令和３年度下京区まちづくりサポート事業「SHIMOGYO＋GOOD」採択事業一覧
（順不同）
①

事業名

子どもたちによる地球環境問題をテーマとしたアート思考による解決策の提案

団体名

子どもたちによる子どもたちのロボット教室＠京都

事業概要

１．実施期間

2021 年 9 ⽉〜2022 年 3 ⽉

２．実施場所：京都リサーチパーク KISTIC2F 「たまり場」
３．対象：年⻑・⼩学⽣・（中学⽣）と保護者
４．実施内容
子どもたちが，日常⽣活と密接に結びつく社会課題の重要テーマの一つである地球
環境問題に関心を持ち，特に，今回のワークショップではアート思考の重要な考え方
である「興味のタネ」（興味，好奇心，疑問）と「探求の根」に重きをおき学び育む
ことにより，自由な発想で解決策の提案ができるようなワークショップを考えてい
ます。
・今回のワークショップの前半では，デザイン思考（共感，問題定義，思考，試作，
評価）も取り入れて進めていきます。
こんなことを

・地球環境問題にご興味のある方

求めています！！

・デザイン思考にご興味のある方
・アート思考にご興味のある方
子どもたちと一緒にワークショップに参加しませんか？
特に，2022 年 1 ⽉ 30 日（日）13 歳からのアート思考の著者，末永幸歩さんとオン
ラインで，参加の子どもたち・保護者の方とアート思考のワークショップを開催しま
す。
・アート思考とは，「自分の内側にある興味をもとに自分のものの見方で世界をとら
え，自分なりの探求をし続けること」（末永幸歩）

こんなことが

・京都市地域プラットフォーム事業ビジネス総合力養成講座「京都 D-school」修了

できます！！

(京都地域における起業や新事業の創出を促進させ地域産業や経済の活性化を図るこ
とを目的に，主に京都市内の中⼩企業者を対象としたビジネス総合力養成講座)
・大阪市主催リーンローンチパッド大阪修了(アイデアや技術シーズをもとに，商品
とそのビジネスモデルを構築するための手法を実践的に学ぶシリコンバレー⽣まれ
の起業家教育プログラム)
・ＭＢＡ（同志社大学大学院ビジネス研究科修了）
・電気通信主任技術者

工事担任者

・2 級ファイナンシャル技能士
・統計士・データ解析士
・2015 年より子どもを対象とした STEM 教育を実施
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②

事業名

京都コトはじめカフェ

団体名

一般社団法人京都府中⼩企業診断協会

事業概要

女性の“はじめのいっぽ”をプロ・コンサルタントがサポート！

研究会「チームにこにこ」

畳で起業について語らう

京都コトはじめカフェ

事業実施場所：聞法会館

1 階和室

対象者：起業初心者，起業・経営に興味のある女性
手法：見守り保育付き

少人数制半期セミナーを気軽なカフェスタイルで開催

内容：①ビジネスモデル

②ブランディング

⑤事例紹介（先輩起業家の話）

③マーケティング

④ファイナンス

⑥創業計画書作成（⽉ 1 回テーマ毎に開催

，6 回受講で 1 期分終了）
こんなことを

女性起業家の方にセミナーで事例紹介，として経験などを語っていただきたいです。

求めています！！

③

こんなことができま

メンバーはみな経産省認定の中⼩企業診断士です。

す！！

https://www.shindan-kyoto.com/workshop/nikoniko/

事業名

歴史文化遺産活用とまちづくりの実践―京町家の活用―
「学⽣が担う歴史文化遺産の保存・活用の実践―京町家・田中家より―」

団体名

「京，七条仏所跡

七条町家物語プロジェクトチーム」

事業概要

大学の「テーマ演習（授業）」において，田中家の活きた京町家コレクション（家具・
⺠具・屏⾵・襖・造作等）に触れ，展示・作品制作・映像演出等の発表の場づくりを
目指します。また，来場される地域の方々との懇談も視野に入れた活動を行います。
今期は 2 回程度の展示発表を予定します，前期は 9 ⽉上旬，後期は３⽉に企画発表
を行います。更に，本事業において，景観やまちづくりへ関わることで，キャンパス
内で学べない活きた教材である京町家へ接して，地域景観への貢献に加え，地域と今
後移転予定の大学の接点となるべく，田中家の活動を活かしていきます。

こんなことを

田中家での学⽣の活動や企画発表を見て頂き，応援していたければと思います。京町

求めています！！

家での学⽣と田中さんの共同活動において，今後の歴史文化遺産の保存・活用の在り
方を創造いただければと思います。

こんなことが

京都市立芸術大学の美術学部３年，４年，大学院の学⽣が田中家で活動します。作品

できます！！

制作等を得意していますので，地域の文化・芸術，イベントへの参加等，協力してい
ければと考えています。

④

事業名

花で地域と人を彩る“プチ農園×福祉”

団体名

社会福祉法人 京都市下京区社会福祉協議会

事業概要

R3 年度から「プチ農園×福祉ボランティア入門講座」を開催し，講座参加者が継続
して取り組みを展開しているところです。今後は誰もが気軽に参加できる緑のある
居場所を目指していきたいです。

こんなことを

ご協力頂ける担い手さんを増やして行きたいと思っています。

求めています！！
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こんなことが

社会福祉協議会では支え合いや助け合いのある地域を推進しています。誰もが住み

できます！！

やすい下京区の地域を目指し「福祉×おもしろい事」など皆さんと一緒に考えたいな
と思います。どうぞよろしくお願いいたします。

⑤

事業名

学区の資源を活かした避難所運営の仕組みづくり

団体名

有隣学区まちづくり委員会

事業概要

有隣学区では「有隣学区防災まちづくり計画」（平成 31 年 3 ⽉策定）にもとづき，
災害時の避難所運営のあり方について検討を行ってきました。令和元年度からは避
難所運営ゲーム（HUG）を用いたワークショップ等を通じて，災害時の避難をめぐ
る具体的な課題について把握してきました。これまでの成果をもとに，まちづくり委
員会におけるワークショップや学区防災訓練における訓練・イベント等を，避難所の
利用者・運営者として想定される住⺠を対象に行い，学区の資源（学区内外の人的ネ
ットワーク，各町内の防災の取り組み，学区が独自に作成する要支援者リスト，防災
マップ等）を活かして，学区の実情に適った避難所運営のしくみを作り上げます。

こんなことを

学区や地域における防災等に関する情報共有の仕組みについて，何か工夫されてい

求めています！！

る事例（マンション等の自治会に⾮加入の住⺠との情報共有や SNS 等を活用した連
絡網等）があれば教えて頂きたいです。

こんなことが
できます！！

⑥

事業名

先ずはコレからエシカル消費！「マイボトル推進プロジェクト」が地域を守る

団体名

一般社団法人

事業概要

プラスチックによる海洋汚染防止，ゴミ削減，地球温暖化対策，地域の環境保全の観

京都中⼩企業家同友会

下京Ａ・Ｂ・Ｃ支部

点から「マイボトルで利用できる給水スポット」を可視化し，区内の公共施設・同友
会企業・⺠間企業を問わず，無料で利用できる給水スポットを集約しマイボトルのさ
らなる利用促進を図っていきます。
こんなことを

現在区内にある無料で給水できる場所を集約するべく，新たに協力していただける

求めています！！

カフェや公共施設，中⼩企業などを募りたい。下京区であれば給水に困らない「環境
に配慮した優しい下京区」として PR できるツールにしていきたいと考えています。

⑦

こんなことが

約３５０社の異なる業種の地元企業が集う経営者団体ですので，それぞれの専門的

できます！！

なご相談に対応できます。

事業名

「⻄本願寺 書院 ⻁の間」の特別拝観ツアー，復元展示，ワークショップ

団体名

龍谷大学 龍谷ミュージアム

事業概要

８⽉７日〜９日，龍谷ミュージアムにおいて，一般の方を対象に，「文化財修復に触
れる・感じる・知る」をテーマに，⻄本願寺書院（国宝）「⻁の間」に焦点をあてた，
①現地の特別拝観ツアー，②「⻁の間」の杉⼾絵の復元過程を紹介する展示，③鉱石
から岩絵の具を作って絵を描くワークショップを開催し，歴史が息づく下京区の魅
力を再発見する事業を実施します。
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こんなことを

龍谷ミュージアムでは，通常は仏教総合博物館として仏教を身近に感じてもらう展

求めています！！

覧会を定期的に開催しています。
龍谷大学の学⽣たちと一緒に下京区を盛り上げていけるような活動ができればと思
います。

こんなことが

龍谷ミュージアム「みんなのほっとしてーしょん（旧：ミュージアムカフェ）」では，

できます！！

博物館・美術館や近隣の情報発信スペースとして，コーナーを設けています。ミュー
ジアム来館者の方や近隣の方へ発信するようなチラシ等がありましたらご紹介いた
します。

⑧

事業名

芸術家と協働で福祉施設を地域にひらく 「崇仁すくすくセンタープロジェクト」事
業

団体名

社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会

事業概要

本事業は，令和２年度に芸術家山本麻紀子氏が行った京都市立芸術大学移転工事で
失われる⼩学校や保育所などの樹木を残す「すくすくセンタープロジェクト」を契機
として，福祉施設職員・利用者のみならず，多様な主体が共にアートプロジェクトに
取り組むことで，崇仁ゆかりの樹木とともに地域の記憶を未来へとつなぐための事
業です。将来的には，地域住⺠や市立芸大の学⽣などとともに守り育てた挿し木を地
植えし，新しい地域の⾵景をつくるための第１歩とすることを目指しています。

こんなことを

挿し木を囲んで高齢者が，それぞれの歴史や記憶を語っていただきながら，未来へと

求めています！！

つなげていく橋渡しが出来ればと考えています。この活動がデイサービスのご利用
者のみならず，地域へとつながっていくことを期待しています。展覧会などを今後実
施する際は，来ていただいたり，私たちの活動の広報などをご協力いただける団体が
あれば連携したいです。

こんなことが

一人ひとりの高齢者に寄り添い，いつまでもその人らしく⽣活ができるようお手伝

できます！！

いさせていただくこと，そして，個人の思いを伝えることが私たちの専門性です。デ
イサービスでは，芸術家とのコラボレーションを継続し，自発的に自分らしさを表出
できるようなプログラムを提供していきます。

⑨

事業名

『演出力』から考えるまちづくり(仮)

団体名

一般社団法人アーツシード京都

事業概要

まちづくりビジネスに関心のある方を対象に，各分野の経営者またはディレクター
等の職責のある方を４名お招きして，「演出」をキーワードに各分野でどのような取
り組みがなされているかをオンラインでシンポジウムを行います。２回目は，例えば
「公園をつくる」というテーマで，各ゲストが演出力を用いてどのような公園をつく
るかをケーススタディとして動画配信によって公開します。後日，まとめたテキスト
を web 等で公開します。

こんなことを

・演出家になりたいビジネスマンの方を求めています。

求めています！！

・劇場を支えてくれる方を募集しています。
→協賛，劇場利用，観劇，劇場支援会員への入会など，さまざまな形で劇場支援が
可能です。
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こんなことが

・演出／台本作成

できます！！

・プレゼン指導
・キャッチコピーの作成／コンセプトや企画立案
・劇場技術コンサル／照明,音響等舞台スタッフの技術提供／アーティスト紹介
・エリアマネージメント／地域との共⽣
・経営コンサル／資金獲得について

⑩

事業名

食と農を繋ぐコミュニティカフェプロジェクト

団体名

NPO 法人

事業概要

京都近郊の有機農協⽣産者を支援し，本会事務所において子ども連れで参加できる

使い捨て時代を考える会

親子企画や農業⽣産者と消費者の交流，家庭料理講習，地球環境問題学習，有機農業
セミナー及び交流，体操教室などを行います。また，会員に限らず，地域のマンショ
ン住人や町内の方はもちろんのこと，高齢者，子連れの方，子ども，障碍者や⽣活困
窮者，居場所のない人，誰でもが利用できる「キッチン付きのフリースペース」コミ
ュニティカフェを目指します。
現在のコロナ禍においては密にならないように人数制限を行い，オンライン配信な
ども積極的に活用して「食と農の大切さ」について知る・学ぶ・体験する機会を作り
ます。
こんなことを

私たちの会は約５０年の歴史があって，高齢の支援者も多く，若い方への引継ぎがな

求めています！！！

かなかうまくいかなかった感じがあります。
新しく繋がりを持つことで若い方へ食に関心を持っていただくこと，新しい仲間づ
くり，有機農業に関心を持っていただくことを期待したいです！

こんなことが

有機農業に関するセミナー，ジェンダー問題に関するセミナー，環境問題を考えるセ

できます！！

ミナー，子育てに関するセミナー，有機食材を使ったランチカフェ，ゆる体操教室，
各種料理教室，貸し室

⑪

事業名

「誰だって働ける」障害者の課題制作展示会と絵本制作プロジェクト

団体名

特定⾮営利活動法人クリエイター育成協会

事業概要

障がいのある利用者様たちが，今まで培ってきたデザインやプログラミングなどの
IT スキルを発揮する場としてオリジナル作品と課題制作（絵本）を作成して展示し
ます。
福祉事業所関係者はもちろん，ご家族様，一般の方々など多くの方々に利用者様の制
作物を見ていただき，障がいがあっても，単純作業や軽作業以外の様々な取り組みが
できることを知っていただける機会とします。
また，課題制作（絵本）の中から特に優秀なものは実際に出版し，京都市内の保育園
や幼稚園などに無償配布します。

こんなことを

当協会の取り組みにご賛同いただける賛助会員様を随時募集しております。その他，

求めています！！

お仕事のご依頼等や今後検討している子ども食堂の運営などにもご協力いただける
と幸いです。

こんなことが

障害者の就労移行支援事業を行っており，イラスト作成や紙モノのデザイン，Web
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できます！！

デザインやプログラミングなどができます。また，エクセル等のデータ入力補助など
も行なっています。

⑫

事業名

災害発⽣時の⺟子の安全な一時避難

団体名

ONE DROP

事業概要

災害発⽣時の⺟子の安全な一時避難所を下京区内に作ります。
協力施設内に⺟子の避難時のグッズの配置や支援の説明，協力施設での災害発⽣時
の⺟子の安全や避難についての講座（施設スタッフさん向け，保護者向け）を実施し
ます。

こんなことを

・避難⽣活体験プログラムの企画提案と運営協力

求めています！！

・協力施設になってください！
（災害発⽣後の 3 日程度，⺟子が安全に過ごせる場所を提供していただきたいです）

⑬

こんなことが

・⺟子の防災についての講座

できます！！

・災害時の⺟子支援について

事業名

ごみカフェ KYOTO

団体名

株式会社夢びと

事業概要

①LFC コンポストを配布し，ゴミ削減の当事者を増やす(２０名程度)
②コンポストで作った堆肥を回収拠点に持って行く(市内に数か所設置予定)
③回収拠点に集まった堆肥を連携農家の畑に散布したり区内の緑化に活用する
④ごみをキッカケに繋がるコミュニティを運営し，SDGｓ教育の実施や地域企業，
自然(田舎)との接点をつくる

こんなことを

堆肥を通貨に！循環の輪を一緒に広げませんか〜？

求めています！！

⑭

こんなことが

起業家，会社員，学⽣など多様な人が集まる学び場とびらという場所の運営をしてる

できます！！

ので多様な人とのプロジェクトづくりや起業家支援ができます。

事業名

資源の循環こそ日本の文化！ 廃棄衣料を削減し京都産木綿を創ります

団体名

彼方此方屋

事業概要

古着の問題は大量⽣産・大量消費されたアパレルなどの繊維製品全体に及びます。廃
棄衣料を削減し循環型社会を目指すため，廃棄衣料から出来た園芸用土で木棉を育
て，廃棄衣料の反毛と併せて紡績し京都で織布する「京都産木綿」を創る繊維の循環
に取り組んでいます。
「着物の知恵＝日本古来の布を活かしきる文化」を基に，布をゴミにせずアーバンア
グリカルチャー（都市型農業）でビルの屋上や公立⼩中学校で廃棄衣料から出来た園
芸用土で綿花を栽培し，古布の回収と綿花栽培を区⺠が身近に体感するエシカルコ
ンシューマーの育成を行いたいと切望しています。

こんなことを

・ビルの屋上，日当たりの良いベランダなどで一緒に綿花栽培をしましょう！

求めています！！

プランターで水遣りをするだけで簡単です。京都発エシカルモデルをみんなで創り
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ましょう！
・古布回収にご協力をお願いします！
こんなことが

普段着の着物のことならお任せください！買い取りだけでなく悉皆全般を承ってい

できます！！

ます。呉服屋さんと違い「使う着物」のためにコーディネートもお直しもお気軽にご
相談ください。着物の⽣活文化を普及します。

⑮

事業名

七条えんま堂まつり

団体名

⻄七繁栄会

事業概要

商店街主催による七条えんま堂まつりを開催します。開催にあたり商店街はもちろ
ん，地域や大学と連携し，地域の恒例となるお祭りにしたいと考えています。

こんなことを

仕様が固まり次第，皆様にお知らせしたいと考えています。

求めています！！

⑯

こんなことが

協力会社さんは，デザイン制作(チラシ・ポスター・パンフなど)をはじめ，動画や Web

できます！！

制作など，あらゆる広報関係において高いスキルを持っておられます。

事業名

UMEKOJI TOWN RENOVATION SCHOOL

団体名

株式会社梅⼩路まちづくりラボ

事業概要

９⽉，１１⽉，１⽉（※予定）にそれぞれ，梅⼩路周辺エリアにて，地域活性化手法
を他地域に学ぶための一般公開型の学習会と交流会（RENOVATION SCHOOL）を開
催します。各回のテーマ案は，ゴーストタウンとなりつつあった岡山の問屋街の再
⽣，まちづくりのジブンゴト化手段としての投資型クラウドファンディング，アーテ
ィストやクリエイターを誘引する不動産リノベーション，など。それぞれ話題提供者
をお招きし，ディスカッションします。

こんなことを

企画運営チームに関わりたい方はぜひご相談ください。交流を促す仕掛けのアイデ

求めています！！

ア出し，テーブルファシリテーター，撮影や記録係など

こんなことが

アート，モノづくり，食，不動産活用など

できます！！

⑰

事業名

誇りある松原通を次世代に引き継ぐオンライン松原 PJ プロジェクト

団体名

松原通界隈活性化活動プロジェクト委員会

事業概要

本事業は，松原通界隈活性化活動プロジェクト委員会（以下「松原 PJ」と省略）が
担ってきた「誇りある松原通を次世代に引き継ぐ」活動を，オンライン上で展開する
事業です。その事業の目的は，(1)地元の⼩学⽣への地域学習を今年度も継続すると
共に，(2)伝統産業を担う職人の「技」を後世に伝えることである。それにより，松
原通を含む下京区の誇りを，世代を超えて，次世代に引き継ぐことが可能になる。そ
れは，コロナの影響が⻑期化している現在，地域住⺠・洛央⼩学校・修徳児童館・職
人が連携した，「新しい⽣活様式」における，文化を基軸とした創造的なまちづくり
のモデルになることが期待されます。
本事業の目標は，世界中の人々が訪れたいと思う松原通として，松原通界隈に新たな
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産業と価値を⽣み出す仕組みを作ることです。そのために必要なことを，本事業は，
「次世代を担う子供への教育」と位置付けています。
こんなことを
求めています！！
こんなことが

本事業を行う松原 PJ は，コロナ禍前は，松原オリジナル商品（松原パン 3 種類・松

できます！！

原ビール 2 種類）を開発・販売してきた実績があります。また，松原京極商店街や修
徳児童館などと連携して，
「松原通の駅」を開催して収益化していた実績もあります。

⑱

事業名

「新型コロナ禍」での災害時避難所運営の検討及び啓発事業

団体名

菊浜まちづくり推進委員会

事業概要

昨年度制作した「避難所運営マニュアル」を基に，コロナ禍における災害時の避難
所運営訓練を実施し，訓練と反省を繰り返しながら同マニュアルの改定を進めま
す。また，「防災・福祉まち歩き」や「減災カフェ」を実施し，地域防災力の向上
を図ります。

こんなことを

「減災カフェ」（災害時等にポリ袋等で簡単に調理する方法）のメニューや災害時に

求めています！！

役立つ他の料理方法があれば教えてほしいです。

こんなことが

まだ少しのレシピですが「減災カフェ」メニューを提供できます。

できます！！
⑲

事業名

「高瀬川ききみる新聞」，冊子「高瀬川素描・路面電車の痕跡（仮）」の発行と関連
イベントの開催

団体名

高瀬川ききみる会

事業概要

高瀬川沿いの「魅力と新たな提案」や地域の記憶を記録し内外に発信する新聞と冊子
を発行･配布するとともに，企画展示･ワークショップ･語りの会等を通じて新旧住⺠
と来訪者の交流を図ります。今年度は新聞発行を継続するとともに，高瀬川の開放的
な屋外空間を活用したワークショップや屋外展示を拡充，換気･消毒・三密回避等さ
らなる感染対策を徹底させながら，地域の記憶の継承と交流の場となる企画展示・ワ
ークショップ･語りの会等を実施し，冊子「高瀬川素描・路面電車の痕跡」（仮）を
発行します。

こんなことを

高瀬川沿いでこの川とともに⽣活されてきたユニークな人物がおられましたらご紹

求めています！！

介お願いします。高瀬川ききみる新聞

20 号 21 号のレトロインタビューでご紹介

したいと思います。
20 号（2021 年 11 ⽉ 1 日），21 号（2022 年 3 ⽉ 1 日）各 5000 部発行予定。
こんなことが

「高瀬川」「路面電車」「京町家」を中心とした特集記事，地域で行われる催しなど

できます！！

の情報を掲載する高瀬川ききみる新聞に関連情報があれば掲載します。
また仏光寺公園近くギャラリー高瀬川・四季 AIR での関連事業の共催なども実施可
能です。
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⑳

事業名

「こどもとはたらく子育て教室」「子育てフリーペーパー制作」

団体名

オトナリプロジェクト実行委員会

事業概要

子育て世帯に向けた，子育てミニコミ誌「わたしたちの子育て BOOK」を配布しま
す。また，乳児子育て･子育てと仕事の両立・親子コミュニケーション等をテーマと
した，講師を招いた講座を開催します（年間１１回，オトナリラボにて実施）。

こんなことを

これから子育て（若い世代，妊婦さん），今子育てが始まったところという方を応援

求めています！！

する事業です。広く知っていただき，紹介いただければと思います。
足を運びにくい方に向けて，オンラインでの実施もやってますので，子育て中ではな
いという方にも参加していただきやすいです。

こんなことが

オトナリラボは，保育付きのコワーキングスペースなので，子どもを見てもらってい

できます！！

る間に親が体験したり学習したり出来る機会を企画して，イベント実施しています。
イベント中の保育や乳幼児〜幼児に向けたあそびなどの提供やお手伝い，親向けイ
ベントのテーマ･企画などを連携する事ができます。

㉑

事業名

下京暮らしの手帖ーGoodneighbors Noteー

団体名

NPO 法人 京都カラスマ大学

事業概要

SDGs やマイクロツーリズムの視点を取り入れ，ひとつひとつの課題に挑戦した く
なる暮らしのヒント集「下京暮らしの手帖ーGoodneighbors Noteー」（昨年度発行）
を活用したまち歩きワークショップ等を開催します。区⺠のシビックプライド（まち
への「誇り」「愛着」「共感」)を醸成するのが目的です。

こんなことを

面白い目線で日常のまち歩きをガイドしてくれる方の情報（京都の人に限らず）や，

求めています！！

「下京暮らしの手帖」を取り扱ってもらえる店や場所

こんなことが

編集，執筆，デザイン，学びの場づくり，SNS での発信，グラレコ

できます！！

㉒

事業名

おちかくマーケット

団体名

るてん商店街

事業概要

コロナ禍で，崇仁地区において，遠くまで買物に行けない高齢者の方向けに， 野菜
や⽣鮮食品を「るてん商店街」で販売する。また，地域の飲食店と連携し， 日常の
食事支援も行う。

こんなことを

他団体との連携，合同企画

等

求めています！！
こんなことが

会場の貸出，イベントの企画運営

できます！！

9

等

㉓

事業名

私の“まち”の魅力，再発見！ SNS で“つながる・ひろげる”プロジェクト

団体名

utenaworks 株式会社

事業概要

子育てや介護など様々な理由で離職した人たちが，「時間や場所に縛られることな
く，自分らしさを⽣かしてはたらく」ことを目的としたプロジェクトです。今回は，
前回のライティング講座からステップアップし，時間と場所に縛られない働き方の
実現に向けた仕事を依頼してくださる企業・団体とつながることを目的としていま
す。
いつ？：9 ⽉〜11 ⽉
どこで？：utenaworks ／オンライン
誰を？：前回のライティング講座に参加された方

こんなことを

ライティングスキルを持ったライターのみなさんが活躍できる場を求めています。

求めています！！
こんなことが

イベントのレポートやチラシ作成，インタビュー記事の作成などご相談ください。

できます！！
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