
会社名 料金等 ☎お問い合わせ先

特定非営利活動法人飛梅コアラ
メーター料金（初乗り610円）
車いす1,500円、リクライニング2,500円
ストレッチャー4,000円
※介護保険対応あり（詳細問い合わせ必要）

NPO 法人ケアステーション
飛梅コアラ
092-566-3658
営業所
福岡市南区老司

ニッシンケアサービス
メーター料金（初乗り580円）＋介助料1,790円
車いす対応車両での移動支援。
車いすを使用したいときは事前に連絡が必要

日新交通株式会社
092-512-0143
営業所
福岡市南区清水

福祉タクシー金たろう
メーター料金（初乗り610円）＋介助料500円～
（詳細は要相談）
車いす対応可

092-573-0294
営業所
春日市光町

福祉タクシーひので

メーター料金（初乗り770円）＋介助料1,500円
大型車両はストレッチャーまたは車椅子と介助者
同乗可
小型車両は車いす可。
（初乗り610円）＋介助料1,500円

092-574-5386
営業所
春日市日の出町

名称 内容 ☎お問い合わせ先

ふれあい号

南地区在住の65歳以上の人が対象で、病院、買い物等の
交通手段として運行（無料）
Ａコース：月曜日・水曜日・金曜日
Ｂコース：火曜日・木曜日・土曜日
※Ａ・Ｂとも１日４便運行
運休日：日曜日、祝日、８/13～16、12/28～１/４

南地区コミュニティ運営協議会
092-596-1044

東地区コミュニティ運営協議会
092-504-1430

移送サービス

歩行困難で車いすなどを使用している人や障がいに
より寝たきりの状態で、既存の交通機関を利用する
ことが困難な場合に、車いすや寝たきりの状態でも
乗車できる自動車（リフトカー）を運行
※同伴者必要、要申請

社会福祉協議会
092-572-7700
（平日　8：30～17：00）ハンディキャブ貸し出し

車いすを使用されている人や外出困難な人に、車いすに
乗ったまま乗車できる軽車両（ハンディキャブ）を貸し出し
※運転ボランティア調整可能、要申請

おげんき号

福祉用具貸し出し 社協会員に加入いただいた人を対象に車いす、電動
ベッド（貸し出し期間は３か月以内）を貸し出し

【その他】
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東地区在住の70歳以上の人を対象で、病院、買い物等の
交通手段として運行（無料）
北コース：月曜日・水曜日・金曜日
南コース：火曜日・木曜日・土曜日
北（27停留所）・南（38停留所）共１日４便、停留所
は、表示あり
運休日：日曜日、祝日、８/12～８/16、12/28～１/６

相談
　生活のなかで必要と思われる相談サービスを紹介しています。
高齢者の生活、介護に関わる相談・困りごとについては、27ページの各地域包括支援センターもご活用ください。

名称 内容 日時 ☎お問い合わせ先
大野城市
すまいとくらしの
相談センター

市民のすまいの相談を受け、市商工会会員を
ご紹介します 月曜日～金曜日　9：00～17：00 大野城市商工会

092-581-3412

弁護士による電話法律相談 生計、離婚、相続、債務整理、借家などの
法律相談 第2木曜日　10：00～12：00 社会福祉協議会

092-501-7830

弁護士による心配ごと相談 生計、離婚、相続、債務整理、借家などの
法律相談

第2・3火曜日　10：00～12：00
第1・4火曜日　10：00～12：00
　　　　　　　13：00～15：00
受付は午前9：00～、午後12：45～
事前予約枠あり

社会福祉協議会
092-572-7700

大野城市すこやか交流プラザ
092-501-2222

ふくし何でも相談 福祉の各種相談の随時受入
平日　8：30～17：00
(12：15～13：00昼休み)
土・日・祝、年末年始休

社会福祉協議会
092-501-3311

障がい者110番
障害のある方の相談窓口
①一般相談（相談員）
②法律相談（弁護士）
③年金相談（社会保険労務士）

①月曜日～金曜日　9：00～17：00
②第２・４水曜日　13：00～15：00
③第１・３金曜日　13：00～15：00
土日祝・年末年始・お盆休み

福岡県身体障害者福祉協会
（クローバープラザ内）
092-584-6110

心の健康相談 専門の医師が、面接にて相談に応じます。毎月第3月曜日（祝日・年末年始を除く）13：40～15：30（事前予約制）

（公社）認知症の人と
家族の会

・認知症に関すること
・介護に関すること
・早期発見のためのアドバイス
・認知症の理解と家族の対応に関すること
・診断のための専門医紹介、高齢者福祉に
  関すること

火・木・金曜日　（第3火曜日は除く）
10:30～15:30

（公社）認知症の人と家族の
会
092-771-8595
（ふくふくプラザ内）

福岡県若年性認知症
サポートセンター 火曜日～土曜日　10：00～16：00 クローバープラザ相談室

092-574-0196（センター直通）

春日市
介護を考える家族の会
「ひだまりの会」

介護をされている家族の悩み事や、ご苦労話を
本音で話し合い、心の負担を軽くして、より良
い介護ができるような「心のケア」をモットー
に活動しています
勉強会（年2回）・リフレッシュ行事（年1回）・
電話相談など
※詳細については、ご確認をお願いします

定例会：毎月第３木曜日
13：00～15：00

飯野（会長）
092-595-0727
（電話・FAX 同じ）

《活動場所》
春日市社会福祉センター
（春日市昇町3-101）

福岡県認知症介護相談
認知症の人やその人を介護する家族が抱える
不安や悩みを認知症の介護を経験した人等
が電話や面談により相談を受けます

水・土曜日　11:00～16:00 クローバープラザ相談室
092-574-0190（代表）

配偶者暴力相談
支援センター（筑紫） 配偶者からの暴力に関する相談 月曜日～金曜日　8：30～17：15 092-584-0052

認知症の人やその人を介護する家族が抱える
不安や悩みを認知症の介護を経験した人等
が電話や面談により相談を受けます

筑紫保健福祉環境事務所の
定期業務・一般健康相談等
主な相談窓口

① 難病相談（難病ホットライン）
② 栄養相談
③ ふくおかまごころ駐車場利用証交付
④ 専門の医師による精神保健福祉相談
　（予約制）
⑤ アルコール精神保健福祉相談（予約制）
⑥ 思春期精神保健福祉相談（予約制）
⑦ 精神保健福祉相談（保健師が随時対応）

①月曜日～金曜日　8：30～17：00
②月曜日～金曜日　8：30～17：00
③月曜日～金曜日　8：30～17：00
④水曜日　　　　 13：00～15：00
⑤第2・3水曜日　 13：00～15：00
⑥第2木曜日 　　13：00～15：00
⑦月曜日～金曜日　8：30～17：00

①健康増進係
　　　092-573-3100
②健康増進係
　　　092-513-5583
③社会福祉課
　　　092-513-5626
④⑤⑥⑦精神保健係
　　　092-513-5585
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その他
　生活のなかで必要と思われるサービスを紹介しています。

名称 内容 ☎お問い合わせ先

介護用品（紙おむつ）給付サービス
（市の高齢者福祉サービス）

《対象者》おおむね65歳以上の在宅者で要支援・
要介護認定を受けて紙おむつが必要な人
所得制限あり
《手続き》申し込み後訪問調査により支給決定
おむつ現物支給

基幹型地域包括支援センター
092-501-2306

日常生活用具給付事業
（市の高齢者福祉サービス）

《対象者》介護サービスでのサービスに補完が必要な
高齢者に対して、日常生活用具（火災報知器・自動消火器・
電磁調理器を給付）購入に要する費用を助成する事業
費用負担に条件あり
《手続き》申し込み後、訪問調査により支給決定

介護予防ボランティア事業

高齢者がボランティア活動を行うことで、社会参加や
地域貢献をすると共に、自身の健康増進と介護予防を
推進する事業
《対象》市内在住の65歳以上の人で、事前に担当課からの
説明を受けた上で登録をした人
《活動内容》市が指定する介護保険施設等での利用者の
話し相手や娯楽の相手、洗濯物たたみ等の軽微な作業
などのボランティア活動
《ポイント付与・換金》1時間以内の活動で1ポイント
（P）、1時間超で2Pを付与（1日の上限は2P）
また、申請により1P=100円で換金
（年間5,000円が限度）

長寿支援課長寿支援担当
092-580-1859

日常生活自立支援事業

認知症、知的・精神障がい等で判断能力が不十分な人
に福祉サービスの相談・情報提供や日常的な金銭の
出し入れ・通帳の預かりなどの支援
受付は平日のみ　8：30～17：00
（土日祝日年末年始休）

社会福祉協議会
092-572-7700生活福祉資金貸付事業

高齢者、低所得者、障がい者に対して、資金の貸付と
必要な援助指導
受付は平日のみ 8：30～17：00
（土日祝日年末年始休）

福祉用具リサイクル事業
不要になった福祉用具（電動ベッドや車いすなど）を
必要とされている人に斡旋
受付は平日のみ 8：30～17：00
（土日祝日年末年始休）

おタスケさん（ボランティア）
使ってバンク
「暮らしのサポート事業」

各パートナーシップ活動支援センター
（各コミュニティセンター内）

南    092-595-6232
使ってバンク専用電話

中央 092-516-6946
東    092-515-9231
北    092-504-4833

友心まごころサービス

遺品整理・生前整理・空家整理・特殊清掃
永代供養付納骨（ペット可）ご供養
各種除菌消臭・形見分け品運搬
各種書類手続き代行など
24時間 年中無休電話対応
料金はサービス内容による見積り無料
（再販可能な品は買取査定あり）
注意事項、最終確認を経て契約手続きへ

株式会社友心
092-408-5939
フリーダイヤル
（見積り依頼）
0120-960-877
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おタスケさんとして一緒に活動できる方
事前登録制（登録料300円）登録証発行
お手伝いのお礼に受け取る「ありがとう券」は大野
城市のごみ袋や商品券に交換が可能
※おタスケさんのお手伝い希望の人はP2をご覧
ください



その他
　生活のなかで必要と思われるサービスを紹介しています。

名称 内容 ☎お問い合わせ先

介護用品（紙おむつ）給付サービス
（市の高齢者福祉サービス）

《対象者》おおむね65歳以上の在宅者で要支援・
要介護認定を受けて紙おむつが必要な人
所得制限あり
《手続き》申し込み後訪問調査により支給決定
おむつ現物支給

基幹型地域包括支援センター
092-501-2306

日常生活用具給付事業
（市の高齢者福祉サービス）

《対象者》介護サービスでのサービスに補完が必要な
高齢者に対して、日常生活用具（火災報知器・自動消火器・
電磁調理器を給付）購入に要する費用を助成する事業
費用負担に条件あり
《手続き》申し込み後、訪問調査により支給決定

介護予防ボランティア事業

高齢者がボランティア活動を行うことで、社会参加や
地域貢献をすると共に、自身の健康増進と介護予防を
推進する事業
《対象》市内在住の65歳以上の人で、事前に担当課からの
説明を受けた上で登録をした人
《活動内容》市が指定する介護保険施設等での利用者の
話し相手や娯楽の相手、洗濯物たたみ等の軽微な作業
などのボランティア活動
《ポイント付与・換金》1時間以内の活動で1ポイント
（P）、1時間超で2Pを付与（1日の上限は2P）
また、申請により1P=100円で換金
（年間5,000円が限度）

長寿支援課長寿支援担当
092-580-1859

日常生活自立支援事業

認知症、知的・精神障がい等で判断能力が不十分な人
に福祉サービスの相談・情報提供や日常的な金銭の
出し入れ・通帳の預かりなどの支援
受付は平日のみ　8：30～17：00
（土日祝日年末年始休）

社会福祉協議会
092-572-7700生活福祉資金貸付事業

高齢者、低所得者、障がい者に対して、資金の貸付と
必要な援助指導
受付は平日のみ 8：30～17：00
（土日祝日年末年始休）

福祉用具リサイクル事業
不要になった福祉用具（電動ベッドや車いすなど）を
必要とされている人に斡旋
受付は平日のみ 8：30～17：00
（土日祝日年末年始休）

おタスケさん（ボランティア）
使ってバンク
「暮らしのサポート事業」

各パートナーシップ活動支援センター
（各コミュニティセンター内）

南    092-595-6232
使ってバンク専用電話

中央 092-516-6946
東    092-515-9231
北    092-504-4833

友心まごころサービス

遺品整理・生前整理・空家整理・特殊清掃
永代供養付納骨（ペット可）ご供養
各種除菌消臭・形見分け品運搬
各種書類手続き代行など
24時間 年中無休電話対応
料金はサービス内容による見積り無料
（再販可能な品は買取査定あり）
注意事項、最終確認を経て契約手続きへ

株式会社友心
092-408-5939
フリーダイヤル
（見積り依頼）
0120-960-877
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おタスケさんとして一緒に活動できる方
事前登録制（登録料300円）登録証発行
お手伝いのお礼に受け取る「ありがとう券」は大野
城市のごみ袋や商品券に交換が可能
※おタスケさんのお手伝い希望の人はP2をご覧
ください

名称 内容 ☎お問い合わせ先

メモリードホール大野城
（葬祭場）

メモリード大野城 大野城アネックスホールにて
不定期でイベント開催
《内容》エンディングノート教室や健康体操、
葬儀事前相談等

メモリード大野城営業所
092-513-3611

お片付けサポート・
遺品整理～建設事業

株式会社エリ―ハート
092-401-0530
フリーダイヤル
0120-086-762

市民ミュージアム

丸ごと体感できる市民ミュージアムです。
魅力満載の特別展や子どもも楽しめる工作体験、歴史・古典文学の
講演会なども開催しています。
※個人作品の展示や、館内案内などの市民サポーターも募集しています。
詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ先：092-558-5000　(住所　曙町3丁目8-3)
【開館時間】9：00～19：00【休館日】月曜日（祝日の場合は翌平日）
【入館料】無料（特別展は有料）

こんな活動の場を知っていますか ?
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片付けサポート・遺品整理（女性スタッフが対応い
たします）・リフォーム・リノベーション・家屋解
体・空家対策・不動産有効活用 等
住まいに関すること何でもご相談ください。
24時間電話対応/お見積無料
※建設業認可福岡県知事（搬－1）第104040号

「ランドセルクラブ」とは、
放課後から17時まで、体験活動を含めた家庭学習を補うことを
目的とした、小学校での「放課後総合学習」です。
そこでの体験活動は「共育（ともいく）サポーター」が指導しています。
登録制で、特別な資格は不要です。
空いた時間に、ご自身の経験や知識を「共育（ともいく）サポーター」
として能力を活かしてみませんか？
詳しくは教育振興課 092-580-1911にお問い合わせください。

ミニ情報 成年後見制度の利用に関する相談は
窓口 連絡先

リーガルサポート福岡 092-738-7050
月曜日～金曜日　13：00～15：00

法テラス福岡 0570-078374

ぱあとなあ福岡 092-483-2941
月曜日～金曜日　9：30～17：00

月曜日～金曜日 9：00～21：00　土曜日 9：00～17：00



高齢者の消費者被害に注意！
おかしいな、困ったな、と思ったら一人で悩まず相談しましょう

基幹型地域包括支援センター
月曜日～金曜日（祝日・12月 29日から翌年１月３日までを除く）
電話／ 092-501-2306　利用時間／8：30～ 17：00　住所／曙町 2－ 2－ 1

大野城市社会福祉協議会
月曜日～金曜日（祝日・12月 29日から翌年１月３日までを除く）
電話／ 092-572-7700　利用時間／8：30～ 17：00　住所／曙町 2－ 3－ 2

南地区地域包括支援センター
月曜日～土曜日（８月15日は 12：30以降、12月 29日 12：30～翌１月３日を除く）
電話／ 092-589-2632　利用時間／ 8：30～ 17：30　住所／つつじヶ丘３－１－ 31
行政区／牛頸・若草・平野台・月の浦・南ヶ丘 1・南ヶ丘 2・つつじヶ丘

中央地区地域包括支援センター
月曜日～土曜日（祝日・12月 31日から翌年１月３日までを除く）
電話／ 092-595-6802　利用時間／ 8：30～ 17：30　住所／上大利１－３－９
行政区／上大利・下大利・東大利・下大利団地・白木原・瓦田

東地区地域包括支援センター
月曜日～土曜日（祝日・12月 31日から翌年１月３日までを除く）
電話／ 092-504-5858　利用時間／ 8：30～ 17：30　住所／中２－３－１
行政区／釜蓋・井の口・中・乙金・乙金台・乙金東・大池

北地区地域包括支援センター
月曜日～土曜日（祝日・12月 30日から翌年１月３日までを除く）
電話／ 092-501-3838　利用時間／ 8：30～ 17：30　住所／仲畑３－ 10－ 21
行政区／上筒井・下筒井・山田・雑餉隈町・栄町・仲島・畑詰

大野城市消費生活センター
電話／092-580-1968　場所／市役所 新館４階
利用時間／月曜日～金曜日 9：30～ 16：30（お昼休み等 12：00～ 13：00）
（祝日・12月 29日から翌年１月３日までを除く）

福岡県消費生活センター
電話／092-632-0999
利用時間／ 月曜日～金曜日 9：00～ 16：30 日曜日（電話のみ）10：00～ 16：00

消費者ホットライン（消費者庁）
電話：188（いやや！）
最寄りの相談窓口に電話がつながってます

各種関係機関
高齢者や高齢者の介護をしている家族が、日常生活の中での心配ごとや悩みごとを相談できる窓口
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高齢者の消費者被害に注意！
おかしいな、困ったな、と思ったら一人で悩まず相談しましょう

基幹型地域包括支援センター
月曜日～金曜日（祝日・12月 29日から翌年１月３日までを除く）
電話／ 092-501-2306　利用時間／8：30～ 17：00　住所／曙町 2－ 2－ 1

大野城市社会福祉協議会
月曜日～金曜日（祝日・12月 29日から翌年１月３日までを除く）
電話／ 092-572-7700　利用時間／8：30～ 17：00　住所／曙町 2－ 3－ 2

南地区地域包括支援センター
月曜日～土曜日（８月15日は 12：30以降、12月 29日 12：30～翌１月３日を除く）
電話／ 092-589-2632　利用時間／ 8：30～ 17：30　住所／つつじヶ丘３－１－ 31
行政区／牛頸・若草・平野台・月の浦・南ヶ丘 1・南ヶ丘 2・つつじヶ丘

中央地区地域包括支援センター
月曜日～土曜日（祝日・12月 31日から翌年１月３日までを除く）
電話／ 092-595-6802　利用時間／ 8：30～ 17：30　住所／上大利１－３－９
行政区／上大利・下大利・東大利・下大利団地・白木原・瓦田

東地区地域包括支援センター
月曜日～土曜日（祝日・12月 31日から翌年１月３日までを除く）
電話／ 092-504-5858　利用時間／ 8：30～ 17：30　住所／中２－３－１
行政区／釜蓋・井の口・中・乙金・乙金台・乙金東・大池

北地区地域包括支援センター
月曜日～土曜日（祝日・12月 30日から翌年１月３日までを除く）
電話／ 092-501-3838　利用時間／ 8：30～ 17：30　住所／仲畑３－ 10－ 21
行政区／上筒井・下筒井・山田・雑餉隈町・栄町・仲島・畑詰

大野城市消費生活センター
電話／092-580-1968　場所／市役所 新館４階
利用時間／月曜日～金曜日 9：30～ 16：30（お昼休み等 12：00～ 13：00）
（祝日・12月 29日から翌年１月３日までを除く）

福岡県消費生活センター
電話／092-632-0999
利用時間／ 月曜日～金曜日 9：00～ 16：30 日曜日（電話のみ）10：00～ 16：00

消費者ホットライン（消費者庁）
電話：188（いやや！）
最寄りの相談窓口に電話がつながってます

各種関係機関
高齢者や高齢者の介護をしている家族が、日常生活の中での心配ごとや悩みごとを相談できる窓口
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公民館

コミュニティセンター

公民館 住所 ☎お問い合わせ先

南

牛頸公民館 大字牛頸１３５７－５ ０９２-５９６-３５１３
若草公民館 若草２丁目６－２３ ０９２-５９６-００６５
平野台公民館 平野台１丁目２０－７ ０９２-５９６-３５３９
月の浦公民館 月の浦３丁目２４－６ ０９２-５９５-７１４７
南ケ丘１区公民館 南ケ丘２丁目１９－１ ０９２-５９６-３１０８
南ケ丘２区公民館 南ケ丘４丁目１７－１ ０９２-５９６-３５０１
つつじケ丘公民館 つつじケ丘３丁目１－３０ ０９２-５９６-００２７

中
央

上大利公民館 上大利２丁目１８－１ ０９２-５９６-４６８６
下大利公民館 下大利２丁目１０－１０ ０９２-５７１-６３６７
東大利公民館 東大利１丁目１２－５ ０９２-５９１-８９４３
下大利団地公民館 下大利団地４－２ ０９２-５７３-８４４０
白木原公民館 白木原１丁目５－５ ０９２-５７１-４４０３
瓦田公民館 瓦田３丁目１－１ ０９２-５７１-４４５３

東

釜蓋公民館 大城４丁目９－５ ０９２-５０３-００２２
井の口公民館 大城１丁目２５－１ ０９２-５０３-５３８４
中公民館 川久保１丁目７－１ ０９２-５０４-０２５８
乙金公民館 乙金２丁目５－１８ ０９２-５０４-１８７０
乙金台公民館 乙金台２丁目１７－３ ０９２-５０３-９７９３
乙金東公民館 乙金東３丁目５－４３ ０９２-５０３-８８１２
大池公民館 大池２丁目２－２ ０９２-５０４-１３８６

北

上筒井公民館 筒井３丁目８－１ ０９２-５７１-４１１６
下筒井公民館 筒井１丁目７－１ ０９２-５７１-４１１５
山田公民館 山田４丁目１３－１７ ０９２-５７１-４３８６
雑餉隈町公民館 雑餉隈町３丁目３－７ ０９２-５９１-６０７４
栄町公民館 栄町１丁目１－１1 ０９２-５７２-８６６５
仲島公民館 仲畑４丁目２１－１ ０９２-５７２-１１４７
畑詰公民館 仲畑２丁目９－１２ ０９２-５７１-０４６０

コミュニティセンター 住所 ☎お問い合わせ先
南コミュニティセンター 南ケ丘５丁目９－１ ０９２-５９６-０６８６
中央コミュニティセンター 中央１丁目５－１ ０９２-５７３-３１２７
東コミュニティセンター 大池２丁目２－１ ０９２-５０４-１４２８
北コミュニティセンター 御笠川１丁目１７－１ ０９２-５１３-００９９

編　　集 発　　行
基 幹 型 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー
南 地 区 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー
中 央 地 区 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー
東 地 区 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー
北 地 区 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー
社 会 福 祉 協 議 会

大野城市・大野城市社会福祉協議会
2018（平成30）年９月　初版
2019（令和元）年９月　第２版
2020（令和２）年12月　第３版
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牛頸

若草

平野台

月の浦

南ヶ丘１区

南ヶ丘２区

つつじヶ丘

上大利

下大利

東大利

下大利団地

白木原

瓦田

釜蓋
井の口

中

乙金

乙金台

乙金東

大池
上筒井

山田

雑餉隈町
栄町

仲島

畑詰

東コミュニティセンター
（092-504-1428）

南コミュニティセンター
（092-596-0686）

中央コミュニティセンター
（092-573-3127）

北コミュニティセンター
（092-513-0099）

下筒井

● 公民館
○ コミュニティセンター
☆ 地域包括支援センター
● 社会福祉協議会

★ 大野城市役所

北地区

東地区

中央地区

南地区

●生活支援コーディネーターとは
生活支援・介護予防を充実するため、
生活支援コーディネーター（地域支え
合い推進員）が活動しております。
本市では、市基幹部および４地区コミュ
ニティにおいて、コーディネーターを配
置しています。
なお、４地区の生活支援コーディネー
ターは、各地区地域包括支援センター
に所属しています。

生活支援コーディネーター

生活支援コーディネーター

生活支援コーディネーター

北地区担当

中央地区担当

南地区担当

東地区担当

生活支援コーディネーター

生活支援コーディネーター

生活支援コーディネーター

東地区地域包括支援センター
（092-504-5858）

北地区地域包括支援センター
（092-501-3838）

大野城市役所
基幹型地域包括支援センター

（092-501-2306）

大野城市社会福祉協議会
（092-572-7700）

中央地区地域包括支援センター
（092-595-6802）

南地区地域包括支援センター
（092-589-2632）

この冊子に関するお問い合わせ、ご意見は以下までご連絡ください。
大野城市すこやか長寿課　092-501-2306
大野城市社会福祉協議会　092-572-7700

Ｅ-mail:shakyo@onojo-vc.jp URL:http://www.onojo-vc.jp/

お名前




