
寄付の
ことが
わかる本
～大人も子どももみんなで社会を良くするために～





　「寄付」や「社会貢献」、「NPO」という言葉を聞いて、どのような

ことをイメージしますか。これまでの見聞や体験などから何らかのイ

メージを描く人、どこか自分とは遠い存在、関係のないものとイメー

ジする人、また、なかなかイメージが思い浮かばない人もいるかもし

れません。

　今、これらの言葉が注目されているのはなぜでしょうか。社会の急

激な変化や大規模災害などに伴い、行政や企業とは異なる、ボランティ

ア・NPOによる市民活動の場が広がり、ボランティア参加や寄付といっ

た社会貢献活動がNPOの活動を支え、地域や社会の様々な課題解決

に欠かせないものになっているためと考えられます。

　「寄付や社会貢献という言葉はよく聞くけれど、どんなことをした

らいいか分からない…」、「寄付などの社会貢献は自分が行わなくても、

社会はまわる」そんな思いを持っている人もいると思います。

　自ら活動できないとしても、地域や社会の課題解決のために活動し

ている人たちを「寄付」などの「社会貢献」によって応援することは、

私たちの未来を共につくっていくことにつながり、本当はとても身近

なことです。

　この冊子は、神奈川県が高校生を対象に実施した「寄付の教室」を

通じて、高校生の皆さんが考えてくれたことを一人でも多くの人に届

けたいと思い、作成しました。私たち一人ひとりにどのようなことが

できるか、一緒に考えてみませんか。

　さあ、一歩踏み出して素敵な未来を一緒につくっていきましょう！
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寄付をしたことはありますか？
寄付についてどんなイメージを
もっていますか？
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赤い羽根

ユニセフ

赤十字

ランドセル

被災地支援

？？？
コンビニのレジ横の募金箱

有名人やお金のある人がすること

義援金

なんかあやしい



協力したい気持ちはあるけど…
自分には関係ないかも、
自分がしなくてもいいのでは？
と思っていませんか。
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「寄付」は同じ思いをもった人たちをつなげる糸
少しでも心が動いたなら寄付をしてみましょう
あなたの行動できっと未来は変わります
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そうだったんだニャ！



「寄付の教室」ってなに？

　「寄付の教室」とは、認定 NPO 法人日本ファンドレイジング協会が開発した児童・生徒向けの寄
付教育プログラムです。教育現場における寄付教育がほとんど行われていない我が国において、寄
付についての理解はもとより、「自らの多様な価値観に基づいて、寄付先を選ぶこと」「楽しみなが
ら寄付の成功体験をすること」を提供する数少ないプログラムのひとつです。

　子どもたちはこのプログラムを通して、社会課題を知り、自らの価値観で社会的な活動
を応援することの楽しさ、そして様々な価値観や考え方の違いを認識し、互いに助け合い
自分たちがベストだと考える応援方法を選択していくことの難しさなどを学びます。
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神奈川県での取り組み
　日本ファンドレイジング協会が認定する社会貢献教育ファシリテーターや認定ファンドレイザー・
准認定ファンドレイザーなどにより、県内各地で「寄付の教室」が展開されています。また県の
NPO 協働推進課でも主に高校生を対象にした寄付の教室を開催しており、令和元年度は湘南台高校
と横浜南陵高校の 2 つの県立高校で実施しました。2 校での実施の様子と参加した NPO を紹介し
ます。

神奈川県立湘南台高校
藤沢市円行 1986
https://www.pen-kanagawa.ed.jp/shonandai-h/
科目：ソーシャルデザイン　　履修生徒数：11 名
科目の目的：「現代社会」の基本的事項を踏まえ、現代の諸課題について主体的に考察し、公正に判
断するとともに、自ら人間としてのあり方や生き方について考察する力を養うことで、将来の主権
者としての自覚を持ちます。

時間
（所要時間） パート ねらい 内容

8：50（15 分） 導入 アイスブレイク 授業のポイント紹介、アイスブレイク

9：05（5 分） NPO への理解を深める
・企業と行政との対比から NPO を紹介
・ NPO を応援する方法を示す。その一つとして寄付を紹介
・寄付付き商品などを示して、NPO との関わりを示す

9：10（20 分） 展開 NPO と社会課題を知る ・NPO 法人より各 5 分で活動紹介
湘南遺産プロジェクト→湘南まぜこぜ計画→湘南栄養指導センター　の順で紹介

9：30（10 分） 個人ワーク ・1000 円寄付するとしたら、どの NPO 法人に寄付したいですか
・それは何故ですか

9：40（10 分） 休憩

9：50（20 分） グループワーク ・グループ（1000 円×人数）でどこに・いくらずつ寄付したいですか
・それは何故ですか

10：10（10 分） 発表 ・グループワークの結果を発表

10：:20（5 分） まとめ 寄付の達成感、各団体よ
り感謝を伝える

・各 NPO 法人から寄付に基づく感謝を伝える
　※順番は活動紹介と同じ

10：25（5 分） まとめの解説 ・寄付によってできる事をまとめて社会での役割を伝える

10：:30（10 分） 振り返り 各自プログラムを
振り返る

・振り返り学習
・アンケート記入
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神奈川県立横浜南陵高校
横浜市港南区日野中央 2丁目 26-1
https://y-nanryo-h.pen-kanagawa.ed.jp/
科目：社会福祉基礎　　履修生徒数：26 名
科目の目的：ノーマライゼイションが達成される社会を実現するために必要な基礎知識と技術を学
びます。また、社会福祉全般の諸課題を解決できる思考力や判断力をグループワークなどを通じて
身につけ、共生社会のあり方を学習します。

〈１日目〉
A クラス時間
（所要時間）

B クラス時間
（所要時間） パート ねらい 内容

9：50（15 分） 10：50（15 分） 導入 アイスブレイク 授業のポイント紹介、アイスブレイク

10：05（5 分） 11：05（5 分） NPO への理解を深める
・企業と行政との対比から NPO を紹介
・ NPO を応援する方法を示す。その一つとして寄付を紹介
・寄付付き商品などを示して、NPO との関わりを示す

10：10（20 分） 11：10（20 分） 展開 NPO と社会課題を知る
・NPO 法人より各 5 分で活動紹介

日本補助犬情報センター→国際連合世界食糧計画 WFP 協会→
アーモンドコミュニティネットワークの順で説明

10：30（5 分） 11：30（5 分） 個人ワーク ・1000 円寄付するとしたら、どの NPO 法人に寄付したいですか
・それは何故ですか

〈２日目〉
A クラス時間
（所要時間）

B クラス時間
（所要時間） パート ねらい 内容

9：50（15 分） 10：45（15 分） グループワーク ・グループ（1000 円×人数）でどこに・いくらずつ寄付したいですか
・それは何故ですか

10：05（10 分） 11：00（10 分） 発表 ・グループワークの結果を発表

10：15（5 分） 11：10（5 分） まとめ 寄付の達成感、各団体よ
り感謝を伝える

・各 NPO 法人から寄付に基づく感謝を伝える
　※順番は活動紹介と同じ

10：20（5 分） 11：15（5 分） まとめの解説 ・寄付によってできる事をまとめて、社会での役割を伝える

10：25（10 分） 11：20（10 分） 振り返り 各自プログラムを
振り返る

・振り返り学習
・アンケート記入
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特定非営利活動法人
国際連合世界食糧計画WFP協会

NPO法人
アーモンドコミュニティネットワーク

〒 220-0012 横浜市西区みなとみらい 1-1-1 パシフィコ横浜 6F　https://ja.wfp.org/

〒 224-0021 横浜市都筑区北山田 1-9-3 エキニワ北山田ビル 1 階 2 階　https://npoacn.or.jp/

01

02
●活動概要
　国連 WFP は、飢餓と貧困をなくすことを使命とする国連唯一の食糧支援機関である WFP 国連世
界食糧計画（WFP）と、それを支援する認定 NPO 法人である国連 WFP 協会という二団体の総称
です。WFP は災害や紛争時の緊急支援、栄養状態の改善、学校給食の提供などを活動の柱に、毎年
約 80 ヵ国で女性や子どもなど 8,000 万人に食糧支援を行っています。
●協力して欲しいこと
・寄付での支援：3,000 円の寄付で、緊急時に命をつなぐ栄養強化ビスケットを 100 人に届けるこ

とができます。 5,000 円の寄付で、子ども 1 人に栄養たっぷりの給食を 1 年間届けることができ
ます。 10,000 円の寄付で、乳幼児の栄養不良を防ぐための栄
養強化ペーストを 250 個届けることができます。

・広報、ボランティアでの協力：また各種イベントや事務作業を手
伝っていただくボランティア活動に参加したり、イベントを企画
して自主開催したり、支援の輪を広げる方法は様々あります。そ
のために必要なツールや資料の提供を行っています。

●活動概要
　生きづらさを抱える子どもと大人を支えるために、しっかりとその人の話しを聴き（＝傾聴）、何
に困っているのかを理解して、地域に「居場所」を作り、学習支援や発達障がいのサポートやカウ
ンセリングを行っています。不登校、外国につながる等の小中高生と家族の孤立を防ぐために、傾
聴に関心のあるボランティアと共に「アーモンド子ども食堂」や、（発達に凸凹のある人を中心とする）

「アーモンド凸凹コミュニティアートプロジェクト」を運営しています。一人ひとりが活き活きと生
活できるコミュニティ作りを目指しています。
●協力して欲しいこと
・寄付をする：「アーモンド子ども食堂」の運営費に寄付をして

ください。400 円で子ども１食分が賄えます。
・ボランティア参加する：「居場所」で学生ボランティアとして、

子どもたちと一緒に遊んだり、寄り添って学習に関わってく
ださい。年上の世代との関わりは、子ども達の心に良い影響
をあたえ、将来の「なりたい自分像」ができて、心の成長を
支えます。

子ども支援

国際貢献

9

参加 NPO
の紹介



特定非営利活動法人
湘南栄養指導センター

NPO法人
湘南遺産プロジェクト

〒 251-0037　藤沢市鵠沼海岸 1-15-29 高木和平記念館内　http://www.shounaneishi.org

〒 253-0053　茅ヶ崎市東海岸北 4-15-13　http://shonanisan.net/
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●活動概要
　湘南の歴史や文化を物語る「モノ」や「コト」を、
地域の住民が主になって、みんなで探し、見つけて、
選び、守り、育てて、未来に伝えていく市民活動が「湘
南遺産」活動です。
　選定は、市民や団体から、未来に残していきたい「湘
南遺産」候補を募集。次に、主に Web による市民投
票を実施。そして選定発表会を開催して、「湘南遺産」を選びます。これまで 25 件の「湘南遺産」
を選定しました。
　活動内容は、「湘南遺産」を探し見つける「湘南遺産ウォッチング」を適宜実施。また「湘南遺産」
を守り育て伝えていく、セミナーや写真展、ワークショップなどを行っています。
●協力して欲しいこと
・寄付：活動の啓発に、チラシを作成印刷して配布する、など活動経費になります。
・会員になってプロジェクトの活動に参加する：賛助会員／年会費 3,000 円
・０円で応援する：自分が応援したい「湘南遺産」候補に、投票期間中、誰でも投票参加できます。

●活動概要
　市民が心身ともに健康で文化的な生活を過ごすため、食を通して市民の健
康や保健・福祉の増進を目的としています。
・食と健康に関する講演会：ロコモティブシンドローム、お茶と海苔、リン

パマッサージなどの講演を開催。
・食の教室：「離乳食サロン mogmog」、「子どもの料理教室」、男性向けの料理教室「シニアの楽し

い昼食づくり」など、対象や季節にあわせたメニューで楽しく講座を開催。
・講師派遣：管理栄養士等が公民館や高校の部活動に出向き、料理教室やスポーツ栄養講座などを行

う。配食サービスや障害者保養施設の栄養指導・アレルギー対応のアドバイスを実施。
・イベントへの出展：行政や市民活動、地域のイベントなどへ出展し、食の提案や活動紹介を行います。
・レンタルスペース：団体施設を会員や、当団体の活動の目的に合った活動に貸し出し。
●協力して欲しいこと
・参加する：料理教室、講演会、地域との交流のためのイベント
・入会する：年会費 3,000 円
・ボランティア：事業やイベントのスタッフ（準備・手伝い）、広報活動への協力

地域振興

健康・保健・
福祉
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05

06

●活動概要
　2016 年４月から毎週月曜放課後に “ 宿題持って遊びにおいで～♪ ” と「寺子屋ハウス」を開設。
小中学生を中心に誰でも好きな時に来られる居場所を運営。毎回 20 ～ 30 人、毎年のべ千人を超え
る子どもの居場所となっています。大人との交流部屋、マンガ部屋、駄菓子屋あり、おやつはパン
屋さんからの差入れやスタッフと子どもでスープを作ったり。夕食を一人で食べている子には提携
飲食店でまかないを一緒に食べる仕組み「未来食堂」も活用。ひきこもっていた不登校の子が暫く
過ごしたのち学校に行くようになったり、中学には行かずに高校受験を目指すようになった子の個
別の学習支援なども実施中。大人と対戦する将棋大会や書道
の先生による書き初め教室、ハロウィン等で地元の大人との
交流もあり、地域の中に子どもを中心としたまぜこぜコミュ
ニティを展開中。
●協力して欲しいこと
とにかく子どもと全力で遊んでくれる若者求む！
寄付は学生ボランティアへの交通費、謝礼にします。

●活動概要
　日本で唯一「身体障害者補助犬（盲導犬・介助犬・聴導犬）に関する情報提供・相談業務」を専
門に行い、国内外の調査研究・アドボカシー活動をしている団体です。「補助犬」というキーワード
を切り口とした、障がい理解や UD（ユニバーサルデザイン）情報を発信しています。2002 年に身
体障害者補助犬法が成立しましたが、まだまだ社会全体に理解されておらず、全国の補助犬ユーザー
の６割が同伴拒否を経験しています。全国の相談業務にあたり、課題解決に駆けつけることもあり
ます。各種学校・企業等への福祉・人権・オリパラ教育としての「補助犬介在教育」も実施。全国
の補助犬＆ユーザーさんたちが笑顔で活躍できる社会＝全ての人に優し
い社会を目指して、様々な活動を展開しています。
●協力して欲しいこと
・一人でも多くの方に、正しく「補助犬」のことを伝えてください！
・当会の SNS に「いいね！」で応援してください！
・寄付を通して、補助犬ユーザーさん達の自立と社会参加を応援してください！
・ボランティアとして活動に参加してください！

子どもの
居場所

障害者
の自立

〒 251-0054　藤沢市朝日町 10-8「青少年会館」気付 ※移転予定　https://www.mazekoze.org/home

〒 223-0057　横浜市港北区新羽町 1688-1-B203　https://www.jsdrc.jp/

NPO法人
湘南まぜこぜ計画

特定非営利活動法人
日本補助犬情報センター
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　　寄付の教室を行う前に、高校生に今感じていることをそれぞれ聞いてみました。
　読者の皆さんは、「寄付」や「NPO」、「社会貢献」についてどのように考えていますか？
　どのようなイメージを持っていますか？一緒に考えてみてください。 

１．「寄付」、「ＮＰＯ」、「社会貢献」という言葉から連想する単語やイメージ、
これまでの経験など自由に書いてください。

Before

２．あなたは寄付をしてみたいと思いますか。
　　　　すごく思う　
　　　　　少し思う　
どちらともいえない　
　　あまり思わない　
　　　全く思わない　

３．あなたは寄付で世の中が良くなっていると思いますか。
　　　　すごく思う　
　　　　　少し思う　
どちらともいえない　
　　あまり思わない　
　　　全く思わない　
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授業前
アンケート

社会貢献

寄付

NPO

3人

4人

21人

17人

9人

9人

0人

0人

0人

3人

京アニに募金しました
災害が起こった際に、被災地や被災された人にお金などを送ること

すべての人が周りのことをちょっと気にして生きていれば、
こんな単語も必要ないと思う

非営利組織、ボランティア、いまいち何してるのかわからない

聞いたことはあるけど詳しくはわからない

NPOとNGOの違いがわからない

非営利でどうやって運営しているの？

高校生で何ができるのかよく分からない

大変そう、私にはムリそう

コンビニのレジの横の募金箱

いらなくなったものをあげる

社会のためにいいことをする

赤い羽募金

ボランティア

ユニセフ

ごみ拾い

事前
アンケート



　授業を終えて、高校生の皆さんが感じてくれたこと、考えてくれたことの一部を紹介します。
　寄付の教室を通して、NPO の活動内容を聞いたり、実際に自分が寄付するとしたら、なぜ、どこ
に、いくら寄付するかを想像することによって、授業の前と後では寄付や NPO などに対する考え方、
イメージが大きく変わったことがわかります。

１．「寄付」、「NPO」、「社会貢献」という言葉について思うことを、
それぞれ自由に書いてください。

After
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お金を出すことだけが寄付ではないと思った

寄付というのはただお金を渡すということではなく、
強い思いを持っている人の意思を後押しすることだと思った

寄付する時には、その団体がどのような活動を行っているか、
お金で解決できるものかどうか、しっかり考えて寄付したいと思った

手助けしたいと思っていても時間がないなどの理由でそれが
難しい人たちにとって、寄付はとても良い方法だと思った

少しの気持ちでも、何人もの人の命が救えることがある

寄付

授業後
アンケート

授業を通して興味がわいたし、他にどんな活動をしているか知りたい

団体はそれぞれ異なる目的で活動しているけれど、
原点は困っている人を助けたいという想いであると感じた

NPOと聞いたら積極的に協力したいと思った

コンビニと同じぐらいの数のNPOがあると聞いて驚いた

NPO
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２．あなたは寄付をしてみたいと思いますか。
　　　　すごく思う　
　　　　　少し思う　
どちらともいえない　
　　あまり思わない　
　　　全く思わない　

３．あなたは寄付で世の中が良くなっていると思いますか。
　　　　すごく思う　
　　　　　少し思う　
どちらともいえない　
　　あまり思わない　
　　　全く思わない　

0 人

0人

0人

0人

14人
20人

24人
10人

1人

1人

今日学んだことを家族や友達に伝えて、
社会に広がっていくと良いと思う

寄付やボランティアなど、できることからやって
いきたいと思った

その団体の背景や活動内容を見て、共感した団体に寄付や参加を
することが、自分にも相手にも良い社会貢献だと思う

自分は何も役に立たないと思っていたけど、自分にも
少しでもできることがあるとわかって良かった

誰でも幸せになる権利を持っているの
で、全員が幸せになれるように自分が
できることは少しでも貢献したい

社会貢献



４．いまの社会を良くするために、あなたはどんなことが出来ると思いますか。
もしくは、これからどんなことに取り組んでみたいですか。

５．今日一番印象に残ったことは、どんなことですか。

15

4000 円でこれだけ多くの人を助けることができるのだと思った

ボランティアに参加して、社会の現状を多くの人に伝える

他の人の意見を聞くことで、自分の考えになかったものを知ることができた

募金をしたり、マークのついているお菓子を買ったり、
できることはたくさんあると思う

日常の中で少しでも社会を良くする意識をもち、
募金など小さなことからやる

少しの寄付でも様々なことが良い方向に変わると分かったので、
自分にできる事を少しずつやっていきたい

「寄付＝お金」というイメージだったが、ボランティア参加など様々な方法
があることを知り、寄付という言葉がとても親しみやすいものになった

自分たちには関係ないと思っていたけど、ボランティアが意外と身近で
多く行われていることを知り、もっと広めていきたいと思った

マンガや本の寄付はしやすいと思った

まだ寄付できる年齢ではないので、ボランティアで応援したい

授業後
アンケート



NPOなど、社会貢献活動を応援する方法をご紹介！
　県内で活動している NPO 法人は、令和 2 年 1 月 31 日現在 3,631 法人あり（この数字は、コン
ビニエンスストアの店舗数と同程度と言われています）、多種多様な活動をしています。また、NPO
法人だけではなく、企業やその他の団体、個人として地域や社会課題の解決に向け活動している人
もたくさんいます。
　そういった地域や社会のために活動している人たちを応援する「寄付」などの「社会貢献」には様々
な形があります。自分にあった応援の仕方を見つけて、一緒に活動を支えたり、応援したりしてみ
ませんか？

応援の方法

あなたも応援してみよう！

① 知る ② 伝える

③ 参加する ④ 寄付する

・内閣府ポータルサイトを活用する
・市民活動支援センターを活用する

・イベントに参加する
・ボランティアに参加する

友達や家族に NPO の存在
や活動内容を伝える

・お金を寄付する
・会員になる
・モノを寄付する
・商品を購入する
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応援の方法はいろいろ

あるんだニャ！



まずは、どのような活動が行われているか調べてみましょう。

◆内閣府「NPO法人ポータルサイト」を活用する
　内閣府の「NPO 法人ポータルサイト」で、キーワード、エリア、活動分野等か
ら全国の NPO 法人を検索することができます。住んでいる地域や興味がある活動
分野等で、探してみましょう。

＜内閣府　ＮＰＯ法人ポータルサイト＞

 

( 出典 ) 内閣府「NPO 法人ポータルサイト」
<https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/>

◆市民活動支援センターを活用する
　市区町村の中には、市民活動支援センターを設け、域内で活
動する NPO などの紹介をしているところもあります。

①　知　る
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応援して
みよう！



　調べたり参加して得た情報を、友達や家族に話して、たくさんの人に知ってもら
いましょう。周りに伝え、その活動に共感する人の輪を広げることも、大きな社会
貢献の一つです。

「私が住んでいる地域では、こんな課題があって、
　　　　　　　　　　　課題解決のためにこんな活動があるよ」

「ボランティアに参加して、こんなことをしてきたよ！」

「私たちにもこんな支援の方法ができるよ！」

　興味がある活動や団体が見つかったら、参加してみましょう。団体によって、イ
ベントへの参加を募集していたり、ボランティアを募集していたり、関わり方は様々
です。どのような参加の仕方があるか、団体のホームページ等で調べてみて、あな
たに合った参加の仕方を見つけてみましょう。

◎ボランティア募集の掲載例
（NPO 法人国際連合世界食糧計画 WFP 協会 HP より）

②　伝  え  る

③　参 加 す る
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　イベントやボランティアに参加することは難しいけれど、NPO 活動を応援した
いという方にぴったりなのは、寄付という方法です。お金やモノを寄付したり、方
法は様々です。
　自分にあった寄付の方法を見つけてみましょう。

◆お金を寄付する
　応援したい団体が見つかったら、寄付してみましょう。団体に問い合わせるか、
ホームページ等で調べてみましょう。

◆モノを寄付する
　寄付にはお金だけでなく、モノを寄付する方法もあります。使わなくなったけど
まだ使えるものが、誰かの役に立つかもしれません。

◆会員になる
　会員になって、継続的に支援を行う方法もあります。会員は通常、大きく分ける
と正会員と賛助会員の 2 種類があります。団体によっては、ニュースレターなどの
広報誌が届いたり、一定のサービスを受けたりすることができます。このほか、利
用会員やファミリー会員などニーズに合わせた会員を設定している場合もあります
ので、団体のホームページをのぞいてみてはいかがでしょうか。

◎会員募集の掲載例
（特定非営利活動法人日本補助犬情報センター HP より）

④　寄 付 す る
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応援して
みよう！



◆寄付付き商品を購入する
　購入することで、その売り上げの一部などが団体へ寄付される商品があります。
◎レッドカップキャンペーンについて（NPO 法人国際連合世界食糧計画 WFP 協会）
レッドカップキャンペーンに賛同する企業より、キャンペーンマークのついた商品
が販売されています。その商品を購入すると、売り上げの一部が学校給食支援に役
立てられます。

　その他にもチャリティイベントやウィッグを作るための髪を寄付
するヘアドネーションなど、たくさんの応援の方法があります。自
分にあった方法を見つけてみましょう。
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　この冊子を読んで寄付が少し身近に感じられたでしょうか。
　地球温暖化、少子高齢化など、私たちを取り巻く社会課題は、ますます深刻
で複雑なものになっていくと考えられます。それらの課題について、誰かの助
けを待っているだけでは何も解決しません。私たちの社会の課題は、私たち自
身が考え、話し合い、行動し、解決していかなければならないのです。「寄付」
はそのためのとても有効な手段のひとつです。もちろんこの冊子でみてきたよ
うに、「お金を寄付する」ということ以外にも、私たちにできることはたくさ
んあります。
　少しでも心が動いたら、行動してみてください。まずは身近なところにある
NPO を探してみましょう。そして勇気を出して NPO の人に声をかけてみま
しょう。あなたの勇気ある一歩は必ず幸せな未来につながっていくはずです。

　「寄付」についてみんなで考えてみたい。ウチの学校でも「寄付の教室」をやっ
てみたいと思った方は、以下のお問い合わせフォームよりご相談ください。

●神奈川県政策局政策部 NPO 協働推進課へのお問い合わせフォーム
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/
offerList_detail.action?tempString=SF0223

寄付のことがわかる本
～大人も子どももみんなで社会を良くするために～
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