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講座企画・創り手の魅力と楽しさ 
今回の特集は、これまで大学塾や受託講座において実際に講座を企画された皆さんが、その過程や開催後

に感じた『講座企画の魅力と楽しみ』を紹介いたします。そして、その事に多くの会員の皆さんが関心を持ってく

ださり、参画されることを願って掲載いたしました。あだち区民大学塾企画会議・検討会議、受託講座検討会等

を通じ、新年度の講座事業に皆さんのアイデアを反映させていきましょう。いつでも、どなたでも気軽にご参加く

ださい。（学習支援部） 

                                                   

 

 

 

 

★わたしの「講座企画の楽しみ」 「講座創りの悦び」                         （鹿島健一） 

区民が学ぶ・教える・創る・を基本の理念として平成１６年度に始まる「あだち区民大学

塾」は平成２１年度までに７４講座を開催し、受講者の支持を得てほとんどが成功裡に推

移している。私は専ら創る部門を担当してきました。講座内容のアイディアを浮かべ、区

内に在住か職場があるという講師を選び、ボランティア故一コマ５００円という薄謝でご理

解を頂いた上で講師との講座内容の検討になります。この課程では様々な紆余曲折が

あり、途中で投げ出したいと思うこともしばしば。多くの会員の手を煩わせて講座が成立

し好結果に終わった時の安堵感・達成感・悦びは何物にも代え難いものがあります。特

筆すべきは講師との接触を通じて未知の世界や知識を会得出来る事、強いて言えば自分の生き甲斐にも通じ

ると思える事です。 
 
★「交渉成立と運営」                               （安藤寿） 

自分が少々興味を持ち講師交渉が出来るのは、日本文学のほんの一握りの分野。

交渉は一分の可能性に賭け先ず大学塾の内容と構成、料金体系などを話してその段

階で講師候補に納得いただければ、後は“身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあり”を地で行く。

当然礼儀を欠くような対応はしない。交渉成立で一段落したあとは会員の皆様にチラ

シ、リード文など作って戴き開催運営を行っている。区民大学塾は会員の総力により

成り立っているものである。 

 
 
★「一緒に講座企画をやってみましょう」                               （岡田スミ子）       

楽学の会入会時は、自分に出来ることで人の役に立ちたい望みを持って入会され

ます。私も足立区の犯罪や学力低下ワーストワンから少しでもイメージを打開したい気

持で、生涯学習を通じて大人が心豊かになり地域社会に繋がっていけたらとの願いか

ら講座企画をしております。文章を書くのが苦手な自分が、“エッセイ”“足立の良さを

子や孫に伝えたい自分史”をはじめ、人と人との繋がりが希薄になっている為の“コミュ

ニケーション”の取り方、年齢と共に頑固になる“カタイ頭をやわらかく”の心豊かにす

る講座を実施しました。 

自分にとって受講者からの「ありがとう」の言葉と笑顔に励まされ、充実した気持に浸る時が幸せ一杯です。こ

れからも視野を広げ企画をしたいと思いますので、どなたか一緒に企画をやってみませんか？ 声をかけてくだ

さるのをお待ちします。
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★「講座開催の達成感と喜び」   

（秋本燿子）       

私が提案実施した講座は 2 件ありました。1 件は薩摩琵琶の語りと演奏による「平家

物語」、1件は「俳句のこころ」の講座でした。いずれも講師とはお付き合いがあり、区民

大学塾の趣旨を理解戴き、盛況理に終えました。両講座とも講師と受講者の間での一

部参加型の構成をしました。両講座共伝統文化であり、講座終了後のアンケートは評

判が良く不安と期待を抱えながら担当した甲斐がありました。 

この経験を踏まえて次の講座の交渉に入っております。会員の皆様のお力添えを

今後とも宜しくお願いいたします。 

 

 

★「企画の魅力と楽しみ、そして喜び」                      （今野君江） 
 企画の魅力はなんといっても、自分の日頃持っている「好奇心」や「学び」が具体的

に方策が見えてきた時です。そして、企画の楽しみは、企画がいろいろな立場の方々

の知恵や経験・討議や組織を通して実施され、区民の方々に提供されるという現実が

楽しみを倍増してくれる。最後に残るのは喜びです。講座のメインタイトル・講師の選

定・広報の手段・チラシのリード文など、数え上げれば切りが無いほど作業はあります。

でも、ああすれば、こうすればといいながら、作成の過程も楽しい。ひとりでは出来なくて

もみんなですれば素晴らしいものになるからです。また、それが「楽学の会」だと思って

います。 

 
★「３つの楽しみ」 

（田中国弘） 
私の講座企画の楽しみは３つに集約される。１つは「講師を通じて、これまでにない

地域の人、団体とのネットワークができたこと」である。特に好きな歴史分野での形成は

これからの人生において大きい。２つは「受講生からの満足の評価、感謝の言葉」であ

る。それも直接頂くと最高に嬉しい。やって良かったと思う。３つは「スタッフコミュニケー

ションで良好な人間関係」である。お互い苦労して初めて、喜びも共有でき、良好な人

間関係も生まれ会の活動の楽しさが増す。お勧めです。大学塾活動は。 

 
 

★「学んだことを伝えられたこと」                       （田中桂子） 
手持ちの資料から「何を、どのくらい」提供したら良いのだろうか？講座での時間の配

分などが頭の中をめぐらせていた事が今は「よろこび」に変わっています。きっかけは

「薬膳の講座」をと依頼された時でした。「健康とは」なんだろう？と、考えていた時期の

「人との出会い」が薬膳（東洋医学の考え）につながり１５年くらい楽しみながら真剣に？

学んできて健康につながる基本を私の大切なお友達に伝えたいと始めた教室、そして、

食を通して健康を維持する大切さを「もっと伝えたいな～」と思っていた時期の依頼に、

学んできたものを伝えられたことは楽しさにも変わっています。楽しく関わってきた事が

ひとつの講座になったこと、今は感謝をしています。 

 

 
★「企画は、苦る楽しい」（受託講座）                     （安田善英） 

講師はインターネット、図書館の情報端末、三省堂などで調べます。講師折衝

の多くはインターネットで行いますが、大学の教授は多忙な方が多く、他の講師

との交渉は出来ませんので、本当に焦ります。またその講師に断られることもあ

ります。しかし、集めた資料のおかげでその後の講師折衝がスムーズにいくこと

が多いので、貴重な期間だと思っています。１度も会ったことのない講師のため、

講座の開催まで不安な気持ちを持っています。今まで、ひとくちメモで受講者か

ら感謝の言葉はあっても批判的な事は一度もないので、企画者冥利と達成感を感

じています。 
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平成２２年度あだち区民大学塾第１ステ

ージ 
◆◆講座開催案内◆◆ 

 
講座名 講師名 開催日時 

外国人のための日本語講座 
拓殖大学日本語教育研究所講師 

小川 美紀 氏 
7/7,14,21 各(水) 

PM6時 30分～8時 30分

池波正太郎の世界を探る 市井文学研究家 
中島 勝正 氏 

7/3,10,17 各(土) 

PM2 時～4 時 

 「外国人のための日本語講座」 

日常会話はまあまあで

あるが、ひらがな、カタカ

ナを読むのが大変である

との悩みがある外国人に

対して、もう一度一緒に

ひらがなとカタカナを勉

強します。 

 
 
 

 

「池波正太郎の世界を探る」 

没後２０年を経過し今な

お池波正太郎の人気は衰

えない。その作品は単に小

説のみならずテレビドラマ・

映画・舞台などに脚色され

て私たちを楽しませてくれ

る。その人気の秘密は何な

のかを、正太郎の生い立

ちと経歴・作品を通して現

れる人柄・食通ぶり・ 

親子・夫婦愛・師弟関係などを探る。 

★上記講座が開催されます。会員の皆さん、協力し成功させましょう。 

大学塾講座運営スタッフへの参加をお待ちします。 

申込先：事務局 電話・FAX 03-5813-3759 平日 1 時～5時 

E-Mail：takeo-wg@cj9.so-net.ne.jp （ボランティア活動推進部 江川武男） 
       kkaneko1943@msn.com （ボランティア活動推進部 金子勝治） 
 

 

生涯学習センター講座運営ボランティア報告 
 NHK 連携講座 

特別展「細川家の至宝」関連文化講演会 

    平成 22 年 5 月 16 日に NHK と生涯学習センターの連携講座「細川コ 

レクション永青の至宝」は公益財団法人永青文庫学芸員三宅秀和氏を 

講師に迎えて 185 名の参加、講堂で開催された。 

    永青文庫のいわれから細川家歴代特に 6名については人となりと収集 

のお宝等を詳しく説明され、最後に細川護立のコレクションについて説 

明があった。 

    歯切れのいい解説とそれに伴う映像が素晴らしく飽きることもなく時間 

オーバー気味に終了するまで熱心に聞かれていた。 

素晴らしい講演会であった。  

なお、特別展「細川家の至宝」は東京国立博物館で 6月 4 日まで開 

催されている。                                       （石田佳久） 
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４月月例会報告 
４月２８日、会員２０名が参加して月例会が開催されました。代表の挨拶に続いて、「シニアのためのストレスケ

ア」と題しての講演がありました。 

講師は、楽学の会賛助会員であり、また今年度から静岡大学大学院客員教授となりました。㈱自分楽 代表

取締役 崎山みゆき氏にお願いしました。 

先月の、「ボランティアにいそしむ健康について」に続いて、元気に生きるための情報発信の講演となり、体と

心の健康・リフレッシュについて身近な問題として、考える講演となりました。 

ストレスは、仕事のプレッシャー、対人関係等若年層（働き盛り）だけでなく、シニアだからこそ多いとの話、また、

高齢者の「うつ」にならない為には「シニアのストレスケア｣は生涯学習の重要な課題であると、正しく認識し、理解

することが重要と思われました。 

そのためにも、ストレスに負けない、シニアのためのライフスタイル７か条を、かみしめ、実践しましょう。約１時

間と短い時間でしたが、有意義な講演でした。（講座内容は１５２号に同封いたしました。詳細は参照ください） 

その後、各部局からの連絡事項があり、無事終了しました。                  （ボラ活部 江川 武男） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

講座テキストより抜粋 

jib in ga ku ,Inc 2 2

ストレスに負けない
シニアのためのライフスタイル7か条

1 .毎日、 同じ 時間に起き る 「 寝だめ 」 は逆効果

2 .朝日を 浴びる

3 .軽い運動をする 特に柔軟体操

4 .「 整える 」 栄養素を摂る

大豆イ ソ フ ラ ボン 、 V B 1 ・ B 1 2 、 V Cなど

5 .身体を 冷やし すぎない

6 .趣味を 持つ (4 種類の趣味)

7 .プ ラ ス思考にこ だわり すぎない

講師 
静岡大学大学

院客員教授 
㈱自分楽 
 代表取締役

崎山みゆき氏 
 

大判・社会教育

の「今月の書評」

欄に「楽学ニュー

ス１５０号特集

号」についての

紹介と暖かい批

評が掲載されま

した！！ 
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             みんなの広場は、会員の憩いの場です。 毎号スペースを設けます。 

自由気軽に、趣味、生活の知恵、心に残った言葉などを寄稿してください。 

☆送付先は下記の相馬までお送りください。（300 字以内） 

FAX.03－3889－8202    E-mail: yoshi.soma@viola.ocn.ne.jp 
 

 
 

大切なモノ 

 

昨年も今年も、村上春樹の「１Ｑ８４」の発売の時期に合わせたように入院という事態に見舞わ 

れ、病院のベッドでハードカバーと格闘しながら旬の読書を楽しんだ。 

   年長の友人がいる。稀有の読書好きであるが、最近とみに目に負担がかかり、涙と痛さに苛まれ 

ながら読まずにいられないと言う。悔しさと情けなさはいかばかりかと思う。「老いるということは命とのたたか 

いに加え、どうしてもやりたいことがどうやってもできない現実とたたかうこと」だと言う。 

   モノ離れを潔しとし、せめて胸の中のモノは大切にしたいと読書三昧にうつつをぬかしていたが目の天敵 

がいたか。そのうち携帯やパソコンで読書ということになるのかしらん。                (木島叔子) 

 
   ふるさと自慢 ～長野県諏訪地方のオンバシラ～ 

 
私は長野県岡谷市生れです。岡谷市を含む諏訪地方には信濃一の宮、訪大社上社、下社があり、社 

は諏訪市神宮寺に前宮、奥宮、下社は下諏訪町に春宮、秋宮と各々二つの社計 4つの社がある。4 社と 

も四方を 4 本の御柱（ミハシラ）で守護されている。この御柱が古くから寅年、申年に建て替えられてきた。 

この御柱を山から曳きだし、各社の四隅に建てるまでを祭りとしている。 

祭りは｢山出し｣｢里曳き｣｢建て御柱｣に分けて行われる。4 月第一週の土日、上社の山出し、一週間後下 

社の山出し、その三週後に上社の里曳きと建て御柱、一週後に下社の里曳きと建て御柱と五週間諏訪地 

方は祭一色である。 
 

私の初参加は昭和 25 年、父親に連れられて山出しから全行程に参加し 

た。祭の度に 16 本の柱の担当市町が  決められる。今年は事故が報じら 

れた春 1(下社春宮の 1番柱)は岡谷市というように決められ、その地区の 

神社総代が責任者となって祭が進行していく。前回平成 16 年に 54 年ぶり 

に下社の御柱の全行程に参加することができたが、54 年前とは異って人出 

の多さに驚いた。 

祭が有名になり観光客も多く同時に地元の人達の参加も増えているとの 

ことである。楽学ニュース 4月号6頁の写真は上社山出しの大きな見せ場「木落し」寸前の御柱の雄姿である。 

             (酒井政雄) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなの
広 場 

「就労に役立つビジネススキルの基本を学ぶ」 
 
講師：当会賛助会員 木元栄子さん （キャリアカウンセラー） 
会場：生涯学習センター ５階 研修室３ 

日程：６／５、１２、１９  時間；１３時３０分～１５時 
 

会員の皆さまへ受講のご案内です。対象が「主に就労を目指す２０～３０代の若者」ですが、会員 

ご自身、またはご近所かお知り合い、お身内の方へご案内頂ければと思います。（受講料：１５００円） 

 

・申し込み先：生涯学習センターに電話または窓口へ（０３－５８１３－３７３０） 

・足立区の地域センターでも受け付けています。     

                                                         （広報部） 
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学びの場再発見 
～五色桜の歴史を誇る街～ 
江北地域学習センター 

住所 〒123-872 江北 3-39-4 

℡ 03-3890-4522  

[開館時間] 8:30-21:30 

[休館日] 原則第 3（月）年末、年始 

休館日に館内環境整備を実施。 

[館の運営] （株）ティー・エム・エンタープライズ 

（本年 4 月からの指定管理業者） 

[所長] 西口 陽介 

[館の構成] 

1 階は、区民事務所・図書館・受付・レクホール・中庭

にアトリウム。 

2 階は、体育館・トレーニングルーム・教養室・第一第

二学習室（区民事務所の実務を除き、館全体の大

家的業務を指定管理者が運営管理） 

 

[ミニコミ誌] とんとん・命名は昭和 58 年中国から

パンダのとんとんが上野動物園に送られてきた年に当

館が開設をしたのを機に行った。発行部数毎月

1,500 部。配布先は江北管内 19 町会、個人宅、他地

域学習センター等、地域密着を重点配布。 

今回は広報部、石田、尾島、安藤の 3人で訪問、

同行参加者は無し。センター西口所長には楽学ニュ

ース 147 号興本センター取材時にお会いしているの

で、2 回目になる。4 月 13 日（火）午前 10 時から 2 時

間あまり江北地域センター運営の思いをお伺いした。

内容は概ね次の様なものでした。 

 

[施設として区民に伝えたいメッセージ] 

図書館の認知度は高く、区民事務所も充分利用さ

れているが、学習センターの利用方法をミニコミ誌な

どを通してもっと多くの人々に知ってもらう。 

 

[利用の仕方、楽しみかた、学習のポイント] 

目下登録団体は 50、内訳は体育系が 19 文化系が

31 であるが、夜間に施設利用の余地があるので、ここ

に利用団体を増やしたい。 

[最新情報、センターが目指すもの] 

ベッドタウンの人達の利用を促進、コマ数の多い講

座を検討、人気のあった夜間講座、子供向けのクラシ

ックバレー、学習相談事業の開設などだが、今後の重

点目標としては待ちの姿勢から外へ出ての活動を目

指す。神社仏閣、高齢者施設、店舗、コミュニティ施設

との協働事業、消防署にＡＥＤを子供に見学させたり、

公園での太極拳、筋トレなどアウトリーチ活動を促進し

たい。 

 

[所長お薦めの周辺名所] 

1. 荒川土手の五色桜 

2. 神領堀跡ウォーキングコース 

[交通機関]（私鉄・都・はるかぜなどバス） 

1. 西新井駅西口→赤羽駅行椿二丁目下車 

2. 王子駅前→足立区役所行椿二丁目下車 

 

 

 

 

学びの場再発見取材を終えて 
本企画が実行されたのは平 20/1/29 楽学ニュース

第 127号郷土博物館をスタート。以後地域学習センタ

ーを取材対象に区域的には東側からのセンターを目

指した。本号掲載を以て 13 地域学習センター全ての

取材が完了した。隔月掲載であるからその間 2年余り

になる。 

センター訪問時には近在の会員の参加を得て感想

文の寄稿を得た。本シリーズが「我が町足立の成り立

ちとその良さ」を再認識していただけたなら幸いです。 

訪問先の関係各位のご協力に感謝申し上げます。 

 

               （広報部 石田、尾島、安藤） 
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運営委員会だより 

 平成 22 年 5 月度の運営委員会は 5 月 6 日(木)

に開催された。議事録を基に報告する。 
 

★議事 

１． 早坂代表からの報告及び提案 

1）21 年度の総会について協力要請があった。 

2）足立区生涯学習振興公社の研修会の報告。 

 4 月 22 日午後、（於）西新井文化ホール、 

 早坂・小林・緑川・鹿島が参加した。 

3）NPO 法人税制・寄付税制フォーラムの報告。

主催：シーズ・市民活動を支える制度をつく

る会｢市民公益税制プロジェクト・チーム中間

報告」を読む。5 月 11 日 19 時～21 時(於)研

究社英語センタービル、早坂・緑川・市川が

参加する。 

4)あだち区民大学塾・地域学習センター協働開

催について：4月 15 日、地域学習センター所

長会議で当会より講座実施に関する提案書を

提出。開催申し出の地域学習センターより随

時対応とした。円滑な運営のため地域センタ

ーとの窓口担当を事務局としたい旨提案があ

り、満場一致で窓口担当を事務局とすること

とした。 

5）6 月の運営委員会及び各部局会議の出席者 

 新旧のメンバーが出席して開催し、7 月から

の新体制運営に支障がないよう引継ぎ事項等

について協力の要請があった。 
 

２．あだち区民大学塾 

 1）講座検討会議：会議内容は議事録参照、次回

5月 14 日(金)・6月 16 日（水）各 15 時から。 

 2）講座企画会議：会議内容は議事録参照。次回

6月 1 日(火)13 時 30 分から。 
 

３．情報提供： 

  10 月 9 日・10 日に開催予定の生涯学習センタ

ー主催「あだちサークルフェア 2010」につい

て参加要請を受けたので、昨年と同様に参加

したい旨提案があり了承した。 
 

４．21 年度通常総会の資料内容について精査。 

  事務局で取りまとめた 21 年度事業報告・収支

報告、22 年度事業計画・収支予算の資料案に

ついて最終精査を行った。 
 

５．各部局からの報告及び提案  

 ＜学習支援部＞  

・部会 6月 7 日開催。 

・受託事業推進のため、講座企画案の提示準備。 

＜ボランティア活動推進部＞（A-net 担当） 

・部会 6月 10 日開催。 

・月例会は 6月 29 日、テーマは未定。7月は

暑気払いを計画(7 月 28 日「さくら」)  

＜広報部＞ 部会 6月 7・25・29 日開催。 

ニュース 153 号は 5月 25 日発行。HP は、6月

1 日更新予定。 

＜事務局＞ 部会 6月 8・30 日開催。 

・ 4 月 19 日に 21 年度の監査を受け、遺漏なき

ことを確認。5 月 25 日の総会に向け鋭意準

備中。 
 

６．その他 

7 月以降の運営委員会日程は以下のとおりに

決定。 

 7 月 1 日・8月 2 日・9月 1 日・10 月 1 日・ 

 11 月 1 日・12 月 1 日・1月 7日・2月 1日・3

月 1 日 

（緑川祥元） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 月 月例会の御案内 
 

6 月 29 日(火) 午後 6時半～ 

 

☆テーマ 

「新体制の発足、各リーダーが 

 取り組みや抱負を熱く語る」 
 

 

会員の皆様の参加をお待ちしてい

ます。 

 

（ボランティア活動推進部）
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生涯学習センター 
   ボランティア情報 

 

 ７月度のボラ募集のご案内をいたします 

幕末期『仁太坊』の革新的な奏法から、今や東北地

方の代表的な伝統芸能となった津軽三味線の真髄と

魅力を山本竹勇氏がお届けします。津軽民謡の『三

つ物』『五つ物』の定番から、ポピュラーミュージックな

ど幅の広いジャンルの演奏をお楽しみ頂けます。 

★皆様の参加をお待ちしています★ 

（ボランティア活動推進部） 

 
▼ ワンコインコンサート 
「山本竹勇による 

津軽三味線の真髄と魅力 」 
◎日時 ７月１０日（土）14 時～15時半 
◎会場 生涯学習センター 講堂 

◎募集人数 ８名程度 
◎活動内容 司会、受付、会場、記録など 
◎ボラ募集担当者 江川・金子（楽学の会） 

 

新しい自分との出会いを求めて………。 

   LET’S ENJOY VOLUNTEER ACTIVITY!  
 

★★★申し込み方法★★★ 
  ・区民大学塾事務局（PM１時～５時） 
   電話 03‐5813‐3759 
・メール  江川 takeo-wg@cj9.so-net.ne.jp 
      金子  kkaneko1943@msn.com 
又は「楽学の会」ホームページからも申し込めま

す。
http://gakugaku.web.infoseek.co.jp/ 

 
申込み締切り日 
「 山本竹勇氏による津軽三味線」     

6 月 26 日 （土） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

○運営委員会 

6月 1日(火) 午後3時～5時 研修室3 

○月例会 

6月29日(火) 午後6時半～8時半 研修室4 

○学習支援部 

6月 7日(月)  午後2時～4時 ワークルーム 

○ボランティア活動推進部 

  6月10日(木)  午後2時～4時 ワークルーム 

○広報部 

  6月 7日(月) 午後3時～5時 ワークルーム 

6月25日(金)  午後3時～5時 ワークルーム 

 6月29日(火)  午後3時～5時 ワークルーム 

○事務局 

  6月 8日(火) 午後2時半～5時  ワークルーム 

6月30日(水)  午後2時半～5時 ワークルーム 

○大学塾講座検討会議 

  6月16日(水) 午後3時～5時 研修室1 

○大学塾企画会議 

6月 1日(火)  午後1時半～3時 研修室3 

○ホームページ企画会議 

6月は月末の更新作業 

とします。 

 

 

★お問い合わせ＆ご意見等 

○「楽学の会」の運営に関するお問合せ 
事務局 緑川祥元 電話：03-3898-7753 

  E-Mail：midorikawa@cap.ocn.ne.jp 
 
○「ホームページ」に関するお問合せ 
広報部 田中国弘 電話：03-3856-9290 

  E-Mail：ku-tanaka@asahi.email.ne.jp 
 
 

  
 編集後記 

今月号の特集ページは新しい試みの内容で、編

集会議はいつになく活発な意見が交わされた。 「楽

学ニュース」を読んでいただくには、常に新鮮な記事

と読む方々が興味のある記事を作る事かと思う。 

広報部一同、心がけているがこれがなかなかむず

かしい。みなさんの関心度、ご意見ご感想を聞かせて

いただけたらと思います。 

（尾島美津江） 

楽学インフォメーション 
★会合のお知らせ★ 

◆「新鮮・楽しい・役に立つ」の HPです◆
・現在のアクセス件数は 23,000件(5/15)。 
  早坂代表からも、『今月号掲載の「社会教
育」書評者榛名俊彦氏もホームページをご

覧くださっていたと思われます。』との連

絡を頂きました。会の活動の全国情報発信

にお役に立っているようです。     

・話題の東京スカイツリーの会員写真を掲載

しています。日々成長する姿を是非ご覧く

ださい。トップ頁トピックス掲載 
（田中国弘）＜会員ページに入るには＞ 
ユーザー名 ：guest  

 パスワード ：haya0101  が必要です。
 

ホームページからのお知らせ 


