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     本会は、愛知万博問題を契機に注目された「海上の森」を里やまとして守り、 

楽しむために汗を流す市民が、行政との協働で立ち上げたものです。 

 

  

【マリ･クリスティーヌ 海上の森センター名誉センター長】 

 

 海上の森の会第 5回定期総会が開催されました 

 

去る３月２２日、パルティせとのホールで「第５回海上の森の会定期総会」がたくさん 
の参加者のもと行われました。 マリ･クリスティーヌ氏をはじめご来賓の挨拶のあと、 

事業報告、決算報告、役員の選出が行われました。 
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「NPO 法人への移行」をはじめとする 
２１年度事業計画、予算も賛成多数で承認されました。

（関連記事は 4,5 ページ ） 
参加者からの質問・意見では、「サテライトの井戸水は

常時使用できないか」「海上の森の将来の全体像をもう

少し明確に」「指導料の手当基準について教えて」など

の意見があり、それぞれ事務局が回答しました。      
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恐らくいまの海上を最も歩いているひとり、ツァー企画

グループのリーダー山本征弘さんにこの時期の海上の

魅力を紹介して戴いています。

５月  若葉で森が覆われます、特に大正池の水面

に写る景色は絶景です。サテライトへ向かう道では

ヤマボウシやエゴの花が咲き、鮮やかなピンクのタ

ニウツギにはクロアゲハなどのアゲハチョウの姿が

見られます。オオルリ、キビタキ、サンショウクイ

などが繁殖期に入り華麗なさえずりが聞こえます。 

ラナミアカシジなど平地では見られない蝶を良く見

かけます。ムカシヤンマやカワトンボも飛び始めま

す。 
７月  ヤマアジサイが咲き終ると梅雨が明け、本

格的な夏が来ます。ピンクのネムノキ、白いイワガ

ラミ、地味なアカメガシワの花が目立ちます。道や

畦ではコマツナギ、オカトラノオ、ハエドクソウ、

アキノタムラソウなどが咲き出します。森の中では

ツチアケビ、クモキリソウ、ジガバチソウ、イチヤ

クソウなど可憐な花が見られます。ニイニイゼミ、

アブラゼミ、ヒグラシなどのセミが鳴き出し、湿地

ではハッチョウトンボ、キイトトンボ、モノサシト

ンボ、ショウジョウトンボなどのトンボが飛んでい

ます。

湿地ではヘビノボラズの可憐な黄色い花が咲いてい

ます。オグマサナエなどのトンボが出現します。 
６月  梅雨に入る頃森のあちこちでササユリが咲

きほのかな香を漂わせます。特に物見山付近に沢山

あります。コアジサイが咲き出すと梅雨を迎えます、

ヤマアジサイと共に梅雨時の名物です。サンコウチ

ョウが巣作りを始め「月、日、星」と聞こえる綺麗

なさえずりが聞こえます。ミズイロオナガシジや 

   
    タニウツギ（５月）      ヘビノボラズ（５月）      ササユリ（６月） 

   
  ミズイロオナガシジミ（６月）  ハッチョウトンボ（７月）      ツチアケビ（７月） 
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過去と現在を自由に往来しながら海上に親しんでもらう海上 いま、むかし 
コーナーです。第６回は海上のトチノキとシイタケ栽培。

⑥ 海上のトチノキとシイタケ栽培 

お話 鈴木保親さん 

海上では雑木のことをカタギといい、海上の人

たちが利用していたカタギにはトチノキ、カシノ

キ、シイノキ、サクラノキ、クリノキ、ヤマモモ、

ヤマナシ、シラサキなどがありました。トチノキ

にはオオドチとチュードチがあります。子供の頃、

チュードチをたしかサダメといっていたのを聞

いたことがありました。オオドチは樹皮が厚く、

２、３センチほどあるのに対し、チュードチは厚

みが 1センチ弱といったところです。樹皮の表面

は、オオドチでは不規則な筋目が深くごわごわし

ていているのに対し、チュードチは縦筋が波打っ

ているのですぐ区別できます。カナギは昭和 30

年代まで燃料用のタキギ（薪）や木炭の原木とし

て伐採されてきました。 

 チュードチはシイタケの原木にも用いられま

した。オオドチやチュードチは海上の山全体にあ

りましたが、持ち山のチュードチは数がそれほど

多くなく、シイタケの原木が必要なときは、オオ

ドチも伐って原木にしました。シイタケの原木と

してはオオドチでもチュードチでもよいのです

が、樹皮の厚みが薄いチュードチの方が菌打ちの

後シイタケの出る時期が早くなりました。自然状

態でシイノキからシイタケが出ることもありま

した。多度神社の山は全山が常緑のシイノキ山で

した。木が大きくなると密生するので、時々太い

木を伐って処分しました。伐採跡地を３、４年後

に見て廻ると、伐り株からシイタケが出ているこ

ともありました。キノコ狩りのように時期が来る

と、皆が見て廻って採りました。シイノキはシイ

タケ菌が付きやすいのですが、シイタケの原木に

は不向きでした。シイノキは伐った丸太を日光に

さらすと、樹皮が剥がれ、樹皮の中側の肌の表面

もぼろぼろになるからです。クリノキもシイタケ

の原木になりましたが、シイノキ同様に樹皮が剥

がれやすく、何年も持たなかったのであまり使い

ませんでした。 
 戦前はシイタケの菌を入手することが困難で

したから、個人個人で農業を営んでいた海上では

シイタケ栽培はあまり盛んではありませんでし

た。シイタケの菌を入手するために、シイタケの

収穫が終わった後の原木を見て廻り、菌打ちした

後の白く残っている部分をほじくり出して、それ

を家の原木に打ち込むこともありました。時には

そこからシイタケが出ることもありました。空気

中を浮遊しているシイタケの胞子を原木に付け

てシイタケを育てるということもあったようで

す。戦後は春日井農協から菌を買ってきて、手回

しドリルで深さ３センチほどの穴をあけ、オガク

ズ菌を穴のなかに打ち込みました。その後は皮の

穴あけに使うポンチを買ってきて、金槌で打って

樹皮に穴をあけ菌打ちするようになりましたが、

最近ではつば付キリをはめた電動ドリルが出回

っています。農協ではシイタケの原木をホダ木と

いっていました。 

 
 
【メモ】保親さんが栽培されているシイタケの

原木を拝見しましたところ、オオドチはブナ科

アベマキ、チュウドチは同科コナラだというこ

とが分かりました（お聞きした日：08.10.17、

09.04.28、聞き手：伊藤良吉）。 

        



                       
  
 

会長 山川 一年 
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海上の森の会とＮＰＯ法人化」 

 

２００５年国際博覧会は「自然の叡

智」をテーマに半年間に亘って開催さ

れました。当初予定された海上の森会

場計画が変更された事情は周知の通

りですが、それをきっかけに多くの

人々や団体が海上の森に結集しその

中で「海上の森の会」は発足しました。

設立の趣旨や活動の目標を次のよう

に宣言しました。 

―大都市圏近郊に残存するいわゆる

里山は、地域住民にとって身近な自然

とのふれあいの場であると同時に、地

域的な歴史文化と生業に関わる慣習

が保全されているという点で、日本の

もっとも保全すべき自然環境のひと

つであるが、もはや住民の個別的努力

のみで保全されるような状況にはな

い。県民・市民の自発的参加と地域交

流を通して、次世代に譲り得る里山環

境の保全と自然環境学習拠点の形成

を目指したい。 

 

 その後、海上を舞台に多くの活動グ

ループが誕生し多様な実践を続けて

きました。その成果が認められ、今や

県民対象のいくつかの委託事業を受

ける組織に成長してきました。こうし

た事業を継続さらに拡大していくた

めには、これまでの任意団体としての

会機能では限界が生じ、推進母体とし

て強力な事務局体制が必須となりま

した。拡大した組織と財政規模を運営

するためには新たな組織原理が必要

です。それがＮＰＯ法人化を提案する

理由です。これまでの勉強会の積み重

ねの上に、定款その他の準備を続けて

います。今秋には設立総会を提案する

予定です。 

 昨今、認証ＮＰＯ法人についても

様々な問題点が浮上していますが、周

りには多くの環境系団体もあり、そう

した団体に学びながら進みたいとお

もいます。それよりも心すべきは、法

人化によってフォーマルな要素は強

くなりますが、これまで大切にしてき

た①会員が主役 ②自主性を尊重 

③楽しさを追求 ④風通しの良いチ

ーム作りなどの方針を失わないこと

だと思います。 

 今春、イタリアのシチリア島で開催

されたＧ８環境相会合「生物多様性と

気象変動」で初めて「里山」が宣言文

に登場しました。「人間によって適切

に管理されてきた自然環境の象徴と

しての『里山』の大切さ」が、来年開

催される「ＣＯＰ10」でも強調される

でしょう。今後とも、自然との共生を

目指す海上の森の活動を自信をもっ

て取り組みたいと思います。           

       



が

平　成　20年度　収　支　決　算　書
（H20.4.1～H21.3.31)

一般会計 （単位　円）

収　　　　　　　　入 支　　　　　　　　出

決　算 予　算 決　算 予　算

会費 299,000 300,000 通信費 150,145 160,000

受託金 1,449,000 1,400,000 事務費 344,891 60,000

　海上の里における管理（945,000） 　　 給料            （97,325）

　海上の森ツアー　 　　　（220,500） 　　 機器備品    （196,304）

　里山のものづくり 　 　　（283,500） 　　 その他         （51,262）

事業収入 336,646 10,000 活動費 1,667,034 1,500,000

寄付金 75,400 30,000 　　　里づくりG　  （939,581）

その他 15,000 10,000 　　　里のくらしG （117,525）

利息 2,391 2,500 　　　ツアー企画G（154,000）

　　　その他全体 （455,928）

保険料 72,750 110,000

施設使用料 46,618 40,000

前年度繰越金 374,953 351,766 次年度繰越金 270,952 234,266

合　　　　計 2,552,390 2,104,266 合　　　　計 2,552,390 2,104,266

特別会計

収　　　　　　入 支　　　　　　出

特別基金 1,025,860 次年度繰越金 1,025,860

　　　　　合　　　　計 1,025,860 　　　　　合　　　　計 1,025,860

平成20年度収支報告書について関係書類を精査したところ、正確であると認められましたので

ここに報告いたします。 平成21年　5月　2日

　　　　　　　　　　　　　　会計　　　藤野　　昌之

平成21年　5月　2日

監事　似内　信彦 監事　山田　治義

　3月末の決算がまとまりましたのでご報告いたします。収入面では社会貢献活動として里山保全に取り組まれた企業から指導料

に増えています。支出面では平成21年度から実施する事務局の常駐化に向けて期末から準備に入った事、委託事業に

対する手当基準が施行された事などから事務費。活動費が増えています。一方、平成21年度はＮＰＯ法人化に伴い複雑な会計処

が必要となりますのでその対応について準備中です。特別基金は「国営瀬戸海上の森里山公園」構想をすすめる連絡会様から引

継いだ資金や寄付金等の合計額で、将来特別な目的のために使用するものです。



海上の森の会で受託した事業活動 
海上の森センターからの委託事業がいよいよ始まりました。 

ご協力よろしくお願いいたします。 

 平成２１年度の受託事業 

☆里山の耕地管理：森の会委託事業「里の教室」 

「里づくりグループ｣にスタッフ登録した方に協力いただきます。年間予定は下記の通り 

開催日 内容 開催日 内容 

５月 24 日(日) 説明会・サツマイモ植え付け ８月 23 日(日) シバの種まき、田畑の草取り 

5 月 31 日(日) 田植え ９月 20 日(日) サツマイモ、野菜の収穫田畑の草取り

６月 7 日(日) サトイモ植付け、水田草取り 10 月 4 日(日) 稲刈り、ハサ掛け、ソバの収穫 

７月 5 日(日) 野菜の種まき、田畑の草取り 11 月 1 日(日) サトイモ収穫、ソバの脱穀、意見交換

７月 26 日(日) ソバの種まき、田畑の草取り 11 月 15 日(日) 収穫感謝祭 

  ☆海上の森の林道案内：愛知海上の森センター主催「海上の森ツアー」案内協力 

 ｢ツアーグループ｣にスタッフ登録した方を中心に案内協力をしていただきます 

開催日 内容 
６月 13 日(土) 
９月 12 日(土) 
11 月 14 日(土) 
３月 13 日(土) 

海上の森の自然や歴史を知るツアー 
全て 9:00 入口駐車場集合 

13:30 里山サテライト解散 

※ ガイドやスタッフとしてご協力いた

だける方は山本征弘まで連絡下さい

Kaisyo55@ai.wakwak.com 
TEL：0561-54-9067 

☆ものづくり事業：「里山のものづくり」講師協力 

開催日 内容 
9 月 27 日(日) 森の素材を使った工作 
12 月 12 日(土) 間伐材を使った工作 
1 月 23 日(土) 
１月 24 日(日) 

炭焼き（2 日 1 セット） 

  ☆調査学習会  スタッフとしてご協力していただける方は事務局まで連絡ください。 
   会員の方の参加も歓迎いたします、 

皆さんお誘い合わせのうえたくさんの方の参加をお待ちしております 
 開催日        内容 
5 月 10 日（日） 海上の森の植物 
5 月 17 日（日） 海上の野鳥 
7 月 20 日（月） 海上の森の夏のキノコ 
8 月 2 日（日） 海上の森の水中生物 
8 月 9 日（日） 海上の森の昆虫 
10 月 18 日（日） 海上の森の秋のキノコ 
11 月 3 日（日） 海上の森の動物 

※ 講師やスタッフとしてご協力いた

だける方は事務局まで連絡下さい

 

申込方法 
参加される方全員の 
氏名・住所・年齢・ 
電話番号を明記して 
ハガキ又はＦＡＸ 
でお申し込みください。 
℡＆fax 0561-21-9298 

６ 
 

mailto:Kaisyo55@ai.wakwak.com


 

                       ７ 
 

ため池勉強会 記録と今後の予定 

【第７回勉強会】(最終回) 

第 7回勉強会は 2月 7日にあいち海上の森セ

ンター3 階会議室でおこなわれ、この日は新年

度計画とため池造成に向けての組織作りなど

が以下のように検討されました。 

 １、新年度にはため池造成工事が始まるため、

今回をもって「ため池勉強会」を解散し、新た

にため池プロジェクトのチームを立ち上げる

必要があります。今まで勉強会でおこなってき

た検討内容を骨子とする新たな組織の設置要

綱案や組織の構成案を海上の地権者、センター、

森の会で早急に作成し、今後おこなう作業の具

体化に向けても事前協議をすることになりま

す。 

２、春以降に予定しているセンターと森の会

（自然環境調査グループ）合同のため池候補地

の植生調査、県事業でおこなう生物総合調査の

調査地点、時期などについては両者で綿密な打

ち合わせをしてもらいます。県の事業となるた

め池本体工事の施工業者が決まれば、工事に先

駆けて予定地の地形・地質調査をしっかりやっ

てもらい、それに基づく施工方法のプランを立

てます。 

３、新会が発足すれば、そこで生物調査、土

木業者による基礎調査（ボーリング調査など）

の日程、秋以降の本体工事の日程を詰めること

になります。現在、旧水田にはヨシ（葭）が繁

茂しておりますが、根が張っているため手作業

で掘り起こすことは困難です。本体及び周辺工

事では業者と新会が連携して葭刈りを含む工

事プランを立てる必要があります。 

４、水路を整備するためには、ため池が機能

していた当時の水路と現在の水路を確認する

必要があります。最も古い水路が記載されてい

るのは明治 17 年（1884）の地籍図と土地台帳

ですので、この確認作業も進めます。ため池完

成後のため池と用水、農道などを維持管理する

組織作りについては、次回以降検討することに

なります。 

５、尾根で取り囲まれたため池予定地集水域

のうち、対象地の南東斜面はヒノキ林が密生し

ており、雨水を有効に利用するためには植林木

の間伐、枝払い、下刈りなどの整備が必要にな

ります。この整備計画も新会で立てなければな

りません。 

６、完成したため池の水を利用する灌漑域

（水路を含む）の活用計画(県と個人の水田、

ビオトープなど)を立てる場合には、「生物多

様性」の可能性を探りながら進めることが望ま

れます。 

 

【うるめきの候補地の調査】 

 

 第 7 回勉強会の後、森の会では３月 22 日の

総会で、ため池造成計画の構想が発案され、海

上の地権者、センター、森の会による事前の話

し合いは 5月 1日までにおこないました。 

 ため池造成の具体的な計画は 5月 13 日に予

定している第 1回会合で検討されます。その詳

細は次号で報告させていただきます。 

               （伊藤良吉） 

       



 
 
 

 

グループ報告 

 里のくらしグループ 

 少し肌寒かったのですが、３月２９日（旧３月３日）海上の里の「ひな祭り」を行な

いました。昨年と思うと散策の方がほんの少しでしたが大沢市夫さんの知人でベトナム

の若者が参加してくださり、言葉も片言でしたが理解できたでしょうか。 

 会長さん始め多数の運営委員さん、異動される森センターの職員の皆さんも参加いた

だきにぎやかに終了しました。ありがとうございました。 

 献立も「ひな祭り」には貝の和えもの、煮物、魚は「ｲﾜｼ」を利用するのが一般的で

すが今回は鯖にしました、お餅もオコシ餅、草餅（アン入り）ボロ餅ができました。竹

皮で食べた「チラシ寿司」大変おいしかったです、これからも地元産にこだわり続けた

いと思います。 

里づくりグループ 

今年度より県の委託事業として「里の教室」がはじまります、里づくりのスタッフの

皆さんにはまた協力をお願いいたします。募集も定員を上回る申し込みでリピーターの

方も多くてこれも今までのスタッフのみなさんの努力のおかげと感謝しております。 

里の教室の準備作業 
日時     内容 

5月 20日（水） さつま芋 畝づくり 

里地管理 

日時      内容 日時    内容 

5月 9日（土） ため池周辺のヨシ刈り 5 月 13 日(水) ため池周辺のヨシ刈り 

6 月 6日（土） 上田地区の整備 6 月 20 日（土） 上田地区の整備 

 

事務局より 

海上の森の会・事務局の対外活動    （１月以降分） 

１月 ９日 あいち自然ネット運営会議 

１月２８日 瀬戸市まるっとミュージアム観光協会会議 

１月２９日 ホテルナゴヤキャッスルさん打ち合わせ 

２月 ５日 ガーデンクラブさん打ち合わせ 

３月１１日 ＮＰＯ相談会 

３月２２日 第５回 定期総会 

３月２６日 ホテルナゴヤキャッスルさん、技術指導 

４月 ９日 ガーデンクラブさん案内 

４月１１日 南山学園土曜セミナーについて打ち合わせ 

はじめまして 

今年度より海上の森の会の

事務員になりました中元恵

子です。火曜日～金曜日の

午前９：００～午後３：０

０まで森センター（３Ｆ）

の森の会の事務室に勤務し

ております。森センターに

来られたときは是非事務所

にお立ち寄りください。
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第 5４回～第 5７回運営委員会で話し合われた主なこと 

運営委員会は傍聴できます。

ご希望の方は事前に事務局

までご連絡をお願いします。

第 54 回運営会議 2009．1．7 第 56 回運営会議 2009．3．15 
製材機倉庫工事の進捗状況及び農機具倉庫

設置計画の説明／常駐職員中元恵子さん採

用の報告／事務所開設に伴う什器備品につ

いて検討／㈱INAX、中電企画間伐指導料の

入金報告／陶磁器焼成ガス窯寄贈の報告／

会報14号発行について協議／第5回定期総

会開催日程・次第・新役員・役割分担につ

いて協議／事務局提案の報酬基準を審議／

各グループの活動状況報告 

事務所インターネット未接続の理由につい

て説明／NPO 法人講座参加の報告・NPO
法人化行程について説明／あいち自然ネッ

トの報告／第 5 回定例総会に係わる次第･

来賓･役員選出･NPO 法人移行の説明・21
年度プログラムスタッフ登録シート等の最

終確認／「海上の森だより」編集委員の選

出／ため池づくり新組織の検討／海上の森

の会ロゴマーク採用の承認／各グループ活

動報告  
第 55 回運営会議 2009．2．21 

 

常駐職員中元恵子さんの紹介／あいち自然

ネット情報提供の要請について報告／ガー

デンクラブの案内・南山中高生「土曜セミ

ナー」講師・NPO 法人静岡環境教育研究会

の研修会講師・豊田市野見小学校社会見学

の案内等の受入れ承認／㈱ナゴヤキャッス

ルの作業協力の報告／ため池勉強会・イノ

シシ防護柵補強作業・環境保全活動計画・

海上の森の会幟の活用等について事務局説

明／「海上の森幼児森林体験フィールド」

開会式典･公開講座の案内／第 5 回定期総

会次第・議案･役割分担の再確認／「海上の

森だより」編集委員会の再編成について検

討／「委託事業報酬基準」の承認／各グル

ープ活動報告 

     【海上に春をつげるシュンラン】 

第 57 回運営会議 2009．4．19 
西村継博新所長代理の紹介と新体制の説明

／南山中高校土曜セミナー日程の報告／ホ

テルナゴヤキャッスルの技術指導終了報告

／瀬戸市行政情報番組 4/16 収録の報告／

5/23･24｢生物多様性の日｣モリコロパーク

出展の検討／瀬戸市市民活動団体の再登録

承認／ため池プロジェクトチームの説明・

質疑応答／4/25 環境保全活動への参加要請

／事務局体制･職務分掌の説明／インター

ネット５/８接続工事実施の説明／「海上の

森だより」編集方針の説明・原稿依頼／

NPO 法人化に伴う手続き日程の説明･協力

要請／海上の森の会紹介パンフレット作成

の検討／各グループ活動報告／海上の森ｾﾝ

ﾀｰ COP10 関係事業進行表の説明  
【はないかだ】               （似内信彦） 
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5日（日） 【里のくらしｸﾞﾙｰﾌﾟ】 場所：里山サテライト

13日(土) 18：11～海上の森センターにて

27日(土） ホタル鑑賞会と農休み行事 持ち物：飲料水・食器・箸・長靴里のくらしグループ】
集合：里山サテライト 対象：会員・家族会員・非会員（小学生以上）

「布ぞうり作り」「わらぞうり作り」「ボタ餅づくりとﾀﾗｲそうめん」ホタル観賞を行ないます

13日（土） 親子で山歩き 【親子で野あそびグループ】

時間：１０：３０～１２：００ 集合場所：海上の森センター

持ち物： 飲料水 対象：会員・家族会員・非会員

野遊びできる服装 参加費：無料

１１日（土） モニタリング２０００、ホタルの調査勉強会
持ち物：飲料水・筆記用具・長靴

20日（月）

時間：午前10：00受付 集合場所：海上の森入口駐車場

2日（日） 時間午前10：00受付

9日（日） 時間午前10：00受付

【里のくらしｸﾞﾙｰﾌﾟ】＆山口ホタルの会
時間・集合場所：未定：詳細は参加者に伝えます

ホタル調査の仕方の勉強会

海上の森の夏のキノコ（調査学習会）

多度神社祭礼と端午の節句

１３：００～２０：００（頃）

5月

8
月

６
月

7月

ため池プロジェクト実行委員会

海上の森の昆虫（調査学習会）
海上の森の水生生物（調査学習会）

 

   

 

問い合わせ先一覧
グループ名･行事名 担当者 電話＆FAX

【 生活史調査グループ 】 伊藤 0561-84-7044
【親子でのあそびグループ】 鈴木（五） 0561-84-1376

【 里のくらしグループ 】 出口 0561-83-3470
【 森づくりグループ 】 平野 0568-54-9118
【 ﾂｧｰ企画グループ 】 山本 0561-54-9067

【 海上の森ツアー 】
【 里山のものづくり 】

海上の森
の会 0561-21-9298

【 案内・巡視グループ 】 鈴木（俊） 0561-21-6374

 
 

随時入会受付中！ 
年会費（4月～翌年 3月）１口 1,000 円 １口以上 
同居 2名以上で家族会員 1 口 2,000 円 1 口以上 

賛助会員(個人・団体)大歓迎！ 

口座記号番号  ００８２０－６－１８５６２８ 
加入者名      「海上の森の会」 

編集後記 

「せめて桜の花の咲く時期に」と思っていた会報の

発行が、葉桜の時期も過ぎてしまったことをお詫び

いたします。「編集委員会」も新しい出発となり、

とまどいつつの発行になりました。会報は会員と事

務局、さらに会員どうしの懸け橋になっていくよう

努力します。そのためにも、みなさんの積極的な投

稿を心よりお待ちしています。   （福田澄夫）
 

５月～７月の行事予定

←これが海上の森の会のシンボルマーク（ロゴ）

です。これからはこのロゴを目印に活動していき

たいと思います。皆さんに親しんでいただけると

嬉しいです。よろしくおねがいします。 

ご意見ご感想お待ちしています！ 

森の会への連絡はメール FAX 郵便でどしどしお送り下さい

kaisho_satoyama@yahoo.co.jp       0561-21-9298 

１０ 
 


