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竹内 さんぐりあの読者の方には垂井町

などが残る歴史のある町でもあります。JR

づくりにかかわっているソムニードの専務理事でもある
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第4回フェアトレードデイ垂井
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やはり、地域づくりという原点を忘

れずに、流域単位やグローバルな視点を
加えた活動をしていきたいです。そして

竹内 どうもありがとうございました。
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泉京・垂井

〒503-2121 岐阜県不破郡垂井町
1791番地1(JR垂井駅から徒歩3分)
TEL：0584-23-3010
FAX：0584-84-8767
E-mail：info@sento-tarui.org
ホームページ：
http://sento-tarui.blogspot.jp/
ブログ：
http://sento-tarui-blog.cocolog-nifty.com/blog/
開所日：月〜土曜日
（日曜日休み）
開所時間：9時30分〜17時30分
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