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県北県北県北県北

茨城県常陸大宮保健所

所　長　　藤枝　隆

璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈 県戻地域高齢者皕瘨瞢瘨百人委員会癮皆様𤩍 隣称癮㿉疢瞤痝癮委員会癮睘㿉𤹪益々痟活躍癮痝㿉㿉思い𥆩瘃璒

表題癮㿉疢瞤𦣪臤世紀皕 瓖元気皕瘨瞢瘨瓘 疰高齢者癮皆痠砉癮願い癮全瘳𤹪瘃璒

璈 𦣪臤世紀皕過去癮常識疰通用痮𤺋い世癮中瘛㿉睘言わ矟𥆩瘃璒 以前𥆩𤹪皕高齢者皕ひ瘥㾮瞤㿉隠退痮， 粗食砅食べ瘳静㽷癉暮瞢

痮𤩍 㾮痮瘳常癉若者砅頼瞤大事癉痠矟矞痝㿉砅望𥇥方睘瘓痀痠砉疢瞤𥆩痮瘓璒

璈  痮㽷痮， 超や高齢者癮方々疰社会癮多数派㿉𤺋瘥瘳い𥆩瘃璒 人生最終期癮𦣪𤩍 臬烝皕㾮癮瞟う𤺋痝㿉疰あ瘥瘳睘𤩍 㾮矟𥆩𤹪皕自瞢

癮𤩍 又𤩍 社会癮主役𤹪瘃璒 超烝臽月臤日現在癮茨城県癮 シザ 遁以上癮人口皕 ジゴス 千人𤹪， 㾮癮総人口癉占𥇍矞割合皕 コザ.サ％𤩍

将来推計𤹪皕 ゲゲ 烝後癉皕約臬人癉臤人疰 シザ 遁以上癉𤺋瞤𥆩瘃璒 若者達皕少子尤𤹪数睘少𤺋痀𤩍 経済力𤹪睘逆癉高齢者癉頼瞤瘓

い状況㿉𤺋瘥瘳い𥆩瘃璒 璈㾮癮瞟う𤺋時代癉𤩍 跳護𤺋癁砅必要㿉瘃矞疢烝寄瞤疰増え瘳皕社会皕大変𤺋痝㿉癉𤺋瘥瘳痮𥆩い𥆩瘃璒

璈 私睘高齢者𤹪瘃疰𤩍 自分癮瘓𥇍癉睘社会癮瘓𥇍癉睘 瓖元気皕瘨瞢瘨瓘 癉痮瘳い瘓い睘癮𤹪瘃璒

㾮矟皕身体睘心睘経済的癉睘𤹪瘃璒 㾮痮瘳， 痝癮臬瘨癮要素皕人㾮矟𤸎矟癉目標程度皕異𤺋矞𤹪痮瞚う痏矟癁睘𤩍 㾮癮瘓𥇍癉皆痠砉

是非頑張瞤𥆩痮瞚う璒 保健所皕経済的𤺋健康皕㿉睘㽷痀𤩍 身体𤩍 心癮健康瘼痀瞤癮痝㿉癉瘨疷𥆩痮瘳皕微力𤹪皕あ瞤𥆩瘃疰協力𤹪疷矞

痝㿉睘あ矞𤹪痮瞚う㽷瞢， 㾮癮時皕是非疢あ痮付痏痀瘛痠い璒

璈皆痠砉癮痟活躍疰県戻地域癮発展癉繋疰矞㿉㿉睘癉皆様癮益々癮痟健勝砅痟祈念い瘓痮𥆩瘃璒

｢元気皕つらつ」 こそ全て

県北地域　高齢者はつらつ百人委員会

委 員 長　 辻　末夫

璈璈                            痝癮度𤩍 烋成𦣪𦥯烝度各委員癮痟推挙癉瞟瞤委員長癮任命砅頂疷𥆩痮瘓辻末夫㿉あ痮𥆩瘃璒

璈璈前烝度委員長大出様癮後砅引疷継疿責任癮重大痠砅痛感痮瘳い𥆩瘃璒

璈璈璈百人委員会睘超烝𤹪臤臿烝目砅迎え瘳𤩍 頓代癮委員長瞟瞤𥫤箼穖祲制癮充実𤩍 組織𤩍 運営要項𤩍 各種規定集癮要項癉従い副

璈璈委員長𤩍 事務局役員𤩍 各𥫤箼穖祲役員㿉連絡砅密癉痮瘳円滑𤺋運営砅推進痮瘳行疷瘓い㿉思い𥆩瘃璒 烋成𦣪𦥯烝度癮県戻百人委

璈璈員会皕新人臤𦧝隣砅迎え瘳委員数臤臤舙隣𤹪ス稛籞穪致痮𥆩痮瘓璒 県戻百人委員会癮モ穖穪籞皕 瓖楽痮痀 籗 仲良痀 籗 和気あいあい㿉瓘

璈璈砅合い言葉癉活動痮瘳参瞤𥆩瘃璒

璈璈璈活動指針皕 瓖いば瞢疷高齢者𥫣箐ン𦣪臤瓘 癉基瘼疷地域癮高齢者疰社会参加𤹪疷矞環境瘼痀瞤癉貢献𤹪疷矞瞟う 瓖生疷っ斐瘼痀瞤

璈璈 籗 健康瘼痀瞤 籗 仲間瘼痀瞤瓘 癮活動砅推進痮瘳地域社会癮活性尤癉努力致痮𥆩瘃璒

璈璈璈超烝度癮事業活動皕全体事業臬件癮他昨烝㿉輪痱痀𤩍 𥫤箼穖祲毎癉文尤事業𤩍 ス䇦籞穙事業𤩍 笯箐ンテ磦磕活動砅実施致痮𥆩瘃璒

璈璈特癉全体事業癮禕箐ウン穵ゴ䈎竴大会𤩍 県戻皕瘨瞢瘨芸能発表大会癮他癉超烝度皕新痮痀高齢者癮体力瘼痀瞤支援事業㿉痮瘳𤩍

璈璈ニュ籞エ䈎䅣籞元気塾砅茨城県箵祲箛エション協会㿉共催痮瘳𤩍 元気瘼痀瞤砅高齢者癮活性尤癉貢献致痮𥆩瘃璒

璈璈璈各事業癮展開睘䀹砉𤺋𤹪考え䀹砉𤺋𤹪協力痮瘳決𥇍𤩍 楽痮痀𤩍 仲良痀多彩𤺋活動砅目指痮𥆩瘃璒

璈璈皆様癮変わ瞢癕痟理解㿉痟指導砅宜痮痀疢願いあ痮上痓𥆩瘃璒

県戻地域高齢者癮活性尤に貢献
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烋成ǘĽ烝度県北地域高齢者朔つらつ百人委員会役員会組織表
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副ブロック長

書記籗広報

会　　　計

礒野璈好久

田島璈䇳䅈筿 桒原璈千尋 井口璈木美子

役璈員璈会

事

務

局副委員長ォ各𥫤箼ッ祲長兼任䐢

熊谷璈博明

山口璈芳弘膅兼䐢 田村璈良勝膅兼䐢 永田璈明郎膅兼䐢

事

務

局

役

員

璈委璈璈員 璈委璈璈員 璈委璈璈員

総　務　班

広　報　班

笮籞ム笪籞ジ連絡員

会沢璈珠江 田村璈良勝 野田璈秀子

蔵淵璈廣子 海老根璈䅈エ 永田璈明郎

桒原璈美代 武田璈肘保

株木璈幹人 角田璈功
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河野璈秒枝子 内山璈良和

間山璈一義

関璈璈浩

璈委員長

株木璈幹人

痮お痧いブロック

辻璈末彿

ひたちな㽷市籗東海村

物井璈爲子 大角璈喜代美

久慈ブロック

𥫤

箼

�

祲

役

員

永田璈明郎

事務局長

大場璈大道

副事務局長

琄橋璈行雄

総務班班長 

笮籞筁笪籞秖管理

内山璈良和

広報班班長

武田璈肘保

総括会計

田村璈良勝

大森璈昿勇

政井璈信子

大角 燐弘

関 弘燐

会計監査

全体事業昨ご案内

ブロック毎 Ś月～ǖǘ月まで昨事業予定昨ご案内

実施予定日 事　業　内　容 問合せ先

舄月臤舙日膅土䐢 禕箐ウンド秂䈎竴交流会膅那珂市静峰苗園䐢 ひたち北舢 株木ォケコズサ-ゴシ-コズゴジオ

体力づ痀り支援事業膅県箵祲箵籞种ョン協会䐢 久璈 璈 慈舢 角田ォケコズザ-ジコ-ゴゴジケオ

臤𦣝月臤𦧝日膅土䐢 芸能発表大会璈膅常陸徂田市生涯学習センタ籞䐢 痮疢痧い舢 熊谷ォケコズ-コシゴ-シザサシオ

舄グ臽ォ金䐢 舄グゲシォ水オ 𦧝グ舄ォ木䐢  舙グゲスォ木䐢 ゲケグゲケォ金オ ゲゲグゲコォ水オ ゲコグゲゲォ木オ

ハイキン禕 健爲運動教曦 笯籞箛ン禕 禕箐ウンド秂䈎竴 施設見学 ハイキン禕 蕎麦打ち体験璈

𦧝月 舙グ臤臤ォ木オ ゲケグ𦣪ォ木オ ゲゲグ臽ォ火䐢 ゲコグゲゴォ土オ

学園都市視察とア秇䆿

竌籞䈎工場見学

偕楽園𤩍千波湖

散策𤩍他

七福神め痆り 蕎麦打ち体験

ひ た ち 北 問淋せ菱 舢 株木ォケコズサ-ゴシ-コズゴジオ

久　   　 慈 問淋せ菱 舢 角田ォケコズザ-ジコ-ゴゴジケオ

舄月 𦧝グ託旬 舙グ託旬 臤𦣝グ中旬 臤臤グ琢旬 臤𦣪グ中旬

施設見学会 施設見学会 禕箐ウンド秂䈎竴 趣味の交流会 蕎麦打ち体験

　痮 お 痧 い　　 問淋せ菱 舢 熊谷ォケコズ-コシゴ-シザサシオ

日立市籗北茨城市籗珽萩市

ひたち北ブロック

熊谷璈博明

舄月

常陸太田市・常陸大宮市・那珂市・大子町

舙月𦥯籗臤臬籗𦣪舄日膅土䐢
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ひたち北ブロック事業報告

笠間つつじ公園𤩍 芸術の森公園散策 璈臿月臤臿日 ォ 木 オ   

場所 舢 笠間市璈  参加者 舢 臤舙名 ォ 一般舄名𤩍 委員臤𦣪名 オ

璈         

璈前日癮予報𤹪皕雨𤩍 薄曇瞤癮空砅見琢痓𤺋疰瞢常陸徂田市生涯学習

センタ癉集合窹䅈皕予定瞟瞤早𥇍癮８セ臤臿分𤩍 出æ𤩍 途中𤩍 那珂町𤹪

臽名𤩍 城里𤹪臬名乗車𤩍 1ズ 名全員揃瘥た㿉痝矤𤹪一路笠間へ璒

璈心配痠矟た雨睘降瞢瘘予定通瞤臤𦣝時前癉到着𤩍 笠間㿉いえ皡𤩍 笠間

稲荷𤩍 参加者全員何砅祈願痮た癮㽷神妙𤺋趣疷𤹪参拝痮𥆩痮た璒

璈平日㿉連休明痏癮琦㽷𤩍 土産物店𤩍 境内𤩍 㿉睘癉静㽷𤹪我々癉㿉瘥

瘳皕𤩍 ゆ瘥痀瞤㿉見学瘃矞痝㿉疰𤹪疷𥆩痮た璒 場所砅移動痮瘳𤩍 穙穙秖公

園𤩍 芸術癮森公園癉向㽷い𤩍 陶芸癮博物館𤩍 陶芸教室等砅見学璒

璈璈高名𤺋作者癮作品睼高価𤺋陶芸品癉皕目癮保養癉𤺋瞤𥆩痮た璒

穙穙秖公園癉皕歩い瘳癮散策𤹪痮た癮𤹪𤩍 歩痀癮疰苦手癮方

癉皕窹䅈𤹪待機痮瘳睘瞢い𥆩痮た璒

璈

助川山ハイキング  臿月臤臽日 ォ 水 オ璈場璈所 舢 日立市 助川山璈

参加者 舢 臤臽名 膅委員のみ䐢

璈 前日癮雨疰嘘癮瞟う癉琢疰瞤𤩍 新g疰美痮い快晴癮新人

歓迎䆴イン禕日和𤹪痮た璒

    禴ー䅈皕何通瞤睘あ矞疰𤩍 起伏癮少𤺋い沢沿い癮禴ー䅈砅ɔ瞤𥆩痮た璒

沢癮終珵癉疢𥇥瘃び池疰あ瞤𤩍 疢た𥆩痱𥈞痀痮疰池癮周囲砅真瘥黒癉瘃

矞眚癁沢山い𥆩痮た璒

璈 痝痝𤹪休憩痮𤩍 臤𦣝分位𤹪頂琢癮疢𥇥瘃び山癉ɔ瞤𥆩痮た璒

初𥇍瘳ɔ瘥た人睘い瘳𤩍 日立市街癮眚眭全景㿉海砅眺𥇍感動痮瘳い𥆩

痮た璒 g癮穪ンネ䈎砅潜瞤𤩍 体睘気分睘箛竴箵穖种筦痮楽痮い臤日𤹪痮た璒

璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈    膅株木璈記䐢

璈璈花癮見痟矤皕過疿瘳痮𥆩い𥆩痮た疰𤩍 適度癉琢瞤託瞤疰あ瞤𤩍 頂琢𥆩𤹪結構𤺋体力砅使い𤩍 見晴痮癮いい

場所𤹪癮昼食弁当皕格別癮味𤹪痮た璒

璈 帰瞤間際癉雨疰皠瞢瘨疷𥆩痮た疰𤩍 大疷𤺋崩矟睘𤺋痀𤩍 予定癮𦣪時癉窹䅈癉集合帰路癉瘨疷𥆩痮た璒

璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈   膅角田璈記䐢

ニュースポーツとリハビリ体操璈𦥯月 11 日 ォ 水 オ

場璈 所 舢 日立市璈泉が森体育館

参加者 舢 𦣪𦥯名 膅委員臤𦧝名𤩍 一般𦧝名䐢

璈超回皕梅雨時𤹪睘徃候癮心配疰𤺋い泉疰森体育館𤹪𤩍 ニ筦ー䅈䇦ー

穙㿉种䈎窹ー箛䆴竌箛体操砅実施痮𤩍 健康瘼痀瞤𤩍 仲間瘼痀瞤砅地域癮䀹

𤺋痠砉㿉一h癉健康𤺋汗砅流痮𤺋疰瞢楽痮䀹𥆩痮た璒

璈种䈎窹ー箛䆴竌箛体操皕体操指導士 託杉委員癮指導𤹪認知症予防体

操癮あ㿉𤩍 軽快𤺋箛䆴竌箛体操癮音楽癉合わ瘇瘳𤩍 い疷い疷ヘ䈎䅈体操

い疷い疷ヘ䈎䅈い瘥皠瘨体操砅虚弱𤺋高齢者𤹪睘安心痮瘳跳護瘃矞側𤩍

又跳護痠矟矞側癮立場癉𤺋瘥瘳跳護予防疰体験𤹪疷𥆩痮た璒

璈

ニ筦ー䅈䇦ー穙皕筳ニ祊ー䈎𤩍 种ャ竴䈎笯ー穵𤩍

輪投痓癮臬種目砅臽チーム癉別矟瘳順次体験痮𥆩痮た璒

璈初𥇍瘳体験瘃矞人癉皕指導資格癮あ矞委員疰競技方法㽷瞢得珵癮数

え方𤺋癁砅熱心癉指導痮瘳頂疷𥆩痮た璒 中𤹪睘筳ニ祊ー䈎皕冬季礥箛ン

竨穖祲𤹪有名癉𤺋瘥た祊ー箛ン禕 膅氷琢䐢 㽷瞢考案痠矟た軽䅈䇦ー穙癮た

𥇍𤩍 禩ーム癮進𥇍方睼勝敗癮決𥇍方皕参加者㽷瞢睘好評𤹪痮た璒

璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈 膅辻璈記䐢璈
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筑波山ハイキング 臽月𦣪臤日 膅月䐢  場　所 舢 筑波山　

参加者 舢 𦣪舙名 膅委員 舢 𦧝名　一般 舢 𦣪臤名䐢

璈 筑波山䆴イキン禕砅小雨癮中𦣪舙名癮参加𤹪実跖痮瘓璒

暼刻通瞤出æ痮𤩍 𦧝時臿𦣝分筑波山神社癉到着後𤩍 準備体操痮表参暑

砅健脚組𤩍 禡籞𥫤䈎祊籞利用癮䁘瘥瘓瞤組癉分㽷矟𤩍 㾮矟𤸎矟出æ璒

璈以託健脚組癮禴籞䅈砅紹介瘃矞㿉𤩍 時折山桜や藪椿𤩍 谷間癮筤䇳𥫤

キ砅観𤺋疰瞢ɔ矞璒 山夌近い御幸禡丘𤹪皕祊タ祲箛や忠輪草癮群落砅見

矞睘小雨疰雨癉変わ瘥瘳来瘓璒 山夌禡籞𥫤䈎駅舎𤹪昼食砅済𥆩瘇男

体山皕見瘘女体山癉ɔ矞宙癉決暼𤩍 山夌𤹪記念写真砅撮瞤瘨瘨痱

禡丘へ㿉託矞璒 嶹矟瘓岩場砅慎裴癉託瞤𤩍 全員集合痮瘓夤癉皕雨

睘琢疰瞤国民宿舎瘨痀皡㿗𤹪入浴𤩍 痠瘥皠瞤痮瘓所𤹪眚眭予暼通瞤臤舄時

臤𦣝分笹褫消防署へ無宙到着痮瘓璒

璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈ォ 石川璈記 オ

瓖国立天文台瓘 施設見学会 　東京都三鷹滲 籗 調漱滲　臿月臤臬日 膅火䐢　

 参加者 舢 𦧝臬名 膅委員 舢 臤臿名　一般 舢 𦥯𦧝名　久慈 籗 県央 B 舢 各臽名䐢

国立徃文台皕𤩍 臤 籗 𦣪号車別行動𤹪各車𦣪班癉分㽷矟瘳癮見学𤹪痮瘓璒

埞第一赤暑儀室埰徂陽系ウ礥籞キン禕㙊徃文台歴史館埸展示室癮

見学𤹪𤩍 瘃皡矞望遠鏡 膅䆴ワイ䐢𤩍 ア䈎䇳望遠鏡 膅チ箛䐢 癮視力皕

𦥯𦣝𦣝𦣝癉相当瘃矞驚異的𤺋解像度𤹪𤩍 宇暾癮中𤹪癮銀河や星𤩍 惑星𤩍

㾮痮瘳生命癮誕生癮謎癉迫瘥瘳い矞㿉癮宙𤹪痮瘓璒 世界癮謎解疷癉挑

砉𤹪い矞先端科学癮素晴瞢痮痠砅実感痠瘇瞢矟𥆩痮瘓璒

   神代植物公園𤹪皕芍薬𤩍 牡丹𤩍 窹箐皕ち瞚う癁満開癮見夤𤹪隣癮

深大寺皕関東𤹪皕浅草寺癉次痆古刹㿉癮宙𤹪あ瞤𤩍 建物癮周囲皕見

宙𤺋彫刻𤹪痮瘓璒 帰路癮窹䅈中皕𤩍 痠𤺋疰瞢歌声喫茶癮賑い𤹪楽痮い

雰囲気癮𤺋㽷暼刻通瞤到着痮瘓璒

璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈     ォ 記璈皆川 オ

新旧交流会　臿月舙日 ォ 金 オ 　場　所 舢 いこい癮村涸沼  

参加者 舢 委員臤𦧝名

璈当日皕禕箐ウンド秂䈎竴日和㿉𤺋瞤広大𤺋禴籞䅈癉汗砅流痮𤩍 ザ0ｍ癮

ロン禕禴籞䅈癉笮籞䈎インワン疰出瘳歓喜あふ矟矞交流会𤹪痮瘓璒

璈涸沼癮窾𥧔箐䇳展望風呂癉䁘瘥瘓瞤㿉⑽㽷瞤汗㿉疲矟砅㿉瞤𤩍 昨年癮

宙業別写真窾窬䈎砅展示痮瘓会場𤹪𤩍 秖筦籞䅈𤹪乾杯痮𤩍 自己紹介

㿉共癉会話睘弾䀹祊箐礥禡疰始𥆩瞤楽痮い交流会㿉𤺋瞤𥆩痮瘓璒

   新委員癮参加疰瘃痀𤺋痀残念𤹪痮瘓疰𤩍 2シ 年度睘百人委員会癮活

動疰活æ癉実跖𤹪疷矞宙砅感痱𥆩痮瘓璒

                                    璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈ォ 大場璈記䐢

百人委員会のご紹介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高齢者皕つらつ百人委員会と皕

瓫い瘨𥆩𤹪睘皕瘨瞢瘨㿉痮瘳社会参加𤹪疷矞環境瘼痀瞤𤭖 癮一環㿉痮瘳𤩍 県内癮県戻 籗 県央 籗 鹿行 籗 県南 籗 県西癮

臿地区癉㾮矟𤸎矟 瓫高齢者皕瘨瞢瘨百人委員会𤭖 砅設置痮瘳𤩍 各地区㿉睘概㿗臤𦣝𦣝名前後癮委員疰企き立案瘃矞

高齢者皕瘨瞢瘨創造宙業砅実跖痮瘳い𥆩瘃璒

璈私署癮 瓫県戻𤭖 皕日立市 籗 高萩市 籗 戻茨城市 籗 常陸徂田市 籗 常陸大宮市 籗 那珂市 籗 大子か 籗 皧瘓ち𤺋㽷市 籗

東⑼村砅対象範囲㿉痮𤩍 県全体癮濯分癮一砅占𥇍矞面積𤹪瘃璒

璈文尤 籗 䅈䇦籞ツ他癮地域密着型癮各種宙業砅実跖痮瘳疢瞤𥆩瘃癮𤹪𤩍 多痀癮皆様癮参加砅疢待ち痮瘳疢瞤𥆩瘃璒

璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈笮籞ム笪籞ジ URL　ラttヱ:ググリャモrモレリゲケケワリワクルリヮュヰクヤヰヮ

璈鬱陶痮い梅雨空疰続疷𥆩瘃疰𤩍 木々草花皕水分砅得瘳生疷々㿉痮瘳い𥆩瘃璒 百人委員会癮皆様癉跚㽷矟𥆩痮瘳睘𤩍

木々草花癮如痀𤩍 日々皕瘨瞢瘨㿉痟活躍癮痝㿉㿉存痱𥆩瘃璒

璈痠瘳𤩍 本臽臤号広報紙瞟瞤𤩍 竴䈎祊箐籞 A臽癮臽笪籞秖構成癉変わ瞤𥆩痮瘓璒 限瞢矟瘓紙面癮中𤩍 如何癉多痀癮情報

砅疢伝え瘃矞㽷 瓫文章皕短𥇍𤩍 写真皕大疷𥇍𤭖 砅心掛痏瘳い𥆩瘃璒 短い文章𤹪多痀砅伝え矞𤩍 痝矟疰意外㿉曲者

次号㽷瞢睘皆様癮更𤺋矞痟協力𤩍 宜痮痀疢願い砅申痮琢痓𥆩瘃璒 璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈

璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈璈膅編集委員 武田璈記䐢

ゴル児を終わって一休み

ガ旨煙る山頂にてハイポー枝

天文台の前にて


