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総 会 報 告 
 

平成２９年度総会で、本年度のＡＳＡＺＯＯボランティア－ズの活動を開始しました。 

日時：平成２９年４月２日（日） １０：００～１２：００ 

場所：科学館２Ｆホール 

参加：３０名 

 

◎ 開 会 

☆ 園よりご挨拶 

  ・南心司 園長(協会常務理事) 

  ・森本隆幸 副園長（本年度副園長が交代されました） 

  ・堂本浩典 活性化担当課長 

Ⅰ 安佐動物公園から 

 〇 動物公園メンバー紹介 

   企画広報課はメンバーの入れ替えはなかったということで、引き続きよろしくお願いします。 

  ・ 企画広報課メンバー 

    嶋田浩明係長、谷口伸広技師、佐藤周平技師、市川彩代子技師 

 〇 平成２８年度 安佐動物公園行事報告（資料参照） 報告：谷口さん 

 〇 平成２９年度 安佐動物公園表示予定（資料参照） 報告：谷口さん 

Ｐ１４～１７の年間行事予定表で（案）で黄色の網掛けになっているイベントは 

ボランティアの手伝いをお願いしたい          

 

Ⅱ ＡＳＡＺＯＯボランティアーズから   進行：M.K 

 ① 平成２７年度 ボランティア報告     

  ・全体活動報告（総会資料Ｐ１８～２０）    報告：M.K 

  ・ガイドグループ活動報告（総会資料Ｐ２０）  報告：T.T 

    ツアーガイドを中心にガイドとしての活動をし、バックヤードガイドやイベントの手伝い

を合わせて行いました。 

  ・作業グループ活動報告（総会資料Ｐ２１）   報告：T.K 

    年間３４回、延べ参加人員５１７名で園内の花に関する活動をし、５月から１１月の潅水

やイベントのお手伝いも行いました。 

  ・ボランィアーズ会費 収支報告（総会資料 別紙）報告：M.D 

  ・会計監査報告（総会資料 別紙）  報告：K.K 

   ※ 年会費は、平成２８年度は４万円余り残金がでましたが、通信費が値上がりするとの見

込みもあることから残金は繰越します。年会費１０００円は据え置き、通信費の値上げによ

り不足が出たときには繰越金でまかないます。  

※ 拍手により、会計報告は承認されました。  
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② 平成２９年度のボランティアーズの推移 

  ・平成２８年度で退会 

    ガイド   ６名 

    作業    ６名   （内１名ガイド＆作業登録）  

    実数   １１名 

  ・平成２９年度 

    ガイド  ５４名 

    作業   ４２名   （１０名ガイド・作業登録） 

    延人数  ９６名 

    実数   ８６名 

   ＊今年度、ガイドに２名と作業に１名の新メンバーを迎えました。 

   

③ 平成２８年度ボランティア役員候補紹介、承認を得て下記の通り決定しました。 

ＡＳＡＺＯＯボランティアーズ 

平成２９年度役員 

代表 To.Ta 

 （ガイド） （作 業） 

副代表 
To.Ta 

Yo.Ma 

Ta.Ka 

Syu.Ko 

記録広報 

To.Ta 

A.Ta 

Mi.Ku 

 

Ka.Si 

Ka.Si 

会計 Mi.Ku Si.Su 

会計監査 Ka.Ku Mu.Ku 

幹事 

（ツアーガイド担当） 

Ka.O   

Yo.Ma 

Ta.Ko 

No.Ma 

Ta.Ku 

Ju.Ka 

 

    ＊総会時空欄になっていたガイドの記録広報と幹事は上記のように追加決定しました。 

 

④ 平成２９年度 ボランティア行事及び活動予定      報告：M.K 

   ・全体＆ガイドグループ             

    ガイドグループは前年同様、ツアーガイドを中心に活動します。本年度のツアーガイドに

ついては後のページで改変点とともに詳しくお伝えします。 

 

   ・作業グループ    

     ほぼ前年度と同じ。基本的に第１・第３土曜日に活動します。種まきや植え替えの作業

の月は毎週することもあります。また、植えた後の花を大切に育てる意味で、活動日以外

の土曜日も花柄摘みや施肥が必要と考えます。都合が付く方はご参加ください。 
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今年も「水やり当番表」を作って水やりをします。水やりは２、３時間かかるので、男

性女性を問わず多数の参加、協力をお願いします。本年度は安全のため二人体制でしたい

ので、水やりができる方は４月の返信はがきに可能な曜日をチェックして知らせてほしい。 

 

   ・その他 

    ◇ 春の園外研修は、４つの候補より参加者の多数決で「池田動物園＆半田山植物園（岡

山市）」になりました。別紙にて案内をします。 

    ◇ 職員の方との暑気払い・忘年会・「ＺＯＯぼらカフェ」を活動カレンダーに（予定）

で入れています。詳しくは近くなってお知らせします。諸都合で日にちが変更になること

があるかもしれませんが、ご了承ください。皆さん奮って参加してください。 

 

⑤ 各グループ、各係からの連絡 

   ・記録広報…前年度と同じように「ずうぼらだより」を偶数月２０日に発行します。原稿の

締め切りは偶数月の１０日。みなさまからの投稿をお待ちしています。 

発送作業は役員を中心に２０日前後にします。 

・会計より…平成２９年度の年会費は例年通り。会費徴収にご協力ください。 

   ・その他…毎月第４日曜日に「ひつじ村」を開村します。興味のある方は、ガイド・作業問

わず参加をお待ちします。 

    

◎ 閉 会 

  引き続き１２時まで茶話会を行いました。ツアーガイドのやり方について話し合いました。 

 

☆午後には、今年度１回目の「ツアーガイド：ハイラックス⇒アミメキリン＆シマウマ」を行いま

した。 

（報告：T.T） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例年より少し遅く、安佐動物公園の桜が 
満開になりました ガイド＆作業ボラが一同に会する貴重な機会です 
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ツアーガイドレポート３月 

 

・開 催 日：平成２９年３月４日（土） １３：３０～１４：３０ 

・天 候：晴れ 

・解説動物：シフゾウ（K.O）⇒レッサーパンダ（S.T）⇒カワウソ（K.K） 

・ボランティアスタッフ：K.O、T.K、J.K、M.K、T.K、K.S、M.D、T.T、Y.T、 

            Y.F、J.M、N.Y 

・参加人数：１７名 

 今回は、初めての試みで土曜日の午後にツアーガイドを実施しました。久しぶりのガイドでした

が、天候にも恵まれ多くの参加者がありました。 

＊シフゾウの K.Oさん 

 Ｃ班のお世話役とガイドの二役で、しかもシフゾウの解説

は初めてとのこと。しかし、参加の子どもたちとの対話を楽

しみながらのガイドでした。 

 角はシカ、体はロバ、蹄はウシ、頭はウマに似ていること

から四不像。シフゾウの角は毎年生え変わる。この時期はふ

さふさの毛があり、重さ１．５キロと立派なものです。 

＊レッサーパンダの S.Tさん 

 写真などたくさんの準備をしてガイドに臨まれました。タ

イミングよくエサやりタイムでキクとマルがそろって登場

して解説とマッチしました。 

 レッサーパンダは何の仲間か。クマの仲間⇒アライグマの

仲間⇒パンダ科⇒レッサーパンダ科と変遷。パンダ同様竹の

葉が好きです。でも、竹の中でも孟宗竹が一番好きで、竹の

葉なならどれでも良いというわけではないそうです。 

＊カワウソの K.Kさん 

 解説直前まであれこれ準備し、話す内容を練った上でのガ

イド。解説はお任せのベテランでもそうなのかと改めて準備

の大切さに気付かされました。 

 カワウソもちょうどエサやりタイムでした。一日３回えさ

のドジョウが自動的に出てくる仕組み。エサの時間になると

５分ほど前からエサが出てくる辺りにやって来るそうです。

エサをキャッチするのは水の中、食べるのは陸に上がって。

水の中ではとても滑らかな泳ぎをします。 
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＊ツアー後の振り返り 

 ・対話を大切にガイドをしようと思った。 

 ・ガイドを聞いて動物に興味を持って貰えればと思う。 

・土曜日だったのでツアーガイドに参加できてよかった。今回のように、日曜日に参加できない

ガイドボラもいるので、今後も土曜日のガイドの日を設けてほしい。 

 ・ＡＢＣの班に分けているが、ガイドできる人数は均等とは言えない。同じ動物の担当者が複数

いたりするとツアーガイドが組みにくい。電話で解説を依頼するが、連絡が付きにくかったりガ

イドの依頼がストレスになったりする人がいるので、難しい。 

（報告：T.T） 

  
 

＊シフゾウの K.Oさん 

 今回は、お客さんに発問して、その答えからシフゾウ（四不像）の名の説明をしようと思って臨

んだ。 

 今回は子どもたちがよく反応して答えてくれたのでやり

易かった。 

 先輩の資料に調べたことを少し追加してフリップを作っ

た。フリップは、４つの動物の特徴を合成したものであっ

たが、有効であったと思った。 

 シフゾウは４㎏以上の重さの角が毎年生え替わる。人間

の体重で換算すると１．５㎏近くになるなど、人間と比較

するのも面白いと思った。 

 国内でも、三つの動物園にしかいないシフゾウを東京や熊本への旅行のついでに見て比べてもら

えれば幸いと思っている。他の動物園へも行って、いろいろ比べてもらいたいとの思いだ。 

 

～本の紹介  身近に体験!  日本の野生動物…⑥  「動物の未来を考える」 

             文・絵・写真/熊谷さとし    偕成社 
 桜が満開になる頃、お花見にお弁当を持って出掛けたくなりますが、お

花見を楽しんだ後、お弁当から出たゴミを皆さんはどうしていますか。私

たちがちょっと気をつけることで、傷つかずに元気に暮らしていける野生

動物がいます。安佐動物公園に展示している動物では、カワウソ、タヌキ、

クマ、コウノトリ等です。 
 広島県には鳥獣保護センターがないので、代わりに安佐動物公園が傷

ついた動物を保護して野生に帰しているそうです。 
この本は、環境破壊をすることで、怪我や病気を負う日本の動物達を

たくさん紹介しています。このような動物が二度と生まれてこない都市

になるといいですね。 
     （ 投稿：H.A ） 
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ツアーガイドレポート４月 

・開 催 日：平成２９年４月２日（日） １３：３０～１４：３０ 

・天 候：雨 

・解説動物：ハイラックス（Y.H）⇒キリン（T.T）＆シマウマ（S.M） 

・ボランティアスタッフ：K.O、H.O、K.K、M.D、T.T、M.T、R.N、Y.M 

・参加人数：１９名 

 いよいよ平成２９年度の始まり。始まりは雨模様。桜も開花してウキウキする季節ですが、この

日は残念ながら野外ステージでのツアーガイドとなりました。しかし、残念なことばかりではなく

野外ステージだからこその良さもありました。ツアーガイド参加のお客さん以外に、お弁当を食べ

ながら聞いてくださった方も多数いて、にぎやかなガイドとなりました。 

＊ハイラックスの Y.Mさん 

 日ごろスポットガイドを積極的にされている藤本さ

んですが、ツアーガイドは緊張されるとか。しかし、お

客さんに語り掛けるような話し方は、心地よく聞くこと

ができました。 

 雨の日対策で、要所要所に写真を用いての解説でした。 

 ネズミのように見えるハイラックスは、ゾウの仲間！

体温調節が苦手なので、ポットコピエができる前はハイ

ラックス団子（固まりになって暖をとる様子）が見られ

ました。 

＊キリンの T.Tさんとシマウマのさん S.M 

 キリンとシマウマは、展示場も隣り合わせ。キリンとシマ

ウマを対比して解説したり、提示物を二人で協力して示した

りと一人での解説とは一味違った解説（掛け合い漫才型？）

でお客さんを楽しませました。 

 解説の中で一番沸いたのは、キリンの背の高さを模型で示

した時でした。野外ステージの天井ぎりぎりまで伸びる模型

を見上げながら「わぁ～！！天井に着く～！」とキリンの背

の高さを実感できました。 
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＊ツアー後の振り返り 

・やりにくさはなかったが、ハイラックスを見ながら解説できなくて残念だった。 

・久しぶりだったが、お客さんの食いつきがよく楽しかった。 

・ステージと客席は距離があると思っていたが、お客さんとのやり取りができてよかった。 

・実物が目の前にいないのはマイナスかもしれないが、いないからこそのやり方の工夫ができると思っ

た。 

・解説の資料がいろいろあってよかった。 

・ステージでやったからキリンの背の高さをより感じることができた。 

 

◎今後のツアーガイドについて 

 以前よりツアーガイドの在り方を検討してきましたが、４月２日のツアーガイド後に今年はこれ

でやってみようとする考えを参加者の総意で決めました。細かいところはやりながら変えていくこ

ともあるかもしれませんが、ガイドの皆さんがいろいろな形で参加しやすいように、安佐動物公園

のガイドボランティアの活動が活発になりお客さんに喜んでもらえるように、少し足が遠のいてい

たガイドの方がそれならちょっとやってみようかと思えるようにと願っています。 

・大きな変更点 

 これまでのツアーガイドとこれまで個々にやっていたスポットガイドを各月で交互に行う。 

 ツアーガイドを実施・・・６/４（日）（午前：連絡会・午後：ツアーガイド）、９/３（日）、 

１１/５（日）、３/４（日） 

 スポットガイドを実施・・５/７（日）、７/８（土）、１０/３（日）（午前：連絡会・午後：スポ

ットガイド）、１２/３（日）（午前：連絡会・午後：スポットガイド） 

 みんなでガイド休み・・・８月（ナイトサファリでガイド）、１月、２月 

・スポットガイドのやり方（５月７日）…参加するガイドボラが園内のあちこちでガイドする日 

 １０：３０ ボラ室に集合（スポットガイド参加者と解説動物を確認する） 

 １０：４５～１１：４５ スポットガイド（個人個人の担当動物の解説・同じ動物や近くの動物

のガイドがグループで解説・ガイドする人をサポートする  など） 

 １２：００ ボラ室に集合（お客さんの反応を交流したり、やり方について問題点や改善点を出

し合ったり、ガイドで必要な物の要望を出したりする。次月のツアー

ガイドについて打ち合わせをする。等々） 

・ツアーガイド担当の幹事の役割 

 〇ツアーガイドの企画・缶バッチなどの準備・ツアーガイドと反省会の進行 

 〇スポットガイドの参加者確認・反省会の進行 

  

 ガイドの仕方を勉強しあうツアーガイドと、個々のガイドの力を高めていくスポットガイドを組 

み合わせて「みんなでガイドの日」として、皆さんで盛り上げていきましょう。特にスポットガイ 

ドにグループや個人などいろいろな形で参加される方大！大！集合です！！ 

・６月のツアーガイド・・・クロサイグループ（Y.M・R.N・H.O）がクロサイをガイド 

                                                （報告：T.T） 
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作業ボラ活動報告  
 

２月１８日（土） 

  ヒヒ山横スロープ植木に寒肥施肥と雑木切り。 

                              （参加者１５名） 

３月４日（土） 

  西園入口・ピクニック広場植木剪定。 

  全域プランターに置き肥施肥。 

                              （参加者１７名） 

３月１８日（土） 

  ハンギングのビオラ植替えと花柄摘み、水やり。 

  正面玄関周辺に液肥施肥。 

 全員ミーティング（Ｈ２８年度の反省と要望など） 

                              （参加者１７名） 

 （報告：K.S） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
           作業グループのみなさんへ 
 ☆５月・６月の活動日のご連絡です 
  ・５月１３日・２０日・２７日（第二・三・四土曜日） 
  ・６月３日・１０日・１７日・２４日（毎週土曜日） 
 
 ＊５月は花苗の入荷しだい、ポットあげ作業を行いたいので、臨時に活動日をお

願いする場合があります。 
 ＊５月６月は育苗や花の植替え等最盛期なので活動日を増やしています。お忙し

い時期ですが、多数のご参加、ご協力お願いします。 
 ＊５月からの潅水を今年は二人体制でしたいと思います。そのため去年より多く

のみなさんにご協力をお願いします。男性女性みなさんよろしくお願いしいま

す。返信はがきに潅水当番可能な曜日に〇をして返信ください。 
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 ひつじ村のご案内  

ASAZOO ボランティアーズ「ひつじ村」は、クラブ活動のようなものです。平成２１年から「ひつ

じ村」と名付けてスタート、毎月第４日曜日、動物園のどこかで村開き、５月恒例の人気イベント

「羊の毛刈り」で刈った羊の毛を、「洗って⇒解して⇒染めて」などの作業をし、春の毛刈りと一

緒に行われる「糸紡ぎ」、冬の「フェルトで雪だるま」などのイベントのための材料準備を主な目

的としています。 

ガイドボラ、作業ボラ、どなたでも、ヒツジの毛に触ってみたい方、住民登録随時受付、見学が

てらのお茶参加も OK です。作業時間は、イベントを除き１０：００～１５：００、場所は作業に

より変更あります、入園時に確認要です。お待ちしています。 

                        村長 Ｍ．Ｋ 

☆「ひつじ村」年間作業予定☆ 

 日 作業 フリータイム 

平成２９年    

４月  イベントのための材料セットは３月に済ませたので休み。 

５月 ４・５日 イベント「糸紡ぎ」サポート 

６月 ２５日(第４日) 洗った羊毛を解す+染める 羊毛で遊ぶ 

７月 ２３日(第４日) 洗った羊毛を解す+染める 羊毛で遊ぶ 

８月 夏休みです。 

９月 ２４日(第４日) 洗った毛を解す 
１２月イベントのために 

フェルトレッスン 

１０月 ２２日（第４日） 洗った毛を解す 
１２月イベントのために 

フェルトレッスン 

１１月 ２６日(第４日) 
イベントのための材料準備 

（１セット羊毛綿１０ｇ ３色くらい×１００人分） 

１２月 ２日（第１土） イベント「フェルトで雪だるま」 

平成３０年    

１月 ２８日(第４日) 春の糸紡ぎ用羊毛を解す コマでの糸紡ぎレッスン 

２月 ２５日（第４日） 春の糸紡ぎ用羊毛を解す コマでの糸紡ぎレッスン 

３月 ２５日（第４日） 春の糸紡ぎ用羊毛を解す コマでの糸紡ぎレッスン 

 
 

 

ＡＳＡＺＯＯボランティアーズのみなさまへ 

ひつじ村 
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いよいよ平成２９年度の活動開始です。継続の方は新しい「楽しい」を、今年からスタートの方

は、お客さんで来ていた時とは一味違った「楽しい」を見つけながら、ボランティアへの参加、お

待ちしています。  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

◎動物園ニュース 
☆レッサーパンダの「キク」が野毛山動物園 

春の園外研修へのお誘い 

 

＊日程：５月２８日(日) 

＊行き先：岡山市 池田動物園・半田山植物園  

詳細は別紙にて 

・注：参加希望の方は同封返信はがきにてお申し込みください。 

・注：参加希望者が少ない場合実行されない場合もあります。 

～ＡＳＡＺＯＯボランティアーズ年会費についてお願い～ 

 

・年会費 １，０００円(同世帯家族会員５００円) 

主な使途：「ずうぼらだより」発送費用など通信費、活動時の茶菓代金。 

   

「ずうぼらだより」はボランティアによるボランティアのための連絡紙です。 

年６回偶数月２０日に発行、平成２９年度は６７号からスタートです。送料は私たちボラ

ンティアで負担、皆さんからのボランティア会費で賄っています。ボランティアルームで

一息していただけるよう常備のコーヒーなどにも使っていますので活動時には気軽に利

用してください。会費は会計が管理、総会時に会計報告します。未納の方は、下記要領で

納入お願い致します。 

 

【納入方法】 

１．来園時に動物園企画広報谷口さん、またはボランティア役員に預ける。 

   ＊日付、氏名、金額を明記した封筒に入れてください。 

２．振り込み 

振込先：広島銀行祇園支店 店番 040 口座番号 3092211 

      ＡＳＡＺＯＯボランティアーズ  

    ＊振込人名は会員名で、振込手数料はご負担ください。 
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3 月 22 日（水）にレッサーパンダのキクを野毛山

動物園に搬出しました。キクは双子のマルとともに

レッサーパンダの「キク・マル コンビ」として、

およそ 1 年半、来園者に親しまれました。 
 

 
 
☆ライオンの雌 2 頭が来園しました 
4 月 19 日（水）に静岡県の富士自然動物公園から

ライオンの雌 2 頭がやってきました。今後は現在飼

育している雄との群れ展示を目指します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◎お手伝いをお願いします 
全ボランティア対象 

☆糸つむぎ体験 

 日時=5 月 4 日（木・祝）、5 日（金・祝） 

各日 11：00～14：00 

 募集人数=10 人程度 

 糸つむぎの補助、お客様の整理誘導など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガイドボランティア対象 

☆バックヤードガイド 

日時=毎週土曜日 11 時～、13 時半～ いずれも約３０分程度 募集人数=2 人程度 飼育係による

裏側案内の補助、参加者の整理誘導など。 

※毎月最終土曜日の午前は「サンちゃんツアー」、午後は「クロサイのハナに会いに行こう」 

レッサーパンダ「キク」 

（平成 29 年 2 月 22 日撮影） 

昨年の糸つむぎ教室 

 

エル（左）とアマレット（右） 

 

☆がんばれカープ！ カープミニ新幹線に乗ろう 

 日時=5 月 6 日（土） 

11:00～12:00  14:00～15:00 

募集人数=5 人程度  お客様の整理誘導。 

 

☆モリアオガエルの産卵観察会 

 日時=5 月 28 日（日） 

11：00～、13：00～、14：00～（各回 30 分） 

募集人数=3 人程度  お客様の整理誘導。 

 



ＡＭ ＰＭ

1 月

2 火 臨時開園

3 水 アニマルバルーンアート

4 木 ヒツジの毛刈りと糸つむぎ教室

5 金 ヒツジの毛刈りと糸つむぎ教室

6 土 がんばれカープ！　カープミニ新幹線に乗ろう ぴーちく 調理

7 日 ダルマガエルの目覚め観察会 みんなでガイドの日

8 月

9 火

10 水

11 木 休園日

12 金

13 土 カエルのための田んぼで田植え体験 トラ ｽｲｷﾞｭｳ 活動日

14 日
中国新聞こども写生大会
予備日：カエルのための田んぼで田植え体験

15 月

16 火

17 水

18 木 休園日

19 金

20 土 みんなで折ろう　どうぶつ折り紙 ヒヒ キリン 活動日

21 日 予備日：中国新聞こども写生大会

22 月

23 火

24 水 がんばれカープ！　ＡＳＡ　Ｚｏｏ－Ｚｏｏふれあい広場（ヤクルト戦）

25 木 休園日

26 金

27 土
サンちゃん

ツアー
クロサイの

ハナ 活動日

28 日
園外研修「池田動物園＆半田山植物園（岡山市）」
モリアオガエルの産卵観察会

29 月

30 火

31 水

☆

★ 作業ボラの作業内容については天候等に変更されることもあります。詳しくはその都度確認してください。

5

この予定は「ずうぼらだより」発送時の予定です。変更される場合も有りますので、活動時などには確認してください。

平成２９年度　ＺＯＯ＆ ボラ予定表（5月１日～５月3１日）

月日
安佐ＺＯＯ ＺＯＯボラ

イベント
バックヤードガイト

解　説 作　業

１０：3０～１２：００

スポットガイド



ＡＭ ＰＭ

1 木 休園日

9 金

3 土 ゾウ ライオン 活動日

4 日
動物愛好会自然観察会
ボランティア連絡会

連絡会＆ガイド

5 月

6 火

7 水

8 木 休園日

9 金

10 土 病院 ラクダ 活動日

11 日
動物愛好会定例会
オウム・インコデー　インコと記念撮影　動物記念日スタンプラリー

12 月

13 火

14 水

15 木 休園日

16 金

17 土 ぴーちく
クマor
夜行獣 活動日

18 日 世界キリンの日イベント　　動物記念日スタンプラリー

19 月

20 火

21 水

22 木 休園日

23 金

24 土
サンちゃ
んツアー

クロサイの
ハナ 活動日

25 日 獣医へ入門　～解剖教室～ ひつじ村

26 月

27 火

28 水

29 木 休園日

30 金

☆

★ 作業ボラの作業内容については天候等に変更されることもあります。詳しくはその都度確認ください。

6

この予定は「ずうぼらだより」発送時の予定です。変更される場合も有りますので、活動時などには確認してください。

平成２９年度　ＺＯＯ＆ ボラ予定表（6月１日～6月30日）

月日

安佐ＺＯＯ ＺＯＯボラ

イベント
バックヤードガイト

解　説 作　業

１０：００～１２：００ 連絡会

１３：３０～１４：３０ ツアーガイド


