
2020年

科　　目・摘　　要 金　　　　　　　額
Ⅰ経常収益

1. 受取会費
2. 受取寄付金

3. 受取補助金
三浦保愛基金
森林環境税補助金
松山市地域子育て支援拠点事業
松山市利用者支援事業
新居浜市地域子育て支援拠点事業
新居浜市利用者支援事業
愛媛県委託事業
託児ルーム事業
4. 事業収益
協賛広告収入
協力諸謝金
5. 負担金収入

6. その他の収益
受取利息
雑収益
経常収益計

  397,050

300,000
450,000

29,109,000
  4,694,000
12,271,200
  8,505,000
  3,308,809
  2,511,800

397,050

61,149,809

4,499,367
1,336,800

67,383,026

科　　目・摘　　要 金　　　　　　　額
Ⅱ経常費用

1. 事業費
（１）人件費
　　 給料手当
　　 人件費
　　 諸手当
　　 賞与
　　 法定福利費　　　　　　　　     
                            人件費計

（２）その他の経費
　　 旅費交通費
　　 役務費
　　 消耗什器備品費
　　 需要費
　　 印刷製本費　
　　 賃借料
　　 諸謝金
　　 業務委託費
　　 雑費
　　　　　　　　その他経費計

38,138,032
  　176,800
  3,178,000
  2,730,000
  4,144,396
　　　

63,681,139

2,010,107

  1,691,780
  6,255,752
  7,947,532

48,367,228

2. 管理費
（１）人件費
　　 給料手当
　　 人件費
　　 諸手当
　　　　　　　　　　人件費計

　　　 0
400,000
  49,000 
　　　     449,000

（２）その他の経費
　　 消耗什器備品費
　　 印刷製本費　
　　 保険料
　　
　　　　　　　その他の経費計

経常費用計

当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

　  1,135,062 
     　240,123
     　185,922
  
　　　 1,561,107

15,313,911

　530,150
　606,759
1,101,536
2,043,472
2,953,436
7,345,030
　570,600
   110,110
  　52,818

受賞歴
松山市市民活動推進表彰
教育文化・社会福祉　奨励賞
子ども若者育成・子育て支援功労者表彰
内閣府特命担当大臣賞　など

　新型コロナウイルス感染症の影響が私たちの生活に大きな変化を与えて

います。特に心理面でのケアは、私たちNPOだからこそ寄り添い、共に考える

ことが可能なのかもしれません。ニーズを的確に捉えて、子育て中の方々の

チカラになれるように職員一人ひとりが精進していかなければいけません。

このコロナ禍の「pinch」を「chance！」にできるかどうか、団体の力量も試さ

れているように思います。

山本由美子 yumiko  yamamoto
ＮＰＯ法人子育てネットワークえひめ　代表理事

1991 年結婚と同時に松山へ。1993 年に長男が誕生し、相談相手もなく悶々
とした子育てがスタート。育児サークルに出会い、子育て仲間に支えられ
てＮＰＯ法人化を決意。乳幼児親子の居場所づくりを使命と感じている。
現在、愛媛県子育てサポートコーディネーター、愛媛県社会教育委員　　
松山市市民活動推進委員など。

団体概要
● 私たち子育てネットワークえひめは、愛媛の「がんばるママの応援団」として子育てに 

　やさしいまちづくり・人づくりを目指しています。

● 子どもが誕生して、親子ともに育っていく姿を地域とともに見守りたいと思っています。

● 親子にとって必要な環境は何かを共に考え、共に成長できることがＮＰＯとしての使         

　命と考えています。

活動を応援してくださった皆様に心より感謝申し上げます。

　子育てネットワークえひめは 20 歳になりました。子育て家庭を応援してくれた職員や利用者の皆様

と共にお祝いをする予定だったのですが、新型コロナウイルス感染症のため何もできませんでした。

大変悲しかったです。感染者が急増すると、市からの要請で子育てひろばは休館になってしまいます。

子どもたちの笑い声や泣き声に接することがない時間に心を痛める毎日でした。

　そんな中で職員と共に考えて SNS を活用してオンラインでのコミュニケーションツールが生まれたこ

とは今後の団体のチカラになっていくでしょう。

　今後ともご支援を賜りますようお願い申し上げます。

設　　立　　2000年9月
代表理事　　山本由美子
副代表理事　土居久美
職　　員　　27名

〒791-8006　愛媛県松山市安城寺町571-1
TEL 089-917-8211　FAX 089-917-8218
npo@conet-ehime.or.jp
http://www.conet-ehime.or.jp/

子育てひろばの活動を発信中！
HPからアクセスしてください。

収支報告

3,090,000
1,409,367
1,336,800

65,691,246

0
0

2020年度 活動報告

特定非営利活動法人（NPO法人）

子育てネットワークえひめ

1,500名1,205名 474名 176名 40名 3,014名 6,409名
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コンセプトは
「もうひとつのお家」

ママ目線で
子育て情報発信

愛顔の子育て応援アプリ  きらきらナビ  パンフレット
A５　10,300部

地域子育て支援拠点事業子育て情報発信事業

少子化・核家族化で身近に相談相手がいない方が増えてい
ます。子どもとふれあう機会が少ないままに大人になり、
親になって先を見通した子育てが難しくなっています。そ
んな時代に、子育ての「ちょっとした疑問」を気軽に話せ
る親子の居場所は重要な役割を担っています。

育児に関する情報はネットでもたくさんありますが、地域の
子育て情報誌は、地域のママたちが作るのが一番！
ママ目線で情報収集。ママ目線で編集。ママ目線で発信。
「子育て仲間がたくさん出来ますように」と願いを込めて発信
しています。

　地域の子育て情報をわかりやすく、伝えたい！！そん
な気持ちで編集しています。子育てはなかなか思い通り
にいかないけど、子育て中だからこその出会いやチャン
スを大切にしてほしいと願いを込めて製作しています。

子育てひろばくーふぁん　施設長　松原幸子

子育てひろばくーふぁん
松山市安城寺 571-1　tel.089 (989) 0390
月曜～土曜　10：00 ～ 16：00　（有料）　

　今年度はプログラム活動に公園遊びや水遊びも取り
入れ、みなさんに喜んでいただけました。令和３年３月
に安城寺に移転いたしました。これまでとはまた違っ
た新しい出会いが増えることに期待しています。

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ３歳以上 保護者 総合計

新規登録 270名 会員数 359名 開館日 247日 平均利用者 26名

2020 年利用者実績

子育てひろばくりっぷ　施設長　絹笠映子

子育てひろばくりっぷ
松山市南吉田町 596-2　tel.089 (994) 6922
月曜～土曜　10：00 ～ 16：00（有料）　　

　今年度はネット利用予約システムを取り入れ、人数
制限を設けての開館でしたが、多くの方に利用して頂
けました。親子が安心・安全に、楽しく過ごせるよう
に今後も心がけたいと思います。

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ３歳以上 保護者 総合計

1,266名1,085名 1,073名 277名 65名 3,231名 6,997名

新規登録 152名 会員数 276名 開館日 254日 平均利用者 28名

2020 年利用者実績

子育てひろばラトル　施設長　亀井静

　友だちづくりが苦手な保護者が増えている中で、「利
用者と利用者をつなぎ、支えあう仲間づくり」を意識し
て運営しています。今年度は、子どもの体験の場として、
年齢別のプログラムを実施しました。

子育てひろばラトル
新居浜市新須賀町 2-10-7　tel.0897 (47) 6690
月曜～金曜　10：00 ～ 16：00　（ 無料）　

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ３歳以上 保護者 総合計

800名1,001名 451名 145名 29名 2,189名 4,615名

新規登録 164名 会員数 304名 開館日 243日 平均利用者 19名

2020 年利用者実績

子育てひろばToiToiToi　施設長　宮田由美

　今年度は入館制限がありましたが、赤ちゃんの利用
も増え、たくさんの親子に出会うことが出来ました。
今後も利用者とのコミュニケーションを大切に、安心
安全な温かいひろば作りに努めていきたいと思います。

子育てひろば ToiToiToi
松山市湊町７丁目５　tel.089 (909) 4540
火曜～日曜　10：00 ～ 16：00　（ 無料）　

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ３歳以上 保護者 総合計

3,361名2,127名 1,651名 690名 398名 7,793名 16,020名

新規登録 860名 会員数 1569名 開館日 263日 平均利用者 61名

2020 年利用者実績

愛顔の子育て応援アプリ＆サイト
えがお

Googleplay ／ Appstore で無料配信中！

⬆

愛媛県受託事業　since 2015年

　県内のイベント・施設・子育てに関する情報
を配信しています。親子にやさしいサービスを
提供する「えひめのびのび子育て応援隊」のお
店紹介と優待パスポートにも注目です。

えひめ子育て応援ブック「ippo」2020
A４　15,000部

愛媛県域の
子育て応援ブック作成
since 2018年

　愛媛に誕生する赤ちゃんを
迎える家族の「はじめのいっ
ぽ（ippo）」を応援します。
※愛媛県内出生数約８千 /年
※協賛広告 15 社程度あり

多胎児子育て応援ブック「えひめついんず」
A５　300部

愛媛県域初の
多胎児子育て応援ブック作成
since 2020年

　多胎児を妊娠・出産・育児す
る場合のポイントをまとめたほ
か、県内で活動する双子サーク
ルや行政主催のつどいを紹介し
ています。

❶『えひめのびのび子育て応援
隊』の登録店舗 2,144 件に登録
内容の確認を実施しました。
❷きらきらナビアプリの周知の
ためパンフレットを作成し、テ
レビ愛媛のはじめてばこなどで
子育て家庭へ配布しています。

編集スタッフ

Project
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にいはま子育て応援ブック「すくすく」2020
A5　4,000部

新居浜市
子育てサービス利用者支援事業
since 2015年

　新居浜市の施策である「制度」
と市をどな」口窓談相「」設施「や

協力してわかりやすくまとめ、
子育て真っ最中の世代に届けて
います。

まつやま子育て応援ブック「まつトコ」2020
A５　10,000部

松山市補助事業
since 2014年

　松山市の施策である「制度」や
「施設」「相談窓口」などを子どもの
成長にあわせてわかりやすくまと
めています。協賛広告をいただき
発行しております。
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02
Project

03

事業の活性化を図る

ひとりで抱え込まないで
子育て相談員とおしゃべりすることで、気持ちが穏
やかになってもらえたら嬉しいです。 安心・安全に子どもと過ごす

子育て真っ最中のママたちは、いつもそばに
子どもがくっついています。せめて受診中は、
自分の身体と向き合って欲しいと願って、託
児ルームの運営をしています。

令和 2 年度も愛媛県からの受託事業や助成金を活用させて
いただき実施しました。

専門相談員　（保健師）　　　玉井弓子

　対面での相談が難しくなり、LINE での相談をス
タートしました。気軽に利用できるため喜ばれて
います。またビデオ通話では自宅の様子やリラッ
クスした表情を見せてもらっています。つながる
ことの大切さを実感しています。

専門相談員　（保育士）　　　近藤直緒美

　子どもの成長を見守りながら、ママたちの気持
ちに寄り添って、一緒に考え、ママ自身が解決策
を見つけられるようにお手伝いができればと思い
ます。また、コロナ禍でも安心して利用できるよ
う LINE での相談、通話のできる環境にしました。

専門相談員　（保育士）　　　市川紀子

　感覚遊びを通して成長を促すクラスでは、お母さ
んと信頼関係を築いた上で、子どもの苦手なことを
共有しあい、感覚を刺激する遊びを取り入れていき
ました。また保健センターと共に「ベビープログラム」
の講座で、ママ友のつながりを応援しています。

こどもを育むはじめての木育事業

　「森を守る」ことが私たちの生活を支え、森の木に親
しみ、森の木を使うという木育の考え方を解説したパネ
ル等を作成し、乳幼児を子育て中の保護者へ木育教育を
実施しました。

えひめ子育てサポートコーディネート事業（愛媛県受託）

　昨年度に引き続き県内の子育てサポート団体 76 団体
を抽出し、活動概要や活動内容の調査を実施しました。
様々な課題解決に向けて活動をされていることを愛媛県
にご報告させていただきました。

預かり保育事業松山市利用者支援事業

新居浜市利用者支援事業

愛媛県森林環境保全基金ほか

　初めてママと離れて託児ルームでお預かりするお子
さんもいらっしゃいますが、回数を重ねるごとに慣れ
てきます。
　子育て経験のある保育士が、安心と安全を大切にし
てお預かりしています。家庭で経験できない機会と考
えて、気軽にご利用していただけたら嬉しいです。

担当保育士より

基本的生活習慣 発達・発育 育児方法 ママの環境 身体の心配・病気 子育てサービス

2020 年利用者実績

面接相談 575名 電話相談 85名 メール相談 75名 LINE 相談　　　272名

870件 367件 610件 289件 233件 462件
容
内
談
相

71名 45名参加者（親子） 30名 10名 313名

離乳食講座
(９回 )

赤ちゃん教室
（10 回）

子育て交流会
(４回 )

ベビープログラム
（１回）

発達相談
（63 回）講座名

2020 年講座開催実績

基本的生活習慣 発達・発育 育児方法 ママの環境 身体の心配・病気 子育てサービス

2020 年利用者実績

面接相談 622名 電話相談 117名 メール相談 7名 LINE 相談 90名

573件 290件 334件 141件 70件 411件
容
内
談
相

550名 50名参加者（親子） 24名 42名

きらきら教室
（67 回）

ベビープログラム
（４回）

ぷくぷく教室
（３回）

発達相談
（５回）講座名

2020 年講座開催実績

梅岡レディースクリニック
松山市竹原 1丁目 3-5

利用者数
440名

利用者数
375名

はなみずき歯科・小児歯科
松山市古川北 1-19-16

利用者数
324名

北久米どい歯科
松山市北久米町 217-2

利用者数
221名

新谷ウィメンズクリニック
新居浜市一宮町 1丁目 12-56
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事業の活性化を図る
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容
内
談
相

550名 50名参加者（親子） 24名 42名

きらきら教室
（67 回）

ベビープログラム
（４回）

ぷくぷく教室
（３回）

発達相談
（５回）講座名

2020 年講座開催実績

梅岡レディースクリニック
松山市竹原 1丁目 3-5

利用者数
440名

利用者数
375名

はなみずき歯科・小児歯科
松山市古川北 1-19-16

利用者数
324名

北久米どい歯科
松山市北久米町 217-2

利用者数
221名

新谷ウィメンズクリニック
新居浜市一宮町 1丁目 12-56

Project
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2020年

科　　目・摘　　要 金　　　　　　　額
Ⅰ経常収益

1. 受取会費
2. 受取寄付金

3. 受取補助金
三浦保愛基金
森林環境税補助金
松山市地域子育て支援拠点事業
松山市利用者支援事業
新居浜市地域子育て支援拠点事業
新居浜市利用者支援事業
愛媛県委託事業
託児ルーム事業
4. 事業収益
協賛広告収入
協力諸謝金
5. 負担金収入

6. その他の収益
受取利息
雑収益
経常収益計

  397,050

300,000
450,000

29,109,000
  4,694,000
12,271,200
  8,505,000
  3,308,809
  2,511,800

397,050

61,149,809

4,499,367
1,336,800

67,383,026

科　　目・摘　　要 金　　　　　　　額
Ⅱ経常費用

1. 事業費
（１）人件費
　　 給料手当
　　 人件費
　　 諸手当
　　 賞与
　　 法定福利費　　　　　　　　     
                            人件費計

（２）その他の経費
　　 旅費交通費
　　 役務費
　　 消耗什器備品費
　　 需要費
　　 印刷製本費　
　　 賃借料
　　 諸謝金
　　 業務委託費
　　 雑費
　　　　　　　　その他経費計

38,138,032
  　176,800
  3,178,000
  2,730,000
  4,144,396
　　　

63,681,139

2,010,107

  1,691,780
  6,255,752
  7,947,532

48,367,228

2. 管理費
（１）人件費
　　 給料手当
　　 人件費
　　 諸手当
　　　　　　　　　　人件費計

　　　 0
400,000
  49,000 
　　　     449,000

（２）その他の経費
　　 消耗什器備品費
　　 印刷製本費　
　　 保険料
　　
　　　　　　　その他の経費計

経常費用計

当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

　  1,135,062 
     　240,123
     　185,922
  
　　　 1,561,107

15,313,911

　530,150
　606,759
1,101,536
2,043,472
2,953,436
7,345,030
　570,600
   110,110
  　52,818

受賞歴
松山市市民活動推進表彰
教育文化・社会福祉　奨励賞
子ども若者育成・子育て支援功労者表彰
内閣府特命担当大臣賞　など

　新型コロナウイルス感染症の影響が私たちの生活に大きな変化を与えて

います。特に心理面でのケアは、私たちNPOだからこそ寄り添い、共に考える

ことが可能なのかもしれません。ニーズを的確に捉えて、子育て中の方々の

チカラになれるように職員一人ひとりが精進していかなければいけません。

このコロナ禍の「pinch」を「chance！」にできるかどうか、団体の力量も試さ

れているように思います。

山本由美子 yumiko  yamamoto
ＮＰＯ法人子育てネットワークえひめ　代表理事

1991 年結婚と同時に松山へ。1993 年に長男が誕生し、相談相手もなく悶々
とした子育てがスタート。育児サークルに出会い、子育て仲間に支えられ
てＮＰＯ法人化を決意。乳幼児親子の居場所づくりを使命と感じている。
現在、愛媛県子育てサポートコーディネーター、愛媛県社会教育委員　　
松山市市民活動推進委員など。

団体概要
● 私たち子育てネットワークえひめは、愛媛の「がんばるママの応援団」として子育てに 

　やさしいまちづくり・人づくりを目指しています。

● 子どもが誕生して、親子ともに育っていく姿を地域とともに見守りたいと思っています。

● 親子にとって必要な環境は何かを共に考え、共に成長できることがＮＰＯとしての使         

　命と考えています。

活動を応援してくださった皆様に心より感謝申し上げます。

　子育てネットワークえひめは 20 歳になりました。子育て家庭を応援してくれた職員や利用者の皆様

と共にお祝いをする予定だったのですが、新型コロナウイルス感染症のため何もできませんでした。

大変悲しかったです。感染者が急増すると、市からの要請で子育てひろばは休館になってしまいます。

子どもたちの笑い声や泣き声に接することがない時間に心を痛める毎日でした。

　そんな中で職員と共に考えて SNS を活用してオンラインでのコミュニケーションツールが生まれたこ

とは今後の団体のチカラになっていくでしょう。

　今後ともご支援を賜りますようお願い申し上げます。

設　　立　　2000年9月
代表理事　　山本由美子
副代表理事　土居久美
職　　員　　27名

〒791-8006　愛媛県松山市安城寺町571-1
TEL 089-917-8211　FAX 089-917-8218
npo@conet-ehime.or.jp
http://www.conet-ehime.or.jp/

子育てひろばの活動を発信中！
HPからアクセスしてください。

収支報告

3,090,000
1,409,367
1,336,800

65,691,246

0
0

2020年度 活動報告

特定非営利活動法人（NPO法人）

子育てネットワークえひめ

1,500名1,205名 474名 176名 40名 3,014名 6,409名
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コンセプトは
「もうひとつのお家」

ママ目線で
子育て情報発信

愛顔の子育て応援アプリ  きらきらナビ  パンフレット
A５　10,300部

地域子育て支援拠点事業子育て情報発信事業

少子化・核家族化で身近に相談相手がいない方が増えてい
ます。子どもとふれあう機会が少ないままに大人になり、
親になって先を見通した子育てが難しくなっています。そ
んな時代に、子育ての「ちょっとした疑問」を気軽に話せ
る親子の居場所は重要な役割を担っています。

育児に関する情報はネットでもたくさんありますが、地域の
子育て情報誌は、地域のママたちが作るのが一番！
ママ目線で情報収集。ママ目線で編集。ママ目線で発信。
「子育て仲間がたくさん出来ますように」と願いを込めて発信
しています。

　地域の子育て情報をわかりやすく、伝えたい！！そん
な気持ちで編集しています。子育てはなかなか思い通り
にいかないけど、子育て中だからこその出会いやチャン
スを大切にしてほしいと願いを込めて製作しています。

子育てひろばくーふぁん　施設長　松原幸子

子育てひろばくーふぁん
松山市安城寺 571-1　tel.089 (989) 0390
月曜～土曜　10：00 ～ 16：00　（有料）　

　今年度はプログラム活動に公園遊びや水遊びも取り
入れ、みなさんに喜んでいただけました。令和３年３月
に安城寺に移転いたしました。これまでとはまた違っ
た新しい出会いが増えることに期待しています。

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ３歳以上 保護者 総合計

新規登録 270名 会員数 359名 開館日 247日 平均利用者 26名

2020 年利用者実績

子育てひろばくりっぷ　施設長　絹笠映子

子育てひろばくりっぷ
松山市南吉田町 596-2　tel.089 (994) 6922
月曜～土曜　10：00 ～ 16：00（有料）　　

　今年度はネット利用予約システムを取り入れ、人数
制限を設けての開館でしたが、多くの方に利用して頂
けました。親子が安心・安全に、楽しく過ごせるよう
に今後も心がけたいと思います。

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ３歳以上 保護者 総合計

1,266名1,085名 1,073名 277名 65名 3,231名 6,997名

新規登録 152名 会員数 276名 開館日 254日 平均利用者 28名

2020 年利用者実績

子育てひろばラトル　施設長　亀井静

　友だちづくりが苦手な保護者が増えている中で、「利
用者と利用者をつなぎ、支えあう仲間づくり」を意識し
て運営しています。今年度は、子どもの体験の場として、
年齢別のプログラムを実施しました。

子育てひろばラトル
新居浜市新須賀町 2-10-7　tel.0897 (47) 6690
月曜～金曜　10：00 ～ 16：00　（ 無料）　

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ３歳以上 保護者 総合計

800名1,001名 451名 145名 29名 2,189名 4,615名

新規登録 164名 会員数 304名 開館日 243日 平均利用者 19名

2020 年利用者実績

子育てひろばToiToiToi　施設長　宮田由美

　今年度は入館制限がありましたが、赤ちゃんの利用
も増え、たくさんの親子に出会うことが出来ました。
今後も利用者とのコミュニケーションを大切に、安心
安全な温かいひろば作りに努めていきたいと思います。

子育てひろば ToiToiToi
松山市湊町７丁目５　tel.089 (909) 4540
火曜～日曜　10：00 ～ 16：00　（ 無料）　

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ３歳以上 保護者 総合計

3,361名2,127名 1,651名 690名 398名 7,793名 16,020名

新規登録 860名 会員数 1569名 開館日 263日 平均利用者 61名

2020 年利用者実績

愛顔の子育て応援アプリ＆サイト
えがお

Googleplay ／ Appstore で無料配信中！

⬆

愛媛県受託事業　since 2015年

　県内のイベント・施設・子育てに関する情報
を配信しています。親子にやさしいサービスを
提供する「えひめのびのび子育て応援隊」のお
店紹介と優待パスポートにも注目です。

えひめ子育て応援ブック「ippo」2020
A４　15,000部

愛媛県域の
子育て応援ブック作成
since 2018年

　愛媛に誕生する赤ちゃんを
迎える家族の「はじめのいっ
ぽ（ippo）」を応援します。
※愛媛県内出生数約８千 /年
※協賛広告 15 社程度あり

多胎児子育て応援ブック「えひめついんず」
A５　300部

愛媛県域初の
多胎児子育て応援ブック作成
since 2020年

　多胎児を妊娠・出産・育児す
る場合のポイントをまとめたほ
か、県内で活動する双子サーク
ルや行政主催のつどいを紹介し
ています。

❶『えひめのびのび子育て応援
隊』の登録店舗 2,144 件に登録
内容の確認を実施しました。
❷きらきらナビアプリの周知の
ためパンフレットを作成し、テ
レビ愛媛のはじめてばこなどで
子育て家庭へ配布しています。

編集スタッフ

Project
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にいはま子育て応援ブック「すくすく」2020
A5　4,000部

新居浜市
子育てサービス利用者支援事業
since 2015年

　新居浜市の施策である「制度」
と市をどな」口窓談相「」設施「や

協力してわかりやすくまとめ、
子育て真っ最中の世代に届けて
います。

まつやま子育て応援ブック「まつトコ」2020
A５　10,000部

松山市補助事業
since 2014年

　松山市の施策である「制度」や
「施設」「相談窓口」などを子どもの
成長にあわせてわかりやすくまと
めています。協賛広告をいただき
発行しております。


