


■足達秀夫理事（副会長）が退任
　8 月 8 日（木）午後四時よりこうち勤労センター７階の四国労金研修室にて労福協

の臨時総会を開催しました。

　臨時総会には 11 会員団体中８会

員団体の代議員が出席、理事監事

13名中 11名が出席しました。

　本臨時総会は足達秀夫理事（副会

長）が会員団体の四国労働金庫理事

長を任期満了で退任した事を受けて、労福協の理事退任と

足達氏の後任の理事の承認、及び、本年６月１日に発足し

た幡多ライフサポートセンターの運営を理事会に反映させ

るため運営組織から理事会推薦とし理事の任用を図るため

開催されています。

　総会は年金福祉協会の代議員の山本弘三氏を議長に選び

開会されました。

■四国労金から中谷達美氏、幡多ライフサポートセンターから石井孝氏が新たに理事に
　間嶋会長の挨拶のあと議事に入り、同じく間嶋会長から足達

秀夫理事の辞任の報告があり、その後任として四国労金から推

薦の有っている中谷達美氏（四国労金常務理事）、理事会推薦

として石井孝氏（幡多ライフサポートセンター事務局長）の両

氏を役員候補とする事が提案されました。

　この提案を受け、山本弘三議長は挙手により各役員候補に

ついて承認を求め、出席代議員全員の賛成で両氏は承認されま

した。

　この議案の後、山本弘三議長は会場内の新理事二名の理事就

任の意思確認を行い、何れも就任に同意が有りました。議長はその他の議案について代議員に問いましたが特

段の提案がなく、総会は午後四時半に終了しました。

退任した足達秀夫氏

開会挨拶をする間嶋祐一会長

新任の中谷達美理事
（副会長職）

石井孝理事
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全国研究集会を高知市で開催
　2013 年 6月 6日㈭～ 7日㈮、高知市のホテル日航高知旭ロイヤルホテルにて全国 47都

道府県、労働者福祉事業団体、労働団体他 245名の参加で全国研究集会が開催されました。

　会の冒頭、中央労福協副会長の山本幸司氏より主催者代表挨拶、高知県労福協会長間嶋祐

一氏より開催県挨拶、高知県副知事岩城孝章氏より来賓挨拶があり特別講演に入りました。

■特別講演Ⅰ＜賀川豊彦氏の理念から学ぶこと＞
　鳴門市にある「賀川豊彦」記念館館長の田辺健二氏の講演で日本の協同組合運動の父と呼ばれる賀川豊彦氏につ

いて、その軌跡、そして如何にして彼の協同組合思想である「相互扶助」「友愛」の理念が形成されたかが講演され

ました。

■特別講演Ⅱ＜ ICA国際協同組合同盟の 2020 年チャレンジ　日生協の展望＞
　日本生活協同組合執行役員・青竹豊氏より、世界の協同組合慨況・

ICA 加盟組織が 98 ケ国・277 組織になり 10 億人の組合員で 1 億人

の雇用が創出され 1.6 兆ドルの事業高（2008 年実績）である事が

報告されました。

　ネパール・モンゴルなどアジア地域や中東、欧州、北米、南米の

協同組合の現況も合わせて報告されました。

　ICA「協同組合の 10 年に向けたブループリント」では、2020 年

に向けた課題、参加しやすい組織へ、持続可能性を柱に、協同組合のアイデンティティを明確に、協同組合の成長

を支える法的枠組み、アイデンティティを失わない資本の６つのテーマが掲げられており、その中での優先課題の

解説があり、最後に日本の生活協同組合の現況と課題、東日本大震災の取組が報告されました。

■特別報告Ⅰ＜ライフサポートセンター友の会運営紹介＞
　静岡県労働者福祉協議会事務局長の八木衛氏より「設立の目的と経過」、「今後の方向性と課題」の二つのテーマ

で報告頂きました。ライフサポートしずおかは 2003 年の県労福協の定期総会での相談活動のネットワーク化を推

進する協議からスタートし、2005 年に「生涯サポートセンター（仮称）」設立準備委員会を設置、2006 年 9 月に

ライフサポートしずおか設立総会、同年 10 月に事務所をオープンし、静岡県内 4 本支部で生活相談や生きがい創

出の事業活動に入っています。

　□運動を担保する「ヒト、モノ、カネ」の三つの要素
　�　2013 年 3 月 31 日現在サポートセンター友の会会員は 36,402 名となり約 50% が 60 歳以上の会員となって

おり、「ヒト」では高齢者に対しての一定の存在価値と役割を発揮していること、勤労者が集い支え合う活動を

展開していくために、いつでも気軽に立ち寄れる「場づくり」とその活用の「モノ」、活動拠点づくり資金、生

きがい仲間づくり資金など会員団体からの拠出金を確保し財政的裏付けの「カネ」の確保と三つの要素のバラン

スの良い取組が展開されています。

　�　今後のサポセンしずおかの目標は自主福祉運動のサイクルを確立すること、「連帯・協同でつくる安心・共生

の福祉社会」を作りあげていく事であるとの考え方が提起され報告が括られました。

■パネルディスカッション＜協同組合・労働運動の具体的な連携に向けて＞
　パネラーに連合副事務局長・木村裕士氏、労金協会副理事長・田中秀和氏、

全労済常務執行役員・安久津正幸氏、日生協執行役員・青竹豊氏、労協連専務・

古村伸宏氏、全労金執行委員長・石田輝正氏、コーディネーターに中央労

福協事務局長・大塚敏夫氏でパネルディスカッションが行われました。

　最後に中央労福協副会長・渡邉和夫氏の閉会の挨拶で全日程が終了しま

した。

開催県を代表して挨拶す
る間嶋祐一高知県労福協
会長

●●●集会一日目●●●

●●●集会二日目●●●

中央労福協主催



 厚生労働省社会・援護局地域福祉課、生活困窮者自立支援室の熊木正人室長の講演が

　7 月 8 日・9 日、第 4 回地方労福協会議（主催、中央労福協）が 47 都道

府県の地方労福協が参加し東京の明治大学紫紺館で開催されました。

　山本幸司中央労福協副会長の開会挨拶、中央労福協、地方ブロックの活動報

告があった後、生活困窮者への新たな支援制度について厚生労働省社会・援護

局地域福祉課、生活困窮者自立支援室の熊木正人室長の講演がありました。

◆生活困窮者自立支援法について

　生活困窮者自立支援法案は本年 5 月 17 日に閣議決定し国会へ提出され、6 月 4 日に衆議院を通過し、会期末に

成立する見込みでしたが参議院では首相の問責決議のあおりで審議未了・廃案となっています。

　しかしながら、熊木室長の見通しによると、生活保護制度との絡みで一部政党から異論があり反対が有ったもの

の与野党の多数の賛同で委員会、衆議院を通過しており、参議院選挙後の臨時国会、又は、秋の通常国会で成立す

る見込みが大きいとの事です。

 生活困窮者自立促進支援モデル事業

　この法案に先だって平成 25 年度から 26 年度までの間、それまでの PS（パーソナルサポート）事業を引き継ぐ

形で「生活困窮者自立促進支援モデル事業」が組まれており、全国で 62 の団体が実施ており、沖縄県では沖縄労

福協が事業を受託しています。

 法案が成立すれば施行は平成 27 年 4 月 1 日からに

　早々に法案成立が見込まれる（熊木室長見解）生活困窮者自立支援法は施行期日を平成27年 4月 1日とし、47

都道府県及び福祉事務所を置く全ての自治体が「生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮

者に対し、自立相談事業の実施、住居確保給付金の支給その他の支援を行うための所要の措置を講ずる」としています。

 生活困窮者自立支援法案の概要は

　★�必須事業として、「自立相談支援事業」「住居確保給付金」の支給の二つがあり、国がその費用の 3/4 を負担

するとしています。

　★�任意事業として、1．「就労準備支援事業」2．「一時生活支援事業」3．「家計相談支

援事業」4．「学習支援事業」の四つが上がられており、１．２は国がその費用の2/3を、

３．４は国がその費用の 1/2 を負担するとしています。

　必須事業の「自立相談支援事業」は福祉事務所設置自治体が直営又は委託により事業

を実施、同じく「住宅確保給付金」は福祉事務所設置自治体が給付金を支給。

　４つの任意事業は福祉事務所設置自治体が行うか、一定の要件を満たした団体に委託に

よって実施するとしています。

 就労訓練事業＝いわゆる「中間的就労」の推進

　また、法案は都道府県知事等による就労訓練事業（いわゆる中間的就労）を認定するとし、社会福祉法人、NPO

法人、営利企業等の自主事業として実施するとしています。

　これは就労準備の支援を受けても一般雇用へ移行できない者を想定し、事業を実施するに当たっては立上げ時の

初期経費の助成、税制優遇等を検討するとしています。

　この中間就労については、いわゆる貧困ビジネスのターゲットになるのではとの懸念もあり、制度の運用などに

十分な配慮が必要である事が指摘されました。

 子どもの学習支援について

　生活困窮家庭で、困窮ゆえの学習不足、日常的な生活習慣の獲得、進学、高校進学者の中退防止等に関する支援を

総合的に行う事業で、既に行れている取組事例として高知市「高知チャレンジ塾」における学習支援があり、運営は

市が雇用した就学促進員（教員免許資格者）が定期的に家庭訪問し、保護者へ事業参加への働きかけ等を行っている。

　民間団体に委託して、教員OB・大学生などの学習支援員が週 2回程度、市内 5ケ所で学習支援を実施。

　平成24年度は生活保護受給世帯の生徒106人が参加、中学3年生43人の内41人が高校へ進学の実績が出ている。

　熊木室長の講演は、この制度法案の実務担当者という事もあり、具体的な事例を引用し、法案成立後想定される

諸課題についても多方面からの分析した結果の対処案が示されました。

生活困窮者自立支援法の講演第4回地方労福協会議

講演する厚労省社会援護局・
生活困窮者自立支援室長・
熊木正人氏



先の国会で生活困窮者自立支援法は会期切れで一旦は廃案に

　生活困窮者の支援制度については従来のパーソナルサポートサービス事業（PS 事業）が有

りましたが、この事業は昨年度（2013 年 3 月末）で一旦打ち切られ、新たに「生活困窮者自

立支援法」を根拠に、生活相談や就労支援を柱とした新しい事業として再スタートする事と

なっています。

　その制度の根拠法は先の国会で衆議院を通過し、参議院で審議されていましたが、安倍首

相の問責決議のあおりを受け会期切れのため審議未了で一旦廃案となっています。

直近の国会で成立する見込み

　この法案は生活保護法改正（改悪）と抱き合わせになっており、本来の生活保護制度をきちんとすべきとの観点

から、生活困窮者自立支援法のそもそもより生活保護法改悪阻止への論点に重点がおかれ一部野党が反対の姿勢を

取っています。

　しかしながら与野党のほとんどの賛成を受けている事から、今後、直近の国会で成立する見込みが大であり、そ

の法と制度の理解が課題となっています。

従前のパーソナルサポート事業を引き継ぐ支援事業

　労働者福祉運動を進める労福協としては従来のパーソナルサポート事業を引き継ぐものとして生活困窮者自立支

援法を位置づけており、直近の国会で成立すれば 2015 年度（平成 27 年度）より法が施行され事業がスタートす

る見込みです。

四万十市では 50余名が勉強会に参加

　勉強会はその法と制度の仕組みを理解する勉強会であり、9 月 12 日㈭
に四万十市民会館、13 日㈮の二日間、中央労福協の北村祐司事務局次長

を講師に迎え、幡多ライフサポートセンターと連合高知との共催で開催

しました。

　四万十市市民会館の会場では幡多ライフサポートセンターの呼び掛けを

主として 50余名が勉強会に参加し、法の概要、施行後の支援事業の詳細に

ついて理解を深めました。

　生活困窮者自立支援法は法案が成立すれば、2015 年度より福祉事務所を

置く全ての自治体が支援事業を行うこととなっています。また任意で行う支援事業も多く、自治体の規模や能力に

よっては少なからずの事業が外部に委託される事が予測されています。

　13 日の高知会場では労福協の会員団体から、当該事業を自治体直轄で行う場合は福祉部門での業務負担が大き

くなる事は十分予測される、福祉行政部門は現状でも恒常的に人員不足であり、その点の議論や調整も必要ではな

いとの意見が出されました。

山口県労福協、徳島県労福協が先行的モデル事業を受託

　今春から全国で 69の自治体や団体が先行的に生活困窮者自立支援事業を始めています。

　高知県労福協がグループを組む中四国でも山口県と徳島県の労福協がモデル事業を県から受託しています。

　この支援事業は労働行政の主管畑ら福祉行政の主管に事業が移管され行政の縦割りが変わったにも関わらず両県

労福協が取組んでいた従前のパーソナルサポート事業の実績が評価された背景があります。

非営利セクターが連携を

　法案成立後 2015 年度からは本格的に支援事業が始まり、多くの民間・営利企業がこの事業に参入してくるとの

予測もされていますが、法の主旨からも私たち非営利セクターが少しでも多くの事業を受託し、生活困窮者の自立

につなぐ事が事で重要ではないか、その為には労福協、NPO 団体、民間ボランティ団体、そして各地の社会福祉

協議会との連携も必要で無いかとの指摘が北村講師から提起され勉強を終わりました。

四万十市民会館

「生活困窮者への新たな支援制度」の勉強会を開催

中央労福協
北村祐司氏



中四国九県から27名の受講生が参加
　労働者福祉西部協議会（西部労福協）は労働者福

祉運動の理念と歴史を継承しリーダーを養成するた

めの講座を 8月 23日～ 24日、岡山市「後楽ホテル」

に於いて開催し、中四国九県から 27 名が参加し受

講しました。

　昨年までは中央労福協主催で開催されていました

が、今年度からは各ブロック毎での開催となり、西

部労福協としての第一期生が誕生しました。

　冒頭、主催者を代表して間嶋祐一西部労福協会長

（高知県労福協）より「先人がつくってきた歴史に学

び、一人ひとりが社会の主人公になるために、自ら

が何が出来るか考え実践する契機にしてほしい」と

の挨拶が有りました。

労働者福祉運動の歴史や理念を学ぶ
　初日の講義

では、高橋均・

中央労福協ア

ドバイザーか

ら、労福協や

事業団体が生

まれてきた歴

史や理念、課

題について学

び、第２講では田村正勝・早稲田大学教授より、危

機の時代の経済・社会の捉え方と新しいパラダイム

への転換についての問題提起を受けた。２日目は高

高知県参加者
（左から）津村景祐さん（全労済高知）、坂本寛さん
（情報労連）、山﨑将司さん（四国労金高知支店）

木郁郎・日本女子大名誉教授から労働運動や労働者

福祉事業がメンバーシップを超えて地域で公益的な

役割を発揮することの重要性について事例も交えて

講義を受けました。

講座の締め括りはグループディスカッション
　この後、グループディスカッションに移り、受講生

は３つの班に別れてそれぞれの講義をどのように感じ

たかを咀嚼しながら、自分達に出来る事は何か、活発

に意見を交換し、全体発表の中で認識を共有しました。

　ファシリテーターを務めた徳島県労福協の藤森専

務は、「正解を導き出さないので、それぞれがしっか

り考え、仕事の中で生かして欲しい」と締めくくった。

　全体を通じて受講生からは「研修を活かしこれか

の活動を展開していきたい」「福祉団体がそれぞれの

立場で意見を出して交流できた」「地域で自分の役割

を考える良い機会になった」などの感想が寄せられ、

有意義な研修となりました。

　今回は第一回ということもあり西部労福協の各県

幹事も全員が出席し研修を見守り、課題について次

回の運営に生かしていく事にしています。

第１期の理念・歴史・リーダー養成講座を開催



　

　2013 年 6 月 1 日、四万十市立中央公民館で午後四時半より幡多地区ラ

イフサポートセンターの設立総会が開催されました。

　幡多地区ライフサポートセンターは地域における生涯福祉の実現をめざ

し、会員共助システムの確立、とりわけ高齢社会における豊かで生き甲斐

のある生活を推進することを目的としています。

サポートセンターの会員団体
　会の会員は幡多地区労働者福祉協議会、連合高知西地域協議会、高知県

高齢・退職者連合幡多地区協議会、四国労働金庫、全労済高知県本部、及び目的を同じくする団体・個人の

構成となっております。

設立総会には60余名が参加
　設立総会では規約、役員、活動方針、予算が提案され、それぞれ出席者の満場一致の賛同で承認されました。

規約では、事務所を四万十市中村大橋通 7-1-24 に置くとし、事業の具体化をはかるため「スポレク部会」「文

化部会」「広報部会」「何でも相談部会」の 4 部会設置が定められ、また役員・幹事体制を定め、任期を２年

とすることとしています。

25名が役員に就任、会長は北澤保氏（幡多地区労福協会長）に
　役員は会長に北澤保氏、副会長に松岡和男氏（高退連）をはじめ

四名が、事務局長には石井孝氏（連合西地協）、事務局次長には曽

根司公氏（高退連）が、幹事に 16 名が就任し、その内、松廣屋一

博氏（幡多地区労福協）、岡村誠喜氏（高退連）、山本源次氏（高退連）、

横田邦弘氏（幡多地区労福協）の四名が常任幹事に就任しました。

反貧困フェスタ 2013 in えひめに参加して
幡多ライフサポートセンター監事（四万十市議）　宮本博行　

　8月 10日、松山市において「反貧困フェスタ2013in えひめ」が開かれ、

高知県から6名が参加しました。そのうち幡多からは幾久利典さん、曽根司

公さんと私の3名が参加しました。「反貧困フェスタ2013in えひめ」は、愛

媛大学の学生さんが中心で運営されていて、とても新鮮な雰囲気でした。午後0時半から開会し、

「反貧困ネットワーク」代表の宇都宮健児（全日弁連会長）さんが開会挨拶をし、「所得が200

万円以下の貧困者が2,000万人に達した。失業者は270万人となり、貧困は拡大している。一

人ひとりは微力ではあるが、無力ではない。」と運動の拡大を訴えました。

　続いて全体集会が行われ、座談会では「社会の課題と私たち自身の課題」と題して、反貧困ネットワーク事

務局長の湯浅誠さん、テレビでお馴染みの精神科医の香山リカさん、僧侶として自殺撲滅運動をしている真宗

大谷派僧侶の中下大樹さん、ＮＰＯ法人自殺対策支援センターライフリング代表の清水康之さんの 4 人の講師

がパネラーとなってそれぞれの反貧困の取り組みを通じて、様々な問題が提起されました。

　続いての分科会は「青年の雇用問題」「漂流少女の今」「無縁社会・取材現場

より」「今だからこそ、生活保護を考えよう」「ソーシャルキャピタルを育む私

の地域づくりへの挑戦」「愛媛におけるゲイ男性のＨＩＶ（エイズ）の課題」「シ

ングルマザーの暮らし方『政策提言』」の 7 分科会と特別分科会「放射能汚染

を考える」に分かれ、分科会によっては会場に入れないくらい盛況でした。私

は「青年の雇用問題」に参加しましたが、大学生も多く参加していたので、こ

の会場も廊下にはみ出していました。「愛媛で若者雇用をめぐる問題」「若者就

職支援活動の現場で見える諸課題」「安心して働き続けるために必要なことは何か」と題して、具体例や具体

的な数字を挙げて、愛媛の今日の状況が詳しく話され、厳しい現実を実感しました。高知県は、これ以上に厳

しいのではないかと思われます。貧困問題は、国・県・市町村がしなければならないこと、企業・地域がしな

ければならないこと等、日本社会が多くの問題点を抱えていることを改めて実感いたしました。なお、話を聞

きたい方は宮本まで連絡いただければ幸いです。� （幡多ライフサポート会報より転載）

事務局次長
曽根司公氏

副会長
松岡和男氏

事務局長
石井孝氏

幡多ライフサポートセンター（幡多LSC) 発足



今、現場で労働者に何が起こっているか
　6月 29日㈯、高知会館にて第 39回労働安全衛生学校が NPO法人高知労働安

全衛生センター、連合高知、一社）高知県労働者福祉協議会の共催で開催され、

労働団体、労働者福祉事業団体などから一般県民の参加も含め 90余名が参加し

ました。

　今回の講演のメインテーマは「医療現場から見た労働安全衛生の課題」、サブ

テーマを“今、現場で労働者に何が起こっているか”を提起し、神奈川県労働

者医療生協理事長、神奈川県労災職業病センター副理事長天明佳臣医師の講演

がありました。

　会の冒頭、共催団体を代表して間嶋祐一高知県労福協会長の挨拶が有り、続いて濱田嘉彦労働安全衛生センター

専務理事の司会で講演に入りました。

神奈川県労働者医療生協理事長、神奈川県労災職業病センター副理事長・天明佳臣医師が講演
　講演は一時半より行われ、天明講師は今まで係わってきた具体的事例を示しながら、「わた

したちの主要な経験、いじめ・パワハラ・メンタルヘルス、過労死（過労自殺）、アスベスト

関連疾患などの取組み」、そして「これらの事例はとくに先進国では共通の課題になっており、

事象の背後にある作業負荷には共通点が有る事」、「したがって、ILO、WHOなどの労働安全保

健の国際機関は、働き方の新しい制度設計を提起しており、それがデーセント・ワークであり

ワークライフ・バランス」であるとの指摘でした。

　講演ではメンタルヘルスの幾つかの相談事例が紹介され「今日、ほとんどあらゆる職場でメ

ンタルヘルスが問題になっている」との現況が示されました。

　またメンタルヘルスに対し、具体的な取組事例も紹介され労基局での労災認定基準の問題点も指摘されました。

　最後に労働安全衛生活動の二つの潮流として法規準拠＝労働安全衛生法の徹底と自主対応＝労働安全衛生マネジ

メントシステムがあり、法規準拠コンプライアンスは当然としながら、今後は労働安全衛生マネジメントが重要な

流れとなって来るとの提起がありました。

　その具体的な取組事例として高知県庁で実施されている「職場ドッグ」事業の紹介があり、「出来るところから」

「自主的に」取組まれている事例として高く評価できるとの見解でした。

　講演は予定を 30分延長して午後 3時半に終了しました。

濱田嘉彦氏

天明佳臣氏

無料確定申告相談会開催の予告

　毎年好評を得て開催いたしております確定申告
相談会を今年度も高知県高退連、連合高知、四国
労働金庫と協力し、西森博税理事務所のご指導を
得ながら右記要領で開催いたします。
　年々参加者が増えている関係で全会場とも予約
制と定員を設けさせていただきますので、ご了承
ください。（※なお譲渡所得と事業所得についての
申告は、お取扱いしておりません。）

須崎地区　26年2月5日（水）
会　場：四国労働金庫須崎支店2階【定員30名】

記
開催日時（各会場とも時間 9 時 30 分から 4 時まで）

高知地区　26年2月3日（月）～2月4日（火）
会　場：高知会館　飛鳥【定員60名（両日とも）】

安芸地区　26年2月6日（木）
会　場：四国労働金庫安芸支店2階【定員50名】

南国地区　26年2月7日（金）
会　場：四国労働金庫南国支店2階【定員30名】

　お申込先及び受付期間については、次号にてお知らせいたし
ます。

第39回労働安全衛生学校を開催





 

全労済高知県本部  

（高知県労働者共済生活協同組合）  

〒780-0870   高知市本町 4-1-32  

TEL088-823-6031  

（9:00～17:15   土日・祝日除く） 



 

 



近づく巨大南海トラフ地震
3.11 東北地方大震災
から学ぶ連動型巨大地震への備え
内閣府中央防災会議専門委員

高知大学 岡村眞教授 講演会

昭和24年2月5日	 佐賀県生まれ
昭和47年３月	 鹿児島大学理学部地学科卒業　（理学士）
昭和49年3月	 東北大学大学院理学研究科修士課程修了（理学修士）
平成 2 年2月	 理学博士（東北大学）
平成11年4月	 高知大学理学部自然環境科学科長
平成18年4月～	 高知大学総合研究センター防災部門長併任
平成20年4月	 高知大学教育研究部自然科学系理学部門教授
	 大学院総合人間自然科学研究科理学専攻専任担当
平成24年4月～	 高知大学総合研究センター防災部門特任教授
	 外部委員経歴など
	 	地震防災関係：内閣府中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした

地震・津波対策に関する専門調査会」委員他

次の南海地震トラフ地震ではゆれが始まっても 15 分程度は「地震津波予報」が出
ない可能性がある。我々はゆれが 1 分以上続いたら、南海地震であると考えて高台
への避難を開始する必要がある。地震への備えは出来ているか？ゆれはじめだしたら
我々は何もできない。それまでの「備え」がすべてであることを考えておいて欲しい。

岡村　眞 氏 プロフィール

日時　2013年10月28日 ㈪
開場：午後 5 時
開演：午後 6 時
定員：850 名
会場：土佐清水市立市民文化会館
　　　くろしおホール

日時　2014年1月25日 ㈯
開場：午後 1 時
開演：午後 1 時 30 分
会場：高知会館
　　　高知市本町 5 丁目 6 ―42

参加費
無料

参加費
無料


