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第 18 号 
平成 28年 4月吉日 

 

          

支部長挨拶 
 

『 今年の静商同窓会中部支部 』           第 67回（S41年卒）支部長 杉山隆司 

早いもので、平成 14年 10 月に設立した 「中部支部（愛知・岐阜・三重）」は、14年目を迎え

ました。 

昨年 5月には、会員募集で 5名の方が入会して下さり、会員数が 45名に増えました。 

今年も会員の皆様に喜んでいただける中部支部を目指します。 

 具体的には、 

Ⅰ．会員相互の親睦を深める！ 

① 好評の「 中部支部だより 」を更に盛り上げます。 

積極的に､原稿・写真など投稿してもらう。 

又、「自己紹介コーナー」 を設けて、順次会員を紹介し、親密さを 

深めたい。 

② 有志による 「ランチ会（飲み会）」の開催で､気楽に話せる又､ 

相談出来る､会員間の交流を深めます。 

Ⅱ．支部総会の内容充実！ 

① 同窓会本部の行事に､積極的に参加する、又、本部・学校の関係者 

に、支部総会に出席していただき連携強化に努め、 静商情報などの 

情報交換をより拡げていきます。 

② 総会は会員の出席しやすい日程に変更します。 

今後も役員会は、会員募集（同期の複数加入推進）、総会出席者拡大、講義・講演の取り入れ     

など念入りな打ち合わせを実施して、魅力ある中部支部にします。 

☆ ご協力をよろしくお願い致します ☆     

今後の活動予定 

                       

ランチ会(飲み会)  

6月 25日（土）に開催（詳細は同封案内状乞ご参照） 

総会・親睦会 

11月 12日（土） に予定（案内状送付予定）  

 

  

                      

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=11vjghgct/EXP=1456645225;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVEFWTHF5LVl0YUVsd1A2MFV0NVduUF9aNk9sczBNSzJZMnhZaXluNGFJMkdTR0kwck53UzBzd2JjBHADNDRLazQ0T3A0NEs1NDRPSUlPYWVvQS0tBHBvcwMxBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/**http:/www.wanpug.com/illust/illust3591.png
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 「中部支部だより」新企画についてご説明 文中の   は役員が作成した設問です 
「中部支部だより」をもっと身近に、そして会員全員の皆様にも投稿いただけますよう、 

新企画として「会員紹介」のコーナーを設けることにしました。  

自己紹介を中心としたアンケート形式ですが、勝手ながら初回は会員名簿登載中の卒業年次順

にお願いすることにしようではないか、と役員会で決めさせていただきました。 

今後順次後輩へバトンタッチしていく予定としております。いわば「長幼の序」です。 

今回は、卒業年次順に以下のお三方のアンケートをご紹介致しますのでご覧下さい。 

投稿いただいた皆様には、お忙しい所大変ご協力いただきまして誠に有難うございました。 

 

 

 

会員紹介コーナー（その１～その３） 

アンケート回答その１                    第 52回（S26 年卒）小林重夫 

アンケート回答その 2                                    第 54回（S28 年卒）横山昌弘 

注：次頁には横山さんからお借りした写真があります 

 

出身中学及び住んでいた地域特徴等 

1）市立安西小学校 ＊旧制では小学校から商業（5年制）に受験できた           

2）北側 木材(材木)関係の業者 南側ハキム（英国）ホイットニー（米国）ロシア（白系）の業者等外国

の茶商館 日東紅茶等茶仲介再製茶業者（北番町 安西 茶町等） 西側は佐野製紙 安倍川製紙 屠殺場 

製材業者(若松町)安倍川 東側は末広町 浅間山(賤機山)等 前の道は牛妻等へ行く主要バス路線 

静商在学中の部活や勉学等の思い出、恩師に関する思い出や感銘等影響を受けた事 (写真添付も OK) 

1）入学早々空襲により、担任の穴山入遠先生・同級生の死亡があり早々の罹災以後 焼跡整理 農家への

勤労奉仕等 又学校体育館は三菱重工の爆撃機のエンジン補助工場になっていた 

2）昭和 20年 6月 19日の空襲で B29が落ち通学路の安西五丁目交番の隣魚長様の裏に胴体部分が落ち、

後尾（機関銃座）が学校と田町小学校の土手に落ち 乗員 1名も土手に放り出されていた      

(但し大変悲しい話ですが 現場では当時この乗員は敵国人として生きていたが 多くの人の手で不幸

な状態になっていた) 

＊参考として、ゴムボートが積まれ学校の武道館に１カ月位保管され、静岡憲兵本部に持って行かれた 

近  況 (現在の趣味、ハマっているもの、写真添付歓迎) 

1）新聞のスクラップ(歴史中心)その他関連の資料収集                       

2）散歩 

出身中学及び住んでいた地域特徴等 

静岡市太田町に生まれ、中学は城東中学校の第 1期生。1・2年は城内中学校でしたが当時学区制が 

ひかれ近隣の新生城東中学校に転校となった。                 

静商在学中の部活や勉学等の思い出、恩師に関する思い出や感銘等影響を受けた事 (写真添付も OK) 

私は昭和 27年、静商が「全国選抜高校野球大会」で優勝したメンバーの一人です。ポジションは外野手。

この優勝経験がその後の私の人生に大いにプラスになりました。明大に進み、ノンプロ大昭和製紙を経

て、プロ野球・中日ドラゴンスに入団、引退後スポーツ記者、更に中日球団フロントとして海外野球界

視察（アメリカ・キューバ・韓国・中国）するなど、77歳まで現役でした。  

近  況 (現在の趣味、ハマっているもの、写真添付歓迎) 

現在はのんびりとした生活です。月に 2,3回友人との食事会。趣味は庭の草花の手入れ。 

中部支部に対するご要望・ご意見  

別にありません。ただ、懇親会は土曜日、PM3時から開始にしてもらえれば年寄りは助かりますが・・ 
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アンケート回答その 3                   第 55回（S29年卒）杉山千秋 

出身中学及び住んでいた地域特徴等 

静岡県安倍郡服織村立中学校 昭和 26年第四回卒業 卒業生 2組 100名、住居は旧静岡市の西端を流れ

る安倍川の西隣で藁科川にはさまれ、山あり 川あり 田んぼありの田舎町  

家業は米屋で 6人兄弟の 3 番目 

静商在学中の部活や勉学等の思い出、恩師に関する思い出や感銘等影響を受けた事 (写真添付も OK) 

昭和 26年入学、1学年 8ホームルーム 400人 1ホーム 50人に女性生徒 1～2名、 

卓球部に所属、戦歴は余りなかったが、強いチームワーク作りがその後役に立った 

国語の田中先生の授業が黒板いっぱいに中国史の絵をカラー白墨で書いてくれて、印象に残った 

3ヶ年皆勤賞を受賞し記念に万年筆をもらった 
   

近  況 (現在の趣味、ハマっているもの、写真添付歓迎) 

昭和 49年より日進市の 500 軒の日生東山団地に住まい、退職後老人クラブに入り その後団地の自治

会長を 1年勤め地域社会の活性化につとめた  

ウォーキングに精を出し 3 日に 1回 3時間～5時間近隣遠方を歩きまわり体力維持に心がけた  

その他 (なんでも OK) 

ウォーキングで東京～京都の旧東海道を歩き通した 

以下 4枚の写真は、横山さんからお借りした貴重なものです。 

田所投手が全試合を完封で投げ切るという偉業を成し遂げ優勝、我が母校が高校野球界の 

名門校と讃えられた、昭和 27年選抜大会の誇らしい場面もあります。 
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お見舞いを頂いた同窓会役員の皆様 

 

〈闘病記〉                        第 56回(S30年卒) 滝口政俊 

 聊
いささ

か旧聞で憚られますが投稿させて頂きました。 

自分の入院生活を天下の耳目に曝すのは、なんと

なく躊躇する。しかし最近では、ツイッタ－だとか

チャットだとか何度聞いても区別がつかない道具

を使って、己
おのれ

の行状を全世界に公表してもいいら

しい。ふる～い時代に育ったガラパゴス人間は、「日

記というものは自分だけのもので人様
ひとさま

にお見せす

るもんじゃない！」と教えられ、それを金科玉条の

如く信奉してきた。 

だがどうだ、此の世の変りようは・・・WEBを使

わないのは時代遅れと言われかねない仕儀にあい

なってしまった。そんなわけでみっともない話も思

いきって書くことにした次第。 

平成 25年 6月下旬、妙に息苦しいので近くの総合病院で診てもらった。胸部レントゲンや CT

検査により、左肺に穴があき空気が漏れ左肺が握りこぶし大くらいに縮まっている。 

「左肺自然気胸」の診断。原因は不明ながら突発的に発症したらしい。放置しておけば死ぬと

脅かされ否や応をいわせず入院。生まれて初めて車椅子に乗せられ処置室へ行く。左横腹に局部

麻酔を施し、そこに穴をあけチューブを挿入し肺から胸腔に抜け出た空気を抜く処置をした。体

に繋いだチューブ類が凄い、肺から空気を抜くもの、それを補助する加圧器からのもの、24時

間かかる点滴と 3系統もの配線で体を繫がれ、寝相の悪さでは天下一品の患者には頭痛の種、抜

けたら一大事、身動きもままならない。内臓の病ではないので食事制限はない。昼食後コーヒー

を飲みながら聞く NHKラジオから「昼の憩」の主題曲が流れる。この曲にはいやな思い出が一杯

詰まっている。もう半世紀以上前、虫垂炎を悪化させ 3～4ヶ月も入院したことがある。無聊
ぶりょう

の

慰めの唯一がラジオ、毎日ひるどきになると否応なしに耳にしたのがこの主題曲、天井だけを見

つめ無為に時の過ぎゆくままに身を委ねざるを得ない運命を恨んだ時の BGMがこれ。 

「入浴出来ないので、ウオシュレットをビデ替りにして陰部を洗うとよい」と家内に言われ試み

る、が、哀れにも袋の裏側を弱々しく叩くのみで清涼感は望むべくもない。 

入院はもう 20日になった。今日も暑いのに燕が朝から飛び回っている、今年巣立ったのだろ

うか一寸小振りな鳥が渡りに備え懸命に飛行訓練をしている、まだスイスイとは行かず、まるで

蝙蝠
こうもり

か雀の様に羽ばたいているのが微笑ましい。看護師さんの話では患者がこの光景に随分癒さ

れているとのこと、燕が羨ましい、ヨタヨタでもよいので何とか早く退院したいものだ。 

何もすることもないので新聞を隅から隅まで読み、差し入れの本を捲る、TV はあまり見たく

ない。夜寝られないのではと思い日頃から昼寝はしないように心掛けているが、手持無沙汰故つ

いに昼前入院後初めて微睡
ま ど ろ

んだ。まるで落語に出てくる、道楽が過ぎ勘当された大店
おおだな

の若旦那が

出入りの職人の家の二階で居候をしている様なもんだ。 

 毎朝全身をぬるま湯で拭うが、運動をしない為日々筋肉が落ちまさに「髀
ひ

肉
にく

の嘆
たん

を託つ
か こ つ

」とは

このことかと思う。CT3回レントゲン 25回、 短期間にこんなに放射能を浴びて大丈夫かと愚問

を呈したが、レントゲンはその昔と異なり、1回につき零コンマ何秒であり放射

する線量も技術革新で大幅に減り全く健康に影響ないとの答え。入院費用もカー

ド支払可能で、不在者投票や、洗髪・理髪・足洗い・身体拭き等のサービスもあ

り、下界は 35度とかの猛暑のなか空調完備で、これで晩酌が出れば避暑の様な

生活だと不謹慎な考えもよぎった次第。 

結局 45 日の拘留でやっと釈放された。あ～あ、健康って本当にありがたい。 

http://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_868.html
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〈わがまち「熱田」〉                   第 67回（S41 年卒）毛利智子 

  名古屋市熱田区に住んで 19年になります。以前は夫の転勤先、石川県野々市市（金沢市の隣、

椿と清流の街）に住んでいました。 名古屋市のほぼ中央部に位

置している熱田は東海道 53次の宮宿の宿場町で、熱田神宮の門

前町として栄えました。「あつたさん」と呼ばれ、人々に親しま

れている熱田神宮は、三種の神器、草薙

の剣が祀られ、織田信長も戦勝祈願され

たと言われています。六万坪の広大な敷

地には、本宮のほか一別宮、十二摂社、

三十一末社が祀られています。樹木も巨

木古木が多く美しい杜には、野鳥も多く

生息し、都会のオアシス、パワースポットとして愛されています。 

又、名古屋市民の台所をあずかる中央卸売市場があり、鮮魚、青果、   

水産加工等の商業活動が活発に行われています。 

 交通の要所でもある金山総合駅は、ＪＲ、名鉄、地下鉄、市バスが乗り入れ、名古屋駅、大曽

根駅に次いで乗降客が多い駅です。 

 車の多い大通りから一歩路地へ入ると時間がゆっくり流れているように感じます。 

高齢化の進むわがまち熱田は何故か、猫とお年寄りが多く温かく静かに暮らしています。 

歴史、文化、伝統の古いこの町を誇りに思います。 

 

 
 

〈静軟日和〉                       第 64回（S38 年卒）大塚 巌  

球春の訪れと共に野球の話題が高まりますが、昨秋母校硬式野球部コーチとして支部会員 

藤波行雄氏（S45年卒）の加入が決まり今後のチーム力強化

が期待されております。 

又、当地では年初に高橋三千丈氏（S50年卒）の名産大野球

部監督就任が報道されＯＢお二人の活躍に注目し応援をし

たいと思います。 

地元静岡を離れると母校野球部の情報も少なく唯一「静商

通信」を頼りにしておりましたが、昨年末諸事情によりサイ

トが閉鎖され全く動向がつかめず残念です。 

一昨年現杉山支部長の勧めもあり数十年ぶりに軟式野球

部の試合を瑞穂球場で観戦し、以降中津川・熱田など応援に

出掛けましたが、硬式に比べ入場者も少なく閑散とした雰囲 

気のなか野球部ＯＢ・選手父兄の皆さんの熱気あふれる声援には心打たれるものがありました。 

現在静岡県内の軟式野球部は浜商・聖光学院・啓陽高校を合せた 4校のみとなり、練習試合の多

くが県外遠征になるなど厳しい現状も知りました。 

前述の球場で松本ＯＢ会長から応援サイト「静軟日和」を紹介されました。ＯＢが運営するも

ので部活動の様子をはじめ 

 ・商業高校生資格取得の現況（各検定 1級取得を 1冠と称し全 9冠） 

 ・世界的ショコラティエ土屋公二氏（S54年卒）の紹介 

など興味深い記事がありました、支部会員の皆様にご案内させて頂きます。 

 

ご参考「静軟日和」H/P    http://seinanbbc.blog.fc2.com/ 

金山総合駅 

熱 田 神 宮 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9-tTkpqHLAhXD4qYKHYHDBR0QjRwIBw&url=http://01.gatag.net/0001014-free-illustraition/&psig=AFQjCNHFGz_9KRbwEiG_t0EheWX-MYkWaA&ust=1456984033014714
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〈静商音楽部の思い出〉                  第 70回（S44年卒） 山下 彰 

65歳となった昨年 8 月末をもってサラリーマン人生に終止符を打ちました。少し早いと思い

ましたが、正月過ぎから妻と二人で『終活』の一歩として古いアルバムの整理をし始めました。

定期演奏会や甲子園球場での応援風景など懐かしい写真が出てきまし

た。思い出をこの「支部だより」に寄稿することにより、残念ではあ

りますが思い切って処分することにしました。 

昭和 43年 4月 

静岡祭り・音楽パレード・新 2・3年生 29名（全員男子）。ホワイ

トライン 2筋の入った学生帽をかぶり学生服でクラリネットを吹いて

パレード。もちろん全員が丸刈の坊主頭でした。沿道からの沢山の市

民の拍手が嬉しかったですね。 

8月、甲子園球場 

新浦投手、藤波選手らの活躍で決勝戦までアルプススタンドで校歌

や応援歌を吹いて応援。「ひょっこりひょうたん島」の応援歌が懐か

しい。写真には「がんばれ藤波 静岡中央青果」ののぼりが写ってい

ました。藤波さん、楽しい思い出を作っていただきありがとうござい

ました。（私が新 2年生になるとき、音楽部の新入生勧誘で藤波さんの実家のお店を訪問したこ

とを思い出しました。当時は何も知らずに出かけてしまい申し訳ありませんでした。半世紀前の

ことですがお詫び申し上げます。） 

10月 6日、東海吹奏楽コンクール 

愛知県の蒲郡市体育館で行われましたが結果は第 5位。①愛知・東邦、②愛知・名古屋電気工

業、③浜松工業、④長野・須坂園芸、⑥静岡市立商業の順でした。 

ちなみに中学校の部で静岡勢は、②由比町立由比中学、③静岡市立安東中学、⑤静岡市立豊田中

学でした。自由曲は、ネリベル作曲の「プレリュードとフーガ」。クラリネットのユニゾンで始

まるテンポの速い曲でした。今、「吹いてみろ」と言われても『ムリ～』。東邦や名電が使って

いた楽器は、それはそれは素晴らしい楽器でした。私学と県立の差だけではないように感じたこ

とを覚えています。あれほど練習したのに、残念です。楽器のせいにしてはいけませんね。 

10月 26～28日、第 21回静商祭（文化祭・体育祭） 

文化祭では何の曲を演奏したのか記憶にありません。ただパンフレットには、「創立以来 39

年、今年初めて展示することになりました。県下では最も古い歴史をもつ音楽部の、はなやかな

ステージでは見られない一面をも知っていただきたいと思います。この機会に音楽部、吹奏楽を

少しでも理解していただければ幸いです。」と書かれていました。一部屋を文芸部と二分し展示

したようです。何を展示したかも記憶にありません。体育祭の、「只今から第 21回静商祭、体

育祭の開会を宣言いたします。」と朝礼台の壇上で発声したのは生徒会副会長だった私です。 

生徒会長だった大石健太郎君は今どうしているのかな？ 

12月 22日、第 20回定期演奏会 

県立城北高校音楽部（合唱）の賛助出演を得て、駿府会館で開催しました。当バンドが 52名、

城北高校の女子生徒約 60 名による「歓喜の合唱」（ベートーベン、交響曲第 9番・終楽章より）

は圧巻でした。音楽部唯一の女子生徒、1年生の仁科すみ江さんは我がクラリネットの一員でし

た。 

ちなみに昨年 12月に開催された定期演奏会は、第 67回を数えたそうです。 

退職後は何だかんだで音楽を趣味にして生活しています。楽器は静商当時のクラリネットから

サクソフォン（アルト・バリトン）に代わりましたが、先回の支部だよりに寄稿したとおり「じ

いちゃんバンド」で慰問演奏活動を続けています。生きがいとなっています。 

これで思い切って写真を処分することができました。 

 

駿

府

公

園 
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＜ペット自慢＞                       第 76回（S50 年卒）杉江律子 

あなたはネコ派、イヌ派、それともサル派！？さすがに猿を飼ってる方は・・・ 

あまり聞きませんよね！ 

 我が家には 7歳になるオスのチワワ（名前はそら）がおります。 

4年前に義母が他界した際忘れ形見として引き取りました。 

当初は人見知りが激しく、臆病なせいか吠えることすらせず、ただビクビクしてゲージに閉じこ

もっておりました。懐くのに半年近くかかったでしょうか？今ではすっか

り家族の一員として溶け込み、意思表示もしっかり出来るようになったの

でよく吠えます。やかましいと思うこともありますが、番犬としての役割

もそれなりに果たしてくれています。犬にしては珍しく人間に媚を売らず、

何の芸もできませんが、この子を中心に我が家は回っています。 

 ペットを飼っていらっしゃる方はおわかりと思いますが、生き物なので

世話をするのは大変です。泊まりで家を空けることもなかなかできません。

でも無条件に可愛くて、癒してくれます。去勢の手術後体重が増えおデブ

になった愛犬そらは、現在ダイエット中ですが、人間の食べ物の旨さを知

ってかなかなか痩せません。基本的に人間の食べ物を与えなければいいの

でしょうが・・・ 

そこで人間の食べ物の中には、犬に与えてはいけない物が結構あることを皆さんご存じでした

か？今回は私なりに本やネットで調べたものの一部を紹介させていただきます。あくまでも一般

的なもので、犬にも個体差があり参考程度に留めていただけたら幸いです。 

＊犬に与えてはいけない物 

玉ねぎ、長ネギ、ニラ、アボガド、ニンニク、こんにゃく、生肉（加熱すれば OK）、チョコレ

ート、ぶどう、レーズン、ナッツ類、イカ、エビ、タコ、貝類 など 

＊あまり良くない物 

ほうれん草、なす、ピーマン、ごぼう、長いも、ワカメ、アイス、ハム、ソーセージ、きのこ類、

アスパラガス、モヤシ、柑橘類、パイナップル、キウイ など 

＊糖分、塩分、脂肪分が多いもの、消化に悪いもの、添加物を含む物 

せんべい、甘納豆、スナック菓子 など      私たち人間にも共通して言えることです。 

おまけで、ペットと一緒に泊まれる宿にお勧めなのが、下呂温泉の「わんぱく亭」（紅葉館別

館）です。建物はかなり古いですが、犬と同じ部屋に寝泊まりできますよ！昨年利用して良かっ

たです。

 
 

〈朝の散歩〉                       第 67回（S41 年卒）長谷川 茂 

仕事が休みの朝食後は、香流川の土手道を、自宅から「万博公園西」駅の往復 1時間半、散歩 

をしております。香流川は、愛知万博公園あたりを源流に田んぼの中を通り自宅近くを流れ、 

名古屋市千種区の北部の方へ下っている。この川は 20㍍～30㍍の川幅で冬でも枯れる事がない。 

川では白サギ・ゴイサギが小魚を狙い、カワセミが水面を滑るように飛び、時には止まり木か 

ら水中にダイブ、小魚をゲットした瞬間は大興奮です。土手の両側は遊歩道になっている。 

特に片方は万博時にきれいに整備されている。3月の初め、竹林から「うぐいす」が、田んぼ 

の上空からは「ひばり」のさえずりが長閑に聞こえてきます。中間地点あたりに 

「多度社」の林がある。その中に 4本立ち、高さ 30㍍以上、樹齢 200年以上はすると 

思われ、スタイル抜群の「クロガネモチ」の木が眩しいばかりである。私にとってこ  

の木はパワースポットである。来年には 70才になるので、それからの生活スタイルを 

どうするか、あれこれ考えます、まだ定かに決められずに歩いている日々です。 

 願いは 80才まで無病息災です。 

愛犬そら 

愛知万博の公式

キャラクター 

 

モリゾー と 

キッコロ 
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その 1 ≪新 入 会 員 の 紹 介≫ 

昨年の 5月に 5名の方が入会して下さいました（敬称略） 

 

名     前 旧姓 卒 業 回 卒  年 部   活 

青 島  忠 雄    第 61回  S35卒  

早 川  捷 江     第 63回   S37卒  

市 川  和 歌 子  大瀧  第 69回   S43卒  邦文タイプ部 

冨 谷  信 之      第 71回   S45卒   

石 川  京 子   望月  第 71回   S45卒   郷土研究部 

 

その 2 ≪ お 知 ら せ ≫  

〈 静商同窓会 総会・懇親会 〉 
<開催日>  平成 28年 6月 18日（ 土 ） 

<会 場>  ホテル・センチュリー静岡 

<日 程> 

 ★ 講演会  受付：15：00 開会：15：30   

 講師 元 NHKアナウンサー杉山邦博氏  演題「大相撲の魅力～放送席から見た半世紀」 

 ★ 総 会  受付：17：00 開会：17：30   

 ★ 懇親会  受付：17：45 開会：18：30   

 毎年、700名前後の方が出席されています。恐縮ですが、チケットは、1枚 7,000 円です。  

参加・交通費ともに、自己負担でお願い申し上げます。 

参加希望者は、４月１５日迄に杉山迄 （090-6332-6523）お申し出下さい。 

よろしくお願い致します。 
 

 
 

 

 「編集後記」          第 76回（S50年卒）杉江律子 

春の気配を心地好く感じられる今日この頃です。 

4月に入り、新入生、新社会人が期待と不安に胸を踊らされる季節です。 

私も数十年前、静商卒業後入社した日の昼食会で緊張のあまり食事が喉を 

通らなかった事を思い出します。 

 さて支部だより「会員紹介」のコーナーがいよいよスタートしました。 

名簿順にお願いする予定ですが、大先輩方からの色々な思い出話や近況など 

を伺えるのを楽しみにしています。 

そしてこのコーナーが皆様の輪となり、支部だよりにも気軽に参加して頂け      

たらとても嬉しく思います(*⌒▽⌒*) 

 

http://www.irasutoya.com/2016/03/blog-post_19.html

