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◇なかとう句会 ＜ 梅雨の愉しみ ＞

─────────────────────────

梅雨の朝　黄に目覚めたり　目玉焼き　【狸の意味深翁】

手のひらを　差しのべはかる　梅雨の朝

梅雨おとめ　藍のジーンズ　傘ブルー　

青き梅　雨のしずくを　はじく肌

紫の　雨アンダンテ　手毬花　

包丁の　極めるワザは　雨の糸切り　

枝豆や　中に秘そめし　夏緑

わが庭に　ミョウガの凛と　天下とる

梅雨晴れに　光と遊ぶ　サクランボ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇夢魂（むたま）川柳 (40) 【家元 ひがし】

─────────────────────────

　　　愛すこと知らぬマスカラ埴輪の目

　　　八本の津軽の太棹泣けと鳴る

　　　世界中いずれ出来る温暖課

　　　梅雨温し 戯れ濡れ舞う紋黄蝶

　　　心の琴線 懐の金銭

　　　幸せは今だと思わせ今日凌ぐ

　　　一か八 どっちみち十にはならなんだ

　　　長生きを自己責任で畳めたら

　　　レントゲン 人は転がる丸太かな

　　　袈裟がけにされたし息子に この背中

★先月号の紐解きの句「桃李杏見まがう それは木瓜」

　酒瓶を持って満開の桜を追いかける半世紀でしたが、上

田塩野の中善寺や津軽弘前城の「モモ、スモモ、アンズ」

の艶やかさに魅入られてから「ボケ」ずに激しい感性に向

いたい内面に気が付きました。

★投句コーナー　　狂句　小泉紀子様

「化粧塗る手間も省けるお面かな　痴漢もびっくり般若

面」

★恒例"翔ンデモ東の二度とコンサート第 16 回"「わが心の

カンツォーネ」　　※最終ページにポスターを紹介

　【日時】9 月 6 日(土) 18:45 開演

　【会場】サントリーホール ブルーローズ

　【チケット】 前売 3000 円、当日 3500 円（全席自由）

　ぜひお誘いあわせてどうぞ。お申込みは下記へ

家元東柳 連絡先掲載サイト http://www.higaship.com

東綜合設計事務所：東　直彦

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇海外旅行の変わった話(76)＜エジプト-3＞【市川孝二】

─────────────────────────

　カイロに帰るときは高速の砂漠道路でなく「農業道路」

で帰りました。のんびりと田園風景も眺められます。早い

が道路脇の店で昼食をガイドのおごりで食べました。現地

の人の食事のことも判り良かったのですが、時間もかかり

また。主な目的であるピラミッドはアメリカの VIP が来て

いるとかで入れません。一般の道路・食事で時間を費やし

てしまったツケか？そこで、ガイドは別の入り口に車を走

らせ（チップ）差し出して「太陽の船」へ行き、そこから

ピラミットへ行きました。もう VIP は帰ったのでしょう。

念願の内部に入りました。私のガイド内部には入りません。

ガイドはチップを要求されても支払うなと言います。長い

回廊を上に上がりました。内部の案内の人から帰りにチッ

プの要求がありました。後でガイドが・・・と逃げました。

ガイドはダメだからと言いますがそのままにしました。凄

い体験でした。

　後でスフィンクスの方に行き「らくだ」に乗りました。

ガイドと距離のある離れたほうに行きます。「10 ダラー」

「しぇんえん=千円」と迫ります。多くの日本人は 1000 円

札か 10 ドル札を支払うみたいです。頭にターバンを巻いて

くれて写真を撮るとのこと。デジカメの前の頃ですのでカ

メラでの確認は出来ません。数枚のシャッターを押させた

ので、シャッターの押し賃として 5 ドル札を渡しました。

チップを貰うために、案内のガイドから離れた場所で支払

いました。スフィンクとピラミッドをバックにした写真で

良い記念となり大変に満足しています。背広のまま「ター

バン巻きの頭」でした。

　この後家内たち団体は最後にギザのピラミッド観光に。

全員が「らくだ」に乗りました。私はカメラマンです。日

本から来た添乗員に「値段」を聞くと、3 ドルだそうです。

　その時おばさんたちは全員ピラミッドの内部に入りまし

た。私も家内と共に二度目の内部探検です。日本から来た

添乗の K 女史も入りました。その昇降階段の帰りに、突如

停電となり驚きました。あの密室での「真っ暗」です。不

気味そのものでした。一人のおばあさんは懐中電灯を持っ

ており、点灯したので安心しました。20 分位で復旧しまし

たが。

　なお、団体の時には皆さんは他の二つのピラミット゛に

も入れると聞き、全員が入りました。予想外のことでした。

一人旅のこの晩も二人の食事でアルコール抜きの食事です。

次の日ツタンカーネーメンのマスクのあるカイロ博物館に

案内してもらい一人で館内をゆっくり見ました。
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　この晩はギザのピラミッドで「音と光のショー」があり、

参加しました。カイロは 1 月の初めで寒いのですが、折角

のチャンスです。英語で日本語ではないがあえて行きまし

た。

　禁酒を勧める回教徒のガイドおばさんに頼み自宅近くの

タクシーをチャターして私を【会場】のギザに届けて、シ

ョーが終わると私を回収する。その待っている間ビラミッ

ド前のタクシーの中で娘の勉強を見ることにしました。英

語のショウーは私にはムリでした。残念です。この晩の真

夜中近くに私たちの団体はカイロのホテルに到着し家内と

も合流し「一人旅」は終わりました。

※執筆者 HP＜サラリーマンのための年金コーナー＞に「市

川の旅の記録」を掲載中

http://homepage3.nifty.com/ichikawa/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇田舎暮らし(65)＜ コスモス共同作業 ＞【中野信吾】

─────────────────────────

　以前、この欄でコスモス街道の話をしたことがあった。

コスモスの花が咲く時期は多くの人が観賞に訪れる。先人

たちが街道沿いに植えつけた花が、道路の美化保全に役立

ち、市花ともなり、観光にも役立ち、この街道の名前は広

く知られるようになった。今では各地域でも町おこしのた

めにいろいろな方法で特色を出そうと試みているが、その

ような点からも当地のコスモス街道は知名度を広く浸透さ

せた嚆矢といえるだろう。

　

　5 月中旬、地区の回覧板が回ってきた。それには 6 月 1 日

の朝 5 時半集合、コスモスの苗床の作業が告知され協力の

要請だ。草刈機、鍬、鎌など各自持参。苗床作りが終わっ

てから、街道沿いに落ちている空き缶やゴミなどの収集を

する。続いて 6 月 8 日、朝 5 時半集合で予め圃場で育てて

いた苗を移植するので、バケツ、鍬、もしくは移植ごて持

参で作業するというものだった。

　

　最近の私の起床はたいへんずぼらになってきて、そんな

に早くからの作業なんて参加できるのかいと思っていた。

昔から朝飯前の一仕事とはよく言ったもので、一時間か一

時間半ぐらいの作業で公共の仕事がなされてきた。久しぶ

りの共同作業である。初日は道端の草を刈って苗床の土を

掘り起こし、苗を植える「さく」を作り、予め用意してあ

った肥料を施して終了。ゴミの収集は目立つほどの量でも

なかった。しかし、もっと県境に近いところなどは不法投

棄が多く、相当のゴミの量だという。それは人家に遠くな

れば、人目も気にせず平気でゴミの投棄をする。その証拠

に、坂のある道路の脇で車の待避する場所がある。そこの

何箇所は最近になって閉鎖されてしまった。脇に立てられ

た看板に「不法投棄が多いために閉鎖」を余儀なくしたと

書いてあった。まだ、相変わらずの不心得者が多い。車が

入る沢の奥などで、死角になるところに大型の家電製品や

自動車のタイヤや家具など粗大ゴミが捨てられている。山

林の持ち主にとっても迷惑極まりない。

　

　2 回目の苗を植える日の前日夜、緊急の延期連絡があった。

コスモスの苗が小さいので一週間後の 15 日となった。苗の

生育が不良なのは、気温の低い日が続いたことにもよる。

あちこちでストーブやコタツを引っ張り出したという話も

でた。日中の気温は高い日もあったが、早朝の気温が 10 度

を下回った日も何日かあった。私も毎年、育苗ポットで苗

を育てて畑に移植するのだが、今回は苗が育たず途中で枯

れてしまったものが多かった。全体に気温が低かったせい

もある。さて、作業の責任者からの指示は、植える前に苗

床にバケツで水を撒いてから、苗間隔を 60 センチで 2 本ず

つ移植するというものだった。苗は圃場から直接持ってき

たもので、選別されてない。作業は約 30 分で終わった。後

は乾燥しているときなどに潅水作業があるので、苗間のく

ぼみ（さくの跡）はそのまま役立たせるという。

　

　地元の人たちが苗から育てて花を咲かせるまで、その世

話は意外と多くの人手がかかっている。花の咲く期間は短

いけれども、冒頭に掲げたように各方面からの表彰や受賞

は各地域のモデルとなった。当初の老人クラブの植え付け

が、現在では区民総出の協力にかわり地域社会の活性化に

貢献している。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇今月のへぇー(65)＜ サマータイム報道で触れられていな

いこと ＞【 Lagoon 】

─────────────────────────

　夏に時計の針を一時間進めるサマータイム制度の導入に

向けた「サマータイム法案」の今国会提出が見送られるこ

とになってほっとしています。以下は、朝日新聞 2008.6.6

解説「温暖化対策で浮上、法案成立なら 2 年後から」への

苦言。

○サマータイム導入の効果は大きいのか？

　NO！です。省エネ効果とされる 143 万トン（CO2 換算）

はわが国の総排出量 12 億 5000 万トン（2005 年）の 0.1％に

しかなりません。さらに、この効果量は、もともとサマー

タイム推進派がはじき出した希望的数値だし、同時に提示

されている「サマータイム導入による経済効果」が 1 兆 2

千億円もあって、これがエネルギー消費を増やすので結局
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は省エネ効果はほとんどないか、却って増加させます。

　とくに交通や電気ガス水道、金融など全ての社会インフ

ラと企業システムなどのシステム変更だけでも莫大なコス

トとエネルギー消費を必要とし、もちろん夏時間対応電気

製品の新たな需要創出によってもエネルギー需要が増大し

ます。（この新規需要があるので経団連や金属労協は夏時

間制度の導入に懸命になり議員に働きかけているわけです

ね）

○先進国はほとんどサマータイムを実施しているのか？

　福田首相も「先進国でやっていないのは日本だけ」と述

べているが果たしそうか？ もともと夏時間のメリットの大

きい高緯度地帯で導入されていた制度であり、OECD 加盟

国では導入が多いのは当然となるが、日本を含むような、

亜熱帯アジアで実施している国は皆無。また、Wikipedia-夏

時間の導入国マップで示されるとおり、＜過去に夏時間を

実施したが現在は行っていない国・地域＞も多くあるとい

う情報が欠落していること、フランス・ドイツなどでは＜

省エネ効果が認めずらく夏時間を辞めようとする動きが

徐々に活発化 Ref.野中博士のコラム…＞等々、サマータイ

ムはすでに時代遅れとなっている。

○それでも夏時間制度を維持している国も多いのでは？

　夏場以外の日照時間が短い高緯度諸国は、Daylight Savin

g Time（日本以外での呼称）の通り、夏シーズンには早く

仕事を切り上げて屋外スポーツや家族レジャーなど少しで

も多く陽にあたっておこうとするニーズに夏時間はぴった

りなので＜地球温暖化防止＞とは関係なく賛成論も多い。

言うまでもなく、高温多湿の日本では、真夏の夕暮れ時に

屋外スポーツなどは不向きだし、明るいうちには退社しに

くいなど残業増加に繋がるのが必須です。

○札幌では、商工会議所が主導した夏時間実験が好評のよ

うだが？

　札幌の試行は、時計の時刻ずらしを行っていないので、

単に夏場の早出出勤というだけ。現在話題にしているサマ

ータイムなり夏時間といっしょに論ずることはできません。

実験に参加した職場に勤める人だけ早出で、子どもの通学

など家族は通常時計行動だし、夜の TV 番組時間帯も変らな

いので、省エネに一切ならないし、朝早く起き出し就寝は

遅くと、ただしんどいだけのように思います。

○南北東西に幅広の日本ではどうなるのか？

　地点別に分析したレポートがなかったため、釧路、東京、

那覇での夏時間検証を行いました。主な結果は以下（1999

年に作成したもので古めかしく分かりずらくてすみませ

ん）

・釧路の 6 月、東京の 4、9､10 月、那覇の全月で朝 6 時の

起床時にまだ暗くて点灯が必要

・サマータイム期間全般で、仕事が終わってから明るい時

間帯が一時間程度以上あるのは那覇だけ。釧路では 6 ・ 7

月の 2 か月だけ、東京では全期間で終業後の“ゆとり”は

期待できない。九州以南では、暗いうちに仕事に出かけ、

夜は遅くまで明るくなっていて、寝不足とか体調維持が大

変で“ゆとり”どころではない。結論を言えば、夏場の日

本では、緯度の高い国々と比べ、日照時間そのものが短く、

北海道から沖縄まで、どこをとってもライフスタイル面で

の効用はほとんど期待できない。 

○結論：日本でのサマータイムは＜益少なく労莫大＞

　社会インフラ・企業のシステム手直しコストが膨大なだ

けではなく、一般家庭でも、家にある全ての時計や計時機

能つき電化製品の時間調整がどんなに大変か想像にかたく

ない。我が家ではデジカメ、パソコン、AV 機器、熱帯魚タ

イマー、炊飯器・電子レンジ・ガス台など含めてざっと 40

台ぐらいの時間手直しが必要になります。サマータイムの

アンケートなどでは、この負担部分を明らかにせず訊いて

いるので＜賛成＞が多くなります。この労力を明らかにし

てアンケートすると、かなり結果は異なってくるのでは。

　年 2 回の時計手直しは、70-80 年代に夏時間導入を導入し

た欧米各国は、まだ IT 化以前ということでそう問題にはな

らなかったと言えます。しかしネットワーク時代に突入し

た 95 年以降では新たに夏時間を採用した先進国はないこと

からも、もう今更やろうしても不可能というのがまっとう

な認識ではないでしょうか。 

「サマータイム問題を考える」より転載

http://lagoon100.web.fc2.com/st/index.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇キャンパスにおける主な催し～[公開講演会・行事]ページ

より転載

http://www.waseda.jp/jp/event/ に他情報もあります

─────────────────────────

企画展示 現代演劇シリーズ「維新派という現象」  

【日時】PART1：2008/3/1(土)～2008/8/3(日)

　　　　PART2：2008/6/2(月)～2008/8/3(日)10:00-17:00

（火・金 19：00 まで）

        ※詳細は演劇博物館 HP をご参照下さい  

【会場】 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館　 

【対象】 学生・教職員・一般 

【参加申込み費用】入場無料・直接会場へ  

【主催・問合せ】 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館  

【URL】http://www.waseda.jp/enpaku/special/2008ishinh

a.html 

企画展示「無垢の眼 ―稲田萌子、枝松直子、成瀬麻紀子、

宮田佳代子―」  

【日時】 2008/6/30（月）-2008/7/19（土）10:00-17:00

（日曜・祝日休館)  

【会場】 早稲田大学會津八一記念博物館１階企画展示室　

 

【対象】 学生・教職員・一般 

【参加申込み費用】 入場無料・直接会場へ  

【主催・問合せ】 早稲田大学會津八一記念博物館  

企画展示 「ニッポンの映像－写し絵・活動写真・弁士」展

  

【日時】 2008/7/1(火)～2008/8/3(日)10:00-17:00

（7/31（木）までの火・金は 19：00 まで）※7/20(日)、21

(月)は休館

【会場】 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館　 

【対象】 学生・教職員・一般 

【参加申込み費用】 入場無料・直接会場へ  

【主催・問合せ】 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館  

第 16 回 産研アカデミック・フォーラム「日本の会計制度

改革－評価と展望」講　演

　1.「日本の会計基準改革－評価と展望－」明治学院大学経

済学部教授 斎藤静樹

　2.「会計ビックバンと会計情報の有用性」早稲田大学大学

院ファイナンス研究科教授 須田一幸

　3.「開示・会計・監査・内部統制と資本市場」早稲田大学

法学学術院長・法学部長 上村達男

　4.「日本の金融をめぐる課題」慶應義塾大学経済学部教授

 吉野直行  

【日時】 2008/6/21（土）　13:00～17:30  

【会場】 早稲田キャンパス早稲田大学国際会議場井深 大

記念ホール 

【対象】 学生・教職員・一般  

【参加申込み費用】 無料・直接会場へ

【主催・問合せ】 産業経営研究所  

ICC 北米フェスティバル 国立公園シリーズ第二弾

「大自然の宝庫：国立公園の尽きない魅力と遊び方」～ア

メリカ西部５州政府観光局 日本支局長が熱く語る！～

【日時】 22008/6/23（月）17:00-19:00  

【会場】 早稲田キャンパス 25 号館（大隈ガーデンハウ

ス）1 階  

【対象】 学生・教職員・一般  

【参加申込み費用】 入場無料・要事前申込み ※参加ご希

望の方は、メール（タイトル：国立公園第二弾）に、ご氏

名、ご所属、ご連絡先をご記入の上、国際コミュニティセ

ンター（E-mail:north-america@list.waseda.jp）まで、お申

し込みください。尚、当日受付も可能です。  

【主催・問合せ】 早稲田大学国際コミュニティセンター  

講演会「コモンロー再考」

講演者：望月　礼二朗　氏 (東北大学　名誉教授)  

【日時】 2008/6/24（火）18:00-20:00  

【会場】 早稲田大学小野梓記念館(27 号館)地下 2 階 小野記

念講堂  

【対象】 学生・教職員・一般  

【参加申込み費用】 入場無料・直接会場へ  

【主催・問合せ】 早稲田大学比較法研究所  

ICC 北米フェスティバル カナダ紹介トーク・セッション

「カナダの隠れた見所を探る」～ツアーでは行かないカナ

ダ～

【日時】 2008/6/26（木）17:00-19:00  

【会場】 早稲田キャンパス 25 号館（大隈ガーデンハウ

ス）1 階  

【対象】 学生・教職員・一般  

【参加申込み費用】 入場無料・要事前申込み　※参加ご希

望の方は、メール（タイトル：カナダ）に、ご氏名、ご所

属、ご連絡先をご記入の上、国際コミュニティセンター（E

-mail:north-america@list.waseda.jp）まで、お申し込みくだ

さい。

尚、当日受付も可能です。  

【主催・問合せ】 早稲田大学国際コミュニティセンター  
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国際シンポジウム「2008 年以降の日米関係～米国大統領選

挙と安全保障、政治、経済への影響～」  

【日時】 2008/6/26（木）11:00-17:00  

【会場】 早稲田大学小野梓記念館(27 号館)地下 2 階 小野記

念講堂  

【対象】 学生・教職員・一般  

【参加申込み費用】 入場無料・要事前申込み　※参加ご希

望の方は、メールに、ご氏名、ご所属、ご連絡先をご記入

の上、日米研究機構事務局（E-mail:info-wojuss@list.wased

a.jp）まで、お申し込みください。尚、当日受付も可能です。

【主催・問合せ】 早稲田大学日米研究機構 

講演会「現代バイオテクノロジーの挑戦下における医事法

のパースペクティヴ」

講演者：アルビン・エーザー氏 (マックス・プランク外国国

際刑法研究所名誉所長)

【日時】 2008/6/28（土）10:50-12:30  

【会場】 早稲田キャンパス 8 号館 3 階大会議室  

【対象】 学生・教職員・一般  

【参加申込み費用】 入場無料・直接会場へ  

【主催・問合せ】 早稲田大学比較法研究所  

 

講演会「日本の『ソフト・パワー』は本物か仮初か？」

講師：磯村 尚徳 氏（日仏メディア交流協会会長、映画・

テレビ・視聴覚コミュニケーションに関する国際審議会(ユ

ネスコ NGO)会長、パリ日本文化会館初代館長、元 NHK 特

別主幹）※使用言語：フランス語 

【日時】 2008/6/28(土) 15:00-17:00  

【会場】 早稲田キャンパス国際会議場第一会議室  

【対象】 学生・教職員・一般  

【参加申込み費用】 入場無料・直接会場へ  

【主催・問合せ】 早稲田大学国際教養学部  

産研講演会「The Influence of Functional Culture and　In

novation Knowledge Management on New Product Outc

omes in Tri-part Cross-functional Teams」　

講演者：スビン イム氏（サンフランシスコ州立大学助教

授）※通訳なし

世話人：恩藏 直人氏（早稲田大学商学学術院教授）

【日時】 2008/7/10（木）（2008.6.19 開催日変更）10:00-1

2:00 

【会場】 早稲田大学 9 号館 5 階第一小会議室  

【対象】 学生・教職員・一般  

【参加申込み費用】 入場無料・直接会場へ  

【主催・問合せ】 早稲田大学産業経営研究所  

 

産研講演会「グーグル成功の過程とグローバルマーケティ

ングの未来」

Google's Path to Success and How it can shape the Fu

ture of Global Marketing：What I learned working @ P

ay Pal during the summer of 2006 ※日本語と英語で講

演 

講演者：ダン ケイプナー氏（マンムス大学准教授・早稲田

大学国際教養学術院客員准教授） 　

世話人・通訳：高瀬 浩一氏（早稲田大学商学学術院教授）

  

【日時】 2008/7/1（火）16:20-17:50  

【会場】 早稲田大学小野記念講堂（早稲田キャンパス 27

号館地下 2 階）  

【対象】 学生・教職員・一般  

【参加申込み費用】 入場無料・直接会場へ  

【主催・問合せ】 主催：早稲田大学産業経営研究所

第２回育児講演会「子育ては　あたたかく　やわらかく　

ゆったりと―＜長く大きなものさし＞をあてて―」

講演者 ：増山　均氏（早稲田大学文学学術院教授）  

【日時】 2008/7/5（土）13:30-15:00  

【会場】 早稲田大学戸山キャンパス　30 号館学生会館 1 階

学生部会議室  

【対象】 学生・教職員・一般  

【参加申込み費用】 入場無料・要事前申込み。※下記メー

ルアドレスからお申込み下さい。

hoikuroom@list.waseda.jp ※ご希望により未就学児までの

お子様を【対象】に一時預かりをお受けします（3,000 円　

若干名）  

【主催・問合せ】 早稲田大学学生部学生生活課 03-3203-43

41 担当：萩野・小西  

 

講演会「かろうじて夏の夜の夢」

講師：川上 未映子氏（作家・ミュージシャン） 

【日時】 2008/7/5（土）16:30-18:00  

【会場】 早稲田大学小野梓記念館(27 号館)地下 2 階 小野記

念講堂  

【対象】 文学学術院学生・表象文化論学会会員・一般  

【参加申込み費用】 入場無料・直接会場へ  

【主催・問合せ】 早稲田大学文学学術院  



中野稲門会メールマガジン 2008/06（92 号）6 月 20 日配信

6

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

事務局からお知らせ　　　　　　　　　　　配信数 95

───────────────────────── 

☆5/24 開催の中野稲門会の定期総会・懇親会へのご参集あ

りがとうございました。

　新役員体制を含む議案ご承認に加え、母校からは、警大

跡地に設置されることのなった早大中野キャンパスの構想

説明、教務総括常任理事の堀口健治教授（政経）もかけつ

けていただき留学生 8,000 人計画などのお話と祝辞を頂きま

した。懇親会では、新入会員の皆さん（黒田さん、古澤さ

ん、本田さん、近藤さん、小峰さん、尾藤さん）のご挨拶

や、新年会に続き大好評だったグリークラブの合唱、恒例

の応援部員指導による応援歌・校歌斉唱などお楽しみいた

だきました。

　開催に尽力いただきました織田学園・役員の皆さんご苦

労様でした。

☆増山榮太郎さんの『辛口コラム』は、ご多忙中のためか、

休載です。

☆題自由（趣味のこと、この頃気になること、面白情報

…）の投稿をお待ちしています。

次号は 2008 年 7 月 20 日配信予定〔前日に原稿〆〕

◇中野稲門会ブログ http://wnakano.blog76.fc2.com/

◇投稿、お問合せ http://form1.fc2.com/form/?id=119778

◇過去の中稲メルマガ http://wnakano.blog76.fc2.com/blo

g-category-8.html

★配信停止・メールアドレス変更

　http://wnakano.moo.jp/guide.html

━━━━━━━━━━━━━メルマガ担当【いとう】━━

"翔ンデモ東の二度とコンサート第 16 回"「わが心のカンツォーネ」ポスター


