助ホームページ＞
　http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/shimin/bunka/menu/shodoshima/index.html

姉妹都市小豆島町の宿泊施設利用補助制度姉妹都市小豆島町の宿泊施設利用補助制度

日程（予定）
募集人数

申 込
問 合 先

10月頃（１泊２日）
20人程度

決まり次第、広報いばらきでお知らせします。
協会事務局（TEL.072-620-1810）

茨木市より

お知らせ茨木市より

お知らせ茨木市より

お知らせ茨木市より

お知らせ
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