
今月今月今月今月ののののトピックストピックストピックストピックス！！！！ 

       

★ 平成平成平成平成２３２３２３２３年度奈良県重点分野雇用創造事業年度奈良県重点分野雇用創造事業年度奈良県重点分野雇用創造事業年度奈良県重点分野雇用創造事業としてとしてとしてとして、、、、    

eeee----AACAACAACAAC 提案提案提案提案のののの                                                                

『『『『学校教育学校教育学校教育学校教育のののの情報化支援事業情報化支援事業情報化支援事業情報化支援事業』』』』がががが採択採択採択採択 !! !! !! !!    

 対象対象対象対象：：：： 奈良市公立小中学校 ６９校 

 事業期間事業期間事業期間事業期間：：：： 平成 23 年 10 月～平成 24 年 9 月 

 事業内容事業内容事業内容事業内容：：：： 奈良市教育委員会のご協力を得て、次の支

援を行ないます。 

• 教員の ICT 活用指導力の向上 

• 児童生徒の情報活用能力の向上 

• 教員の校務負担の軽減 

学校に出向いて、「ヘルプデスク」「ワークショップ」「セキュリティ

研修」「ものづくり教室等」、を行います。 

 

★ 奈良市近鉄学園前奈良市近鉄学園前奈良市近鉄学園前奈良市近鉄学園前にににに 

『『『『eeee----AACAACAACAAC パソコンパソコンパソコンパソコン教室教室教室教室』』』』をををを開設開設開設開設 !! !! !! !! 
    

１０１０１０１０月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（木木木木））））オープンオープンオープンオープン    

    

 場所場所場所場所：：：： 近鉄学園前駅前 パラディ II ６階 

近鉄「楽・元気」プラザ会議室 

 開催日開催日開催日開催日：：：： 毎週木曜日 午前 10:00～12:00  

             但し、10/27 は休み 

 受講費受講費受講費受講費：：：：    500 円 

  お知り合いの方にご紹介をお願いします。 

★ 奈良県南部奈良県南部奈良県南部奈良県南部のののの大淀町大淀町大淀町大淀町でででで    

『『『『パソコンパソコンパソコンパソコン教室教室教室教室』』』』をををを開設開設開設開設 !! !! !! !!    

奈良県の受託事業「地域活動活性化事業」の中で、南部地域の

振興策の一貫として開設するものです。    

 場所場所場所場所：：：： 大淀町文化会館 

 開催日開催日開催日開催日：：：： 5 回 ( 10/19, 11/16, 11/30, 12/7, 12/14 ) 

 受講費受講費受講費受講費：：：： 無料 

  お知り合いの方にご紹介をお願いします。 
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              ～理事長就任のご挨拶～ 

前理事長 奥家孝彦氏の後任として理事長の職務を引き継ぐことになりまし

た谷川です。e-AAC の活動範囲もますます広がり、多くの分野で認知されて

いるようであります。これも、みなさま方や会員のみなさま方のご努力やご支援

によるものと感謝しております。 

地域活動において、NPO の役割は非常に大きくなってまいりました。奈良県

には約４００の NPO 法人が活躍されており、地域活動の主役になっていると言

えるでしょう。その中でも、e-AAC は自治体の情報化のお手伝いや NPO の基

盤強化、パソコン力の向上、IT リテラシーの向上などの支援活動を行っており、

e-AAC には中核的な活動を行う中間支援組織として活動することが求められ

ています。組織活動には、人、もの、金、情報、の４つの要素が重要とされてい

ます。情報化社会では、情報の発信力が活動の牽引力となる重要な基盤にな

っており、活動団体の情報発信力を高めることが求められています。 

 e-AAC の活動基盤をさらに強化し、e-AAC のノウハウを発揮して地域の

活性化にお役にたち、市民生活の向上や、地域の絆の再生に、貢献できるよう

に努力したいと思います。みなさまのご協力、ご支援をよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わかくさわかくさわかくさわかくさ抄抄抄抄    

新新新新理事長理事長理事長理事長        谷谷谷谷    川川川川    義義義義    明明明明    

（前奈良県市町村会事務局長） 

 （元奈良県総務部理事） 

e-AACではＩＣＴ（情報通信技術）の利活用をベースにして

地方自治体・NPO・学校・企業・市民の方々との協業により

地域を活性化し、市民生活の向上と情報化社会の発展を図っ

ています。 

• 自治体情報化支援 

• NPO 活動支援 

• パソコン力強化支援、学校の情報化支援 

• ワークショップによるＩＴリテラシー向上支援 

私たち“e-AAC”に関心のある方や、自治体・

企業・団体様からのお問い合わせをお待ちしてい

ます。 

ご連絡は e-mail:  e-aac@nifty.com 
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� 自治体自治体自治体自治体（（（（市町村市町村市町村市町村））））会員会員会員会員へのへのへのへのチョットアドバイスチョットアドバイスチョットアドバイスチョットアドバイス    

ちょっとアドバイスは、平成１７年６月に、天理市でスタート

し、８年目に入りました。内容も個別のシステムや、アプリから、

クラウドコンピューティングへと展開し、クラウド時代の行政の

あり方が問われています。 

今年７月に大和高田市の吉田市長、及び、８月に大和郡山

市の上田市長と面談を持ち、自治体クラウドの推進体制につ

いて提案を行いました。また、大和郡山市、大和高田市、御

所市の３市でシステム共同化を進めるという、お考えを知るこ

とができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 自治体自治体自治体自治体クラウドクラウドクラウドクラウド推進体制推進体制推進体制推進体制のののの提案提案提案提案    

１１１１．．．．    背景背景背景背景    

• 行政の IT 活用方法： 

事務処理の効率化から、より高次へと変化。 

• IT 投資評価： 意思決定のための指標が必要。 

• 業務継続計画： 

災害時に、「業務継続」を実現する為の計画 

• 行政の低コストオペレーション： 行政クラウドの取組み 

２２２２．．．．    推進体制推進体制推進体制推進体制    （（（（案案案案））））    

1. 自治体クラウド推進委員会 

2. A 市、B 市、C 市、の情報部門 

3. 事務局 

4. オブザーバー：学識経験者、システム業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                

第２部会としては、一昨年、県からの受託業務として、時代

の趨勢に従って、NPO・各種団体の情報発信を『『『『紙紙紙紙ベースベースベースベースかかかか

らららら電子化電子化電子化電子化へへへへ』』』』という事で取組んでいます。 

• １１１１年目年目年目年目のののの取組取組取組取組みみみみ：：：：    

１７分類の NPO 区分を管理面で中分類し、其々の分野

で平均化してヒアリングを行い、県庁保有のボランティア

ネット／スマイルズ＊１に掲載を開始しました。 

• ２２２２年目年目年目年目のののの取組取組取組取組みみみみ：：：：    

NPO・各種団体が自主投稿によって、ボランティアネット

／スマイルズに掲載出来る様に、実際に原稿作りをして

いただき、実習を通して掲載までのプロセスを指導するた

めに研修会を実施しました。然しながら、研修という形式

では、研修への参画動機、参画のための拘束時間などが

ネックとなり、当初、研修会そのものには参加者が少なく

惨憺たる状況に陥りました。そこで、もう一度最初に戻り、

被研修団体の勧誘から始め、研修の内容についても見

直し、改善を行い推進しました。一方、このような状況の

結果、研修推進担当者の負担は大変なものになりました。 

• ３３３３年目年目年目年目のののの取組取組取組取組みみみみ：：：：    

３年目である今年度は更に見直しを行い、被研修団体を

訪問し、直接の担当者様とマンツーマン形式で研修を行

なうようにしています。すなわち、原稿を記載していただき、

担当者様とのメール・電話等で原稿の受け渡しなどを行

い、投稿までの一連の作業を指導し、自主投稿していた

だくようにしました。これを行なうことにより着実に実績を上

げてきています。今年度は、２０１１年４月～２０１２年３月

の１２ケ月で２０件の各種団体を訪問し、研修を実施し、

自主投稿をしてもらえる様に指導していく予定で、現状計

画通り推進中です。これまでの推進実績として、２００９年

から延べ５３件の投稿を指導・サポートしてきました。 

  「継続は力なり」で、当該投稿を通じて訪問させていだい

た各種団体の活動を見聞きし、各種団体の共通項を見出し、

団体間の連絡網・共通作業を見出し、相互協力体制が取れ

る様に、NPO・各種団体と更に深い関係を持った活動に発展

させていきたいと考えています。 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

「「「「第第第第１１１１部会部会部会部会」」」」からのからのからのからの報告報告報告報告    自治体情報化支援自治体情報化支援自治体情報化支援自治体情報化支援 「「「「第第第第２２２２部会部会部会部会」」」」からのからのからのからの報告報告報告報告    NPONPONPONPO 基盤強化基盤強化基盤強化基盤強化支援支援支援支援 
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BBBB市市市市    

AAAA市市市市    

CCCC市市市市    

協働協働協働協働    

行政行政行政行政    教育教育教育教育    

コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ    

大和郡山市大和郡山市大和郡山市大和郡山市    上田市長上田市長上田市長上田市長とのとのとのとの面談面談面談面談    

ボランティアネット/スマイルズ＊１ 

奈良県内奈良県内奈良県内奈良県内でででで活躍活躍活躍活躍するするするする NPONPONPONPO をををを紹介紹介紹介紹介していますしていますしていますしています。。。。    

興味興味興味興味のあるのあるのあるのある NPONPONPONPO ににににアクセスアクセスアクセスアクセスしてみてくださいしてみてくださいしてみてくださいしてみてください。。。。    
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� 奈良県受託事業奈良県受託事業奈良県受託事業奈良県受託事業        

1.1.1.1.    奈良市地区奈良市地区奈良市地区奈良市地区    （於：e-AAC 新大宮事務所） 

(1)(1)(1)(1)    ワークショップワークショップワークショップワークショップ    (隔週 1,3 土曜日)  

①   パソコン基礎体験 4/23 定員 10 名 

②   チラシづくり体験 5/7 10 名 

③   図形、イラスト体験 5/21 10 名 

④   デジカメ、写真体験 6/4 10 名 

⑤   プレゼンテーション体験 6/18 10 名 

⑥   エクセル体験 7/2 10 名 

⑦   インターネット体験 7/16 10 名 

⑧   ブログ、ツイッター体験 7/30 10 名 

⑨   ホームページ制作体験 8/27 10 名 

⑩   パソコン「修了証書の製作」体験 9/10 10 名 

(2) (2) (2) (2) ヘルプデスクヘルプデスクヘルプデスクヘルプデスク  (日祝日を除く毎日)  

月 新人 人数 延べ人員 人数/回 

4/1～30 12 35 67 1.9 

5/1～31 17 37 74 2.0 

6/1～30 21 36 92 2.6 

7/1～31 5 32 61 1.9 

8/1～31 11 34 60 1.8 

4 月～8 月まで 66 174 354 2.0 

2.2.2.2.    高田市地区高田市地区高田市地区高田市地区    (於：中和労働会館＆奈良県産業会館)     

(1)(1)(1)(1)    ワークショップワークショップワークショップワークショップ＆＆＆＆ヘルプデスクヘルプデスクヘルプデスクヘルプデスク        (毎週水曜日)  

ワークショップワークショップワークショップワークショップ ヘルプデスクヘルプデスクヘルプデスクヘルプデスク    定員 

① パソコン基礎体験 4/13 4/20 20 名 

② チラシづくり体験 5/11 5/18 20 名 

③ 図形、イラスト体験 5/25 6/1 20 名 

④ デジカメ、写真体験 6/8, 6/15 20 名 

⑤ プレゼンテーション体験 6/22, 6/29 20 名 

⑥ エクセル体験 7/6 7/13 20 名 

⑦ インターネット体験 7/20 8/3 20 名 

⑧ ブログ、ツイッター体験 8/17 8/24 20 名 

⑨ ホームページ制作体験 8/31 9/7 20 名 

⑩ パソコン修了製作体験 9/14 9/21 20 名 

� eeee----AACAACAACAAC    「「「「パソコンパソコンパソコンパソコン教室教室教室教室」」」」事業事業事業事業    

1.1.1.1.    三笠公民館三笠公民館三笠公民館三笠公民館    パソコンパソコンパソコンパソコン教室教室教室教室    

① 図形とデジカメ体験 6/30 21 名 

② 夏休み「こどもパソコン教室」 7/27, 28, 29 22 名 

2. 2. 2. 2. 伏見公民館伏見公民館伏見公民館伏見公民館    パソコンパソコンパソコンパソコン教室教室教室教室    

① ワード初級 6/24 10 名 

② ワードでチラシづくり 7/8 10 名 

③ デジカメ、写真 7/22 10 名 

④ エクセル入門 8/5 10 名 

⑤ 教室修了製作 8/19 10 名 

3. 3. 3. 3. 平城小学校平城小学校平城小学校平城小学校「「「「パソコンパソコンパソコンパソコン・・・・スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ」」」」研修研修研修研修    

① エクセル/ワード 8/1, 2  2.5h×2 

② エクセル/パワーポイント 8/1, 2 2.5h×2 

定員 

15 名 

4. 4. 4. 4. 耳成公民館耳成公民館耳成公民館耳成公民館    パソコンパソコンパソコンパソコン教室教室教室教室    （隔週：第２、第４土曜日）    

① パソコン基礎  4/30 

② ワードﾞ初級×2 5/14, 5/28 

③ インターネット×2 6/11, 6/25 

④ デジカメ写真×2  7/9, 7/23 

⑤ エクセル入門×2 8/6, 8/20 

⑥ 教室修了製作  9/3 

AM： 

20 名 

 

PM： 

20 名 

計 40 名 

PM： 

フォロー研修 

10 名 

総総総総：：：：50505050 名名名名////日日日日    

5. 5. 5. 5. 郡山郡山郡山郡山ニュータウンニュータウンニュータウンニュータウン北自治会北自治会北自治会北自治会 （隔週：第１、第３日曜日）    

① パソコン基礎  4/17 

② ワードﾞ初級×2 5/8, 5/22 
自治会館 定員 10 名 

③ インターネット×2 6/5, 6/19 e-AAC 定員 10 名 

④ デジカメ写真×2  7/3, 7/17 

⑤ エクセル入門×2 8/7, 8/21 

⑥ 教室修了製作  9/4 

自治会館 定員 10 名 

6. 6. 6. 6. 生涯学習財団生涯学習財団生涯学習財団生涯学習財団 （原則、木・金曜日  定員３０名） 

① ワード初級 都/登美ヶ丘/平城公民館 8/4, 8/25, 9/2 

② エクセル初級 登美ヶ丘/平城公民館 8/26, 9/8 

7. 7. 7. 7. ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ電友会電友会電友会電友会 （原則、火曜日 於：電友会奈良支部）    

① パソコン基礎  4/26 定員 20 名 

② ワードﾞ初級×2 5/10, 5/24 定員 20 名 

③ インターネット×2 6/14, 6/28 定員 20 名 

④ デジカメ写真×2  7/12, 7/26 定員 20 名 

⑤ エクセル入門×2 8/9. 8/23 定員 20 名 

⑥ 教室修了製作  9/13 定員 20 名 

8. 8. 8. 8. 奈良市教職員奈良市教職員奈良市教職員奈良市教職員スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ研修研修研修研修    （於：三笠中学校）    

① 名簿と出欠表 8/10 午前 3h 定員 30 名 

② 簡単マクロ 8/11 午後 3h 定員 30 名 

③ 成績表とアンケート 8/12 午前 3h 定員 30 名 

9. 9. 9. 9. 奈良県市町村職員研修奈良県市町村職員研修奈良県市町村職員研修奈良県市町村職員研修    （於：教育研究所）    

① アクセス基本 9/12, 13 定員 30 名 

② アクセス応用 9/14, 15 定員 30 名 

③ プレゼンテーション実践 9/20, 21 定員 30 名 

④ プレゼンテーション応用 9/22, 26 定員 30 名 

� 平成平成平成平成２３２３２３２３年度下期年度下期年度下期年度下期のののの活動活動活動活動予定予定予定予定        

1.1.1.1.    県委託事業県委託事業県委託事業県委託事業    （ＷＳ：ワークショップ、ＨＤ：ヘルプデスク） 

（１）大宮事務所にて、ＷＳ×10 回（1, 3 土曜日)/ＨＤ（日祝日除く）    

（２）高田地区にて、WS×10 回(1, 3 水曜日)/ＨＤ（2, 4 水曜日） 

（３）南部地区大淀町にて、ＷＳ＆ＨＤ×5 回（11, 12, 1 月の水曜日) 

２２２２....     e-AAC 事業事業事業事業「「「「パソコンパソコンパソコンパソコン教室教室教室教室」」」」    

（１）耳成公民館上期同テーマ×10 回＆フォロー (2, 4 土曜日) 

（２）NTT 電友会上期同テーマ×10 回＆相談ｺｰﾅｰ (2, 4 火曜日) 

（３）生涯学習財団・富雄公民館「エクセル初級」(H24/2/23 を予定) 

３３３３....    奈良市奈良市奈良市奈良市近鉄学園前近鉄学園前近鉄学園前近鉄学園前パラディパラディパラディパラディ「「「「ワンコインワンコインワンコインワンコイン・・・・パソコンパソコンパソコンパソコンなんなんなんなんでもでもでもでも相談相談相談相談」」」」    

10/20 オープン、11～12 月の木曜日、１月以降も計画中    

４４４４....    宇陀市中央公民館宇陀市中央公民館宇陀市中央公民館宇陀市中央公民館菟田野分室菟田野分室菟田野分室菟田野分室「「「「パソコンパソコンパソコンパソコン教室教室教室教室」」」」 

（１）H24/2/25「親子教室」を予定 

（２）来年度「パソコン教室」を計画中 

 ①ワード、②エクセル、③デジカメ、④ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、⑤ﾂｲｯﾀｰ他 

５５５５....    奈良奈良奈良奈良 NPONPONPONPO センターセンターセンターセンター「「「「NPONPONPONPO リーダーリーダーリーダーリーダー養成講座養成講座養成講座養成講座」」」」    

H24/1/29, 2/5, 2/12, 2/19   於：奈良ﾏｰﾁｬﾝﾄｼｰﾄﾞｾﾝﾀｰ 

①ホームページ制作 ②活動 PR 講座 ③文章表現力講座 

④情報収集と発信力・マスメディア活用講座 

６６６６....    KCNKCNKCNKCN パソパソパソパソコンコンコンコン相談相談相談相談サービスサービスサービスサービス業務業務業務業務  

委託業務要請の話があります。 

「「「「第第第第３３３３部会部会部会部会」」」」からのからのからのからの報告報告報告報告        パソコンパソコンパソコンパソコン研修研修研修研修    
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NPONPONPONPO
法人法人法人法人

http://eaac.sakura.ne.jp/ 電子自治体電子自治体電子自治体電子自治体アドバイザークラブアドバイザークラブアドバイザークラブアドバイザークラブ
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法人法人法人法人
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帝塚山大学経営情報学部教授高瀬宜士先生座長の下で定例の

「情報セキュリティ講座」を開催中です。 

東日本大震災で多くの自治体、企業において危機への対応と事業

継続の確保の重要性が明らかとなってきています。この大震災を教訓

に、事業継続について、また最近ソニーの個人情報漏えい問題なども

含め、クラウド時代の情報セキュリティについて最新状況とその対策に

ついて 3 回シリーズで講演していただきます。 

第 1 回と第 2 回が帝塚山大学経営情報学部 高瀬研究室との通算

2 回目の共催です。第 3 回は奈良県電子自治体推進協議会との初め

ての共催で奈良県と日本マイクロソフト株式会社が覚書を締結した

ICT*２を活用した『地域活性化協働プログラム』の研修になっています。

奮ってご参加下さい。              （ICT*２： 情報通信技術） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    
    

    

    

募集開始募集開始募集開始募集開始（（（（年末年末年末年末をををを予定予定予定予定））））いたしましたらいたしましたらいたしましたらいたしましたら多多多多くのくのくのくの皆様皆様皆様皆様にごにごにごにご参参参参

加加加加いただけるよういただけるよういただけるよういただけるよう協力協力協力協力をおねがいしますをおねがいしますをおねがいしますをおねがいします。。。。また、開催テーマ

や実施要綱など皆様のご要望、ご意見がありましたら、事務局

までご連絡下さい。 

 

• ヘルプデスク、各種会議・打合せなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発発発発 行行行行 

特定非営利活動法人 

電子自治体アドバイザークラブ(e-AAC) 

編編編編 集集集集 

e-AAC編集部 

（ご連絡先）e-mail:  e-aac@nifty.com  

ホームページ:  http://eaac.sakura.ne.jp/ 

「「「「第第第第４４４４部会部会部会部会」」」」からのからのからのからの報告報告報告報告    
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事務局事務局事務局事務局からのごからのごからのごからのご連絡連絡連絡連絡    

平成平成平成平成 23232323 年年年年 9999 月月月月 26262626 日日日日、、、、10101010 月月月月 17171717 日日日日、、、、31313131 日日日日    

『『『『事業継続事業継続事業継続事業継続ととととクラウドクラウドクラウドクラウド時代時代時代時代のののの    

情報情報情報情報セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ』』』』    

３３３３回回回回シリーズシリーズシリーズシリーズをををを奈良商工会議所奈良商工会議所奈良商工会議所奈良商工会議所にてにてにてにて開催中開催中開催中開催中 !! !! !! !!    

平平平平成成成成 23232323 年下期年下期年下期年下期    ＮｅｗＮｅｗＮｅｗＮｅｗセミナーセミナーセミナーセミナーのごのごのごのご案内案内案内案内    

『『『『スモールワールドスモールワールドスモールワールドスモールワールドとととと新携帯機器新携帯機器新携帯機器新携帯機器のののの利活用利活用利活用利活用』』』』    

～～～～行政行政行政行政・・・・在宅主婦在宅主婦在宅主婦在宅主婦・・・・高齢者高齢者高齢者高齢者とのとのとのとのネットワークネットワークネットワークネットワークづくりづくりづくりづくり～～～～    

((((予定予定予定予定) ) ) ) 平成平成平成平成 24242424 年年年年 1111 月月月月、、、、2222 月月月月        会場会場会場会場：：：：奈良女子大学奈良女子大学奈良女子大学奈良女子大学    

e-ACC    活動活動活動活動のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介    

    e-AAC の活動も広がってきました。23 年度下期は、奈良県

内、６ヶ所で、パソコン教室を開催します。  

 e-AAC 新大宮教室 （開催中） 

 e-AAC 耳成教室 （開催中） 

 e-AAC 高田教室 （開催中） 

 e-AAC 学園前教室（10/20～、毎週木曜日 AM） 

 e-AAC 大淀教室 （10 月～12 月） 

 e-AAC 宇陀教室（宇陀市中央公民館で計画中） 

ご関心のある方は、第３部会、または、事務局まで、 

お問合せください。 

 

学校教育学校教育学校教育学校教育のののの情報化支援情報化支援情報化支援情報化支援    

  

 

平成２２年５月１１日、政府の IT 戦略本部は『「新たな情報通

信技術戦略（教育関連）』を決定しました。 

重点施策  ①子どもたちへの情報教育 

        ②教科指導における ICT 活用 

        ③校務の情報化 

教員がこれらに対応する能力を育むことができるよう支援す

ることが求められています。 

e-AAC は、『学校教育の情報化支援」』事業を奈良県に 

提案していましたが、９月１日採択されました。 

奈良市教育委員会のご協力を得て、取組んでいきます。 

ご関心のある方は、事務局まで、ご連絡下さい。 

 

協賛団体協賛団体協賛団体協賛団体 

シャープシャープシャープシャープ株式会社株式会社株式会社株式会社 

セミナーセミナーセミナーセミナー    

e-ACC 

ワークショップワークショップワークショップワークショップ 

事務局連絡先事務局連絡先事務局連絡先事務局連絡先：：：：    

e-aac@nifty.com    

 （県民だより奈良８月号より） 


