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いなべ市藤原町坂本の鳴谷神社には全国的に珍しい狛猿があります。
（撮影・可児将爾）

市藤 坂本 鳴谷

本年は申年です本年は申年です本年は申年です



　新年あけましておめでとうございます。
　皆様にはお健やかに新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。
　旧年中は、当シルバー人材センターの事業運営に会員の皆様を始め行政、企業並びに
地域の皆様の温かいご支援、ご協力を賜り心から厚くお礼申し上げます。
　さて、私たちセンターを取り巻く情勢も従来とは大きく変革しており、団塊の世代が
65歳以上となり、今後ますます少子高齢化がすすむことが見込まれています。活力あ
る社会を実現するには、高齢者が社会の担い手として生涯現役で活躍できる社会を目指
す必要があります。また、企業の雇用延長等により全国的にシルバー人材センターへの
入会者数の減少、就業機会の減少が見られており当センターにおいても大変厳しい状況
にあります。
　このような高齢化、人口減少社会の中で安定した事業運営を進めるには地域の皆様に、
シルバー人材センターが是非必要とされる対応を進めることが重要であると思います。
　いまさら申し上げるまでもなくシルバー人材センターは高齢者の皆さんが、働くこと
を通じて地域に貢献し、自らの健康維持や老後の生活の充実を図ることを目的として生
まれた組織であります。そのことがひいては私たち高齢者の健康寿命を延ばし、地域で
の長寿社会を生み出しております。
　シルバー会員の「臨時的かつ短期的な業務またはその他軽易な業務」での適正就業や
長年培って来た優秀な知識・技能・経験を活かした就業により、皆様から信頼され地域
社会に貢献することが会員の責務、喜びであると考えます。
　更に重要課題である安全就業については、安全適正委員会を中心に進めて参ります。
常に『安全第一』を合言葉に「安全はすべてに優先する」を一人ひとりが肝に銘じて、会
員自身が健康管理に留意し災害ゼロへの取り組みをさらに強化し、安全就業に努めてい
ただきますようお願いいたします。
　最後に会員並びに関係者の皆様のますますのご健康とご多幸をお祈り申し上げ挨拶と
いたします。

新年新年のご挨拶ご挨拶

公益社団法人いなべ市シルバー人材センター 

理事長　 西 野 　 香
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本年もよろしくお願い申し上げます

役　員 職　員

西 野 　 香
小 林 源 一
安 藤 博 幸
渡 辺 　 勇
伊 藤 守 男
楠 　 敏 夫
出 口 益 巳

理 事 長

副理事長

常務理事

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

安 藤 博 幸
出 口 正 則
藤 川 裕 子
川瀬奈津美
佐 藤 泰 博
藤 井 樹 巳
岡本なおみ

事務局長

次　　　長

主任（会計庶務）

事　　　務

北勢業務担当

藤原業務担当

事　　　務

馬 場 道 夫
日 沖 實 雄
梅山真由美
渡 部 豊 彦
藤 野 　 清

員弁業務担当

大安業務担当

事　　　務

屋外合同担当

バス事業担当

太 田 宗 治
水 谷 　 元
可 児 将 爾
羽 場 正 信
山 北 　 功
川 瀬 孝 男

理　事

理　事

理　事

理　事

監　事

監　事

　新年あけましておめでとうございます。いなべ市シルバー人材センターの皆様におかれま
しては、輝かしい新春を健やかにお迎えのことと心からお慶び申し上げます。
　皆様方には、平素から本市行政の推進につきまして、格別のご理解とご協力賜り、厚くお
礼申し上げます。昨年12月より４期目の市政を預からせていただき、今年も精一杯仕事を
させていただきたいとの決意を胸に、新年を迎えました。
　さて、少子高齢化が急速に進む今日において、高齢者が生涯現役として多様な形で社会参
加することが求められています。このような状況の中、長年培った豊かな知識や経験、技能
を持った高齢者の雇用・就業の場を確保し、皆様の充実した生活の実現に努められるシルバ
ー人材センターへの期待はますます高まることと存じます。
　本市といたしましても、高齢者が豊かな知識や能力を活かし、幅広く社会に参加・貢献し
ていただけるよう貴センターの運営を支援してまいりますので、皆様の更なるご理解、ご協
力をお願い申し上げます。
　結びにあたり、いなべ市シルバー人材センターの益々の発展と、会員の皆様にとりまして、
幸多き一年となりますよう心より祈念申し上げ、年頭の挨拶といたします。

新年を迎えて新年を迎えて

いなべ市長　 日 沖 　 靖

本本

役　

謹賀謹賀
新年新年
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就業シルバー会員

各地区でお世話になっている就業先の紹介をします就業先紹介就業先紹介就業先紹介

　昭和49年11月、いなべ市合併前の藤原町時代に
老人憩いの家「藤原荘」としてオープンし、文化の館
として利用されていました。平成15年12月新市発
足後は「ふじわら高齢者生活支援センターいこい」と
して高齢者を中心とした多くの人々に利用されてい
ます。
　また、平成21年3月 いなべ市シルバー人材センタ
ー事務所が統合されるまで、藤原支部事務所が設け
られていました。

　私達は交代で、「高齢者
生活支援センターいこい」の管理の業務を行っています。
　この施設は、藤原町時代からの歴史と伝統があり、利用
される方もなじみの方が多く、年輩の方を中心に色々な団
体が利用されます。
　皆さんが気持ち良く利用できるように、いつまでも綺麗
な施設であるように心がけています。

［住所］藤原町川合790番地ふじわら高齢者生活支援センター いこい

　当社は、いなべ市北勢町瀬木に所在し、1973年に設
立、今年で42周年になります。従業員は全部で53名で、
うち60歳以上の嘱託の方が8名、パートさんが6名み
えます。年齢は、最年長が69歳、最年少は27歳で、
平均年齢49歳とベテラン揃いです。業務は、主に写真
のような自動車用部品の加工を行っています。今年度の
スローガンは、「変わろう！（自分が）変えよう！（周り
を）そして成長しよう！（全員が）」で、毎日、少しづつ
でも、全員で改善を続けています。
　現在、4名のシルバーさんに、朝と夕方、機械加工で
発生した切粉の集配～処理と清掃にて、活躍して頂いて
います。シルバーさんからは、「元気で楽しく働ける職
場です」との嬉しいコメントも頂いています。大変な仕
事ですが、いつも確実・丁寧にやって頂き、現場からは
感謝の声が上がっています。今後も一緒に働いて頂ける
ことを全員が願っております。いつもありがとうござい
ます。

［住所］北勢町瀬木63-5伸和精工株式会社

【主要製品】
●トランスミッション
　高精度加工部品
●エンジン加工部品

　私達は交
会員の声
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就業シルバー会員

　当社は、東海エリアを中心に約300ヶ所の事業所で食事を
提供している地域密着型のフードサービス企業です。企業や工
場の社員食堂運営から創業し、病院・福祉給食などのメディカ
ルフードサービス、さらには幼稚園から中学校までの学校給食
など、時代とともに取引させていただくお客様も増えてきまし
た。おいしい食事を食べる瞬間は誰もが幸せを感じます。そん
なおいしい食事と時間をお客様に楽しんでいただくため、「お
いしさ楽しくMAKE for YOU」という理念を55年間、全社員
で共有してきました。そして今後も、地域のお客様に喜んでいただき、信頼を得つづけるために、「安
全・安心でおいしい料理をお値打ちにサービス出来るように」より一層の努力をして参ります。

　平成25年度よりいなべ市大安学校給食センター
様の業務委託に伴い、シルバー人材センター会員に
就労していただいております。安全運転に心掛け私
たちが調理した『安全でおいしい給食』を毎日、元
気に配送していただいております。食器の配送から
始まり、食材の入った重いコンテナを２人掛かりで
各学校（２中学校・６小学校）まで配送していただ
いております。

［住所］大安町石榑東2977メーキュー株式会社

　㈱アクティオ（本社：東京都中央区、代表取締
役社長：小沼光雄）は建設機械のレンタル事業を
行っております。
　三重いなべテクノパーク統括工場は当社が展開
を進めているテクノパーク3ヶ所目の施設として、
2015年5月より本格稼動を開始しました。
　本工場では、主に現場で使用した機械の整備・
メンテナンスを行っております。
　お客様へのレンタル機械活用方法の実演や模擬
現場スペース等の提供、地域の雇用促進、工場見
学等によりレンタル業の認知広報活動を実施し、
地域社会と共存共栄する事ができる工場施設とな
ります。
　現在、シルバー会員さんの皆さまには各種軽作
業・点検作業にてご活躍頂いております。

［住所］員弁町大泉字藤谷2178-8株式会社アクティオ
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トピックストピックス

　去る10月22日（木）シルバーいきいきフェスタ2015が三重県総合文化センターにおいて
開催され、県内の各シルバー人材センターから介護・子育て・生活支援などの就業に対する
取組みが紹介され、手作り品の展示や即売が行われました。
　当センターからは、39名の会員が参加され、いなべ総合病院草取りボランティア活動、
互助会シルバーの日奉仕作業や福祉班ボランティア活動などの取組みの様子をパネルで展示
したほか、会員手作りの手芸品、寄木細工、柿や野菜などを所狭しと並べ販売しました。会
場は大賑わいで、飛ぶような売れ行きとなり販売する喜びをあじわいました。
　また、午後からは、公益社団法人さわやか福祉財団会長堀田力氏の「居場所で生まれるふ
れあい・生きがい」と題した講演会があり、いきいきと活躍しているシニア世代をあらため
て知ってもらう良い機会となりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福祉班）

いきいきフェスタ2015いいいいいいきいいいきいいいきききききききききききききいいいいいいいいいいきいいききいききききいきききフきききフきききフフきフきフフェフフフェフフフフフフフェェェェェェェスススススススススススススススタスタタタスタタタタタタスタタ2タタ22タ222タ2タ202200200020010101115555555いいいきいいききききいいいいききいききフききフフフフ スススススタタスタタ22タ2200200110 55いきいきフェスタ2015

　高齢者が働くことにより、地域社会の活性化と高齢者自身の生きがいや健康づくりに寄与するシル
バー人材センターの役割は、高齢化が進展する中ますます重要になっています。
　センターでは、「自主・自立、共働・共助」の基本理念に立ち、シルバー事業の発展に向け、「固める」
「広げる」「高める」「繋げる」をキーワードに、就業機会創出検討委員会を立ち上げ、就業機会の拡大と
会員の確保に向けて取り組んでいます。　

高齢者が働くことにより 地域社会の活性化と高齢者自身の生きがいや健康づくりに寄与するシル

希望希望と魅力魅力あるシルバー人材センターを目指してあるシルバー人材センターを目指して希望と魅力あるシルバー人材センターを目指して

１．会員の確保
●一会員一人の新規会員紹介運動の実施
●出前入会説明会の実施
●シルバー人材センターのＰＲと会員募集
●会員の満足度の向上

２．就業機会の拡大
●会員一人一仕事の紹介運動の実施
●新たな就業先（仕事）の開拓
●顧客満足度の向上

委員会からの提言

就業機会創出検討委員会

会員手作り品即売会 いきいきフェスタ講演会
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安全適正委員長　羽 場 正 信

守ること しっかり守って 怪我はなし

安全適正委員会だより安全適正委員会だより

　明けましておめでとうございます。
　会員の皆様方におかれましては、つつがなく新年をお迎えのこととお慶びを申し上
げます。
　さて、少子高齢化社会と言われる現代、若年層の労働力不足、定年延長・再雇用制
度の浸透といった潮流の中にあって、シルバー人材センターが果たすべき役割は益々
重要になってきております。
　こうしたことから私たちシルバー人材センターは新たなステージに入っていること
を認識しなければならないと思います。そのためにも、センターを支える会員の皆様
にはいつまでも健康で元気に笑顔を忘れず暮らしていただきたいのです。
　このところ「健康寿命」を耳にします。
　私たちセンター会員には、この健康寿命を延ばせる力量がある筈です。日常生活に
あっては自己の健康管理を怠ることなく、そして就業は安全確保最優先に徹して戴き、
私たちシルバー会員の持ち味である「誠実・丁寧・出来栄え」を武器に、思う存分活
躍していただきたいと思います。そうして今年一年を振り返ったとき、自分で自分を
褒めることができるような、そんな一年にしていただきたいと思います。
　昨年、傷害事故が２件、賠償事故が６件発生しました。機関紙『安全就業だより』
では節目で報告させていただいております。
　改めて無事故無災害を祈念し、私からの年頭の挨拶とさせていただきます。

安全就業研修会 草刈り朝礼
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　当センターでは、いなべ市内にお住いの概ね60歳以上で、
働く意欲のある健康な方を随時募集しています。
　シルバー人材センターで仲間とともにあなたの技能や経験を
活かしたお仕事をしながら、生きがいづくりをしませんか？

働

活

会員
 募集
会員会員
 募集

●入会を希望される方は月１回開催する入会説明会に参加してくだ
さい。
●シルバーの趣旨。守っていただくこと。提出していただく書類等
の説明を受けて、ご理解をいただいてからの入会となります。

●高齢者にふさわしい仕事を家庭・企業・公共団体等から引き受け、
会員の希望や能力に応じて提供する公益法人です。

入会するには

シルバー人材
センターとは

●会員は自ら組織や事業の運営に参画し、概ね月10日程度または
80時間以下で、各人の希望と能力に応じて働きます。
（臨時的かつ短期的な業務またはその他軽易な業務に限られ、就
業や収入の保障はありません。）

会員の活動は

●請負または委任による仕事
発注者から指揮命令を受けることなく、会員の裁量で仕事を完成
します。（発注者と会員の間に雇用関係は生じません。）
●一般労働者派遣による仕事
臨時的かつ短期的な業務またはその他軽易な業務において、一般
労働者派遣事業も行っています。

働き方

あなたの入会をお待ちしていますあなたの入会をお待ちしていますあなたの入会をお待ちしています
豊富な経験や技術を活かして、元気に働いています！

随時募集しています

大型免許所持
マイクロバス乗務経験者優遇

いなべ市北勢町阿下喜2624-2
北勢福祉センター内

《お問い合わせ先：事務局》
公益社団法人

いなべ市シルバー
人材センター
TEL 82-1800

大型免許所持
福祉バス運転手募集福祉バス運転手募集福祉バス運転手募集
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　あなたの身の回りで・会社の中で「こんな仕事頼めるかしら」とい
うようなことはありませんか。そういうときもお気軽にシルバー人材
センターにお問い合わせください。
　培ったさまざまな知識・技能・経験をもった会員が登録しています。

　高年齢者に適した仕事（臨時的・短期・軽
易）をお受けしています。危険な仕事、有害
な仕事、法令に抵触する仕事はお引き受けし
ておりませんが、出来る限り、お客様の様々
なニーズにお応え致しますので、まずはご相
談ください。

あなた 身 回り 会社 中 「 んな仕事頼める

シルバーのお仕事シルバーのお仕事シルバーのお仕事

お受けしている仕事

　お客様との契約は雇用契約ではありませんので、仕事の遂行
過程で会員に直接指揮・命令をすることはできません。お客様
からのご依頼は、契約書（発注書）及び仕様書に記載していた
だくことになります。
　会員は契約書に記載された仕事を遂行いたします。仕事の変
更や追加等をされる場合は、改めて契約を結んでいただくこと
になります。直接会員に依頼せず、事前にシルバー人材センタ
ーにご連絡ください。

仕事を依頼されるお客様へ

事務分野

●請負による受注

　お客様から依頼された仕事が次のような場合には、請負とし
てではな＜一般労働者派遣事業として受注させていただきます。
１．指揮・命令がある
お客様（従業員も含む）が、会員に直接指揮・命令を行う
場合。

２．お客様と混在
お客様（従業員も含む）と会員が混在して作業を行う場合。

３．お客様と同じラインで同一の作業を行う
お客様（従業員も含む）の業務と請負業務とが明確に区分
されない場合。

●一般労働者派遣による受注

受付事務、筆耕など

サービス分野
家事援助、育児・高齢者支援など

一般作業分野
除草作業、清掃作業など

管理分野
建物の管理、公園の管理など

技能が必要な分野
襖・障子の張替、剪定作業など

専門技術分野
ボイラー保守点検、経理事務など

＊代表的な仕事です。詳細はお問い合わせください。
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　新年明けましておめでとうございま
す。年女と言う事で、業務担当の方か
ら平成28年年頭の抱負など原稿依頼

があり、驚くと共に何を書いていいやら困ってしまい
ました。
　私はシルバーの仕事で、篠立・舞谷野工業団地にあ
る生興株式会社で他の会員さんと交代で清掃などを行
っています。家庭では、野菜を作ったり、花を植えた
りして楽しんでおります。家庭の仕事以外で、外の空
気に触れる事で気分転換にもなるし、気持ちもしゃき
っとなるかと思っております。また、体を動かすこと
は健康で、元気な毎日を過ごす事が出来ています。今
年も、楽しみのある一年にしたく思う次第です。
　最後に、皆様のご多幸とご健康をお祈りいたします。

林  さみ 子（藤原）

　新年明けましておめでとうございま
す。今年で６回目の年男（申）となり
ます。干支を振り返ってみれば、生ま

れた時は戦争最中で親は食糧難で育てるのに苦労した
との事でした。１回目はまだまだ食べ物に不足してい
た時代でした。贅沢は出来ませんでしたが元気に育て
られました。２回目は社会人として働き、いろいろな
見聞を身につけ出した時代でしたので楽しく、面白く
過ごしたと思います。３回目は結婚もして子供もでき、
それなりの責任ができた時でした。また高度成長期で
忙しくよく働きました。４回目は子供の養育、仕事で
の責任も有りと、充実した忙しい頃だと思います。５
回目は何といっても長年の会社勤めの定年でした。そ
して延長の会社勤めを終え地域の交流に参加していま
したが、そこでシルバー人材センターを紹介され員弁
運動公園でお世話になっています。今回６回目の年男
を迎えますが平和な時代に生き、大きな病気もせず健
康で居られたので良かったです。これからも地域に参
加し体操等で、足・腰を鍛え、野菜作り等おこない、
趣味のゴルフ・旅行をして何事も若い頃の様に興味を
持ち健康で日々充実した日が過ごせるようにしたいと
思っています。会員の皆さんも健康に留意し幸多き年
で有ります様お祈りします。

近藤雅孝（員弁）

　会員の皆さん、明けましておめでと
うございます。私も今年年男というこ
とで抱負について原稿依頼がありまし

た。年男と言っても普段からそれほど年齢について考
えたことが無く、こんな機会に改めて考えてみるのも
意味があるのではと感じております。今年の抱負とい
ったことでは、何と言っても「心身共に健康が一番」
であるよう毎日を過ごせたらと思って居ます。当会で
は、「病院草取りボランティア班長」「互助会歩こう会
代表」をしています。会員の皆さんと色んな話をする
ことが楽しみで続いているものと思っておりますが、
全ては会員の皆様に感謝、感謝と思っております。又
趣味では「詩吟」「ゴルフ」「料理教室」に通っておりま
す。これ以外に「パソコン」があります。これは、私
は字を書くとことが下手でパソコンに頼るようになっ
て、もう40年近くになります。なんせやることが多
いため、もっとゆっくり人生を過ごせればと思ってお
ります。趣味やシルバーの活動に参加することによっ
て、多くの皆さんの知恵や知識を頂戴し、また、自分
の知らない事柄等の知識、胆力を鍛え毎日が楽しく暮
らせるよう過ごす所存です。この様な私ではございま
すが、どうぞ会員の皆様におかれましてはご指導、ご
鞭撻を下さいますようお願いし、年男の抱負とさせて
いただきます。

平野冨秋（北勢）

　明けましておめでとうございます。
43年間のサラリーマン生活を終えて、
孫の子守りをしていました。孫が保育

園に入園し手が空き畑等の仕事をしていましたが、社
会とのつながりが余り無くシルバーへ入れて頂きまし
た。退職したら、ずっとやりたいと思っていた仕事が
庭造りと剪定です。近所にプロの庭師さんがみえると
見に行ったり、教えてもらったり、自分の家の庭をい
じくったりしていました。会員に入れて頂いたおかげ
で、庭木の剪定も手がける事ができ、剪定の依頼主の
方の希望に出来るだけ添えるように整枝や剪定の作業
方法等細かな所まで勉強しながら頑張ってやっていま
す。配分金を戴くと金物屋さんやホームセンターへ行
き道具を揃えていくのが楽しみです。これからも、事
故の無いようにシルバーの仕事を続けられるように健
康で頑張っていきたいと思います。

伊藤　隆（大安）

年男年
女の抱

負の抱負

私たちは　 年生まれです私たちは　 年生まれです！申私たちは　 年生まれです！申
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親睦旅行 ～南信州りんご狩りと昼神温泉～

シルバーの日奉仕活動 交通安全街頭指導

互助会だより互助会だより

互助会会長　日紫喜 正良
　新年あけましておめでとうございます。
　会員皆様にはお健やかに新春をお迎えのことと、心からお喜び申し上げます。
日頃より会員互助会活動にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、皆様におかれましては、日頃から健康と生甲斐をモットーに邁進してみえることと存じます。
私たち会員互助会は働く喜びと当センターの発展に資する目的をもって組織されており、「共働・共助」
の基本理念を心がけ奉仕の心を忘れず、皆さまから信頼されるセンター会員であることを願っています。
　また、厳しい現状の中、会員互助会も皆様のおかげをもちまして、シルバーの日の奉仕作業、親睦
旅行、通学児童の見守りをはじめ、同好会活動に参画し会員相互の親睦と融和を図る活動をしていた
だきました。
　今後とも地域の奉仕作業や会員の親睦活動に一層力を入れていきますので、会員並びに市民の皆様
のご理解とご支援をいただきますようお願い申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。

平成27年度 互助会活動報告

　交通安全週間の春（5月12日）、夏（7月14日）、
秋（9月25日）、冬（12月8日）の4回15地域班互
助会の役員、班長、世話人などにより街頭指導を
して通学児童の見守り、声かけを実施しました。

　10月17日は「三重県シルバーの日」です。
各地区の小学校や保育園の除草、剪定、清
掃など200名が参加し、奉仕活動を実施
しました。

　秋の南信州路、三和観光農園で
りんご狩りをして昼神温泉で昼食
をとりました。
　帰りはお菓子の里・飯田城にて
おみやげを買い、楽しい旅行をす
る事が出来ました。
●10月14日　大安・藤原会員　61名参加
●10月15日　北勢・員弁会員　98名参加
●10月18日　4地区合同会員　19名参加
合わせて178名が参加しました。

声かけを実施しました。通学児 見守 声声

年頭の挨拶

南信州りんご狩りと昼
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同好会活動紹介

●平成27年10月23日（17名の参加）
秋晴れの元、石榑峠を経て、竜ヶ岳登山を行いました。
遠く、伊勢湾が綺麗に眺められ楽しい一日でした。

歩こう同好会

●平成27年12月5日（25名の参加）
農業公園・パークゴルフ場にて多くの皆様の参加をい
ただき、楽しくなごやかなひとときを過ごしました。

パークゴルフ同好会

●H27年4月～H28年3月 
毎週水曜日　13：30～15：30　北勢福祉センター 2F
エクセル、ワード、パワーポイントなどパソコン操作
で分らない、できない事があればお越し下さい。

パソコン同好会

作

パークゴルフ同好会

編編集後集後記
　新年あけましておめでとうございます。
『一年の計は元旦にあり』といいますが、
今年の目標はもう決まりましたか？今年
も良い年でありますよう願いを新たにし
たいと思います。少子高齢社会が進む中、
高齢者を高齢者が支えて行く社会でもあ
ります。少しでもお役に立つよう笑顔を
忘れずに、今まで得た経験・知識・技能
を活かし、会員が一丸となって何気ない
挨拶の響きにぬくもりを感じ、地域での
信頼関係を深め、前向きな姿勢で明日に
向けたいと思います。編集委員一同、親
しみやすい誌面づくりを目指して頑張っ
ています。今後とも会報誌のご愛読をよ
ろしくお願い致します。　　　　　　　
　　　　　　　　　会報編集委員一同

　いなべ市シルバー人材センターは、高齢者や地域
への貢献が極めて大きいことから『特定公益増進法
人』として認められています。ご寄付いただいた皆
様には、法人税や所得税における税法上の優遇措置
が得られます。頂戴した寄付金はいなべ市シルバー
人材センターの事業推進に有効に活用し、高齢者が
生きがいと誇りを持って地域に貢献しながら働くこ
とに役立てていきます。
　平成27年度12月までにご寄付いただいた方々は
次の皆様です。

特定公益法人への寄付金のお礼

（敬称略）

太平洋セメント株式会社

共栄堂印刷株式会社

株式会社 朝日航空

有限会社 ナカムラ

有限会社 員弁ホンダ

豊 文 舎
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