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私は、私を強くして下さる方によって、
どんなことでもできるのです。
聖書
ト ムです。 最近、 暑く て具合
が悪く なっちゃったの。
これでも人間なら 8 0 歳く ら
いのおじいちゃんだから
ね・ ・ ・
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先生が病院に連れ
て行ってく れて、
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特集 遊び
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山鳩会のみなさん、 お元気ですか？
西日本豪雨による被害を受けられた会員の方々にはお見舞い申し上げます。 一日も早い復興を心からお祈り 致しま
す。
先日、 粟野が阿部名誉会長をお訪ねしました。 お会いして挨拶するなり 、「 ６ 月２ ３ 日の運動会は大丈夫でしたか？
お祈り していました。」 とおっし ゃいました。 幼稚園の保育活動は勿論、 子ども達や同窓生の皆さん、 教職員のこと 、
同窓会の働き、同窓会会員のことを心にかけてお祈り して下さっています。阿部先生は
「 何もできなく てすみません。」
と仰いますが、 同窓会・ 幼稚園は阿部名誉会長先生はじ め多く の諸先輩のご理解とご支援があって存在しているので
す。 今回の訪問でも、 そのこと を再確認してきました。 祈り に覚えて下さっている方がおられることを知る時、 私た
ちは心強いですね。
ご支援く ださるみなさまに心から感謝しており ます。

幼稚園卒園おめでとう
おかだ たくみ

（ 同窓会副会長・ 園長粟野桂子記 ）
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山鳩同窓会の皆様、 お元気でしょ う か？新一年生の皆さんは小学校生活に慣れてきまし
たか？
今回のテーマは「 遊び」 です。 子ども時代の遊びは自主性、 協調、 共感、 役割、 責任、
他者との関わり方など大人として必要な能力を身につけるためにきわめて重要であると言
われています。 幼稚園時代に自主性を尊重してもらい、 様々な遊びにチャレンジした卒園
児の皆さんに幼稚園時代の遊びの思い出、 今挑戦している遊び、 遊びへの思い…。 自由に
書いていただきました。

大すきな自てん車のり
すどう

やまと

（ 2 0 1 5 年度卒 小学3 年生）

ぼく が今、 一ばんすきな遊びは、 自てん車です。 土曜日や日曜日になると、 お父さんと
自てん車で遠く まで行きます。 この間は朝早く から、 お父さんと 二人で自てん車で山形市
なり さわまで行きまし た。 と 中、 たく さ んの公園によって遊んだり 、 休けいをしながら、
がんばって行きました。 少しつかれたけれど、 帰り
には、いい田温せんでゆっく り おゆにつかり 、また、
おべんとう を食べたり して、楽しく 帰ってきました。
べつの日には、 七日町に行き、 本やさんや、 パンや
さんで、 かいものをしたり 、 図書かんで本をかり た
り しました。 こう した自てん車でのお出かけがとて
も楽しいです。
さいきんは、一年生の弟も、ほじょ り んが外れて、
上手に自てん車にのれるよう になったので、 少しず
ついっしょ にお出かけする事ができるよう になり ま
した。 弟にも、 交つう ルールを教えてあげて、 早く
三人で遠く に行けるよう になり たいです。
これからもあんぜんに気をつけて、 自てん車を大
切に使いながら、いろんな所に行きたいと思います。

遊びは自由・ 幸せ
こ まつ

あんな

小松 杏椰（ 2 0 1 2 年度卒 小学６ 年生）
私は遊ぶことが、 一番好きです。 楽しく て遊ぶことで、 気持ちが満たされ、「 幸せ」 に感
じることができるからです。
学校では、 友達と休み時間に、 キーボード をひいたり 、 ときどき体育館やグラウンド で
ド ッ チボールをして遊びます。 私は毎日、 早く 休み時間にならいかな、 と思いながら授業
を受けています。 多分、 私以外の人でもそう 思っている人は少なく ないと思います。 休み
時間はみんなそれぞれ、 みんなそれぞれ自由に行動し ています。 サッ カーをする人、 ド ッ
チボールをする人、 本を読む人、 絵をかく 人。 キーボード をひく 人、 休み時間は自由なの
で、みんな様々なことをしていて楽しそう です。遊びは自由です。好きなことをして遊ぶ、
好きなこと をし て遊ぶ、 好きなことをすると心にゆと り がもてて、 その後の授業も、 気持
ちを切り 替えて受けることができます。
最近子供が外であそぶこと が少ないよう です。 その原因の一つはゲーム、 べつにゲーム
が悪い、 と は言っていません。 ですが、 外で遊ぶより もゲームをしている方が楽しい。 と
いう 人が多く て外での遊ぶのは、 幼稚園だけで、 休日はほとんど、 ゲームのＤＶ Ｄを見て
過ごしています。
私が小さ かった頃は、 みんな公園などで力いっぱい走り まわって遊んで、 楽しかったの
を思い出しました。 あらためて、 私は遊ぶことが一番好きです。

遊びの思い出
ひろ いけ

廣池

しゅんた ろ う

旬太郎 （ 2 0 1 1 年度卒 中学1 年生）

この春、 中学校に入学しまし た。 小学校はずっと私服だったので制服を着るのは幼稚園
以来です。 僕は小学３ 年生から父の転勤で仙台に引っ越し ましたが、 秋のファミ リ ーフェ
ローシッ プは友達にも会えるし、 おにぎり 作り も楽し かったので、 毎年仙台から参加して
いました。
幼稚園で一番の思い出は、 工作とト ランポリ ンです。 特に工作では身の回り のごみと な
ってしまう ト イレッ ト ペーパーの芯や段ボールでギタ ーを作り 、 使えなく なったものが新
しいものに変わっていく 面白さを体験しました。
いま僕がはまっているのはバスケッ ト ボールと 勉強です。 バスケは小学４ 年の時から続
け、 青葉区の選抜チームに選ばれました。 中学校の部活と 選抜チームの練習で毎日く たく
たですが、 勉強も欠かしません。 特に数学で難しい問題を解けると嬉しく なり ます。 世界
史の授業ではキリ スト 教が誕生し た歴史の話が出まし たが、 幼稚園で少し学んでいたので
よく 理解できました。 僕は小学校のときはバスケの練習ばかり で、 家でもバスケの漫画を

読んでいるだけのバスケ一色の生活でした。 でもいまはメ インが勉強
になっています。なぜそんな風に変化したのか自分でもわかりません。
でも幼稚園でも小学校でも僕は何か１ つのことに集中して取り 組んで
きたと思います。 小学校の低学年はサッ カー、 高学年はバスケ、 そし
て幼稚園では遊びでした。 ひたすら遊んでいた記憶しかありません。
だからなのか幼稚園で過ごした２ 年間は、 僕にとって素晴らしい思い
出です。

幼稚園の遊びは特別！
あ べ

阿部ともな （ 2 0 0 7 年度卒 高校2 年生）
「 遊び がテーマなのだから今の女子高生の間ではやっている遊びについて書こう ！」 と
思って原稿用紙に向かったはいいものの、 何ひとついいネタが思いつきません。 それもそ
のはず、 現代の女子高生（ Ｊ Ｋ） の間には 遊び と 言えるよう なものは特にないんです
よね〜。
（ まぁ、モッ ツアレラチーズゲームなど一時的にヒッ ト したものはあるけれど・・・ ）
という ことで気持ちを入れ替えて私が幼稚園に通っていた頃の話でも書く としまし ょ う
か（ 笑） 私が今でもはっきり と覚えている遊びといえば、 プリ キュアごっこ
っこ

魔法の（ ？） ステッ キづく り ごっこ

おう ちご

の三つです。 まずは一つ目の プリ キュアご

っこ ・ ・ ・ はい、 ご想像の通りプリ キュアになりきるという いたってシンプルな遊び。 た
だし悪役になり たがう 子が絶対にいないんですよね。 だから私のときは壁を敵にみたてて
ひたすら足でけっていまし た。 今の私が公園と かでやってたら絶対に警察に声をかけられ
ちゃいますね。（ ヘタしたら器物損壊で罪に問われるかも・ ・ ・（ 笑））
二つ目は今でも（ おそらく ） 大人気であろう

おう ちごっこ 。 普通なら、 お父さん、 お

母さんがいるはずなのに今思い出すと私が昔遊んでいたと きは、 お姉ちゃん、 妹、 ペッ ト
（ たいていは猫のタマか犬のポチ） という メ ンバー構成し かあり ませんでした。 現実的に
ツッ コミ をいれるのならば、 この世の中、 子どもとペッ ト だけで生計を成り 立たせるなん
てシビアな設定なんだ！って感じ なのですが・ ・ ・ ま、 遊びなんだから設定なんてなんで
もあり ですよね！（ 楽しさ第一。 これ大切。）
さて、 最後の三つ目である 魔法の（ ？） ステッ キづく りごっこ 。 名前を聞いただけで
は大方イメ ージできてもよく 分かり ませんよね。（ 我ながら斬新なネーミ ングセンス！） こ
の遊びはいたって単純。魔法の
（ ？） ステッ キを作るんですよ。誰が？幼稚園の先生が
（ 笑）
そう 、 この遊びは園児たちが先生に新聞紙をまるめてつく ってもらう という なんかもう 名
称に ごっこ

つける必要あるの！？し かも女の子っておそろいが大好きだから一度に十

人ぐらいが作ってもらう んですよ。 一人三回作り 直し てもらう と し て十人×三回で三十
本・ ・ ・ 中村けいこ先生、ゆき先生、あの時はあり がとう ございました。（ ちなみに名称に？

がついているのは、 ステッ キの使い道をまったく 思い出せないから。 当時のヒッ ト アニメ 、
おじゃまじょ ド レミ

の真似でもしてたのでしょ う か？・ ・ ・ 謎ですね（ 笑））

さて、 今回紹介したこの三つの遊び。 内容はどれも独特なものでしたね（ 笑） でも、 こ
んなユニークな遊びは幼稚園児だからこそ思いつく 特別なもの！幼稚園児だからできる遊
び！なのでこれからも子ども達にはたく さ んユニークな遊びを作っていってもらいたいで
す！！

遊びについて
あいづ

けいいちろう

會津 圭一郎 （ １ ９ ７ ０ 年度卒）
「 遊び」 は誰でもいつでも出来るはずなのに、 子供の頃が一番遊んでいた。 二番目が、 子
供が小さい頃に一緒に遊んだ時期だったのではないだろう か。 改めて思い返したとき、 自
分が、 そして子供と遊んでいた時期が楽しい素敵な時間でもあった。 最近は子供もおおき
く なり 親と遊んでく れなく て、 ちょ っと寂しいのだが。
一人で遊んだり、 仲間と遊んだり と時間があれば遊んでいるのが子供。 ごっご遊び、 集団
での遊び、 そして人数が少ない、 使える場所が狭い等々の理由で皆でルールを変えての遊
び。 自由な発想でルールに縛られることもなく 、 創造性を高める事ができる唯一の手段が
「 遊び」 であると改めて思う 。 社会人となり、 親になった現在、 大人に足り ないのが「 遊
び」 の精神ではないだろう か。 精神的自由を伴う 遊びができれば、 イノ ベーショ ンを起こ
すことが出来る大きな要因となり える。 更に遊びはネッ ト ワークの構築にも役に立つ。 こ
れからの時代を生き抜く ために必要なイノ ベーショ ンと個々のネッ ト ワーク構築が遊びか
ら学べる、 だからこそ子供も大人も遊びが大事、 なので大人の皆さんは大人と子供の「 遊
び」 には寛大になってほしい。

大好きな東原幼稚園
コスモスポーツクラブの安齋 努（ あんざい つとむ） と申します。
私は、 毎週月曜日に東原幼稚園の『 かわいい』 子供達に体操指導をさせて頂いて
おり ます。東原幼稚園で体操指導をするよう になって、なんと今年度で 1 5 年目！1 5 年前
に初めて東原幼稚園に来た時は、 私は社会人 1 年目で右も左もわからないよう な状態でし
たが、 粟野園長先生や先生方はと ても温かく 見守って下さ いまし た。 私は、 東原幼稚園、
そして東原幼稚園の子供達に育てていただいたと言っても過言ではあり ません！！

・ 個性を大切にする
・ よいところを伸ばす
・ 小さな喜びをほめる
・ みんなが一人一人をほめる
・ 一人一人の成長のスピード は違う
・ 子ども自身が興味を示すまで待つ
学んだ事をあげればきり があり ませんが、 これらの事は、 私の体操指導においての礎とな
っています。 そして私は、 子供の成長を 1 番に考えている東原幼稚園が大好きです。 これ
からも、 大好きな東原幼稚園と子供達の為に、 全力で体操指導をさせて頂きます！！どう
ぞ宜しく お願い致します！

第6 8 回創立記念日に寄せて
かなざわ

第4 0 回卒 金澤

あゆみ

歩

（ 旧姓奥山）
創立6 8 周年おめでとう ございます。
一昨年に長女が東原幼稚園を卒園し、 今はほしぐみで長男がお世話になっており ます。
私事ですが、埼玉から私の故郷である山形へ家族で引っ越して２ 年が経とう としてい
ます。共働きなので、埼玉では子どもたちは保育園に通っていました。せっかく 自然豊
かな山形に帰るのなら、子どもたちには今まで体験できなかったよう なことをたく さん
体験してもらいたいと考えていました。
私も 3 0 年ほど前に東原幼稚園に通っていました。二つ年下の妹、いとこ４ 人も東原
幼稚園を卒園しており、 一族がお世話になり ました。 田植えや稲刈り 、 餅つき、 陶芸な
どは幼稚園で初めて経験したことで、他にも季節ごとにザリ ガニ釣り 、芋ほり 、リ ンゴ
狩り などたく さんの楽しい思い出があります。縄跳びや跳び箱も頑張り ました。妹が入
園した際には泣いて母から離れない妹の面倒をみるために、ももぐみまで通っていまし
た。学年を超えて自由に遊べるのも魅力でした。子どもの頃は、当たり 前だと思ってい
ましたが、 自分が子育てをしてみると、 その環境は 特別なもの だと気づきました。
園長先生をはじめとする先生方や東原幼稚園のご努力の賜物だったのだと思います。

「 やっぱり 東原幼稚園がいい!」 と 思い、 問い合わせをしたときに、 すぐに粟野先生
からお電話をいただきました。粟野先生が変わらず園長先生でいらっしゃることが嬉し
く 、入園の際には色々と相談に乗っていただきました。保育園からの途中入園で、心配
していましたが、昔と変わらぬパワフルな粟野先生の笑顔と「 大丈夫！」 の一言でその
心配は吹っ飛びました。
ひよこぐみで入園した長男もほしぐみとなり 、たく ましく 成長しています。遊ぶお友
達もどんどん増え、楽しい園生活を送っているよう です。とても感謝しており ます。こ
れからもたく さんの体験をして、先生方に見守られながらお友達と一緒に大きく 成長し
てほしいと願っています。

金澤さんは当園の第４ ０ 回卒園生で、 お子さんのいつきく んは、
現在ほしぐみに在園中です。 〜金澤様、 あり がと う ございました〜
（ この原稿は幼稚園創立6 8 周年に寄せていただいたものです。）
★幼稚園のホームページの中に、 HIGASHIHARA HISTORY とし
て沿革を掲載し ており ますので、 ご覧く ださい。

幼稚園便り
山鳩同窓会のみなさんの様子を風のたより で聞いて、一人ひとり のことを覚え、全てをご存知のイエスさ
まに、 それぞれの必要に応えてく ださいと祈っています。
幼稚園の近況報告を申し上げます。
長年、労して下さった Miss 忍こと大橋忍先生とオールマイティ でなんでもしてく ださった大橋歩先生が
退職し、東京に引っ越されました。また、昨年ひよこ組の担任の辻友美先生も退職しました。 後任に山形市
出身の高内健先生と仙台市出身の佐藤泉先生と上ノ 山市出身の斉藤純子先生が加わり ました。よろしく お願
いします。
【 教職員からは「 遊びについて」 又は近況の報告 】
理事長 鳥居完次： 子どもの頃の遊びと言えば、 もっぱらメ ンコ、 ビー玉の世界でした！
園長 粟野桂子：「 せんせい、 あそぼう ？」 と言われると、 何をさておいてでも直ぐさま「 いいよ。 何して
遊ぶ・ ・ ・ ？」 と。 どちらかと言う と群れて遊ぶ・ 動的な遊びが性に合っているかもしれません。 じゃれ
つき・ 鬼ごっこ・ かく れんぼ等。 内心、 子ども達にはまだ負けないぞ。 と思っているのは自分だけ。
つき組 武田ゆき： わたしの大好きな遊びといえば、 やっぱり

こおり 鬼 かなぁ 。 鬼にタッ チされて固ま

っているとこに、 味方の友達から助けてもらう 時の子ども達の表情がとてもいいなぁ と思います。 こお
り 鬼 は仲間意識が高まり ますね。
つき組 川原子美和： 楽しそう ！面白そう ！と思う と、 すぐに挑戦してみたい私は、 以前、 手に収まり きら
ないく らい大きなコマを買いました。そのコマは、普通に回すことも出来るのですが…上手投げで回すこ
とも出来るのです。 何度挑戦しても、 上手投げでう まく 回すことが出来ずにいます。 今年こそは！
副園長・ 事務・ つき組： 高内健： 幼稚園や小学校のときは、「 ただいま」 と家に帰ると荷物を置いてすぐに
「 行ってきます」 と遊びに出かける毎日でした。近所の田んぼや空き地で友達と野球をすることが大好き
で、 幼なじみの友達とは、 今も同じソフト ボールのチームで楽しんでいます。
ほし組 中村圭子： 好きなことを見つけるとのめり こんでしまう 私は、 今はバラの栽培に夢中です。 狭い庭
なのに、 1 7 本のバラがあり ます。 植える場所がなく なって困るほどです。 他に、 コーヒーの焙煎、 ラテ
アート の練習もしています。 古いエレクト ーンを買って挑戦してみたり 、 フルート にも挑戦し ています。
これが私の遊びです。
ほし組 鈴木佳成子： 幼い頃は、 ひたすら家族や友達と実家の庭でバド ミ ント ンをして遊んだり 、 風船でキ
ャッ チボールしたり することが好きでした。運動神経はまったく ないですが、楽しく ゆるく 、遊ぶことが
すきでした。 今も、 子どもと一緒に息を合わせてボールキャッ チすることは、 今でも楽しいです。
ほし組 早坂文子： 私の子どものときの遊びは、 ままごと、 缶蹴り 、 石蹴り 、 サッ カー、 ド ッ チボール、 ト
ランプ等です。負けず嫌いの私は、 女の子一人、男子に混ざってサッ カーをし、 ボールの取り 合いも負け
ませんでした。
もも組 鈴木瑠美： 昔は小学校に下校時刻という のがあって、 夕方まで校庭を児童に開放していました。 私

は毎日下校時刻まで友達と回旋塔やシーソーで遊び、帰り ながらも田んぼのあぜを歩いたり 、空き地に寄
り 道し草遊び、 何時間もかけて帰ったものです。 おもちゃなどなく ても遊べる時代の子どもです。
もも組 斉藤純子： 小学校時代は遊ぶことに夢中で、 してはいけない事・ しなく てはいけない事を全く 無視
し毎日遊び倒していました。 怒られて初めて『 あぁ 、 これもダメ だったか･･･。』 としばし反省。 数日後に
は忘れて、また羽目を外すという 毎日でした。園児に同じタイプに子を見つけては愛おしく 感じています。
ひよこ・ はと組 千葉節子： 小さい頃の私は、 おもちゃがなく ても空想の世界で遊べる子どもでした。 年子
の姉と二人でイメ ージを膨らませ、 おしゃべり だけのごっこ遊び。 それは「 もう 寝る時間ですよ。」 と電
気を消された二段ベッ ド の中、 どちらかが眠るまで繰り 広げられていました。 懐かしい思い出です。
ひよこ組 佐藤泉： ２ 歳児ひよこ組さんの毎日の真剣な「 遊び」 を見ていると、 ほほえましく 、 また日ご
との成長を感じます。先日も、大好きな砂のアイスクリ ーム屋さん遊びから少しずつ発展し、水のお薬屋さ
ん遊びが繰り 広げられていました。「 このおく すり おいしいねー」「 かんぱーい」 と真剣に遊び、全力で楽し
んでいました。
通園バス 遠藤栄一： 私が遊びで思い出すのは小学６ 年生の頃、友人と裏山に作った「 隠れ家」 のことです。
その頃はテレビで忍者の番組が人気でした。 それをまねて、 木の上に止まり 場や土を掘って「 落とし 穴」
を作ったり 、小屋を作ったり して、知らない友人を連れてきて驚かせるのが楽しみでした。山で育った私
にとって、自然は生活の一部であり 大きな遊び場でした。そこから多く のものを学び、育てられたと思い
ます。
通園バス 鈴木信行： 毎日、 車を運転していますが、 快適に走行することができるのは、 ハンド ル、 アクセ
ル、ブレーキ， クラッ チそれぞれに遊びがあるからです。 遊びは私たちの生活の中で、 重要な役割を果た
しています。 遊びは、 自由な発想、 アイデアをもたらし、 遊び心で商品開発や発明まで発展します。 私も
何気なく おみ漬と佃煮昆布を混ぜて食べたら大変美味しく 、漬け物メ ーカーの社長に商品開発の提案をし
た結果、快く 引き受けて下さり 商品として販売されました。 また、子ども達は遊びの発明家です。いろい
ろ考えて提案し、仲間をつく り 協調し手輪を広げています。心が満足するまで遊ぶので
す。 遊び心で、 毎日すごすことが楽しいし、 エンジョ イできます。

【 幼稚園からのお知らせとお願い】
♪ 幼稚園説明会（ 来年度幼稚園に入園を検討されている方対象） を行ないます。 8 月1 ８ 日（ 土） 1 0 ： 0 0 〜
です。 詳細はＨＰ をご覧く ださい。
♪ 2 0 1 9 年度の園児募集は 8 月 2 0 日から始まり ます。 同窓生の弟妹・ お子さん・ お孫さん初め、 友人・ 知
人で対象の方がいらっしゃいましたら、 ご案内下さい。 詳細はＨＰ をご覧下さい。
♪ 幼稚園の働きを更に多く の方々に知っていただく ために、幼稚園のポスターの掲示や案内パンフレッ ト を置
かせていただけるところを探しています。 お勤め先（ 飲食店、 会社、 医院等） などでご協力いた だける方は
園までお知らせ下さい。
♪ 未就園児親子教室「 エンジェル広場・ エンジェルベイビー」 開催中です。 ご参加をお待ちしています。
詳細はＨＰ ご参照下さい。
♪幼稚園のＨＰ やブログは随時更新中です。 ぜひご覧く ださい。 Facebook もやっています。

※事 務 局 便 り ※

会員の皆さまにはお元気でご活躍のことと存じます。
今年も新会員３ １ 名【 ６ ８ 卒】 を迎え、 会員総数３ ， ７ ２ ０ 名となり ました。

【 今年度の行事予定】
★ファミ リ ーフェ ローシッ プ…１ ０ 月１ ３ 日（ 土） １ ０ ： ０ ０ 〜１ ３ ： ０ ０
★山鳩同窓会クリ スマス祝会…１ ２ 月１ 日（ 土） １ ０ ： ０ ０ 〜受付
★２ ０ １ ８ 年度同窓会入会式…２ ０ １ ９ 年３ 月１ ９ 日（ 金）
ファミ リ ーフェ ローシッ プ
１ ０ 月 １ ３ 日（ 土） 午前１ ０ 時から１ ２ 時まで、 東原幼稚園にて
同窓会の受付で、 わたあめ引換券を差し上げます。 ぜひ、 お越しく ださい！

【 役員交代】
❤ ６ 年間お世話になり ました。 一緒に楽しく 参加させていただきました。
ありがとう ございました。

青木 奈々絵さん、 廣池 千春さん

❤ 今年から役員をさせていただく ことになりました。 ６ 年間よろしく お願いします。
伊藤 鈴恵さん、 三坂 麻紀さん
【 会員報告】
☆ 新会員…３ １ 名

☆ 会員数…３ ， ７ ２ ０ 名

☆ ご連絡先が変更になった方はお手数ですが事務局までお知らせく ださい。

【 編集後記】
昨年からホームページ（ ＨＰ ） での会報発行となり ました。
まだまだ手探り 状態ですが、 同窓生の皆さまや先生方のご協力により、 今年も無事発行できますことを
感謝申し上げます。 スマホやパソコンから気軽にアクセスして、 時間のあるときにいつでもご覧いただ
けると幸いです。 懐かしい同窓生の仲間や、 幼稚園の先生方の様子に触れ、 東原幼稚園を楽しく 思い出
せますよう 願っており ます。
ご意見ご感想、 今後取り 上げてほしいテーマなどあり ましたら、 事務局k.higasi@ceres.ocn.ne.jp まで
お寄せく ださい。 皆さまのますますのご活躍を心より お祈り 申し上げます。
★会報担当者★山口・ 渡邊・ 伊藤・ 三坂・ 粟野

