
 
 
 
 
 
 
球美の里で 69 次保養を実施 

 今年 1 月 17 日〜24 日に、球美の里で 69 回目の保養が行われました。今回は母子保養で、14 家

族（子ども 22 名と保護者 14 名）が、暖かな久米島の自然に包まれてゆっくり過ごしました。球美

の里での子どもたちの様子は、次のページに写真でご紹介していますので、ご覧ください。 

「福島っ子活動中!!」のぼり旗を設置！ 

 「子どもたちはいつから来るね〜？」といつも気遣っ

てくださる久米島の方々への感謝を込めて、福島の子ど

もたちが保養中であることをお知らせするのぼり旗を

作りました。保養の間、球美の里のママカフェ＆図書館

の入口前(写真)と、久米島を一周する幹線道路沿いの球

美の里の看板横に、立てさせていただいています。看板

は 2013 年の夏、久米島の方々が「球美の里の子どもた

ちを応援したい」と心を込めて作ってくださったもので

す。久米島の皆様に支えていただいて、球美の里の保養

が豊かに安全に運営できています。ありがとうございます。 

球美の里の NEWS LETTER『球美の里だより』を発行します 

 沖縄・球美の里では、2012年7月に開所してからずっと、福島の子どもたちの保養を続けています。2011

年3月の東日本大震災による福島第一原発事故からもうすぐ6年になりますが、福島の状況は必ずしも良くな

っているとは言えません。一人でも多くの子どもたちを守っていくために、保養の継続が必要と私たちは考

えています。時の経過とともに、次第に福島第一原発事故のことを人々が忘れてしまう中で、この活動を続

けていくためには、人々に保養のことをもっと積極的に知っていただき、理解していただくことが大事と考

えました。 

 そこで、まずは支援してくださっているみなさまに、球美の里の今の様子をお伝えするために、NEWS LETTER

『球美の里だより』を送らせていただくことにいたしました。ぜひご一読ください。また、ご家族やご友人

にも読んでいただいてください。NEWS LETTER の発行は年に数回（不定期）を予定しています。 
 

『球美の里だより』は、球美の里のホームページでもご覧いただけます。ホームページ上では写真はカラ

ーでご紹介しています。「『球美の里だより』はホームページで見るので、今後の送付は不要」あるいは「『球

美の里だより』はメールでの配信でいい」という方は、ご連絡をください。 

 ☆ご連絡先：NPO 法人 沖縄・球美の里 東京本部 

  メールアドレス tokyo@kuminosato.net   電話 03-6205-6139 FAX 03-6205-6140 

 ＊メールをいただく際には、こちら（パソコン）からの e-mail を受信できるアドレスをお知らせくださ

い。ご住所とお名前も忘れずご記入くださいますようお願いいたします。 

認定 NPO法人 沖縄・球美の里 NEWS LETTER  2017年１月発行 
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≈ 

 

 球美の里では、2012年7月の第1回から2017年

1月末まで69回の保養が行われ、2,401人の子ども

たちと601人のお母さんたち、合計3,002人が滞在

しました。今回は昨年の夏から冬まで8回の保養の様

子を写真でご紹介します。夏は、毎日のように海に

出かけ、秋から冬にかけては、イベントが盛りだく

さん。また、昨年は島の方々との交流も積極的に行

いました。子どもたちからは「楽しかった！」「ま

た来たい！」という声が多く「高校生になったらボ

ランティアになる」と言う子もいました。どれも、

そんな子どもたちの笑顔がいっぱいの保養でした。 

 

  保養日記  〜夏〜 

 

夏は、毎日のように海遊び！白い砂浜と、透き通

る青い海にみんな大興奮！スタッフが見守る中、思

いっきり泳いでいました。震災以降、海に入ってい

ない子も、まだまだたくさんいます。「海ってこん

なにしょっぱいんだね！」（63次／2016年8月） 

 

きれいな海に身も心もリフレッシュした、お母さ

んと赤ちゃんたち。生まれて初めて海に入る子も多 

 

く、最初はみんなこわごわでしたが、次第に笑顔に

なりました。初めて海で泳ぐ我が子の姿に、涙の止

まらないお母さんもいました。（60次／2016年6-7月） 

 

球美の里の敷地にも自然がいっぱい。裏の岩山に

は、カブトムシやクワガタなど、子どもたちが大好

きな昆虫がたくさんいます。時間があると、先を争

って虫取り編みを持って駆け出して行く子どもたち。

草や花や虫たちに触れることが楽しくてたまらない

ようです。スタッフが「ごはんだよ〜！」と呼ぶま

で、夢中で駆け回っていました。（61次／2016年7月） 

 

 球美の里では、地域のみなさまとの交流させてい

ただいています。8月には、西銘老人クラブのみなさ

まが昔遊びを教えてくれる交流会を開いてください

ました。竹とんぼや独楽、アダンの葉でつくる風車、

ソテツで編んだ籠。子どもたち全員分の材料をご用

意くださいました。島のおじいやおばあに優しく教

えていただいて、子どもたちは「昔の人の知恵って

すごいね〜」と喜んでいました。素晴らしい体験と

なりました。（62次／2016年8月） 

Smile  Smile 
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保養日記 〜秋・冬〜 

 

子どもたち

が夢中になっ

たことの一つ

が、沖縄角力

(すもう)です。

町内会の方か

ら声をかけて

いただき、全

島角力大会に

出場させていただきました。男の子も女の子も大張

り切り！島の子にはかないませんでしたが、たくさ

んのお友達ができました。（63次／2016年6－7月） 

 
 

 

 

久米島に台風が直撃した直後、いわき市から、今

年も郷ヶ丘幼稚園の子どもたちと先生方が来ました。

今年で3年目、毎年、年長さんたちがほぼ全員で来て

くれます。朝は散歩の後、雑巾掛け。ご飯を食べて、

毎日、山や海へ。今年は地震の時に乳児で、お母さ

んと避難生活を送るなど大変な時期を経験した子ど

もたちで、少し身体が小さかったですが、みんな元

気いっぱい外遊びをしました。（65次／2016年10月） 

 

実りの秋。沖縄県海洋深層水研究所のご厚意で、

野菜の収穫体験をしました。お母さんと一緒に採っ

た野菜はおいしいね！11月でも比較的暖かく、球美

の里の庭で福島名物の芋煮会を開催したり、島のお

祭り『車エビフ

ェスタ』に参加

したりと、イベ 

ント盛りだく

さんの母子保

養でした。（66

次／2016年11月） 

 

 

冬休みの学童保養の1回目はクリスマス会を開催。

子どもたちが自分たちでケーキや飾りも作りました。

まずは、沖縄式の唄と踊りを仲良く輪になって踊り

ました。次に子どもたちが、歌や踊り、一発芸など

を次々に披露してくれました。ボランティアのサン

タさんに、子どもたちは大喜び！楽しい夜になりま

した。（67次／2016年12月） 

 

冬休み2回目

の保養は、「あけ

ましておめでと

うございます！」

と元旦にスター

ト。まずはみん

なで餅つきです。

かけ声を合わせ

て、ぺったんぺ

ったん、頑張りました。できあがったお餅はお雑煮

にしておいしくたくさんいただきました。「柔らかく

ておいしかったよ！」（68次／2017年1月） 

 

 年末の学童保養では、お世話になった方への年賀

状を、みんなで書きました。球美の里で楽しかった

ことなど、感謝の気持ちを込めて、みんな一所懸命

書いていました。中学生の男の子が、「困っている人

のために手を貸すことを球美の里に来て学んだ」と

話してくれました。（67次／2016年12月） 
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４周年イベント『球美ぬ里にめんそうれ』展～福島の子ども保養プロジェクト写真展～[報告]

約500名の方が写真展にご来場くださいました 

 

おかげさまで球美の里は 2016年 7月に４周年を迎

えました。「もっと支援の輪をひろげたい。そして

もっと多くの子どもに保養に参加してもらいたい」

——そんな思いで 10 月 31 日から 11 月 3 日の 4 日間、

東京・文京区の文京シビックセンターで、写真展と

トークイベントを開催しました。写真展には、期間

中約 500 名の方が来場してくださいました。 

 「偶然通りがかり入ってみた。保養という活動を

初めて知った」という方も多く、支援の輪がひろが

っていく実感がありました。久米島で保養ボランテ

ィアに参加した方も駆けつけてくれました。 

 展示したのは、久米島で遊ぶ子どもたちの写真、

子どもたちが保養中に撮った写真と保養の思い出を

描いた絵、活動を紹介する動画、球美の里の創立者

でフォトジャーナリストの広河隆一撮影の福島の写

真などです。「子どもの笑顔を見て、楽しんでいると

伝わってきた」「活動を支援したい」「原発事故はま

だ終わっていない」「ベラルーシの保養所のように本

来は国が率先してやるべき」「子どもの絵の色使いや

タッチが素晴らし

い」「東京にいなが

ら、福島や沖縄の

ことを知ることが

できて嬉しい」など

など、たくさんのご感

想をいただきました。 

 

福島の子どもたちを守るために 
 

10月 31日、イベント初日の夜に、トークイベントを 

開催しました。沖縄・球美の里の向井雪子理事長 

 

からのあいさつの後、多大な

ご支援をいただいているドイ

ツのドルトムント独日協会会

長のシュルターマン容子さん

から、ドイツから見た日本の

福島原発事故と、どのような

経緯で球美の里に支援するに

至ったかをお話いただきまし

た。ドイツの方々 の温かなお気持ちに改めて感謝します。 

 続いて球美の里から、小笠原徹専務理事のあいさ

つ、広河隆一名誉理事長のチェルノブイリについて

の最新報告、小児科医の黒部信一理事による福島の

子どもたちの深刻な健康状態と今後の保養の重要性

についての報告をさせていただきました。 

 そのあと、学習院大学教授で民俗学者、福島県立

博物館の館長でもある赤坂憲雄さんをゲストにお招

きして「いかにして福島の子どもたちを守っていけ

ばいいのか？」というテーマで、向井理事長と鈴木

薫副理事長を交えたトークセッションを行いました。

誌面の都合上、トークセッションは赤坂さんの発言

のみをダイジェストでご紹介します。 

 

チェルノブイリで起こっていること  広河隆一 

 チェルノブイリ四号炉では今、新しいドームへの

付け替えが進められています。事故後に設置された 

ドームが耐用年数(30 年)にきたためで、今度のドー

ムは耐用年数 100 年だそうです。まだまだ続くので

す。チェルノブイリ事故の時も「原発関係者や消防

士を除く一般の死者はゼロ」と政府は嘘の発表をし

ました。でも、実際には大勢の方が重篤な病気にな

り、苦しんだり亡くなったりしています。また小児

甲状腺がんが多発しま

した。事故から 10 年経

った時の調査では、原発

から数百キロ離れたベ

ラルーシでも、原発に近

い場所と同濃度で母乳

からストロンチムやセ

シウムが検出され、食べ

物由来とわかりました

(写真右)。日本でも今後、

福島だけの問題ではなく

なる可能性があります。 

子どもたちの未来へ・・・私たちが願うこと 
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健康状態が悪化し始めた子ども     黒部信一 

 チェルノブイリでは、低線

量地域に住んでいたり、直接

被曝した子どもたちは、4、5

年で健康状態が悪化し、10 年

でかなり悪くなりました。日

本でも起きています。球美の

里ができた頃は元気な子が多

く、球美の里に行ってさらに

元気になって福島に帰ってい

きましたが、昨今は病気のためにキャンセルしたり、

薬持参での参加であったり、楽しく過ごすはずが現

地で病気になったりしています。免疫力は希望があ

ると向上するのですが、楽しいはずの球美の里の保

養でも病気になってしまうのです。 

放射能の影響で、白血病が 3 年後に増えることが

チェルノブイリで確認されているのですが、福島で

もぽつぽつ出始めています。福島では、精神面でも

問題のある子が増え始め、学級崩壊どころか学校崩

壊が起きたりしています。福島ではそういうことを

予想していなかったので対応が遅れ、進行してしま

うということがあります。 

 

未来の子どもたちを守るために    赤坂憲雄 

一万年前にユーラシア大陸        

のあちらこちらで定住生活が始

まりました。遊動的な生活から

定住的な生活に変わり、逃げら

れる社会てだったものが、逃げら

れない社会になったのです。そ

れまでは、遊動の生活ですから、

けがれや災厄が発生すると、移動することによって

解決することができました。同じように、原発事故

が起きた時、福島の人々に、ここにとどまる必要は

ないよと言わないといけなかったのです。 

 例えば、明治の三陸大津波では、子どもと乳飲み

子を抱えた母親が非常に多く亡くなっています。嫁

ゆえに年老いた舅や姑を置いて逃げられない、逃げ

ると非難されるからです。明治の風俗画を見る

と、乳飲み子を抱いたお母さんたちが津波に流され

た絵がたくさんあります。今回、逃げられずに亡く

なった方の 2/3が高齢者だったと言われています。

大きな災害の時は、障がい者の方も含めて、常に弱

者が厳しい被害を受けるのです。 

 震災後、被災地を歩いていて気付いたのは、縄文

時代の貝塚は津波を被っていないのです。あらかじ

め避難している状態で、津波が届かないところに村

をつくっていたのですね。恐らく、津波の被害に何

度も遭いながら、身を守ることを繰り返しているう

ちに、住む場所を高いところに移していったのだと

思います。 

今回、高齢者の方々が被害にあったのは、高齢者

の施設がそういうことを考えずに、土地の費用の安

いところにつくられていったという経緯があると思

います。そうではなくて、可能な限り高台に立てる

という方策を取ったところは、結構避難できている

のですね。社会的な弱者をどう守るのか、今回厳し

い形で突き付けられたと改めて思いました。 

 人口がどんどん増えた日本で、人と自然の境界を、

人間が限りなく侵すようになっていった結果、原発

を含め、今回のような大きな被害が出たのではない

でしょうか。我々が問われているのは、人と自然の

関係をこれからどういうふうにもう一度立て直すか

だと思います。 

 地震のあった年の 8月でしたか、飯舘村で一人の

30 代のお母さんがポツリと言われたんです。「戸籍

をなんとか変えようと思っています。」衝撃的でし

た。つまり、福島出身であることを隠していかない

といけない時代が始まるということで、それは非常

に深刻だなと感じました。そんな社会にしてはなら

ない、僕たちは、これから未来の子どもたちのため

にたたかう、もうそれしか残っていないと思います。 

 私は震災後から、再生可能エネルギーの開発にか

かわっています。それが、地域の自活と自立のため

にも役立つと思ってやってきました。雇用と収入を

生みますし、そこにギャラリーをつくって、自由に

発言できる場をつくろうとしています。昨今、言論

状況がとても厳しくなってきています。それならば、自

分たちで思想と言論の場を確保しようと思いました。 

我々大人が責任なんてとれっこないのにやってき

てしまったことを、思想的に哲学的に考えていかな 

いといけません。我々にないのは思想であり哲学だ

と思います。ドイツで 3.11 のあとに委員会が立ち

上がって、そこには思想家や宗教家が入りました。

日本では思想なんて誰も信じていない、それが我々

の今のなし崩しの途方もない状況をつくり出してい

ると思いますし、だからこそ今こそ、我々がきちん

とやらなくてはいけないのだと改めて思います。 
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沖縄・球美の里は 2012 年の開設以来、多くのみなさまのご支援（寄付・寄贈・賛同・ 

協力）により、保養を重ねています。改めてお礼を申し上げます。 

以下にお世話になっているみなさまの一覧（一部ですが）を掲載いたします（敬称略／五十音順）。 

 

【賛同人】青柳拓次(音楽家)、浅尾省五(動物写真家)、浅田次郎(作家・日本ペンクラブ会長)、荒木洋(建築

家)、石井竜也(アーテイスト)、石川文洋(写真家)、糸数慶子(参議院議員)、UA(歌手)、生方卓(明治大学准

教授)、江成常夫（写真家）、大田昌秀(沖縄県元知事)、OKI(アイヌ音楽家)、落合恵子(作家)、加藤登紀子(歌

手) 、海南友子(ビデオジャーナリスト)、川島進(アートディレクター)、甘蔗珠恵子(「まだ、まにあうのな

ら」著者)、見城美枝子(青森大学教授)、坂本龍一(アーティスト)、佐藤しのぶ(声楽家)、下重暁子(作家)、

謝花悦子(ヌチドゥタカラ館長)、新谷のり子(歌手)、大工哲弘(歌手)、民(ナチュラルライフアーテイスト)、

俵万智（歌人）、天童荒太(作家)、中村征夫(水中写真家)、ナターシャ・グジー(チェルノブイリ被災歌手)、

ピーター・バラカン(キャスター)、森口豁(ビデオジャーナリスト)、宮崎駿(監督)、矢ケ崎克馬(琉球大学名

誉教授)、山田洋次(映画監督)、吉永小百合(俳優)、ほか多くの方々 

【支援・協力団体】アウレオ、アクト・ビヨンド・トラスト、アトリエ ニキティキ、石井竜也グラウンドエ

ンジェル、沖縄県共同募金会、クレヨンハウス、子どもたちへ＜あしたの本＞プロジェクト、城南信用金庫、

スタートトゥディ、スタジオジブリ、タッチインピース、デイズジャパン、ドテラジャパン、ドルトムント

独日協会、パルシステム東京、広河隆一事務所、チェルノブイリ子ども基金、＜ゆの実＞会、宗像堂、ほか

多くの団体 

【プログラム支援・協力団体】磯観察（小川先生）、いわき放射能市民測定室たらちね、久米島町（および

久米島町民のみなさま）、久米島希望が丘キリスト教会、くめしゅわ、なんくるさんしん、ホタル館、やちむん

土炎房、琉球空手吉本道場、ほか多くの団体 

【特別後援団体】DAYS被災児童支援募金、未来の福島こども基金 

☆大勢の個人のみなさまからのご支援もいただいています。ありがとうございます。 

 

 2016年春に本館の屋根瓦をリニュアールしました。写真は、最後の行程で、丁寧に瓦1枚1枚の確

認作業をしているところです。本島から呼ばれた沖縄・赤瓦専門の職人さんたちです。 

 そのほか、2016年秋にはベッドの交換、ピラミッド内の床の張替え、図書館ドアの取り換えなど、 

みなさまからのご支援のおかげでさまざまな修理・修繕を行うことができました。子どもたちにと

って、少しでも居心地のよい環境を維

持できるよう、今後もスタッフ一同努

めて参ります。 

 また、毎回の保養時には、久米島のみ

なさまから野菜・魚の提供を、全国のみ

なさまからも陶器、パン、リンゴ、みか

ん、野菜、米、画材など、多くの寄贈を

受けています。一人ひとりお名前をあ

げることができませんが、改めてお礼

を申し上げます。 

 

みなさまからのたくさんのご支援をありがとうございます☆ 
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★ご寄付のお願い★ 

 沖縄・球美の里では、これまでに3,000人を超えるお子さん・保護者の方々の保養を行ってきました。福島の

子どもたちを支援してくださるみなさまからのご寄付のおかげです。御礼申し上げます。 

 一方で、昨今は日本各地に限らずあちらこちらで大きな地震や水災害、火災災害などがあり、多くの方々が

生活の再建に大変な思いをされています。また、福島原発事故への社会的な関心の低下もあり、福島の子ども

たちに支援をしてくださる方々が少しずつ減ってきています。前年2015年は単年度の収支として初の赤字とな

りました。続いて、2016年度も募金額が減ってきており、今後、保養の運営維持に厳しい兆しが見え始めてい

ます。学童保養1回に約500万円、母子保養1回に約360万円がかかります。それ以外にも施設の維持費などがか

かり、厳しい状況で保養活動を続けている状態です。福島の子どもたちにとって保養はとても大事で、続けて

行かなくてはなりません。みなさまからの継続的なご支援をお願いいたします。 

 ご寄付には、口座振り込みやクレジット決済などの方法があります。認定 NPO法人への寄付になりますので、

税制面での控除があります。詳細は以下をご参照ください。何卒よろしくお願いします。 

□沖縄・球美の里におけるこれまでの保養者人数 

年度 保養回数（回） 子ども（人） 保護者（人） 計（人） 

  2012    10   330    99    429 

  2013    13   425   108    533 

  2014    18   625   164    789 

  2015    14   562   127    689 

  2016 ※1    14（17）   459（  551）   103（131）   562  ( 682) 

  合計 ※1    69（72）   2,401（2,493）   601（629）  3,002（3,122） 

※1 2016年度は14回終了時点（69次／2017年1月24日）の数字を入れました。 

   （ ）内は2016年度終了時の予定回数・人数です。 

〇2017年度は合計16回の保養を予定しています。母子保養9回・学童保養6回・幼稚園貸切保養1回で、子ども497

人・保護者133人、合計630人の保養を行う予定です。 

□これまで沖縄・球美の里にお寄せいただいたご寄付金額（会費、助成金、グッズ売上、等も含む） 

 

 沖縄・球美の里への寄付口座／クレジットのご案内  

ゆうちょ銀行 00160-6-634014  口座名 特定非営利活動法人 沖縄・球美の里 

※お振込みに便利な払込用紙をご希望の方は東京本部までご連絡ください。 

三菱東京UFJ銀行 高田馬場支店（053）  普通  1231737  

口座名 特定非営利活動法人 沖縄・球美の里 

クレジットで決済

（PAYPAL） 

沖縄・球美の里のホームページの「募金のしかた」をご覧ください。 

年度 寄付金（円） 

2012 ※2 9,098,790 

2013 70,874,491 

2014 131,911,386 

2015 89,768,397 

2016 ※3 ※およそ70,500,000 

これからも福島の子どもたちの保養を支えていきます☆ 

※2 2012年度はNPO法人になった2012年10月9日

〜2013年3月31日までの寄付金額です。 

※3 2016年は12月末までの寄付金額です。昨秋

の台風被害のお見舞いと施設修繕費及び維持費

として匿名の方から800万円のご寄付があり、そ

の金額が含まれています。 
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■認定NPO法人への寄付控除について 

 認定NPO法人に寄付された場合、所得控除・税額控除の対象になります。控除を受けられる場合には、領収書

が必要となりますので、沖縄・球美の里事務局からお送りする領収書を保管の上、確定申告を受けてください。

詳細は、事務局までお問い合わせください。お住まいの地域により控除の金額など異なる場合もありますので、

お住まいの都道府県事務所または各市町村の徴税窓口までお問い合わせいただく場合もあります。ご了承くだ

さい。 

□認定NPO法人への寄付の控除の概要 

個人が認定 NPO 法人へ寄付 寄付金額の最大50%が国税と地方税あわせた税額から控除されます。 

法人が認定 NPO 法人へ寄付 一般のNPO法人や団体への寄付金の損金算入限度額とは別に、認定NPO法人

への寄付には別枠の損金算入限度額が設けられており、その範囲内で損金

算入が認められます。 

相続人等が相続財産を 

認定 NPO 法人へ寄付 

寄付をした相続財産は、相続税が非課税になります（相続税の課税対象額

になりません）。 

 

 

★ボランティアを募集しています 

 沖縄・球美の里では、お手伝いをしてくださるボランティアの方を常に募集しています。お仕事の内容は、

久米島での子どもたちの保養時のお手伝い（引率同行を含む）、東京本部の事務・発送作業などのお手伝いです。

お手伝いいただける方、ご関心をお持ちくださった方は、東京本部までお問い合わせください。 

★リサイクル品提供のお願い～ウイッシュリスト 

いただいた寄付金は一人でも多くの子どもたちが保養に参加するための費用とさせて

いただきたいため、ウイッシュリストをホームページ上に掲げました。昨夏に掲載依頼、

多くのみなさまから、扇風機、掃除機など必要な品物が続々と届いています。ありがと

うございます。これからもご協力をお願いします。 

球美の里のホームページから、ウイッシュリストに入っていただけます。 

ウイッシュリストのアドレスは以下の通りです。 

http://www.kuminosato.com/blank-22 

★沖縄・球美の里のパンフレットを置いてください 

 沖縄・球美の里を紹介する小さなパンフレット（A4版 1枚／三つ折：写真）を置いて

くださるお店などをご紹介いただけませんか？ 保養のことを知らない方々に知ってい

ただき、支援をしていただきたいと思います。東京本部までご連絡ください。 

★ご支援くださっているみなさまへ 

このたび、NEWS LETTER『球美の里だより』の第 1号を発行させていただきました。ご

意見や感想、今後の希望などをお寄せください。 

ご寄付をくださる方の便宜を考えて郵便局の振込用紙を同封させていただきましたが、 

ご寄付を強要するものではありません。 

 

福島の子どもの保養プロジェク ト

沖縄・ 球
く み

美の里

認定 NPO法人  沖縄・ 球美の里

●表紙写真： 久米島の海で遊ぶ保養者（ 写真： 広河隆一）

●球美の里のマーク：自然の力を受けて、みんなで力を合わせて櫓（ ろ）

　 をこいで進むという意味が込められています（ デザイン： 宮崎駿）。

認定 NPO 法人 沖縄・球美の里 NEWS LETTER『球美の里だより』 No.1 

発行 沖縄・球美の里 東京本部 

〒169-0075東京都新宿区高田馬場 2-19-7 タックイレブン高田馬場 702号室 

TEL：03-6205-6139 FAX：03-6205-6140 メール：tokyo@kuminosato.net 

ホームページ：www.kuminosato.com 

保養ブログ：http://kuminosato.blog.fc2.com/ 

フェイスブック：https://www.facebook. com/kuminosato.net 

ツイッター：https://twitter.com/kumi_no_sato  

 

沖縄・球美の里からのお知らせ 


