
　今年の「たけのこ広場」は予約が低調で心配し

ましたが、当日は好天にも恵まれ多くの人が訪れ、

盛会でした。

　10月５日の区報に掲載されたあと、区民からの

個別相談予約は１件、問い合わせはゼロという状

態でした。しかし、目黒区外からの問い合わせは

例年になく活発で、「目黒区民で予約が埋まらな

い場合」という条件付きで個別相談を２件受けま

した。「たけのこ広場」の開催情報は、民間の福

祉関連サイトやメールマガジン、認知症家族会・

サークルなどから得たということでした。たけの

この活動が広く知られてきたことを感じました。

　今回は新しい取り組みにも挑戦しました。

　認知症や介護の実際を一般区民にも広く知って

もらおうと「ミニフォーラム」を開催しました。

テーマを「地域でのケア活動」とし、品川区で宅

老所やグループホームを運営し、地域ケアを実践

している温井克子さんにご登場いただきました。

　また、４月からスタートした「地域包括支援セ

ンター」のスタッフに参加してもらい、地域に根

ざした高齢者問題の相談窓口・司令塔としての役

割を住民に直接アピールしてもらいました。５カ

所の包括支援センターから７人のスタッフが参加、

交流会と個別相談のテーブルに着いて、認知症介

護の実態に向き合ってくれました。

□

　たけのこは２月にホームページを開設します。

認知症に悩む人たちへのアクセシビリティを高め、

「地域で認知症を見守る」ことの必要を発信して

いきたいと思います。
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ミニフォーラムから交流会へ

スムーズな流れ

　午後１時半に開会。ゲスト相談員を紹介したあ

と、ミニフォーラムに入りました。竹内さんが聞

き手となり、宅老所「ほっとハウス温々」の温井

克子さんの話を45分。そのまま交流会に移りまし

た。温井さんには各交流テーブルを回って、質問

に答えてもらいました。

　交流会は各テーブルに司会者を置きました。認

知症介護研究・研修東京センターの小野寺敦志先

生がＡテーブル、Ｂが村上歌子さん、Ｃは宮本燿

飛古さんです。想定以上の参加者数で、各テーブ

ルとも椅子が２列になったりして、「発言が聞き

取りにくい」状態になりました。ひとり一人にた

っぷり発言してもらえず、不満が残ったかもしれ

ません。しかし、区の保健師や包括支援センター

の職員に参加してもらったので、地域の窓口につ

なげることはできたと思います。

個別相談の希望者多く

交通整理に課題残す

　個別相談の予約は３組。目黒からは１組だけで

した。川崎からの相談者は家族の会のボランティ

アに付き添われて来場。「来れるかどうかは当日

の状態次第」と言っていた世田谷の人も支援者が

連れてきてくれました。認知症の社会的支援の大

切さを感じました。

　「予約はしていないのだが個別に相談したい」

というケースが続出し、対応に追われました。区

報や町会の掲示板などで相談会があることは知っ

ていたものの、「予約電話をいれる」までの決心

第３回たけのこ広場 at 中目黒GT ホール

　10月15日(日)の認知症啓発イベント「たけのこ広場」は過去最高の来場
者数となりました。参加総数約120人、前年に比べ20パーセント増です。新
プログラム「ミニフォーラム」も好評で、交流テーブルでは活発な話し合
いが行われました。

特集 
第３回たけのこ広場 at 中目黒GT ホール
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がつかず、当日、思い切って出かけてみたという

人たちです。楢林洋介先生、宮永和夫先生に大車

輪で対応してもらいました。また、「交流グルー

プに入れない」「ホールの中は息苦しい」など、

集団になじめない人もいて、ロビーなどを臨時の

相談場所に、区の保健師や包括支援センターのス

タッフ、たけのこの会員が個別対応しました。

今年もホットなコンサート

音楽は「たけのこ広場」には欠かせない

　３時45分、恒例のジャズコンサートがスタート。

“スターダスト”など、おなじみのスタンダード・

ナンバーに聞きほれました。澤橋さん、吉川さん、

板谷さん、山口さん、そしてロサンナさん、毎年

ありがとう。

　ジャズに続いては、普段のミニデイのままの音

楽活動。童謡や唱歌など、なつかしい歌をみんな

で歌いました。穏やかな笑顔でフィナーレを楽し

みました。

いろいろな地域から

さまざまな立場の人が参加

　区の保健師８人に加え、新設の地域包括支援セ

ンターから７人、介護保険課、高齢福祉課、包括

支援調整課からも多くの人達が参加してくれまし

た。区立の認知症対応デイホームからも４人が来

てくれました。

　ケアマネやホームヘルパーなど、介護現場の人

たちの参加も増えました。世田谷、品川、大田、

港など近隣区に加え、川崎市、横浜市、水戸市な

ど、多方面から参加者がありました。報道・出版、

福祉関連メーカーの人たちも顔を見せました。

まとめと反省、来年への課題

　ミニフォーラムは対談形式にしたことが良かっ

たとようです。「楽しく聞くことができた」「身

近なこととして受け止めることができた」「宅老

所＝小規模多機能サービスについての認識が高ま

った」などの声が聞かれました。毎年、タイムリ

ーなテーマで続けていきたいと思います。

　交流会は「(人が多く)話が聞こえない」「会話

が広がらない」という意見が多く、テーブルの人

数や配置の仕方、ミニデイテーブルとの距離感な

ど改善しなければならないことが多いと感じまし

た。「初参加の人の話をもっとたくさん聞いてあ

げたかった」という反省もありました。

　告知・広報面では、ちらしのタイトルに「認知

症」の表記をもっと大きくという意見。また当日、

会場まわりに宣伝物・案内板などアクセス表示を

多くとの意見がありました。

　個別相談希望など不意の事態に対応できる、会

の全体を把握した遊軍(タスクフォース)スタッフ

の配置が必要だと感じました。

□

　今年は９月30日で会場を押さえました。上記の

課題をクリアして臨みたいと思います。
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第３回たけのこ広場 at 中目黒GT ホール特集 

ミニフォーラム「認知症ケアと宅老所」
ほっとハウス温々 温井克子さんのお話から

認知症介護で困っている人たちのために

　宅老所「ほっとハウス温々（ぬくぬく)」は

2001年、品川区大井町の古民家でスタートしまし

た。１階がデイサービスと事務所など、２階が自

主事業の宿泊・滞在スペースです。事業主体は(

株)ケアサークル恵愛。ヘルパー派遣、ケアプラ

ン作成など、介護事業を手広くやっています。

　宅老所を始めたきっかけは、「夜中に怒鳴る」

「隣家の戸を開ける」などの困難なケースをたく

さん目にしていたからです。隣地の築30年の「廃

屋同然の空家」を借り受けて改装、10人を預かり

スタートしました。大田、港など隣接区の人もい

ました。

見守り型のケアで、個人の能力を引き出す

　はじめのうちは時間割に沿ってトイレ、入浴、

食事とすべてをお世話する「管理型」のケアを行

っていました。しかし、それではいつまで経って

もオムツが取れないのではないかと気付き、今で

は個人の能力を引き出すことに重点を置いた「見

守り型」のケアを実践しています。ゆったり見守

っていくなかで、その人の生活のリズムが理解で

き、トイレや食事の誘導のタイミング、雰囲気が

分かっていきます。オムツを外せた人、食事が改

善できた人などが出ました。

　起きるとご飯の炊ける匂いがしてく

る。気持ちが落ち着きます。調理の下

ごしらえを手伝ったり、お客があれば

お茶を出す。家に居るようなリズムで

一日を過ごします。スタッフを自分の

嫁だと思っている人もいます。音楽や

体操などいろいろなボランティアの人

が来ますが、活動への参加は自由です。

大規模施設にありがちな「ちょっと待

って」「後でね」はありません。対話

から信頼関係ができるのです。

グループホーム、宅老所

そして小規模多機能ホーム

　ケアサークル恵愛は2004年の３月に、近くで認

知症高齢者のためのグループホームも始めました。

定員は６人。品川区では初めてのグループホーム

です。入居者は身の回りのことはできる人です。

要介護度の平均は2.3。宅老所のほうは身体的に

も援助が必要な人で、要介護平均は3.8です。グ

ループホームは個室が決まりです。しかし、認知

症の人すべてに個室が必要なわけではありません。

一人になると混乱する場合もあります。宅老所は

雑居です。でもひとりになれる部屋も用意してあ

ります。

　４月に法制化された「小規模多機能型」のホー

ムは宅老所をモデルにしています。しかし、全国

の多くの宅老所が「小規模多機能」に移行しませ

んでした。ほっとハウス温々は宿泊・滞在サービ

スを保険外の自主事業として行っています。すべ

てを個室にできないことが大きな理由です。

住民の力を合わせて、地域ケアへの模索

　温井さんは目黒でも自宅を転用するなど、民家

活用型のケア拠点づくりを模索したらどうかと提

言してくれました。温井さん自身、世田谷の自宅

を「介護付きアパート」にすることを計画してい

ます。定年で地域に戻ってきた人達が能力を生か

せる場にもなるのではと考えています。

　地域密着型サービスというのは、そこに住む住民

だけが利用できるサービスです。目黒区民は他の市

区町村にある地域密着型サービスは利用できません。

しかし、自治体同士で「同意」すれば利用すること

ができます。目黒区は他の市区町村との「同意」に

ついては原則を設けた上で、ケースバイケースで臨

んでいくとしています。目黒区は次の４つサービス

を整備していく計画です。

　①認知症対応型デイサービス(既存)

　②認知症高齢者グループホーム(既存)

　③小規模多機能型ホーム(新設)

　④夜間対応型訪問介護(新設)

認知症対応型デイサービス

　認知症に特化した少人数制のデイホームで、一般

デイより利用料は若干高めですが、人員配置が手厚

く、マンツーマンの介助もしてくれます。最新のホ

ームは１月に開設した「デイサービス デイリィ」(

定員12人　電話 6280-7755)。事業者は佐世保市で

グループホームを運営する(株)ウエル。都内では大

田区で訪問介護、品川区でグループホームをやって

います。

認知症高齢者グループホーム

　身の回りのことはできる認知症の高齢者が“共同

生活”する場です。５人以上・９人以下の規模（ユ

ニットという）で、全個室が義務付けられています。

11月に開設した「ゼロケア目黒本町センター」(電

話 5724-4652)が４軒目(６ユニット)。20年度まで

に15ユニットの開設を計画していますが、事業者の

応募状況は芳しくありません。

　ゼロケア目黒本町は２ユニット(１ユニット×９

人定員)。後述する「小規模多機能型ホーム」が別

フロア―にあります。

小規模多機能型ホーム

　デイサービスにショートステイの機能が付加され

たホームで、ホームヘルパーの派遣もしてくれると

考えればいいでしょう。利用者は、①普段はデイサ

ービスとして通い、②家族の都合によっては泊まり、

③状態によってはホームヘルパーに家に来てもらう

―という使い方ができます。高齢者の生活を連続し

てケアしていくための拠点です。会員として登録す

る必要があり、登録した事業所以外のサービスは原

則として使えません。

　区内では初のホーム、「ゼロケア目黒本町センタ

ー」(電話 5724-4652)が２月に開設します。登録定

員24人、通いサービスの１日の定員は12人、泊まり

の１日の定員は５人です。区は20年度までに５施設

(定員100人)の設置を計画しています。

夜間対応型訪問介護

　夜間専門で入浴、排泄、食事などの介護や日常生

活上の手助けを行います。定期的に利用者宅を訪問

する「巡回サービス」と随時の要望に対応する「随

時訪問サービス」があります。事務所には常に“オ

ペレーター”が待機し、利用者からの連絡に対応し

ます。

　２月にジャパンケアサービスが運営する「ハッピ

ー 学 芸 大 学 ・ 夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 」 ( 電 話 

5768-8921)がスタートします。サービス提供時間は

22時から７時まで。区の整備計画はこの１件だけで、

区内全域で200人程度の利用を予定しています。
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地域密着型サービス
目黒区では､どれくらいできる予定？

□目黒区にある地域密着型サービス
＜認知症対応型デイサービス＞
　平成20年度までに７カ所(定員70人)開設の計画

運営法人

(株)アームズ

(株)ケアサービス

(社福)区社会福祉事業団

(有)ココモ

(株)ウエル

(社福)区社会福祉事業団
いちょう
(区立東山高齢者在宅センター) 

名前

デイサービスセンター アームズ

デイサービスセンター 鷹番

しいの木
(区立東が丘高齢者在宅センター)

デイサービス ほのぼの

デイサービス デイリィ

所在地

東山

祐天寺

鷹番

東が丘

八雲

目黒本町

定員

10

10

10

12

10

12

＜認知症高齢者グループホーム＞
　平成20年度までに15ユニット(定員135人)開設の計画

グループホームこまば

コムスンのほほえみ都立大学

グループホームみんなの家目黒

ゼロケア目黒本町センター

(社福)愛隣会

(株)コムスン

(株)ウイズネット

(株)ダスキンゼロケア

大橋

平町

中根

目黒本町

９(１ﾕﾆｯﾄ)

18(２ﾕﾆｯﾄ)

９(1ﾕﾆｯﾄ)

18(２ﾕﾆｯﾄ)

＜小規模多機能型ホーム＞
　平成20年度までに５カ所(定員100人)開設の計画

ゼロケア目黒本町センター (株)ダスキンゼロケア 目黒本町 24

＜夜間対応型訪問介護＞
　平成20年度までに１カ所(200人)開設の計画

ハッピー学芸大学
夜間対応型訪問介護 (株)ジャパンケアサービス 五本木 －
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ミニデイのアルバムalbum ミニデイのアルバム album

青木トクさんは４月の水頭症の手術がうまくいって、「声が出
る」「握力が強くなった」「声をかけるとはっきりと反応する
」など体調が目覚しく回復してきました。いい表情ですね。

7月21日

7月7日
この日は七夕。七夕飾りをバックに、大橋
手品クラブのみなさんが至芸を披露してく
れました。

8月4日

家族会で包括支援センターとの懇談を
しました。ミニデイにも参加してくれ
ました。

8月18日

山口明美さんが、ゆかた姿で琴の演奏に来てくれました。
邦楽の良さを再認識。日本人でよかったなあ。

グループ“アミカ”の手話ダンス。
伊良原先生、いつもありがとう。

9月15日

10月20日

腹話術登場。三田の木山美由紀さんです。
今日は西原律子さんのお別れ会。村上さん
たちが作ってくれた記念アルバムの贈呈式
をしました。泣くな、西原！

GTホールに来てくれた永澤瀧雄さんとた
か子さん。この日がミニデイ初日です。



ミニデイのアルバムalbum
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11月17日

12月25日

12月1日
ミニデイのあと３家族で表参道へ。暖かくて紅葉はまだ。
表参道ヒルズを見物して、ケーキセットを食べて帰りま
した。

再び木山さんの腹話術登
場。笠原さんの愛犬マロ
ンも飛び入り。人形と犬
で大いに盛り上がりまし
た。

クリスマス会。西原さんの後任、国立音学院生の山本悠太さんが初お目見え。
ギターとフルートの合奏、一力さんの“アメイジング・グレース”にみんな
うっとり。
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　 ７－12月の活動から
■介護体験を聞く「介護食の工夫」
　11月24日の家族会で、青木篤三さんに「我

が家の献立のやりくり」を聞きました。フー

ドプロセッサーやミキサーを使い分けたミキ

サー食の作り方、らくらくゴックンによる食

事のさせ方など青木家の工夫をたくさん教え

てもらいました。男でよくぞここまで、と感

服しました。

　次回の「体験・介護食づくり」は松尾うた

子さんを講師に、２月26日に行う予定です。

■保健師の参加が交代制に
　12月から目黒保健センターと東部保健福祉

サービス事務所の保健師参加が交代制になり

ました。第１週が目黒保健センター、第３週

が東部保健福祉サービス事務所の担当です。

■月刊誌「かいごの学校」８月号・12月号で　
紹介
　８月号では６月の食事会の写真とともにた

けのこの活動が１ページにわたり紹介されま

した。グラビア「笑ってかいご」には竹内伊

代さん、赤崎敬子さん、村上貞子さんが登場

しました。

　12月号はＧＴホール「たけのこ広場」のリ

ポート。今里安利さんの穏やかな笑顔がグラ

ビアを飾りました。

 　 
　　ひと・往来
■東久留米の今野則子さん
　東久留米市東部地域包括支援センター宇井

純子さんの紹介で、９月15日、今野則子さん

が来所しました。同市氷川台の自宅でミニデ

イホーム「かつさんの家」をスタートさせる

ための見学です。東久留米では初の民家を使

ってのミニデイです。

　今野さんはお母さんが入院時、ひどい虐待

を受けました。その実態と病院側の事後対応

について、また現在暮らしている小平市の介

護事業所併設賃貸マンションのことなど詳し

く聞かせてくれました。こちらが勉強させて

もらった一日でした。

■日本社会事業大学からフィールドワークに
　清瀬市にある日本社会事業大学の学生団体

「社大福祉ネットワーク」の嶋田智美さんと

伊藤友里さんが、11月17日の例会でアンケー

ト調査を行いました。

［ボランティア］
■筝曲演奏ボランティア、山口明美さん
　８月４日。世田谷区梅丘から来てくれまし

た。ＧＴホールでベースの演奏をしてくれた

山口良夫さんの奥さんです。琴の伴奏で「荒

城の月」などを歌いました。日本文化の良さ

をしみじみと感じました。

■音楽ボランティアの西原律子さん
　北海道へ帰郷のため、９月15日でお別れと

なりました。西原さんは国立音楽院の音楽療

法士コースの先生で、約４年間、生徒さんと

ともにたけのこの活動を盛り立ててくれまし

た。最後の日は、会から４年間の活動を記録

したアルバムを贈り、別れを惜しみました。

長い間、ありがとうございました。

■腹話術ボランティア、木山美由紀さん
　三田在住。初回は９月15日。12月１日にも

再度、来てくれました。人形と遊べて、皆、

大喜びでした。

■新音楽ボランティア、山本悠太さん
　国立音楽院で音楽療法士を目指しています。

一力晶子さん、高橋雅美さんと３人で西原さ

んの後を務めてくれます。

［新会員］
■Ｍ・こずえさん
　五本木在住。息子さんと二人暮し。近くに

住む姪の川上さんが９月に相談に来て入会し

ました。

■永澤瀧雄さん
　82歳。東が丘在住。ＧＴホール「たけのこ

広場」に参加され、翌週の例会で会員になり

ました。

［ご逝去］
■堀口冨貴子さん
　８月20日、老衰のためご自宅で逝去されま

した。吉村耀子さんによれば、朝、水を飲ん

でから「横になりたい」と床に臥され、その

まま眠るように亡くなられたそうです。86歳

でした。ご冥福をお祈りします。

［入所］
■下目黒の関さん
　12月に板橋のグループホーム「ラポール高

島平」に入所しました。

　　介護・福祉関連情報
■中央包括支援センターの運営事業者が変わ
　りました
　「職員を安定的に確保できない」という理

由から、(社福)三交会は10月、区に対し「中

央包括支援センターの受託事業者を辞退した

い」との申し入れを行いました。区は11月30

日で三交会との契約を解除、12月１日からは

(社福)目黒区社会福祉事業団を後継事業者と

して随意契約しました。一部の職員は三交会

から事業団に転籍し、業務を続けています。

人人
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　４月に新設された５カ所の包括支援センターと

目黒区包括支援調整課のスタッフを招いて勉強会

を開きました。たけのこ以外にも呼びかけ、参加

者は20人を超しました。同センターは高齢者支援

の総合的な窓口・司令塔として“ワンストップサ

ービス”を謳っています。「困ったときは包括支

援センターへ」と考えていいと思います。スター

トしたばかりで問題は山積していますが、既存の

保健福祉サービス事務所の支援機能と合わせ、わ

たしたちのニーズを的確にくみ上げていってほし

しいと思います。地域ケアの新しいシステムを軌

道に乗せていくために、たけのことしても認知症

関連の情報を提供し、協力していくつもりです。

懇談会は今後も継続して行っていく予定です。

　高齢福祉課主催で、寝たきりや認知症の在宅介

護をしている人が対象。参加費は2000円＋昼食代

1500円でした。参加者は19人。たけのこからは青

木、竹内、宮本夫妻の４人が参加しました。当日

の朝に起きたアクシデント処理のため、東部保健

福祉サービス事務所の村田所長と田所保健師が、

急きょ不参加になりました。１日目は班別交流会

と夕食・懇談会、２日目が講義という内容です。

交流会は区の職員も加わり各班10人程度(全３班)

で、介護の悩みを披露し、意見を述べ合いました。

前年に比べ、活発で中身の濃い交流だったと思い

ます。

　２日目の講義は２部構成。前半が区立東が丘ホ

ームの介護係長・横山亮子さんによる「認知症の

理解と介護方法」の講演。現場での体験をもとに

した話は分かりやすく、参加者の意見を上手に引

き出す進行振りでした。話された“認知症介護の

ポイント”の概略を紹介します。

①その人らしいなじみの生活環境を整える

　食事・排泄・睡眠など生活の基本を大切にし、

　居場所、家具、道具などを工夫する。

②寝たきりの予防

　車いすなどを上手に使い“寝たまま”にしない。

③不安をやわらげ、穏やかに対応する

　穏やかな語りかけが大切。

④「してあげる」より「支える」介護

　今できることを大切にして、支えてあげる。

⑤完全主義はやめ、明るく笑う

　一人で抱え込まず公的サービスを利用。「笑う

」ことで介護者のストレス解消を。

　後半の「介護予防体操」は講師の田所保健師が

来れなくなったので実技は省略。その時間をたけ

のこの活動紹介に当ててくれました。竹内さんが

ミニデイの内容と会員の介護事例、翌週のGTホー

ル「たけのこ広場」のねらいなどを話しました。

　毎年、ここで交流できることを楽しみに来てい

る人も多く、高齢福祉課では今後も続けていきた

いと話しています。

　社協が総合庁舎へ移転して初めての「つどい」

です。中目黒GTプラザビルの全面的な協力を得て

包括支援センターとの懇談会
８月18日(金)　中目黒スクエアの家族会で

目黒区介護者セミナー
10月６日(金)・７日(土)　熱海・岡本ホテル

第３回めぐろ地域福祉のつどい
10月28日(土)　中目黒ＧＴプラザ

トピックス
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実現しました。１階にメインステージを設け、エ

スカレータで降りた地下１階の屋外広場、屋内の

ホールなどでミニデイや障害者グループがバザー

や模擬店、パフォーマンスなどを行いました。　

たけのこはバザーに出店。約15,000円を売り上げ

ました。

　介護者と支援者のグループが共同主催する手作

りのイベントです。今年は認知症キャンペーンを

開催中の東京都も共催、ブースを出しました。

　たけのこは「介護者の広場」に資料を並べ、会

の情報を伝えました。ここに寄った人は介護者半

分、事業者半分といったところでしょうか。用意

したパンフレット、会報はすぐになくなってしま

ったので、あとは名刺を渡して宣伝しました。目

黒の人は非常に少なかったです。新宿にオフィス

があるというサラリーマンの相談が何件かありま

した。認知症の故郷の両親をどう介護したらいい

かなどという悩みです。サラリーマン(レディー)

への情報提供は今後のポイントだと感じました。

　来場者は約450人。盛況でした。たけのこは協

力金6,000円を拠出しました。今年も第３回を催

す予定です。

第２回市民発！介護なんでも文化祭
11月３日(金・祝)　西新宿・スペースセブン



ホームページを開設しました
http://takenoko.kazekusa.jp/

認知症関連機関・グ
ループのリスト。
クリックすると、そ
のサイトへ進めます。

雑誌でいえば表紙。
目次をクリックして
読みたいページへ進
みます。

たけのこの自己紹介
ページ。会費や連絡
先などの情報です。

ミニデイや家族会、
GTたけのこ広場など
年間の活動とスケジ
ュールを知ることが
できます。

会報「たけのこ広場」
のダイジェスト。
“ミニデイのアルバ
ム”を中心にビジュ
アル情報で伝えます。

トップ

Mailマークをクリック
すれば、電子メールで
きます。

目黒認知症高齢者と家族の会  たけのこ

プロフィール
活動＆

スケジュール
ニュースレター

「たけのこ広場」 リンク

□ミニデイサービス＆家族会
　・第１・第３金曜日 ９時半～12時
　　中目黒スクエア 3719-0694
　・ミニデイ参加費
　　会員無料、ビジター１回300円
　　※見学・下見はご自由に。無料です。

□年会費
　・一般会員 3,000円(家族単位)
　・協力会員 1,000円

□連絡先
・たけのこ(幹事・竹内弘道) 3719-5527
・目黒保健センター 5722-9504
・東部保健福祉サービス事務所 5722-9702
・目黒区社会福祉協議会 3714-2534

ホームページURL

http://takenoko.kazekusa.jp/

e-mail　takenoko@kazekusa.jp

お便りは
こちらへ


