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新聞屋さんの不思議を元気いっぱいに質問してくれました。
配 達 用 バ イクや 店
内 の 機 械 など気 に
なったものはデジカ

安井若菜さん

日本女子体操ジュニアナショナルメ
ンバー安井若菜さん（山田中１年・玉
川体操クラブ＝高野台＝）が11月２
日、
日本一を決定する全日本体操競技
選手権大会・種目別平均台に初出場。
ロンドン五輪代表鶴見虹子選手など、
世界に名をはせる選手たちの中、予
選で19名中第13位の健闘を見せた。

メ で パ シャリ。“す

こちらに広告を掲載しませんか？
掲載内容など一定条件あり。06・6872・0031まで。

朝日３行広告

てき” はいっぱい見
つかったかな？また
真剣な表情でメモをとる児童たち（10 月 18 日）

■第3回シビックジャズクリスマスジャズコンサート 豊中市民ジャズ祭／12月
22日(土)13時〜17時／千里中央よみうり文化ホール／自由席1,800円。チケ
ット当日窓口で(高校生以下無料)／問合せ090-3164-0746右見(うみ)まで

ううま遊びを知っていますか？２チーム

子どもって何も言わなくても飛び越えますよね。

に分かれて片方がお馬さんをつくり、も

それが、跳び箱にもつながります。大人はだまっ

う片方が跳び箱みたいに飛び乗って馬をつぶすん
です。とても荒っぽいけど、昔はこんな遊びから
子どもたちは基礎体力をつけていました。

第3回すいたティーンズ
バル
クラシックフェスティ

【本選】

吹田の若き音楽家のための祭典！予

て見守ってやればいいんです。
でも「昔が良かった」ばかりでは仕方無いです

選通過した、音楽を志す吹田ティー

ね。時代は変わってどううまもケンパも石けり

ンズを、観客投票で一緒に応援しま

in
阪大病院に常駐しているドクターヘリがグラウンドへ。大災害が起これば近畿一円へ飛ぶ。
住吉康平君（写真・小６）は「ヘリは障害物がないところを飛び、早く現場に到着して命を救え
るからすごい。
『命をつなげ！ドクターヘリ
（講談社青い鳥文庫）』
を読んで興味を持ちました」。

豊中市北消防署長瀬古博也
さんが「“マサカからモシモ。
モシモ
からイツモ”のきっかけになるよう、楽し
みながら防災意識を高めましょう」と開幕宣
言。
ドクターヘリの飛来や、消防隊員によるア

巨大地震体験装置でびっくり！
体験した船橋誠大君（右・小学４年）は「阪神大震災
があったことは図書館で知った。今日はすごい揺れ
に立てなかった」。同級生の福田孝樹君は「建物が
倒れ、中が見えないのに救急隊員が人を捜し出した
のはスゴイと思った」。

マチカネくんと北消防署長瀬古さん

クロバチックな訓練などに地域住民は大興奮！
蘇生法を体験︒原田さんと西浦さん︒

遊びに来てね！

藤林コーチの報告。
「ウォームアッ
プから隣に内村航平選手らがいるん
です。
さすがにʻ宙ʼに浮き、大技で落下
してしまった」
と、大舞台で実力を発揮
することの難しさを認めた。
「失敗が無ければ決勝に進出でき
た。でもこの経験こそ今
回の目的」
と、振り向かな
い。夢に向かっての挑戦
は、今始まったばかりだ。

﹁敬礼！﹂かっこいいよ︒西山佑樹君︵６歳︶

何時に新聞を配り始めるのですか？」「何人で配るのですか？」など、

女子体操

新田南

（木）

月４

めざせ！ブラジル五輪

10/18（木）

ASA千里桃山台の
11/1
見学に来たよ !!

楽しみながら防災の知識を身に

※会場にてペットボトルキャップ、プル
トップ、ベルマークの回収を行っており
ます。回収した品は吹田市善意銀行を
通じ、ワクチンや車いすに変わります。
皆様のご協力をお願い申し上げます。

※「0843.co.jp」
より受信可能
に設定してからご登録を。

付ける﹁消防フェア﹂が

（新千里東町 1-5-3/ 千里中央駅すぐ）

からアクセス！

主催：朝日新聞社、朝日新聞千里販売（株） 協賛：千里朝日阪急ビル管理（株）、Ａ＆Ｈホール、
（株）アサヒ・ファミリー・ニュース社

これは「竹見台のすてきをさがそう」という生活科の授業の一環。
「朝

ど

千里朝日阪急ビル 1 階
エントランスホール

て来た！
ドクターヘリがやっ

にアクセス！

一度ご登録すると毎月自動的に会員証
が送られてきます。

■ケータイで

右の QR コード

日︑新田南小で開催︒

小
千里たけみ
2 年生 が

18:30 開演

※最新の提携店リストは「千里朝日倶楽部」
ウェブに掲載。

12月の教室100円引クーポンも付いてくる

グラウンドにドクター

オ『世界名曲大全集』パーソナリティ）

12 月 12 日（水）

12月号

ヘリが着陸するなど

＊司会：浜田晶子（朝日放送ラジ

サックス

田端直美

東京芸術大学卒業。ドイツ・
フライブルク音楽大学大
学院を首席最優秀にて
修了。芸大在学中より、
ソロ、室内楽等で演奏
活 動を開 始。平 成 13
年平和堂財団芸術家奨
励 賞ほか 多 数 受 賞 歴を
持つ。大学講師として後進
の指導にも力を入れている。

2012年

びっくりイベントが

・ヴェニスの謝肉祭の主題に
よる 序奏と変奏／ドゥメルス
マン
・アヴェ・マリア／シューベ
ルト
・子犬のワルツ／ショパン
・カノン／パッヘルベル
・クリスマスソング
…他

ピアノ

北川恵美

千里朝日倶楽部

いっぱいでした！

東京芸術大学及び同大学
院にて学ぶ。大阪市音
楽 団 のアルトサクソ
フォン奏者を務めな
がらオーケストラや
室 内 楽 の 客 演、レ
コーディング、TV 出
演など精力的に活動
を展開。2011 年第 12
回大阪国際音楽コンクー
ル優秀指導者賞受賞。

Program

観覧無料

提携店でおトクなご優待を受けられる ■スマートフォン・タブレットで
モバイル会員証をゲットしよう！
http://0843.co.jp/scard/

消防フェア

Winter Concert 2012

「 新しいサービスと地域への貢献 」No152/2012.11.25 ○毎月１回 最終日曜発行（朝日新聞折込）
より快適な千里ニュータウン Life を

一日署長を務めた新田南公民分館長の山内
理恵さんは「地域の方とイベントを通じて顔見
知りになることも防災につながります。
自分の
命は自分で守り、仲間の命も大切にしましょう」
と話しました。

も、「昔遊び」と呼ばれるようになりました。今

せんか。《ゲスト》関西フィルハー

で真冬の山に登りました。水たまりが氷のリンク

でもきっと子どもたちにとっては面白い遊びだけ

モニー管弦楽団 管楽器奏者による

「AEDは心臓を復活！」の大誤解

になったり、凍った山の階段でみんな滑るんで

ど、校内ではケガが怖くてすすんでさせられませ

アンサンブル

す。でも大きなケガはしませんでしたよ。転んで

ん。若い先生は多分、遊び方を知りませんよ。

「AEDは止まった心臓を動かして生
き返らせるものではありません。異
状で心室細動になった心臓にショッ
クを与え、逆に心臓の動きを止める
んです。AED後の胸骨圧迫で、正し
い動きを与えることが大切」
と熱弁
する豊中市消防本部の中井さん。

以前高槻で教師をしていたのですが、耐寒遠足

ター大ホール●入場料：500 円（小

もちゃんと手をついて。今では耐寒遠足がなくな
りました。子どもたちも忙しいんです。
以前、「転んで手をつかず顔をケガする子」が

雨

上がりの山道が私は大好きです。一歩い
っぽ、どこに足を置こうかと考えます。

増えて問題になりました。それで当時の文部省が

自然に頭も体も使えるのが‘でこぼこやまみち’

１・２年生の体育の時間で「基本の運動をさせる

なんです。「ケガをしても良い」とは言えません

こと」に重点を置きました。でも運動能力向上に

が「したらダメ」なことはないんです。大人の方

ほとんど効果がなかったんです。

はぜひ見守ってあげてください。

授業はもちろんですが「授業の間だけ」という

体を動かすと元気になれるし、不思議と心だっ

指導ではダメですね。やっぱり子どもは遊びの中

てコントロールできます。遊びの中から色んな発

で色んなことを身に付けていきます。でも大人が

見をしてほしいと願っています。

すよ。子ども同士、自

公園があるので、

然の中がいいんです。

雨が上がったら遊

たとえば、道端に水
たまりを見つけると、

びに行ってほしい
ですね。

さん

千里たけみ小学校長

千里には里山の

國領美佐子

与える遊びではないで

●とき：12 月 16 日

（日）13:00 開演●ところ：メイシア
学生以下無料 / 前売券有り）●問合
せ：メイシアター 06-6380-2221

盛り上げる！
も和太鼓でさらに
新田南小の先生方

３０読者プレゼント！！
をゲット！
名様

ディズニーDVD

応募者から抽選で30名様に『懐かしの
ディズニー名作アニメDVD』をプレゼン
ト。応募はハガキ、
またはE-mailで。
※タイトルはお選びいただけません。

応募方法 〒住所、氏名、年齢、電話、
「千里のおすすめグルメ」を明記し、以下
のあて先まで。11月30日（金）必着。当選
発表は商品発送をもって代えます。
【 ハガキ】〒5 6 0 - 0 0 8 5 豊 中 市 上 新 田
3-10-21千里朝日倶楽部「ディズニー
DVDプレゼント」係へ
【E-mail】aclub@0843.co.jp

【こぼれ話】新田南小のグラウンドに上空から降り立った「ドクターヘリ」。想像をはるかに超えるプロペラの強烈な風圧が、
グラウンドの砂を四方八方に飛ばしました。砂を舞い上げないためにあらかじめ
水が撒かれていたのですが、それが逆に砂の塊をつくってしまい、
まるで砂塵の凶器に…。ヘリが着陸する瞬間を間近で撮影しようと狙っていたのに、
カメラを守るだけで必死でした。
（おかちん）

「この部分に広告を掲載しませんか？」朝日新聞読者の方は 1,000 円〜。読者以外の方は 3,000 円〜。06・6872・0031 まで。（広告内容と掲載間隔には一定条件があります）

【エコ活動報告】エコペットボトルキャップ36kg寄付（10月19日・社会福祉法人吹田市社会福祉協議会善意銀行へ） 「収益の一部がワクチンに生まれ変わります。
ご協力ありがとうございます」

◆お申し込みはこちらへ

新年はモノづくりから！初めての方でも優しく丁寧
に教えますのでご安心ください。自分だけのオリ
ジナル作品が焼き上がったときの感動はひとしお！
正統自然派陶芸をぜひご体験ください。

１月11日・18日・25日
（金） １４：００〜１５：３０

１月15日
（火）

定
員 / 16名
持 ち 物 / タオル・エプロン
受講料/
材料費/

※３回分の受講料（途中欠席返金不可）

中村 真紀子

ジャズダンス・エアロビクス・ピラティス等の
指導を経て、
ヨガ指導者として活躍中。

教室開催場所

追加募集先着順当選

至千里中央

N

不二家
レストラン

上新田
バス停

焼肉
但馬屋
新御堂筋

デイリー
カナート

ココ
２階

TSUTAYA

大人の天声人語教養講座

12月5日
（水）14：00〜15：30

受講料/500円（会員外700円）
「天声人語書き写しノート（学
習用）」を使って、教養をさらに
深め、より活用する方法をお伝
えします。

アロマテラピー教室

12月15日
（土）14：30〜16：00

桃山台駅

バス停

竹見台
マーケット
至南千里

受講料/500円（会員外700円）
材料費/500円

アロマの香りで体の緊張をと
り、のびのびと寒い冬を過ごす
ASA上新田店の２階です
ことのできる方法や、ハンドト
（豊中市上新田3-10-21）
リートメントの仕方を伝授。

桃小名物

１月19日
（土）

１４：００〜１６：００

１３：３０〜１５：３０
※病気の治療ではありません。

定
員 / 12名
持 ち 物 / タオル・バスタオル・飲
料水
受 講 料 / 1,500円（会員外2,000円）

講師

第二の心臓と呼ばれる足をもむことにより、全身
の血液循環を良くし、肩凝りや冷え性など、病気
を改善します。今回は「風邪予防」
と
「冷え性改善」
がテーマです。インフルエンザも吹き飛ばせ！

講師

和田 隆

定
員 / 16名
持 ち 物 / 温かいお茶かお湯

500円（会員外700円）
1,500円（会員・会員外共通）

能勢山裾の工房で作陶。自作自然窯で焼き
上げる正統自然派。

受講料/

講師

高山 真一

500円（会員外700円）

市民センター等で健康教室を開くほか、吹
田市岸部で「岸部カイロ」を経営。
好評につ

より一層輝く私に！

きコ

SOLVIV ラボイベント第 2 弾！
A＆TAJI
MAYA

パーソナルカラー診断 Cafe

人気講座のパーソナルカラー診断を、
ソルビバ＆但馬屋にて開催します。いつものメイクやコーディネー
トに役立つ講座と、美味しいデザート＆ドリンクが特別料金にてお楽しみ頂ける限定企画です！

12 月 21日（金）14:30〜

14:30〜15:30 カラーについての講義＆個人別の簡易診断
15:30〜 7 種類の中からお好きなデザート＆ドリンクをお楽しみください♪

◆場所：ソルビバ＆但馬屋（せんちゅうパル 4 階）
◆料金：2,000 円（受講料・カフェ代込）
◆定員：8

名（抽選）

◆持ち物：筆記用具

◆講師：嶋内幸子

カラーコーディネーター科修了。大学や企業での講義・診断で活
躍中。AFT 色彩検定 1 級／パーソナルカラーアドバイザー認定。

お問合せ・お申込みは千里朝日倶楽部まで
12/10 締切 ※12/15 までに「ご案内状」が届いた方が当選。

▲稲 木 に 掛 けて乾 燥
中の稲。カラスに食べ
られませんように…。
▲

鎌を使って稲刈り。皆
予想以上に上手でした！

11 月 6 日には、乾燥した稲の脱穀が行
われた。使うのは、昔実際に使用されて
いた “足踏み式脱穀機” と “唐箕” という
農具。児童らは、お米もさることながら、
これらの農具にも興味津々の様子だった。
収穫したお米は、後日、近隣の桃山台米
穀店で精米され、いよいよみんなの口に
入ります！
【提携店変更情報】
［提携終了］…ヒーリングルームエシャッペ（豊中市新千里南町３丁目）

店を出た。
まじりけのない桃山台米穀店さんのお米。立つ

こんな時代だからこそのこだわりも。
無用の玄米は、独自の問屋ルートで仕入れ
る。売る分だけお店で精米するから、いつま

桃山台米穀店

でも新米と変わらないし、試食までして品
質保証する徹底ぶり。

桃山台2-5-9 /6871-3381/ 9:30〜19:00/ 毎週月・第2日曜休

【千里朝日俱楽部会員は配達料（５%）無料。持帰
りは５キロ以上で10%オフ
（要会員証）
・特売日除】

お年寄りが多くなった街は、以前より配

懐かしい時代。
スーパーや大型酒店、今やドラッグ

と、冷えたジュースやおしぼりが待っている。
「夏は
毎日４、５軒でいただいて。それが楽しみで」
と店

で津雲台、竹見台…とお米屋さんがたたまれた。

主はまるで子どものようにはにかんだ。
「頼まれた

桃山台米穀店さんはそんななか、水田さん夫婦

ら、スーパーで買うたもんも一緒に配達させても
ろてます」。
「まいどぉ〜」腰の曲がったおばあさんが来店し

山田村の時代から続いた由緒あるお店。
開店からしばらくこの街は、育ち盛りの子どもた

た。
「今日はお医者さんに診てもろてな。アホやの

ちでにぎやかで、30キロの大袋にどんどん注文が

に風邪引いたんや」。
「何いうてますの。はよ治して

入った。
それが現在の少子高齢化と人口減。そこ

元気になって」
と奥さん。そして、ひとこと、ふたこ

～偶然のめぐり逢い～

「北摂から

そう言えば奥さん、お歳のわりに肌つやが違う。
これもきっと、良いお米のおかげに違いない。

達ニーズが高まっている。暑い日の団地を上がる

ストアでも激安の米が並んでいる。そんなあおり

が続けられている。ニュータウンで45年。先代は、

湯気に、
ご夫婦の優しい笑顔が透けて見える。
これ
ぞʻ人情ブレンド米ʼ。

ガリ レ オ を」

10 月 16 日、豊中市立東丘小学校。「秋クラブ」と呼ばれる

番印象に残っているのは、教室のドアを開けたら黒板消し
が落ちてくるイタズラをされたこと。叱ろうとしたら、
黒板に、黒板消しの落ち方の方程式が書かれている
のに気付き、逆に感心したのを覚えています」と思

授業のゲストとして面白い先生が来られると聞き、訪ねた。

パーソナルカラーとは？…その人の肌・瞳・髪の色に調和
する色のこと。あなたを最も美しく、そして健康的にイキイキと
見せてくれる色です。

その先生とは、元・高校の物理教師の江角陸さん。実はこ

学への情熱が引き合わしたものだろうか。

の方、当紙 9 月号で特集した、科学に情熱を注ぐ東丘小・十

実は今、江角先生は耳が不自由で児童

を作ろう!! ⑤
梅干し〈番外編〉
10~11

▼唐箕で、稲に混ざっている藁くずやちりを除きま
す。ちりの吹き出し口にはなぜか (!?) 児童らが並び、
「痛て〜！」
「チクチクする〜！」とおおはしゃぎ。

やクリーニングの取次ぎとたばこの販売

「味は負けへん」
と店主が胸を張るブレンド

自慢の米にブレンドされる人の味！

「米は米屋で手に入れるもの」。それはそれは、

と、みことお喋りし、おばあさんはシャキッとなって

【TEL】06-6872-0031（平日10：00 〜 17：00）
【WEB】http://0843.co.jp/aclub/（24 時間受付）

★脱 穀 し た
のと同じ日、
実りの秋―昔ながらの農具と手作業で、
保 護 者 の
お米の収穫を行います。美味しいおに
方 々 に よっ
て、梅干しの
月お米の収穫 ぎりになるまであともう少しです…！
一 部 が パ ック
10 月 18 日、黄色く色づいた田んぼで、稲刈りが行われた。 詰めされました。
一人ずつ鎌を使って刈っていく。土がむき出しになった田 これらは校内の秋ま
んぼからは色んな虫が顔を出して、児童らはまたまた大 つりで提供されました。

騒ぎ。刈った稲はわらで束ね、稲木に掛け、しばらく干
される。この日は『すいたシニア環境大学』の学生らが
見学に来ており、力を合わせて作業を行った。

西町

リフレッシュヨガは無理な姿勢のない自然体のヨ
ガ。３回連続講座で、家庭でも実践できるヨガを
じっくりと学べます。さあ、ココロもカラダもリフ
レッシュ！初心者の方もぜひどうぞ。

にスーパーの開店が追い打ちをかけた。今
が、看板の一部を背負っている。

南町

痛くない足ツボ療法で健康増進

青山

モノ作りからはじめる新しい年

藤白

新年にココロもカラダもリフレッシュ！

古江

健康！足もみ教室

高野

匠の陶芸教室

めぐ

千里ニュータウンに13ケ所あるという近隣センター。
いにしえの風情漂うセンターの「オモシロ」を訪ねる旅!

桃山台

リフレッシュ！ヨガ

サブ

充実の３回連続講座！

竹見

・千里朝日倶楽部会員さま以外でもご参加可能です。 ・くわしい持ち物はご当選者へのご案内状でお伝えします。 ・掲載写真やイラストはすべてイメージです（実際の作品や教室風景とは異なる場合があります）。

ケ所

近隣センター
桃山

ＷＥＢ…
「千里朝日倶楽部」
で検索（期間中・24時間受付）

津雲

当選発表：12/15（土）※
※当選は「ご案内状」のお届けに代えます。

佐竹

6872-0031（月〜金（祝日除く）10〜17時受付）

（06）
お電話…

千里ニュータウン

東町

締切日：12/10（月）18時

北町

●千里朝日倶楽部会員とは？…朝日新聞千里販売とその関連店の配達エリアにお住まいの、朝日新聞ご購読者さま（無料自動入会）。会員特典サービスを受けるには、カード会員証またはモバイル会員証が必要。

環境省体験的環境学習推進事
業として平成 14 年開校。環
境問題全般について学び、こ
れまでに 253 名が卒業、地域
の環境保全活動の担い手とし
て活躍されています。

!?

他地域にもこういった学
習機関はありますが、多くは “学
んで終わり” の状態。その点、当大
学は、卒業後ほとんどの方が SELF に
入り、学んだことを実践されていま
す。熱心な方が多いのが当
大学の特徴です。

◆詳しくは WEB をチェック！
すいたシニア環境大学
吹田市環境部環境政策室
○TEL：06-6384-1702（すいたシニア環境大学担当）
○FAX：06-6368-9900 ○メール：env-seisaku@city.suita.osaka.jp

らの声を聴くことが出来ないのだという。

かけを作った人物だ。

しかし川西や池田などでもこういった授業

この日は “二酸化炭素の検出の仕方” についての実験を児

をされており、活動は精力的だ。「今の子

童らと行った。難しそうに聞こえるが、石灰水の色が変わった

どもたちは理科嫌いというがそんなはず

り、ドライアイスから煙（蒸気？）が噴き出したりするなど、

はない！実験中の子どもたちの顔はキラキ

実に楽しい実験だ。児童らも大騒ぎで、授業が予定していた

ラしています。夢は、十河先生が “豊中

ところまで進まず、途中で終了となってしまうほどだった。

からノーベル賞を” と言っていたので、私

との再会は偶然。高校時代の十河校長について尋ねると「一

児童らの田んぼ作りをサポートしているのはお馴染み「NPO
法人すいた環境学習協会」（通称：SELF)。そのメンバーを輩
出しているのが「すいたシニア環境大学」だ。地域のため、
環境のため、何かしたいと思っているあなた！未来に繋がる
生涯学習を始めましょう！
すいたシニア環境大学とは？

河校長先生の恩師であり、十河校長が物理の世界に入るきっ

江角先生の東丘小での活動は 12 年程前からで、十河校長

一緒に楽しく活動しませんか

吹田市環境部
萬谷さん

い出を語ってくれた。この偶然の再会も、二人の科

は “北摂からガリレオを” かな！」と子ど
もの様に無邪気な笑顔を見せた。

（写真上）江角先生と（写真下）実験を楽しむ東丘小児童たち

吹田市口腔ケアセンター
口腔ケアで元気なカラダに!! ＠千里ニュータウンプラザ
吹田市初の開設となる『口腔ケアセンター』が千里にオープン。口腔ケアは虫歯や歯周病だけでなく、全身の病気の予防にも
役立つということが近年分かってきています。当センターであなたのお口のケア、見直してみませんか？

歯の学校

歯とお口の健康デスク

【吹田市口腔ケアセンター】千里ニュータウンプラザ４ F（阪急南千里駅前）／
06-6155-8020（開館時間：平日 9：00 〜 17：30）

10 月 4 日、吹田市・桃山台小
3 年生が「歯の小学校」の授
業を受けました。児童らは、診
療台を使ってマネキンの歯をク
リーニング。白衣とメガネを身
に付けて、気分はすっかり歯医
者さんです。「楽しかった」「将
来歯医者さんになるのもいいな
〜」と話してくれました。実際
にクリーニングを体験すること
で、どこが磨きにくい場所かが
よく分かったようです。

【朝日新聞千里販売】 ASA千里上新田 06-6834-1600
【 関 連 店 舗 】 ASA東豊中 06-6853-0955

ASA千里中央 06-6872-2115
ASA南千里 06-6871-3597

歯科衛生士が歯みがきやお口の機能の
ことなど色々な相談にのってくれます。
週替わりで口腔ケアセンターの機器（細
菌数測定装置、口臭測定機など）の体
験も。

定期開催の教室・講座

OPEN!

吹田市歯科医師会のキャラクター

すいしマン

『赤ちゃんの歯の広場』『障がいのある
情報コーナー
方の歯科健診と指導』『中途障がい者
お口についての書籍・絵本や、
のための健口（けんこう）指導』『高齢者
等の口腔ケア相談』『介護家族向け口 クイズコーナーなど。かわいい
腔ケア講座』
『お口の健康体操教室』( 要 「すいしマン」たちの活躍も見
られます。
申込 )

ASA千里桃山台 06-6871-3715
ASA千里山 06-6337-5555

※「歯の学校」の申込は吹田市の小学校・幼稚園・保育園の
みに限っています。

ASA北千里 06-6872-3525
の７店舗が『千里朝日倶楽部』をお届けしています。

