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「理事長就任にあたり」
社会福祉法人　日本医療伝道会
衣笠病院グループ　理事長　南 信明

プロフィール
1970年　東京慈恵会医科大学　卒業
1984年　国家公務員共済組合連合会田浦共済病院第2内科主任医長
1989年　衣笠病院　診療部長　その後副病院長を経て1993年～2004年まで病院長
2017年　病院長（再任）
2018年　名誉病院長
2019年 6月　理事長就任
日本臨床内科医会　功労会員
日本糖尿病学会　功労学術評議員
日本内科学会　認定内科医
東京慈恵会医科大学　准教授（派遣中）

2019年 6月 28日　日本医療伝道会の第8代理事長をお引き受けする
こととなりました。本年8月 1日に創立72周年を迎えた、歴史ある衣笠
病院グループの理事長として大変光栄なことと思っておりますが、責任の重
さを感じ身の引き締まる思いです。
1947年に日本キリスト教団衣笠病院として80の病床、医師4名を含
む35名の職員で始められた小さな病院も、14の診療科・20床のホスピ
スを持つ251床の病院、120床の特別養護老人ホーム、50床の介護老人
保健施設、訪問看護・居宅介護支援を行うケアセンター、在宅クリニック、
健康管理センターを併設し、職員総数760名の衣笠病院グループに発展す
ることができました。これもひとえに地域の皆様、関係諸団体、多くのボラ
ンティアの方々の支えによるものと感謝いたしております。
私の恩師阿部正和先生はカナダの内科医　ウイリアム・オスラーの「患者
さんの言うことに良く耳を傾けなさい。そうすれば患者さんがあなたに診断
を語ってくれる」の言葉と患者さんには、自分の家族だと思って接するよう
に教えてくださいました。全ての職員が衣笠病院グループの施設を利用され
る方に接する際に心がけてほしいと思っております。　
理事長就任にあたり今後も地域の方々のための衣笠病院グループでありた
いと考えております。皆様がたのさらなる御支援、御鞭撻をお願いいたしま
す。

2 回復期リハビリテーションの現状と今後の展望
衣笠病院　回復期リハビリテーション　医師　馬渕 一徳

8 新任ドクター紹介 2019
2019 年度ボランティア講座ご案内
行事カレンダー

7 衣笠病院創立 72 周年記念感謝祭
表彰を受けられました
看護フェスティバル報告
衣笠病院　看護部　師長　吉村 佳奈美
　　　　　看護部　師長　力竹 小百合

6 2018 年度　事業報告及び決算報告
常務理事　法人事務局長　柳井 芳明
2018 年度　後援会会計報告
衣笠病院グループ福祉医療後援会　会長　松山 慶三
社会福祉法人　日本医療伝道会　役員の改選

3 就任あいさつ
衣笠病院　看護部長　小川 千鶴
衣笠病院　事務部長　行谷 俊明

5 近隣教会のご紹介
日本キリスト教団　横浜指路教会

今月の聖句
日本キリスト教団　横浜指路教会
牧師　藤掛 順一

高校生看護 1日体験
手術室でちょっぴり緊張してます！ 

4 「ラッパの響き」〜通所リハビリテーション 10 周年をむかえて〜

衣笠病院　通所リハビリテーション部長　鈴木 三四郎
長瀬ケアセンターデイサービス 浴室について
長瀬ケアセンター　通所介護事業所　管理者補佐　鹿野 智子
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リハビリ中の様子

衣笠病院　回復期リハビリテーション　医師　馬渕 一徳

リハビリテーションが担う領域は、脳血管障害や整形外科領

域の病気、循環器・呼吸器の病気など多種多彩です。機能回

復のために、急性期治療と合わせてリハビリテーションが早期

から当然に行われています。

回復期リハビリテーション病棟では、疾患ごとの決められた

期間の中で、最大限の機能回復を図り、生活復帰や社会参加で

きるようサポートする役割を担っています。たとえば、脳血管

障害の場合、発症から回復期入院までの期間は2か月以内、入

院期間は最大150日というように規定されています。65歳以

上の高齢者が全人口に占める割合は25％を超え、今後ますま

す少子高齢化が顕著となっていきます。それに伴い回復期リハ

ビリテーション病棟の病床数も今後増床が必要と考えられてい

ます。2018年時点で、全国平均では人口10万人当たり60

床を超える水準に達しましたが、神奈川県は50床未満にとどまっ

ています。人口当たりの回復期リハビリテーション病棟の病床

数が少ない神奈川県において、衣笠病院の回復期リハビリテー

ション病棟は現在東館4階に33床あり、神奈川県内有数の基

幹施設と言えるかと思います。需要に対する供給が足りないの

は回復期リハビリテーション病棟の病床数だけではありません。

特にリハビリテーション医療を担う専門性を持った医師数が不

足しており（専門医2532名、認定臨床医3553名）、日本医

師会の調査結果では最も増員の必要性が高い診療科のひとつ

に位置づけられています。さらにその専門性を持った医師でも、

主な診療領域は整形外科、脳神経外科、神経内科などに分か

れていることが多いのが現状です。幅広い領域のリハビリテー

ション医療に携わることのできる医師数を増やす必要性が高ま

ると思われます。

回復期リハビリテーション医療を担当する医師や専門領域の

技師（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）数の確保に迫ら

れる一方で、回復期リハビリテーション病棟業務としては、急

性期病院での専門治療が一段落すると、日常生活動作のさらな

る改善を目指す観点から、回復期リハビリテーション病棟への

転院がますます早期に行われる傾向となっています。急性期医

療から慢性期・生活期にわたる幅広い時期、発症後ほぼすべて

の期間にわたり回復期リハビリテーションが機能改善、退院後

の日常生活のために果たす役割が大きくなってきており、いか

に早期の段階から確実な機能改善を目指すことができるかが求

められてきています。その中で、決して一様な機能改善を目指

すだけに終始するのではなく、その方固有の人生観やニーズに

寄り添いながら機能改善に貢献できるのは、リハビリテーショ

ンに関わるスタッフすべてに共通した喜びではないかと思います。

今後のリハビリテーション医療は、薬物療法に限らず医用工学、

非侵襲的脳刺激療法などの医療的介入、再生医療との関連性

がより密接になるなど、変革期を迎えようとしています。それ

でも、リハビリテーション技師の直接介入が基本にあり、それ

が日常生活動作の向上に最も寄与するのは今後も変わりないで

しょう。

“ 次世代型白内障手術装置 ”センチュリオン・ビジョン・システムを導
入しています。

回復期リハビリテーションの現状と今後の展望
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「来てよかった病院」といっていただけるように
温かい看護をめざしています

衣笠病院　看護部長　小川 千鶴

衣笠病院　事務部長　行
な め が や

谷 俊明

　この度、6月1日付で看護部長に就任いたしました。創

立以来、諸先輩方が築いてこられた「地域の方々に愛され、

選ばれる病院」としての衣笠病院のあゆみを継承、発展さ

せることに努めてまいりたいと思っております。昨今、少

子高齢化の進行により治療、療養の場にかかわる施策や

制度は、病院完結型から地域完結型へと急速に変化し、地

域で生活する人の「ケア」を重視する方向へと変革が進

んでいます。住み慣れた地域で安心して、その人らしい生

活が送れるよう支援することが求められています。

　このような状況の中、当院看護部は「明るく元気な職場

で信頼と安全が第一の看護を実践する」を理念として、本

年度は4つの運営方針を掲げ活動を行っています。患者

さんの生命と生活、尊厳及び権利を尊重し、患者さんに満

足していただけるよう努めています。また、看護職員の笑

顔は「この病院に来てよかった」といった患者さんのご感

想につながる重要なことと考えています。仕事と生活のバ

ランスの良さを前提としながらも、新人看護職員から経験

を重ねた看護職員まで多様なメンバーが、共に成長でき

る教育や仕事にほこりを持って働き続けることができる職

場環境をめざし取り組んでいます。

　創立72年という歴史ある衣笠病院の一員となり3年が

過ぎました。皆さまからのご指導に心より感謝しております。

これからも、患者さん、看護職員から選ばれる看護部とな

るよう活動を継続してまいります。今後ともどうぞよろし

くお願いいたします。

　令和元（2019）年6月1日付で事務部長に就任しまし

た行谷俊明と申します。新元号となった新たな年に重責を

与えられ、責任の重さに戸惑いながらも多くの方々のご指

導を頂き、その職責を全うしていく所存です。私は今から

25年前に衣笠病院へ入職し、いくつかの部署を経験して色々

な業務に携わらせて頂き、諸先輩方から多くのことを学び

ご指導をいただきました。入職してから得た多くの経験を

糧にし、事務部長として多職種とコミュニケーションをと

りながら、衣笠病院の5年後・10年後を見据えた病院運

営に「率先垂範」な姿勢で取り組み、私のモットーである

「人への感謝（恩）を忘れない」を実践してまいります。

　衣笠病院は今年で創立72周年を迎えます。開院当初、

職員35名からスタートした当院が現在では職員約450

名（衣笠病院グループ全体で約760名）となり、地域の

皆様に愛され、支えられ、ここまで運営できたことに感謝

しかございません。昨今、高齢化が急速に進む横須賀三浦

地区で各医療機関の機能分担も明確になってきており、当

院の役割も確立しつつあります。今後も岡村隆一郎病院長

のもと、衣笠病院の運営理念の一つでもある「来てよかっ

た病院」と言われるように、地域に根ざした、患者さんか

ら信頼される病院づくりに全力を尽くしてまいりますので、

ご理解とご協力をお願い申し上げます。

就任あいさつ

感謝（恩）を忘れずに
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身体の保清・心のリフレッシュ等、入浴するというこ
とはとても大切な事です。長瀬ケアセンターデイサービ
スの浴室は、男女別に大きな浴槽があり、全体に手すり
を設置し浴槽下30cmの高さで一度腰掛けられる浴槽に
なっています。浅めの浴槽は入浴時にかかる身体の負荷
が軽減します。1人では洗身しにくい所は職員が行います。
全身洗身後、浸かる所まで職員が付き添うので安心です。
又、浴室には看護師もいるため早期の皮膚トラブル発見や、
必要時の処置も道具をご持参頂けば、清潔な状態で処置
が出来ます。浴槽に入るためには最大15cmの階段があり、
階段昇降が出来ない方は専用の椅子に座ったままリフト
を使用し、浸かる事ができる別の浴槽もあります。

特に浴室全面窓から久里浜港が一望できる男湯は人気
が有ります。この浴室を利用し恒例の「柚子湯」や今年は「か
わり風呂」を行事とし取り入れました。ご興味を持たれ
た方は、一度事前連絡のうえ見学にお越し下さい。

2009年6月1日に「通所リハビリテーションセンター」が
誕生してから10年。その間多くの方にご利用頂き運営を継続
できたこと、また職員はじめ現場を支えてくれた方々の尽力に
感謝し、将来への橋渡しとさせて頂けますと幸いです。
2007年、当時リハビリテーション室勤務だった私は、医療
保険でのリハビリ継続の制限に悩んでいたところ、「2009年
度から短時間（1～2時間）の通所リハビリ事業が介護保険で可能」
という朗報を耳にしました。同じ頃病棟再編のため、休館して
いた東館2階を「通所リハビリとして利用する案」が現場から
提案され採用となりました。開設準備のため、千葉県の館山病
院、県内の南大和病院を見学し、事務員含め多職種総出で、ご
利用者の送迎や案内にあたっている現場を目の当たりにしました。
2009年度に入り、県福祉部の指導の下、開設の届出を行

う一方、フロア整備が並行して行われました。職員の募集や、
地域の医療機関・居宅介護事業所等へのご挨拶、ご利用者の
契約等日々打ち合わせしながら、新事業の幕開けを迎えました。
初代管理者（現病院長兼管理者）岡村隆一郎先生とスタッフが
一堂に会し、佐藤千郎チャプレンに祝祷を頂きました。「風を待っ
て準備をし、ラッパの響きと共に使命に導かれる」と思った開
設の時でした。

そして今。3年毎に改定される介護保険制度により、社会制
度や医療・介護の役割は変化し、当事者として「意識している
役割」以上に、ご利用者や他施設の従事者から「気づかされる
役割」を多く感じます。
毎年のように海原を帆船で航海する思いですが、チームと病院、

法人と地域を頼みとし「やるべきことを明らかにし、諦めない、
だけど無理はしない」チームとして、これからも法人という船
団と共に風を捉えて進んで参りたいと存じます。これまでのご
厚情に感謝しつつ、更なるご支援とご協力をお願い申し上げます。

長瀬ケアセンター通所介護事業所　管理者補佐　鹿野 智子

通所リハビリテーション部長　鈴木 三四郎

「ラッパの響き」 〜通所リハビリテーション10周年をむかえて〜

長瀬ケアセンター
デイサービス 浴室について
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紹　介

ローマ字の考案者で知られる米国人医師J.C.ヘボンが日本
宣教のために夫人と来日したのは1859年のことでした。や
がて彼の許で学ぶ学生たちの中に教会設立の機運が高まり、
1874年（明治7年）9月、当時の外国人居留地にこの教会
が誕生します。「切支丹御禁制」の高札が街中から外された翌
年のことです。その後1892年、現在地に赤レンガの会堂が
建てられ、ヘボンの出身教会の愛称Shiloh Church（「シロ」
は旧約聖書に出てくる町の名前。また「メシア」の意味でも
用いられている）から「指路教会」と名付けられました。会
堂は街に親しまれましたが関東大震災で倒壊。3年後に今の
会堂が建てられました。関内・桜木町間のオフィス街に大き
な存在感を示し続けて93年、現在は横浜市の歴史的建造物
となっています。

13代目となる現
在の藤掛順一牧師は、
お父様が鎌倉雪ノ下
教会の伝道師をされ
ていたときに、衣笠
病院でお生まれにな
りました。ご自身、
藤沢北教会【470号
参照】の開拓伝道の
雰囲気の中でお育ち
になったことについ

て「子どもがいっぱいいて楽しかった」と振り返り、今も教
会に集まるすべての世代の方に温かなまなざしを向けておら
れます。
一般の見学者・
参祷者のために毎
週木～土曜の昼間
と第二金曜日の夜
には会堂を開放し
ています。先人の
信仰を受け継いで
一世紀半。長老教
会の伝統と共に、福音を正しく語り、聞くことを目指す教会が、
都会の真ん中で、今日も祈り、扉を開いています。
 （衣笠病院グループチャプレン　大野 高志）

「わたしたちは知っているのです。苦難は忍耐を、

� 忍耐は練達を、練達は希望を生むということを。」

� （ローマの信徒への手紙　第5章3、4節）

イエス・キリストを信じて生きるならば、苦難の中でも忍耐し
て歩むことができるようになり、その忍耐から練達が生まれ、練
達からやがて希望が与えられる、私たちはそのようにこの聖句を読んでいることが多い
のではないでしょうか。それは間違いではありませんが、見落としていることがありま

す。5章 1節には、「信仰によって義とされた」者は、キリストによって「神との間に平和を得て」いることが語られ
ています。神に背き逆らっている罪人である私たちが、イエス・キリストによって神との良い関係を回復されたのです。
その恵みによって信仰者は、「神の栄光にあずかる希望を誇りにして」（2節）いるのです。神との間に平和を得た者は、
神の栄光にあずかる希望を将来に見つめることができるのです。それに続いて「そればかりでなく、苦難をも誇りと
します」とあり、この 3、4節が語られています。ですから、苦難、忍耐、練達、希望という連鎖の前に実は、「神の
栄光にあずかる希望」が与えられているのです。
キリストを信じて生きるところには希望が与えられています。その希望があるからこそ苦難の中で忍耐することが
でき、その希望ある忍耐が練達を生み、その練達によって希望がさらに深められていくのです。ですからこの聖句は、
「艱難汝を玉にす」という諺と同じことを言っているのではありません。苦難が希望を生むのではなくて、キリスト
を信じる信仰による希望が、苦難の中でも私たちを生かすのです。

日本キリスト教団
横浜指路教会

牧　師　藤掛 順一

「苦難、忍耐、
練達、希望」

■牧　　師　藤掛 順一
■伝 道 師　川嶋 章弘
■主日礼拝　毎週日曜日　午前10時30分
■夕 礼 拝　毎週日曜日　午後6時
■教会学校　毎週日曜日　午前9時
■聖書研究祈祷会　毎週水曜日　午後6時30分
　　　　　　【第一水曜日は午後2時の回もあります】
所在地：横浜市中区尾上町6－85
TEL：045－ 681－ 3804

日本キリスト教団
横浜指路教会
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2018年度は、2015年度から2017年度の中期計画で
あった「がん領域」「リハビリテーション領域」「在宅療養領
域」の3つの領域をより一層充実してきました。これまでの
取り組みが間違いのない事を衣笠病院グループ職員が実感し
た1年だったと思います。また病院創立70周年を機に今ま
での貴重な歴史を振り返り、先輩方々のご苦労、罹災の経験
を忘れず伝えていく年となりました。衣笠病院は「断らない」
そして「診る」医療体制の維持、そして地域構想に重点を置
いた病院機能と病病・病診・病福連携の推進、医療の安全管
理体制、感染対策の維持に努めてきました。おかげで占床率
も向上し収支の改善もされました。
このように衣笠病院をはじめとして、健康管理センター、
衣笠ろうけん、衣笠ホーム、ケアセンター、衣笠病院附属在
宅クリニック、地域包括支援センター等の各施設がそれぞれ
の役割、使命を実践してきました。そして法人の創立理念で
ある「わたしの兄弟であるこの最も小さい者にしたのは、わ

たしにしてくれたことなのである」を心に刻み、患者、利用
者中心の全人医療、全人介護を実践していきます。
今後もキリスト教精神に基づいて、応援してくださる多く

の皆様の期待に応え、地域になくてはならない「衣笠病院グルー
プ」となるよう職員一同努めてまいります。

2018年度も皆様の心のこもった寄付金を頂戴し感謝申
し上げます。また病院創立72周年記念祭指定の寄付や、そ
の他多くの寄付を頂きましたこともあわせて感謝申し上げ
ます。
本年7月18日（木）に開催いたしました衣笠病院グルー
プ福祉医療後援会評議員会におきまして2018年度事業会
計報告を行い、承認されました。
皆様からの寄付金は、衣笠病院グループの医療・介護の

機器等の購入など、地域の患者様・利用者様のために役立
てるよう、大切に使わせて頂いております。重ねて感謝申
し上げます。尚、明細は下記の通りです。
これからも衣笠病院グループ福祉医療後援会に、1人でも
多くの方にご加入いただきますようお願い致します。

お問合せは法人事務局総務課まで。
TEL：046－852－1182（代）

常務理事　法人事務局長　柳井 芳明

衣笠病院グループ福祉医療後援会　会長　松山 慶三

2018年度　事業報告及び決算報告

2018年度　後援会会計報告

社会福祉法人　日本医療伝道会　役員の改選
2019年 6月開催の評議員会及び理事会において、次のように選任されました。

任期　2019年 6月28日〜2021年度の最初に開催する定時評議員会終結の時まで

■2018年度後援会会計報告

後援会指定 衣笠病院指定 衣笠ホーム指定 ホスピス指定 衣笠ろうけん
指定

ケアセンター
指定

衣笠病院附属
在宅クリニック

指定
合計

件数 711 30 108 75 25 15 2 966
金額（円） 6,992,176 773,640 538,600 2,287,000 392,703 49,000 15,000 11,048,119

（五十音順）

理事長
　南　　信明

専務理事
　古屋　修身

常務理事
　岡村隆一郎
　室谷　千英
　柳井　芳明

理　事
　秋山みつえ
　田口　　努
　水田　秀子

監　事
　井苅　堯子
　岸川　洋治

■2018年度財産の状況

資産総額 6,369
流動資産 832
固定資産 5,537
負債総額 5,705
流動負債 1,820
固定負債 3,885
差引純資産総額 664

■ 2018年度損益状況

収入総額 5,550
［事業活動収入］ 5,338
［事業活動外収入］ 59
［特別収入］�� 153
支出総額 5,319
［事業活動支出］� 5,199
［事業活動外支出］ 99
［特別支出］ 21
（当期活動収支差額） 231

2019年3月31日現在（単位：百万円）
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看護フェスティバル報告
衣笠病院　看護部　師長　吉村 佳奈美
　　　　　看護部　師長　力竹 小百合

12日（水）に開催しました。看護師による身長・体重・血圧・
体脂肪・血管元気度測定には131名の参加、多職種チーム
医療を象徴する薬剤師・管理栄養士・医療福祉相談員など
の専門職による相談コーナーには、60名の相談がありまし
た。更に今年度は、スキンケアの知識を提供し、日常生活
に役立てて頂きたいと考え、褥瘡対策検討委員会主催で「手
あれ対策」をテーマとしたブースを設け70名の参加があり
ました。
参加された方々より、「通院している時は難しいが、一度

に相談できる機会があり悩みが楽になった」「自身の健康に
ついて改めて考えることができた」「毎年の開催日を楽しみ
にしている」などのご意見を頂き、衣笠病院、そして看護
師の役割を実感する良い機会にもなりました。今後も地域
の方々への健康維持増進に対して開催できればと考えます。

～看護の心をみん
なの心に～という看
護協会のスローガン
の下、衣笠病院でも「看
護の心」、「ケアの心」、
「助け合いの心」を分
かち合い、地域住民
の健康維持増進に向けて支援する為、毎年6月に「看護フェ
スティバル」を開催しています。今年度は6月11日（火）・

2019年8月3日（土）衣笠病院創立72周年記念感謝
祭が開催されました。横須賀市立大矢部中学校吹奏楽部
による演奏で始まり、暑さの中でしたが模擬店に長い列が
できるほどの盛況となりました。職員一同も地域のみなさ
まとふれあいながら感謝の気持ちを込めて頑張りました。
小泉進次郎衆議院議員もお祝いに駆けつけて下さり、更
にムードも高まりました。最後は恒例の福引抽選会で楽し
く終了しました。ご来場くださった皆様、ありがとうござ
いました。心より感謝申し上げます。

衣笠病院創立72周年記念感謝祭

去る6月2日（日）に横須賀市社会福祉協議会主催の第66回横須賀
市社会福祉大会が行われました。村上まさみさん（管理栄養士）に永年
福祉職従事者表彰が贈呈され、当日の表彰者の代表としてスピーチを行
いました。当グループからは他の職員にも表彰がありました。おめでと
うございます。
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行事カレンダー ★都合により変更となる場合もあります。ご了承ください。

●ホスピス緩和なんでも相談日（無料）
毎月　第1・第3水曜日　9:00～11:30
総合受付でお声かけください
お問合せ：  046-852-1182（代）　 

医療福祉相談室

●パイプオルガンミニコンサート（約20分）
場所：衣笠病院正面玄関ロビー
第282回　 9月28日（土）　15:00～演奏：石井　富美
第283回　10月26日（土）　15:00～演奏：高槻　さおり
第284回　11月30日（土）　15:00～演奏：渡邉　尋子

編集後記
9月は旧暦で「長月」と言われ、日増し

に夜が長くなる時期の「長夜月（よながつ

き）」が省略され「長月」となったようです。

他にも9月には、稲刈りの時期で「稲刈月」

や季節の草果を用いた「紅葉月」、「菊咲月」

など、秋ならではの呼び名もあるようです。

食欲の秋・スポーツの秋・読書の秋。様々

な顔を見せ始める季節となってきました。

暑さがまだまだ残る中、少しずつ日本なら

ではの秋を探し始めてみませんか？（A.T.）
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衣笠病院附属在宅クリニック
医師　大村 賢治
①神奈川県横浜市
②  横浜市立大学　免疫学・リウマチ膠原病
③  イタリア野菜の栽培とイタリア料理作り
④  痴呆症といわれた時代より高齢者の訪問診療をしていますが、皆さん必ず何らかの意思
疎通はできるものと思っています。内科的な問題が生じないようにサポートするのが最
善かと思います。

プロフィール
①出身地  ②出身大学・専門分野  
③趣味  ④心掛けていること

2019年度ボランティア講座ご案内

お申し込み・お問い合わせ 　
衣笠病院　総務課：星野　月〜金：8：30〜17：00　土：8：30〜12：30　
〒238-8588　横須賀市小矢部2-23-1　TEL：046-852-1182㈹　FAX：046-852-1183

日　程：�2019年10月3日（木）〜4日（金）
時　間：両日とも　午前9時〜12時00分
場　所：衣笠病院2階講堂
対　象：ボランティア活動に関心のある方
講　師：��衣笠病院グループの医師・看護師・牧師・ 

介護福祉士・ボランティア等
費　用：無料

定　員：40名
申込み方法：
住所・氏名（ふりがな）・年齢・職業・連絡先電話番号をお書き
添えの上、下記総務課宛にハガキ・FAXまたはお電話にて
お申し込みください。（お申し込みの際にお送りいただいた
個人情報は、本講座の運営に関連する範囲でのみ使用させ
ていただきます）

〜 こころを かたちに 〜




