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Printed in Japan

って何？

マチゴト 豊中・池田公式twitterアカウント
m_toyonakaikeda

この地域密着新聞は、twitter 情報も取り入れ、豊中市北部、
池田市南部のエリアのお宅に無料配布しています。

公式サイトへ
携帯電話から
アクセス

twitter は、個々のユーザーが「ツイート（つぶやき）」
と呼ぶ短文を投稿して、ゆるいつながりが発生する
コミュニケーション・サービス。携帯電話、iPhone、
iPad、パソコンなどから参加できます。

プライズイベント。学生、商店街の

仲間が、アツアツおでんをほおばっ

たり、バニー姿で漫才を披露したり。

パン屋のシャッターを開けると、学

生時代のバンド仲間が勢ぞろい。皆

で一緒に歩実さんを歌で祝福した。

　「学生と商店街が、日常的にもっ

と深くかかわり合えば、もっと楽し

くなる」。そう話す歩実さんは、涙

のゑびす顔だった。　　（礒野健一）

１
月１０日夜、池田市の石橋商

店街でサプライズ結婚祝福会

が開かれた。主人公は元大阪大学生

の渡辺歩実さん（旧姓・市橋）。「ゑ

びす男選び＠阪大坂」の初代実行委

員長だ。

商店街の協力でイベントは成功。「学

生と商店街をつなぐきっかけにした

い」という歩実さんの思いは伝わり、

仲間意識が芽生えた。

　２０１０年に結婚した歩実さん

は、今年もゑびす男選びの打ち上げ

に参加した。何も知らず会場へ向か

う歩実さんを、商店街の役員が呼び

止めた。「結婚おめでとう」とティ

アラをかぶせると、次々と始まるサ

　５年前、経済学部で地域活性化な

どを研究していた歩実さんは、石橋

商店街との座談会に参加した。「近

くて遠い商店街と学生の関係を何と

か出来ないか」。商店街側から、ゑ

びす男選びの話が飛び出した。冗談

混じりだったが、歩実さんを中心に

学生たちは実施に向け走り出した。

　大学や警察への許可申請、参加者

の安全確保など課題は多かったが、

かつての仲間や商店
街の人たちが集ま
り、歩実さん（右手
前）の結婚を祝福し
た

keniso

Life

ゑびす男選びの立役者
歩実さんにビックリ結婚祝い

13
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池
田市子育て支援課は、市内の双

子や三つ子とその保護者を対象

に、子育てサロン「ふたごみつごのび

のび」を開いている。月に１度の割合

で保健福祉総合センター（城南３）に

集まり、情報交換などを通じてママ同

士の交流をはかっている。

　池田市内の双子・三つ子は、市が把

握しているだけでも５０組以上いる。

この数字は就学前の子どもに限られて

いるので、小学生以上を加えるともっ

と多くなる。

　「双子って案外珍しくないんです」。

　こう話すのは男の子と女の子の双子

（２歳）を持つ佐野真由美さん。街中

でも双子用のバギーをよく見かけると

いう。そういう時は同じ双子のママと

して親近感を持つものの、「街で偶然

出会っただけで友達になるのは無理」

と語る。「ふたごみつごのびのび」は

ママ友達を作りやすいので、できるだ

け参加している。

　室谷美保子さんもかかさず参加する

１人。双子が新生児だったころは、「ま

ともに眠れたのは１日で３０分くら

い」と話す。しかも、「少し大きくなっ

て歩き回るようになると、もっと大変

になってしまって」と笑う。

　３歳の双子のママの岡本敦子さんの

感想は「子育てはいかに手を抜くかが

大切だとわかった」。ほかのママから

も「１日くらいお風呂にいれなくても

死なないわ」「冷凍食品を使ってもい

いのよ」と合いの手が入る。

　取材中、岡本さんの元に「どうぞ」

と女の子が紙袋を持ってきた。袋の中

身はお古の洋服。４歳の双子のママか

らの贈り物だった。「いつもいただく

んです。とても助かる」と笑顔の岡本

さんの横で、佐野さんが「次はウチに

回してくれるんですよ」とニッコリ。

　双子を連れていると見知らぬ人から

「大変ね」「頑張って」と声をかけられ

ることが多いという。「小さなことだ

けれど、どんなに励みになることか。

本当は１人でも２人でも子育ての大変

さは変わらないんですけど」というの

が共通した実感のようだ。（早川方子）

親子でお絵かき。ママたちの連帯感が強く、子ども同士も仲良し＝池田市保健福祉総合センター

sakozo

Children

池田で双子、三つ子のママサロン
地図、追加写真は
こちらから

使い捨てライターの回収容器を設置する豊中市職員

豊
中市は、使い捨てライターを

安全に回収するため、市内

１５カ所の公共施設にガスが残って

いるものも廃棄できる「使い捨てラ

イター回収容器」を設置した。

　経済産業省が２０１０年９月２７

日から子どもが容易に点火できる使

い捨てライターの販売を禁止するこ

とから、ガスが残るライターが多量

に廃棄されることが予想される。

　使い捨てライターを処分するに

は、ガスを抜いて不燃ごみとして出

すか、収集担当者に直接渡すのが基

本だが、豊中市ではそれに加え、回

収容器にたまったライターのガスを

市職員が抜いて処分するという。　

　＝情報提供・豊中市（早川方子）

Life

使い捨てライター回収箱を設置
sakozo

地図、追加写真は
こちらから

１
月１０日に行われた「ゑびす男

選び＠阪大坂２０１１」には、

約１２０人が参加した。

　阪大坂のゑびす男は着順３番手まで

の人に法被を選んでもらい、そこに記

された結果で一番福が決まる。足の速

さに加えて運の強さも必要となる。

　今年の一番福は、着順では３番手

だった神戸市の会社員・

吉村健太郎さん。吉村さ

んは２０１０年の兵庫県

西宮市の西宮神社福男選

びで４位に入った実力者

で、池田市石橋に住む友

人からイベントを教えて

もらい参加した。「上り

坂は思った以上に足が上

がらず、西宮神社よりも

大変。来年は１番で一番

福を目指したい」と抱負

を語った。　（礒野健一）

Life

阪大坂・ゑびす男は吉村さん

阪大下交差点から大阪大学へと続く約 300メートルの阪大坂を
駆け上がり、福男を目指す参加者たち

keniso

地図、追加写真は
こちらから
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１
年のうちで冬はもっとも星が

美しく見えると言われてい

る。豊中市青少年課は青年の家いぶ

き（服部西町４）で、冬の大三角形、

冬のダイヤモンド、オリオン大星雲

などを観察するスターウオッチング

が２月２日に開催される。

　豊中天文協会から講師も参加する

ため、星に関する質問をしたり、解

説を聞いたりできる。

　１８時半～２０時半。雨天・曇天

の場合は翌日以降に順延する（４日

まで）。実施の有無は当日１７時に

問い合わせを。参加費無料。申し込

みは当日会場で。小学生以下は保護

者同伴。青少年課０６－６８６６－

３０３０。

sakozo

Family

冬の星空観察会
豊中・青年の家

マ
チゴト年賀状コンテストの応募

作品約４０枚が、「エトレ豊中」

（玉井町１）１階入口に展示されてい

る。作品は、２０１０年１２月に「マ

チゴト豊中・池田」が募集した。今年

の干支（えと）であるウサギと新年の

抱負などが描かれている。１００通を

超える応募作品から編集部が審査し、

大賞に選んだ豊中市のも

えちゃん（６つ）の作品

や優秀賞、特別賞のほ

かに、特に印象的だった

３３枚を展示した。

　池田市から来た主婦の

安田トミコさんは「どれ

も明るい色合いで、見て

いると元気になります

ね」と熱心に見入ってい

た。展示は１月３１日ま

で。問い合わせはマチゴ

ト編集部へ。（早川方子）

Family

年賀状コンテスト応募作品展示

展示されているマチゴト年賀状コンテスト応募作品＝阪急豊中
駅直結の「エトレ」1階入口で

sakozo

地図、追加写真は
こちらから

な
にか楽しいことを思い出して

いるような、それともいたず

らを考えているような表情ですね。

大きなひとみが印象的です。

Children

　　　　くすもと　けいすけ君
　　　　　（池田・緑丘保育所）

sakozo

ぼくのかお

ま
さし「さやかのくつ　男みた

いやー！」

　さやか「そんなん　いわんといて」

　まさし「だって　男みたいやもん」

　さやか「このくつ　わたしが好き

やから　買ってって　言うてんか

ら！」

　子どもたち１人ひとりにいろんな

価値観が芽生え育とうとしていま

す。それが生活のふとした場面でぶ

つかり合った時に“自分の好きな物

が１番”って思え、言えるってすご

いですね。友だちのいろいろな気持

ちに出会う中で、「あたりまえ」と

思っていた子どもたちの価値観のゆ

さぶりを大切にしていきたいです。

（豊中市・子どものつぶやき展より）

sakozo

Children

好きやから 
さやか（５歳）

双
子の女の子。ふたりそろって

泣いていたのに、お母さんが

おもちゃを見せると同時にピタリと

泣き止みました。さすがに息が合っ

ています。

Family

　　　　　みほちゃん＆しほちゃん
　　　　　　　　　（池田市）

sakozo

わが家の宝もの

お
局さんになってない？――

　パパがおむつ替えをしてくれたら、

おしりふきを１０枚も使っていた！そ

んな経験はないだろうか。ついつい「何

でよ！」と言いたくなるが、ちょっと

待って。ママだって、初めはおむつ替

えの方法もよくわからなかったはず。

　そこで「もう！お尻を拭くときは

ね…」なんて細かく注意しちゃうと、

「せっかく手伝ったのに！」「やっぱり

育児は女の方が得意なんだ」と、一気

にやる気ダウン。

　ここはグッと我慢して、パパのやり

方を見守っていきましょう。ちょっと

ぐらい雑でも、大丈夫、大丈夫。その

うち、自分で「これは使い過ぎや、もっ

たいない」と気づいてくれるはず。

　ママがパパに「教える」という上下

関係が出来ちゃうと、パパは自分で考

えて動こうとはしないし、ママもいつ

もガミガミ言わなきゃいけなくて、し

んどくなる。

　パパが自分からやりたくなるよう

に、口を出さず、手も出さず見守って

いれば、自分流のやり方で、育児も家

事もママより上手になる日が来るか

も？（今回からタイトルが変更になり

ました）

【椹（さわらぎ）寛子さん】豊中在住

のライター・コピーライター。２歳男

児の母。夫は平日の夫婦２人の弁当と、

休日の朝昼晩の食事をつくるイクメ

ン。http://ameblo.jp/mamawriter/

Children

hirokosawaragi

夫婦で楽しむＷの子育て④
地図、追加写真は
こちらから
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共
進精器――

　豊中市の南西、工場が連なる原田地

区の一角に、オートパーツフィーダと

いう機械を作る共進精器がある。小さ

な部品や錠剤などの医薬品を、自動的

に整列させ、次の工程で扱いやすいよ

うにする専門性の高い機械だ。

　社長の坂本栄希さん（６８）が、同

じ会社に勤めていた先輩３人ととも

に、当時の脱サラブームに乗って起業

したのは１９７６年。「私だけ３０代

で、後は皆５０代。師匠という感じで

した」という仲間と、毎日午前２時ご

ろまで働いた。

　起業当時は現場一本の職人。しかし

先輩が病気で亡くなるなどして、坂本

さんが社長となった。「経営のことは

もちろん、書類の書き方も何もわから

なかった」。必死に仕事を覚え、十二

指腸かいようになった時も、注射を

打って休まず働いた。そのかいあって、

会社はバブル景気やパソコンの需要拡

大にもうまく乗り、業績を伸ばした。

　しかし、その後は不景気などもあり、

ここ数年は赤字が続く。業績を支える

のは好景気時に開発した医薬品用の機

器だ。直接体内に入れるものだけに基

準も厳しく、他社をリードしている。

「やりたいテーマは多く、今も研究開

発費をあてたいが、零細企業にその余

裕はないよ」と坂本さんは笑う。

　従業員は１１人。２０代が多いのが

特徴だ。目指すのは「個人商店方式」

というシステムだ。「うちには標準規

格がない。顧客の要望ごとに対応する」

という会社の方針を、従業員個人単位

で行うのだ。営業から見積もり、機器

の設計、製作、納品、メンテナンスま

ですべてをまかなう。「ただの営業な

ら２年くらいで一人前になるが、ここ

まで出来るようになるには１０年はか

かる。そういう人材を育てたい」

　「従業員は宝物。私より素質のある

子はいる。もう少しがんばってくれる

とうれしい」。子や孫を見るような優

しい瞳で、坂本さんは従業員を見つめ

る。　　　　　　　　　　（礒野健一）

共進精機の従業員の皆さんと坂本栄希社長（右から 4番目）

keniso

Bussiness

豊中・池田発ガンバルジャン⑥
地図、追加写真は
こちらから

Calendar

２月の催しピックアップ
m_toyonakaikeda

催し情報をお寄せください。ウェブ（http://machigoto.jp）には、他にも多くの情報を掲載しています。

メール（info-toyonakaikeda@machigoto.jp）か、郵送（〒 530-8251　大阪市北区梅田 3-4-5　毎日新聞ローカル）で。

地図、追加写真は
こちらから

１日（火）

蝸牛廬文庫資料展～池田を訪れた文人たち（２月13日まで）／池田市立歴史民俗資料
館
蝸牛廬（かぎゅうろ）文庫は池田市の郷土史家・故林田良平さんが所蔵していた

古文書や書籍、書画軸、短冊、絵図などの貴重な地域文化資料。今回は江戸時代

の大坂の漢学塾懐徳堂の中井竹山筆の漢詩「遊呉山詩」など 33点を展示。無料。

池田市歴史民俗資料館 072-751-3019。

５日（土）

人権保育市民フォーラム／豊中市・とよなか男女共同参画推進センター（エトレ豊中５階）
14 ～ 16 時半。豊中市立蛍池保育所の５歳園児らによる踊り「つながれソーラン」や、絵本読み聞かせ、子ど

も情報研究センターの田中文子所長による講演など。参加申し込み不要。定員 150人。豊中市こども未来部保

育課 06-6858-2248。

９日（水）

たちおか帽子「墨絵」展（14日まで）／池田市立ギャラリー（池田駅構内２階）
10 時～ 19時（最終日は 16時まで）。池田市のたちおかさんの墨絵の作品展示。無料。いけだ市民文化振興財

団 072-750-3333。

橋本和哉・ハラチグサ二人展／池田市・ギャルリ「ＶＥＧＡ」（池田駅構内２階）
10 時～ 19時（最終日は 16時まで）。池田市の橋本さんら２人が「コケラオトシ．」と題して作品を展示。無料。

いけだ市民文化振興財団 072-750-3333。

新入園児の通園バッグを作る／豊中市・くらし館
13 時半～ 15時半。手作りの通園バッグで門出を祝う。講師は桜塚校区福祉会・加藤博子さん。針、はさみ、

ものさしなどの裁縫用具を持参すること。材料費 500 円。定員 15人。当日 13時に会場で申し込み（先着順）。

くらし館 06-6858-5060。

１０日（木）

庄内川柳会／豊中市立庄内公民館
10 日、17日、24日 13時～ 15時。庄内川柳会の久保田半蔵門さんを講師に、初歩の川柳を学ぶ体験講習会。豊

中市内在住、在勤の 20歳以上が対象。定員は 30人。無料。電話申し込みが必要。豊中市庄内公民館 06-6334-

1251。

１２日（土）

第５１回落語みゅーじあむ寄席／池田市・落語みゅーじあむ
14時開演。毎月第２土曜日に開催されている恒例の寄席。今回は笑福亭智六「動物園」、桂福車「代脈」、桂枝女太「猿

後家」。木戸銭 1500 円（前売り 1000 円）。電話での予約も受け付けている。落語みゅーじあむ 072-753-4440。

２０日（日）

人形劇団クラルテ公演「１１ぴきのねことあほうどり」／豊中市立ローズ文化ホール
10 時半、13時半からの２回。馬場のぼる原作の「１１ぴきのねこ」シリーズの公演第３弾。前売り 2500 円、

当日 2800 円。チケット販売は人形劇団クラルテ 06-6685-5601 など。

２７日（日）

豊中のぞみ会チャリティーコンサート／豊中市末広町１－２、豊中教会
14 時半開演。「春のいぶき　筝とフルートの楽しみ」と題して、江野俊江さん（筝）、中務晴之さん（フルート）、

長井友理子さん（ピアノ）の演奏。2500 円。豊中のぞみ会は、知的障害者の生活介護施設「のぞみ園」とケアホー

ム「のぞみ荘」を運営。豊中のぞみ会後援会 06-6843-6666。
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豊
中市の服部緑地ウォーターラ

ンド東側に２００９年１０月

にオープンした「ビュッフェスタイル

ＵＫ（ユーケー）」は、山盛りの大皿

が並ぶ食べ放題とは一味違ったビュッ

フェスタイルを提案している。

　約５０種類の料理のほとんどは３～

５センチの一口サイズ。パプリカの赤

色、カボチャの黄色、青菜の緑色など、

鮮やかさがパッと目を引く。野菜をふ

んだんに使った繊細な料理は１皿に約

３０個ずつ盛り付けられており、自分

の皿に取り分けていくのが楽しくな

る。横を見ると、マグロとイカのつく

りやうどんすき小鍋まである。

　ここは、枚方市藤阪東町に本社を置

く料亭、仕出し、割烹の「魚慶（うお

けい）」が手掛けている。店長であり、

１人で料理を作る鍵原照彦さんは、一

口サイズにした理由を「取りやすく衛

生的で、見た目もきれい。大まかな味

ではなく、１つひとつの味をわかりや

すくしようと思って、ワンポーション

にこだわった」と話す。

　鍵原さんは、京料亭わらびの里、湯

豆腐会席の順正、京料理の宇治川旅館

などで修業した。３０歳の時、「何で

も作れるようになりたい」と、洋食や

中華も学んだ。今、その経験が生きて

いる。「こんな食べ方があるんだと知っ

て欲しいし、素材の組み合わせや味付

けに驚いてもらえたらうれしい」

　取材日は、おこげのユバあんかけ、

ナンキンのブルーチーズグラタン、

ズッキーニとエリンギのバルサミコ酢

がけ、サンマの甘露煮、モズクの土佐

酢寄せ、マイタケのクルミみそあえ、

カニゼリーの青葉のせなどがあった。

うどんすき小鍋の珍しさに驚く人も多

く、エビを使った料理や豆乳豆腐の上

におからを乗せた料理などは好評で、

無くなるのも早かった。

　最後に１番気になっていた店名を尋

ねてみると、「ＵＫ」は「魚慶」の略

だと鍵原さんは教えてくれた。

　ランチは２１００円、小学生

１０５０円、幼児５２５円、３歳以下

は無料。　　　　　　　　（進藤郁美）

【ビュッフェスタイルUK】豊中市服部緑地 1－ 8▽ランチは 11時 15分～ 14時ラストオーダー、
ディナーは金～日曜と祝日のみ営業▽水曜休み▽ 06－ 6865－ 3000

iku_mi_iku

Gourmet

一口ビュッフェスタイルＵＫ
地図、追加写真は
こちらから

岡
町は旧能勢街道の中間点として

にぎわった場所である。時代を

さかのぼった風情が点在する。

　岡町駅前の商店街から街道を南へ引

き返すと、２階建ての建物を通り抜け

る１０段ほどの石段がある。下りて行

くと路地になっていて、住宅が路地を

挟んで向かい合っている。かつて「タ

ニマチ長屋」と呼ばれた場所である。

　資料によると明治の初め、滋賀県の

藤谷茂助がかじ屋を始めた。よく繁盛

したので、暮らしに困っている人のた

めに住宅を造ったのが始まりという。

冨田美代子さんは２００２年に移り住

んだ。「ここは駅や買い物に行くにも

便利で、８１歳の年寄りにはもってこ

い」と、そこでの生活を語った。

　商店街に接して原田神社がある。社

記によると、天武天皇の時代に創建さ

れた。最盛期は現在の吹田市から尼崎

市まで７２村の総氏神だった。現在の

本殿は慶安５（１６５２）年の建築。

五軒社流造（ごけんしゃながれづくり）

という様式で、重要文化財に指定され

ている。高畠光典宮司は「彫り物など、

丁寧な仕事が施されている」と話す。

　神社では悪疫退除のため、獅子（し

し）舞いのように村々を回る神事が、

天養２（１１４５）年まで続いた。今

でも１０月２～８日、神社に近い地区

を回っている。高畠宮司は「天保、元

禄のものと、それよりも古い獅子頭の

計３つが残っていて、それを使う」と

言い、話には歴史の重みがある。

　商店街と街道の交差する所に、うど

ん屋「土手嘉」がある。１９２６年建

造の黒壁と格子のたたずまいが、時を

止めている。主人の畑宏年さんは８代

目。初代は嘉助という名で、周囲に土

手があったことから「土手嘉」という

屋号になったそうだ。八百屋なども営

んでいたという。畑さんは「原田神社

のお百度石は、先祖が奉納したようだ」

と教えてくれた。神社に引き返すと、

石には「八百屋嘉助」と刻まれていた。

時が流れても、江戸時代がそこにあっ

た。　　　　（梶川伸）＝詳しい内容

はウェブで（http://machigoto.jp）。

重要文化財に指定されている原田神社の本殿
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Culture

能勢街道をゆく⑧　岡町周辺Ⅰ
地図、追加写真は
こちらから



Thank
You
てんてんが大好きなここちゃん

おもちゃが大好きな「ここ」です。
家では骨の形のおもちゃをてんてんと言ってい

ます。
てんてんを持つと「ここ」は犬格が変わります。
いつまでも遊んでほしいといいます。
てんてん命の「ここ」です。

（池田市、寒作のぶこさん）

sakozo

てんてんをくわえてゴキゲ
ンなここちゃん

投稿は、メール（info-toyonakaikeda@machigoto.jp）か、郵送で（〒５３０ー

８２５１大阪市北区梅田３ー４ー５　毎日新聞ローカル）。

編集室のつぶやき

Thank
You
年賀状ありがとう　ふくまるから返事

６枚の年賀状を受け取った池田市のキャラクター
「ふくまる」から、マチゴトに喜びの声が届いた。

「すごく嬉しかった！本当にありがとう。お返事はふ
くまる専用ハガキでひとりひとりに心を込めて書いた
よ。ぼくの未公開写真入りだよ。ふふふ。みんなの応
援がぼくの元気の源だから、いつでもメッセージくだ
さいね！待ってま～す」　　　　　　　　（進藤郁美）

iku_mi_iku

届いた年賀状に喜ぶ「ふく
まる」

Thank
You
先生への「ありがとう」を募集

間もなく卒業式のシーズンです。豊中市と池田市では、市立小学校は３月１８
日に、市立中学校は３月１４日に式があります。卒業に合わせ、卒業制作や

歌を作るなど、趣向を凝らした思い出づくりをする学校もあるようです。
　卒業生のみなさん、お世話になった先生に、感謝の気持ちを伝えるメッセージ
をお寄せください。このページの「ありがとう」のコーナーや、ウェブ（http://
machigoto.jp）で紹介します。メッセージは約３００字です（スペースの関係で編
集させてもらうこともありますので、ご了承ください）。氏名（ペンネームでも可）、
学校名を書いて、メール(info-toyonakaikeda@machigoto.jp)か郵送（530-8251　
大阪市北区梅田３－４－５　毎日新聞ローカル）で。

shin7000

Present

アンケートに答えて１万円GET

マチゴトでは、より良いコンテンツ提供をめざして、皆様からのご意見やご感
想をアンケートでお願いしています。回答いただいた方の中から抽選で１人

に、１万円分の商品券をプレゼントします。この２次元コードを携帯電話で読み込
んでいただくか、公式サイト（http://machigoto.jp)から回答をお願いします。はが
きで応募いただく場合は、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、マチゴトへのご意
見、ご感想を記入の上、〒530-8251　大阪市北区梅田３−４−５毎日新聞ローカ
ル（1/20号）宛にお送りください。当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせ
ていただきます。応募の締切は２０１１年２月２日。

m_toyonakaikeda

Thank
You
ごせんぞさまへ

いつもまもっていてくれてありがとうございます。ぼくのうんがいいのは、ご
せんぞさまのおかげだとおもっています。

　ぼくがバイオリンをひくとき、ときどき「きょうはごせんぞさまにきいてもらおう」
といしきして、いっしょうけんめいいいおとをだすおけいこをすることがあります。
きこえていますか？
　めにはみえないけれど、きっとそばでみまもってくれているのだなとかんじます。
ぼくがひとのやくにたつにんげんになれるように、これからもよろしくおねがいし
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝秦野小学校１年、奥村晃成くん
　　　　　　　　　　　（池田「伝えよう！いのちのつながり」第１３回作品から）

shin7000
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