
平成 27 年度 事業報告書別紙 

※ 平成 27 年 9 月 1 日から平成 28 年 8 月 31 日まで 

（１） 出動実績 

H28.04.14 熊本地震出動 熊本県 

 

（２） 災害救助犬・犬の訓練士の地域防災訓練参加事業 実施日時実施場所 

H27.09.02 広島県広島市防災訓練 

H27.09.04 大阪府吹田市防災訓練 

H27.09.06 滋賀県防災訓練 

H27.09.12 大阪府豊中青年部主催防災フェスタ 

H27.09.12 兵庫県伊丹市稲野自治会防災訓練 

H27.09.13 大阪府八尾市防災訓練 

H27.10.18 近畿府県合同防災訓練 

H27.10.18 兵庫県加東市学校・自主防災組織合同防災訓練 

H27.10.25 兵庫県加東市防災訓練 

H27.10.31 東京消防庁総合震災消防訓練 

H27.10.31 岡山県浅口市総合防災訓練 

H27.11.01 中国・四国ブロック緊急消防援助隊合同訓練 

H27.11.05 兵庫県西宮市総合防災訓練 

H27.11.12 中国・四国管区合同緊急援助隊等災害警備訓練 

H27.11.15 岡山県総社市防災訓練 

H27.11.15 兵庫県三田市総合防災訓練 

H27.11.18 近畿管区広域緊急援助隊合同訓練 

H27.11.29 大阪府茨木市避難所訓練 

H28.01.06 東京消防庁出初式 

H28.01.10 大阪府豊中市出初式 

H28.01.14 兵庫県川西市防災訓練 

H28.01.15 兵庫県宝塚市防災訓練 

H28.01.24 兵庫県伊丹市防災訓練 

H28.03.05 兵庫県伊丹市花里地区自主防災会合同訓練 

H28.06.18 東京消防庁・江戸川区合同総合水防訓練 

H28.07.05 中部方面隊実動演習及び日米豪共同訓練 

 

（３）災害救助犬及びセラピードッグに関する啓蒙、広報事業 実施日時実施場所 

   通年  ホームページ作成・プレス発行 （兵庫県伊丹市） 

    協会施設見学 （兵庫県伊丹市）     

マスコミ取材・イベント参加・講演・デモンストレーション 多数 

H27.09.19 ジャパン・タスク・フォース主催 

 ネパール地震・広島土砂災害報告会 

兵庫県三木市 

H27.09.20 ジャパン・タスク・フォース主催 

 ネパール地震・広島土砂災害報告会 

兵庫県三木市 

H27.09.26 梅田阪急百貨店 イベント参加・デモンストレーション 大阪市北区 

H27.09.27 20 周年記念  

H27.09.30 愛媛県今治消防広島土砂災害報告会 講演 愛媛県今治市 



H27.10.01 ウェルネス苑都城 訪問 宮崎県都城市 

H27.10.03 兵庫県伊丹市ボランティア祭 イベント参加 兵庫県伊丹市 

H27.10.07 三重県獣医師会協定締結 三重県 

H27.10.10 岡山県川崎医科大学学園祭 デモンストレーション 岡山県倉敷市 

H27.10.14 トレーリングセミナー 広島県神石高原町 

H27.10.15 トレーリングセミナー 広島県神石高原町 

H27.10.16 トレーリングセミナー 広島県神石高原町 

H27.10.16 甲子園大学  講義 兵庫県宝塚市 

H27.10.17 大阪市立聖和小学校  講演とデモンストレーション 大阪市天王寺区 

H27.10.24 伊丹ボランティアまつり イベント参加 兵庫県伊丹市 

H27.10.18 大阪市海老江東小学校 講演とデモンストレーション 大阪市西淀川区 

H27.10.29 兵庫県立舞子高等学校 講演とデモンストレーション 兵庫県神戸市 

H27.10.31 立正大学 講演 東京都品川区 

H27.11.03 岡山道の駅黒井山グリーンパーク イベント参加 岡山県瀬戸内市 

H27.11.07 大阪市立横堤中学校 講演とデモンストレーション 大阪市 

H27.11.08 大阪動物愛護フェステイバル 

イベント参加・デモンストレーション 

大阪市中央区 

H27.11.11 茨城県獣医師会 見学 協会本部 

H27.11.17 ちちんぷいぷい 収録 協会本部 

H27.11.23 災害救助犬標準化事業（FEMA セミナー） 兵庫県三木市 

H27.11.24 災害救助犬標準化事業（FEMA セミナー） 兵庫県三木市 

H27.12.15 京都動物専門学校 見学 協会本部 

H28.01.17 兵庫あんぜんの日の集い イベント参加 兵庫県神戸市 

H28.01.27 愛知ペット専門学校 講演とデモンストレーション 愛知県岡崎市 

H28.01.29 埼玉県協働型災害訓練 イベント参加 埼玉県北葛飾郡 

H28.01.30 埼玉県協働型災害訓練 イベント参加 埼玉県北葛飾郡 

H28.02.02 枚方赤十字奉仕団 見学 協会本部 

H28.02.14 犬のじゅうたんフェスタ イベント参加 兵庫県高砂市 

H28.02.24 梅田阪急百貨店 イベント参加・デモンストレーション 大阪市北区 

H28.02.25 梅田阪急百貨店 イベント参加・デモンストレーション 大阪市北区 

H28.02.26 梅田阪急百貨店 イベント参加・デモンストレーション 大阪市北区 

H28.03.26 大阪 ECO 動物海洋専門学校 デモンストレーション 大阪市西区 

H28.05.04 ペット王国 イベント参加・デモンストレーション 大阪市西区 

H28.05.05 ペット王国 イベント参加・デモンストレーション 大阪市西区 

H28.05.08 震災復興フェステイバル  

イベント参加・デモンストレーション 

兵庫県三田市 

H28.05.12 トレーリングセミナー 広島県神石高原町 

H28.05.13 大阪 ECO 海洋動物専門学校 見学 協会本部 

H28.05.22 REDOG International Training Week  スイス 

H28.05.23 REDOG International Training Week スイス 

H28.05.24 REDOG International Training Week スイス 

H28.05.25 REDOG International Training Week スイス 

H28.05.26 REDOG International Training Week スイス 

H28.05.27 REDOG International Training Week スイス 

H28.06.25 穴吹動物看護専門学校 講演とデモンストレーション 香川県高松市 



H28.06.26 大阪動物専門学校 講演とデモンストレーション 大阪市福島区 

H28.07.09 第 3回認定 VMAT講習会 講演 福岡県福岡市 

H28.07.10 第 3回認定 VMAT講習会 講演 福岡県福岡市 

H28.07.23 青丹学園  オープンキャンパス 奈良県奈良市 

H28.07.24 大阪動物専門学校 講演とデモンストレーション 大阪市天王寺区 

H28.08.06 大阪 ECO動物海洋専門学校 デモンストレーション 大阪市西区 

H28.08.07 大阪市茨城西小学校 デモンストレーション 大阪府大阪市 

H28.08.17 梅田阪急百貨店 イベント参加 大阪市北区 

H28.08.18 梅田阪急百貨店 イベント参加・デモンストレーション 大阪市北区 

H28.08.19 梅田阪急百貨店 イベント参加・デモンストレーション 大阪市北区 

H28.08.20 梅田阪急百貨店 イベント参加・デモンストレーション 大阪市北区 

H28.08.21 梅田阪急百貨店 イベント参加・デモンストレーション 大阪市北区 

H28.08.22 梅田阪急百貨店 イベント参加 大阪市北区 

H28.08.27 24 時間テレビ「愛～これが私の生きる道～」 

イベント参加・デモンストレーション 

大阪市中央区 

H28.08.28 24 時間テレビ「愛～これが私の生きる道～」イベント参加 大阪市中央区 

 

 

（４）動物福祉事業 実施日時実施場所  

   通年 動物福祉活動及び啓蒙啓発 (全国) 

   野良犬・猫の保護・里子の引き取り (関西圏) 

犬・猫の里親探し(ライフパートナー) （全国） 

保護犬からの災害救助犬・セラピードッグになる為の初歩訓練 （兵庫県伊丹市） 

   ホームページ作成・プレス発行 （兵庫県伊丹市） 

   愛護施設見学 （兵庫県伊丹市） 

    イベント参加 多数 

    動物愛護福祉募金箱製作設置 （全国の協力商店、個人約 2,000 ヶ所） 

 

事業名について 

当協会では動物、特に飼育放棄や野良など犬の救済を行う事業として「動物愛護部」や「動物保護部」

などと色々な名を使用しておりました。 

このたび、当協会ＨＰで元々使用している「動物福祉」を用い「動物福祉事業」と事業名を統一しまし

た。 

    

熊本地震での活動 

4 月 15～17 日に災害救助犬の捜索活動を行う中、益城町、南阿蘇町の避難所で被災犬の調査を行い、

物資の提供を行った 

当協会で全国より支援物資の受け入れを行い、4 月 25～26 日に益城町、南阿蘇村・御船町・宇土町・

西原村の避難所へ行き、支援物資を提供した 

益城町避難所に開設された犬、猫の一時預かり所へ支援活動を行った 

 

他団体との交流し協会の啓発・保護犬猫の連携譲渡に関する事業 

当協会では不必要な物品を近隣愛護団体に寄付 

広島県で活動される犬の保護団体の施設を見学 

大阪府池田市で野良猫の救済を行う団体と情報交換  



熊本地震で設置された犬・猫一時預かり所の代表と情報交換・意見交換を行った 

 

保護犬を災害救助犬、セラピードッグへの育成に関する事業 

昨年度に引き続き、災害救助犬、セラピードッグの育成を各 1 頭ずつ継続し行っています。 

平成 27 年 12 月にはメディアに取り上げられるなど、多方面に反響がありました。 

また、平成 27 年 11 月に保護した雌犬から 12 月末に 5 頭を出産しました。 

このうちの雄の子犬を平成 28 年 4 月に、セラピードッグ事業部に転属させ、セラピードッグへの育成

を行っています。 

 

犬・猫の保護・引き取りに関する事業 

犬の保護・引き取り…15 頭 

猫の保護及び引取り…0 頭 

県内外から保護要請はあるが、現在猫を飼養できるスペースが無い為、引き取りを行わず、TNR（地域

猫）活動で支援を行う 

当協会のボランティアが H28.8 月より 2 匹の子猫を一時預かりを行う   

 

引き取り・保護日 名前 犬種 場所 経緯 現在

H27.9.28 ずいこ→マメ MIX（白） 岡山県井原市
飼育困難

佐藤さん経由
一般譲渡

H27.11.9 おかめ→なつめ MIX（柴系） 豊能警察署 野良？ 12月末出産・里親募集中

H27.11.25 利子 MIX（白） 岡山県井原市
飼育困難

佐藤さん経由
一般譲渡

H27.12.1 歩 MIX（柴系） 神戸水上警察署 遺棄 一般譲渡

H27.12.4 ベル M・ダックス 兵庫県川西市 ネグレクト 一般譲渡

H27.12.27 苺→風翔 MIX（プロット系） 日本レスキュー協会 保護犬が出産 H28.4月よりセラピードッグ事業へ

H27.12.27 菫→こむぎ MIX（プロット系） 日本レスキュー協会 保護犬が出産 一般譲渡

H27.12.27 蘭 MIX（プロット系） 日本レスキュー協会 保護犬が出産 里親募集中

H27.12.27 菊 MIX（プロット系） 日本レスキュー協会 保護犬が出産 里親募集中

H27.12.27 梅 MIX（プロット系） 日本レスキュー協会 保護犬が出産 里親募集中

H28.1.22 マル MIX（シェパ系） 大阪府柏原市 飼育困難 里親募集中

H28.4.14 チェリー ドーベルマン 徳島県三好市 遺棄 里親募集中

H28.4.29 ムーン A・コッカー 日本レスキュー協会 遺棄 里親募集中

H28.6.30 サスケ MIX？（柴系） 兵庫県動物愛護センター 団体譲渡 里親募集中

H28.8.8 華奈 シーズー 大阪府守口市 飼育困難 里親募集中
 

 

その他(ハムスター) …２匹 

平成 28 年 2 月、協会周辺の公園にて遺棄された模様で緊急保護  

引き取り・保護日 種類 種類 場所 経緯 現在

H28.2.11 ハムスター ジャンガリアン 兵庫県伊丹市 遺棄 一般譲渡

H28.2.11 ハムスター ジャンガリアン 兵庫県伊丹市 遺棄 一般譲渡
 



犬・猫の譲渡に関する事業 

犬の譲渡数・・・7 頭 

譲渡日 名前 里親 住所 入所日 場所 経緯

H27.10.17 海翔 高山　様 東京都目黒区 H27.3.6 高知県 保健所処分対象

H27.11.30 利子 石神  様 大阪府高石市 H27.11.25 岡山県井原市 里親紹介依頼

H27.12.10 ベル 吉田　様 岐阜県下呂市 H27.12.4 兵庫県川西市 ネグレクト

H28.2.7 チャールズ・マサオ 松本　様 大阪府堺市 H27.8.6 大阪府箕面市 ネグレクト

H28.5.14 歩 結城　様 兵庫県高砂市 H27.12.1 兵庫県神戸市 遺棄・神戸水上警察より

H28.6.5 ずいこ→マメ 中島　様 大阪府大阪市 H27.6.5 岡山県井原市 里親紹介依頼

H28.6.17 菫→こむぎ 前田　様 滋賀県栗東市 H27.12.27 兵庫県伊丹市 保護犬の子
 

猫の譲渡数・・・1 匹 

譲渡日 名前 里親 住所 入所日 場所 経緯

H27.3.12 大福 檜垣　様 兵庫県尼崎市 H27.8.21 兵庫県伊丹市 路上で緊急保護
 

 

ハムスター・・・2 匹 

譲渡日 名前 里親 住所 入所日 場所 経緯

H28.3.2 ハムスター 安田　様 大阪府池田市 H28.2.11 兵庫県伊丹市 公園に遺棄

H28.3.2 ハムスター 吉村　様 兵庫県芦屋市 H28.2.11 兵庫県伊丹市 公園に遺棄
 

 

施設改修について 

主に犬の逃走と安全性を考慮し、施設改装改修を行いました。 

総工事費は 1,359,660 円です。 

施設改修ファンドによって、1,104,500 円が寄付され、費用に当てました。 

 



（５）セラピードッグ育成譲渡事業 実施場所 

セラピードッグになる為の訓練（兵庫県伊丹市） 

イベント参加 多数 

 

（６）セラピードッグ派遣事業 実施場所 

H27.09.03 万寿の家  （兵庫県神戸市） 

H27.09.07 嵐山寮  (京都府京都市) 

H27.09.09 青藍荘  (大阪府吹田市) 

H27.09.10 あかがわ生協診療所  (大阪府大阪市) 

H27.09.13 ゆうゆうの里  (大阪府守口市) 

H27.09.14 クルーヴなみはや  (大阪府守口市) 

H27.09.20 ロココ豊中  (大阪府豊中市) 

H27.09.25 のぞみの家  (兵庫県神戸市) 

H27.09.26 醍醐病院  (京都府京都市) 

H27.09.29 奈良ニッセイエデンの園  (奈良県北葛城郡) 

H27.09.30 パストラール加古川  (兵庫県加古川市) 

H27.10.01 万寿の家  (兵庫県神戸市) 

H27.10.04 はなことば 小田原・小田原２号館  (神奈川県小田原市) 

H27.10.04 グッドタイムリビング 芝浦アイランド  (東京都港区) 

H27.10.05 はなことば 相模原  (神奈川県相模原市) 

H27.10.05 はなことば 町田鶴川  (東京都町田市) 

H27.10.06 グッドタイムリビング 長津田みなみ台  (神奈川県横浜市) 

H27.10.09 あかがわ生協診療所  (大阪府大阪市) 

H27.10.13 嵐山寮  (京都府京都市) 

H27.10.14 青藍荘  (大阪府吹田市) 

H27.10.15 奈良ニッセイエデンの園 介護居室  (奈良県北葛城郡) 

H27.10.20 スプリングテラス明舞  (兵庫県明石市) 

H27.10.20 エイジフリーライフ星が丘  (大阪府枚方市) 

H27.10.22 ヴィラコティ岸部  (大阪府吹田市) 

H27.10.23 のぞみの家  (兵庫県神戸市) 

H27.10.24 兵庫県立子どもの館  （兵庫県姫路市） 

H27.10.26 姫島幼稚園  （大阪府大阪市） 

H27.10.29 あすくの里  （大阪府羽曳野市） 

H27.11.02 あかがわ生協診療所  （大阪府大阪市） 

H27.11.03 介護センターうえに  （大阪府大阪市） 

H27.11.05 万寿の家  （兵庫県神戸市） 

H27.11.07 こころあ病院  （大阪府貝塚市） 

H27.11.08 浜特別養護老人ホーム  （大阪府大阪市） 

H27.11.09 嵐山寮  （京都府京都市） 

H27.11.11 青藍荘  （大阪府吹田市） 

H27.11.12 エイジフリーライフ大和田  （大阪府門真市） 

H27.11.12 デイサービスベラミ  （大阪府大阪市） 

H27.11.13 デイサービスベラミ  （大阪府大阪市） 

H27.11.14 デイサービスベラミ  （大阪府大阪市） 

H27.11.16 デイサービスベラミ  （大阪府大阪市） 



H27.11.17 デイサービスベラミ  （大阪府大阪市） 

H27.11.17 サンガーデン輝らら  （島根県浜田市） 

H27.11.18 デイサービスベラミ  （大阪府大阪市） 

H27.11.18 花のある家中吉田邸  （島根県益田市） 

H27.11.20 のぞみの家  （兵庫県神戸市） 

H27.11.28 青葉仮設青葉第二団地  （宮城県石巻市） 

H27.11.29 女川町清水仮設住宅  （宮城県牡鹿郡） 

H27.11.29 新渡波復興住宅団地  （宮城県石巻市） 

H27.12.03 万寿の家  （兵庫県神戸市） 

H27,12,06 クルーヴ 布施  （大阪府東大阪市） 

H27,12,07 嵐山寮  （京都府京都市） 

H27.12.08 あかがわ生協診療所  （大阪府大阪市） 

H27.12.09 青藍荘  （大阪府吹田市） 

H27.12.13 四天王寺 たまつくり苑  （大阪府大阪市） 

H27.12.14 豊綬荘  （大阪府豊中市） 

H27.12.17 ヴィラコティ岸部  （大阪府吹田市） 

H27.12.18 デイサービスうらら  （大阪府池田市） 

H27.12.22 浜の宮松竹園  （兵庫県加古川市） 

H27.12.25 のぞみの家  （兵庫県神戸市） 

H28.01.07 万寿の家  （兵庫県神戸市） 

H28.01.11 嵐山寮  （京都府京都市） 

H28.01.13 青藍荘  （大阪府吹田市） 

H28.01.14 あかがわ生協診療所  （大阪府大阪市） 

H28.01.20 あそか苑  （兵庫県伊丹市） 

H28.01.21 救大阪自彊館 今宮寮  （大阪府大阪市） 

H28.01.22 のぞみの家  （兵庫県神戸市） 

H28.01.24 エレガリオ神戸  （兵庫県神戸市） 

H28.01.25 一羊園 一羊会  （兵庫県西宮市） 

H28.01.27 メルシーますみ  （大阪府池田市） 

H28.02.07 ゆうゆうの里  （大阪府守口市） 

H28.02.08 嵐山寮  （京都府京都市） 

H28.02.09 一羊園 一羊会  （兵庫県西宮市） 

H28.02.10 青藍荘  （大阪府吹田市） 

H28.02.13 アイリスデイサービスセンター  （大阪府枚方市）  

H28.02.16 エイジフリーライフ星が丘  （大阪府枚方市） 

H28.02.17 サンシティ宝塚  （兵庫県宝塚市） 

H28.02.20  社会福祉法人さつき福祉会  （大阪府吹田市） 

H28.02.21 ベルパージュ千里けやき通り  （大阪府吹田市） 

H28.02.25 新金岡西保育園  （大阪府堺市） 

H28.02.26 のぞみの家  （兵庫県神戸市） 

H28.02.27 ロータスデイサービスもりぐち  （大阪府守口市） 

H28.03.03 万寿の家  （兵庫県神戸市） 

H28.03.04 あかがわ生協診療所  （大阪府大阪市） 

H28.03.06 サンシティパレス塚口  （兵庫県伊丹市） 

H28.03.08 デイサービスうらら  （大阪府池田市） 



H28.03.09 青藍荘  （大阪府吹田市） 

H28.03.23 ヴィラコティ岸部  （大阪府吹田市） 

H28.03.25 のぞみの家  （兵庫県神戸市） 

H28.03.29 甲子町 B 仮設  （岩手県釜石市） 

H28.03.29 中妻公民館  （岩手県釜石市） 

H28.03.30  鵜住居生活サポートセンター  （岩手県釜石市） 

H28.03.30 小佐野仮設  （岩手県釜石市） 

H28.03.31 小川地区サポートセンター  （岩手県釜石市） 

H28.04.06 児童介護サービス メルモ・シオン  （兵庫県西宮市） 

H28.04.13 青藍荘  （大阪府吹田市） 

H28.04.21 奈良ニッセイエデンの園  （奈良県北葛城郡） 

H28.04.22 のぞみの家  （兵庫県神戸市） 

H28.04.23 醍醐病院 医療技術室  （京都府伏見区） 

H28.04.25 デイサービス プリューム  （兵庫県西宮市） 

H28.04.27 あすくの里  （大阪府羽曳野市） 

H28.04.28 エイジフリーライフ星が丘  （大阪府枚方市） 

H28.05.09 あかがわ生協診療所  (大阪府大阪市) 

H28.05.09 嵐山寮  (京都府京都市) 

H28.05.11 青藍荘  (大阪府吹田市) 

H28.05.12 万寿の家  (兵庫県神戸市) 

H28.05.14 豊泉家コミュニティクラブ北緑ヶ丘  (大阪府豊中市) 

H28.05.16 ユトリーム大阪北  (大阪府大阪市) 

H28.05.18 ヴィラコティ岸部  (大阪府吹田市) 

H28.05.27 のぞみの家  (兵庫県神戸市) 

H28.05.28 平和会 吉田病院  (奈良県奈良市) 

H28.06.02 万寿の家  (兵庫県神戸市) 

H28.06.05 グッドタイムリビング 芝浦アイランド  (東京都港区) 

H28.06.06 はなことば 追浜  (神奈川県横須賀市) 

H28.06.06 はなことば 南  (神奈川県横浜市) 

H28.06.06 はなことば 戸塚  (神奈川県横浜市) 

H28.06.07 はなことば 足柄  (神奈川県南足柄市) 

H28.06.07 はなことば 小田原  (神奈川県小田原市) 

H28.06.07 はなことば 小田原２号館  (神奈川県小田原市) 

H28.06.12 浜特別養護老人ホーム  (大阪府大阪市) 

H28.06.13 嵐山寮  (京都府京都市) 

H28.06.15 青藍荘  (大阪府吹田市) 

H28.06.16 奈良ニッセイエデンの園 介護居室  (奈良県北葛城郡) 

H28.06.23 グリーンシティ秀和  (大阪府大阪市) 

H28.06.24 のぞみの家  (兵庫県神戸市) 

H28,0626 ユトリーム朝霧  (兵庫県神戸市) 

H28.06.27 クルーヴなみはや  (大阪府守口市) 

H28.06.30 照葉の里  (大阪府箕面市) 

H28.07.04 ラ・ナシカつるみ  (大阪府大阪市) 

H28.07.05 あかがわ生協診療所  (大阪府大阪市) 

H28.07.07 万寿の家  (兵庫県神戸市) 



H28.07.09 平和会 吉田病院  (奈良県奈良市) 

H28.07.11 嵐山寮  (京都府京都市) 

H27H28.07.13 青藍荘  (大阪府吹田市) 

H28.07.14 ヴィラコティ岸部  (大阪府吹田市) 

H28.07.17 四天王寺たまつくり苑  (大阪府大阪市) 

H28.07.19 一羊園 一羊会  (兵庫県西宮市) 

H28.07.20 メルシーますみ  (大阪府池田市) 

H28.07.22 のぞみの家  (兵庫県神戸市) 

H28.07.26 あゆみの丘  (大阪府貝塚市) 

H28.07.28 エイジフリーライフ星が丘  (大阪府枚方市) 

H28.07.29 デイサービスうらら  (大阪府池田市) 

H28.08.04 万寿の家  (兵庫県神戸市) 

H28.08.08 嵐山寮  (京都府京都市) 

H28.08.09 介護の家 (兵庫県神戸市) 

H28.08.10 青藍荘  (大阪府吹田市) 

H28.08.18 救大阪自彊館 今宮寮  (大阪府大阪市) 

H28.08.23 一羊園 一羊会  (兵庫県西宮市) 

H28.08.26 のぞみの家  (兵庫県神戸市) 

H28.08.30 児童デイサービス メルモ・シオン  (兵庫県西宮市) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


