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たくさん送ることができました 

 「明日葉」50号でお呼びかけしましたところ、たくさんの着物・帯・羽織・長襦袢・小物等が寄せられ、

皆様の暖かいお気持ちに、とても嬉しく、感謝しております。 

 特大ダンボール 7個にぎゅーぎゅー詰めにして、お盆前に気仙沼の高橋様宛にお送りいたしました。直送

された方の分も合わせると、相当な点数になったと思います。 有難うございます。 

 9月に入りまして、着物を手になさった方々から、次つぎとお礼状が届けられております。 

 このプロジェクトの主催者・高橋様のご報告とともに、そのお礼状をご披露いたします。 

 

本当にありがとうございました！ 

      宮城県気仙沼市 高橋 和江 

 この度は、皆川先生始め多くの会員の皆様

にご賛同ご協力頂き、本当にありがとうござ

いました。お陰様で９月１日に皆様から寄せ

られた着物や帯等約千点を、被災者２５０名

の皆さんにお配りすることができました。 

 心から厚く御礼申し上げます。 

 私がこのプロジェクトを立ち上げたのは

今年の１月のことです。 

 昨年の震災以来、着物屋である当店には、

沢山の津波で汚れた着物や帯が持ち込まれ

る日々が続いていました。それはそれは本当

に素晴らしい品の数々で、それらがみんな泥

だらけ、心の痛い仕事の連続でした。 

 でもある日、家を流された当店スタッフの

言葉が私の胸にグサリと刺さりました。 

『私はもう一生着物には縁がないんだわ…』

この一言で、洗えるお着物がある方はまだマ

シだということに気がついたのです。 

 始めの一枚を手にすることが出来たら、諦

めずにまた着ようという意欲が湧くのでは

…。それからというもの、どうにかして全国

のタンスに眠っている着物を頂くことは出

来ないだろうか、ということが頭から離れま

せんでした。 

 

 ある日、同業者が集まる機会があり、ふと

その場で、私の思いを言うと、皆さん諸手を

挙げて協力すると言って下さったのです！ 

 皆川先生との出会いは、ネイティブに研修

に行った娘がキッカケですが、同じようにご

賛同下さった皆川先生のお声がけにより本

当に多くのお着物や帯を頂戴いたしました。 

本来なら各品物には『お繋ぎカード』に、

頂いた方の情報が添付され、貰った方がお礼

状を出す仕組みになっているのですが、今回

は、こちらの手筈が悪く、『お繋ぎカード』

をお渡しできませんでした。直接お礼状が届

かなかった皆さん、申し訳ございません！で

も、確実に被災者にお渡ししました。数々の

御礼状がネイティブに届いていることと思

います。被災地でどれだけの方が喜んでいる

か、是非ご覧になってください。 

本当に、本当にありがとうございました。

このようなご縁に心より感謝を込めて。 
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気仙沼の皆さまからのお礼状です。 
 （紙面の都合上、前後のご挨拶は勝手ながら 
  割愛させて頂きました。ご了承くださいませ。） 

○顔も名前も知らぬ被災者の為に大切なお

着物を下さり、大変ありがとうございます。

私は５６才で両親は８３才、息子二人（１６

才と１９才）夫５７才の６人家族です。震災

当日夫は職場に、次男は中学校で、私は仕事

先から自宅へ両親と長男と避難してました。

少々高い所にある自宅が、まさかここまで津

波が来るとは・・・ほんの僅差で上の畑地に

登り一瞬にして家屋全て津波に流され、その

後火災で焼失してしまいました。若い頃、地

元の商社に勤め、お給料を着物と帯につぎ込

んだ時期もあり、最近では還暦祝い用に準備

した訪問着を真空パック保存したばかりな

のに、一瞬にして今迄生きてきた全てを失う

悲しみと苦しみです。今は日常の生活で精い

っぱいの毎日ですが、大好きな着物を持つと

いう嬉しい気持がこれからの生活の頑張り

に繋がります。頂いた着物（紺地に多色の花

柄のあでやかな小紋）に以前の気持ちを重ね

て、震災に負けぬよう生かされた命を大切に

生きてゆけたらと思います。本当にありがと

うございます。赤岩泥ノ木 M.O. 

 

○この度、とても色鮮やかな赤色の道行を今

年成人を迎えた娘に頂戴しました。ありがと

うございます。皆川様の住所から阪神大震災

で苦労されたのでは、と思われますが。我が

家も気仙沼の家は流され今は岩手県に住ん

でおります。一関市I.O. 

 

○大切な着物をいただきました。本当にあり

がたく思い、大切に使わせていただきます。

感謝 気仙沼市南郷T.M. 

 

○この度は着物を頂きありがとうございま

した。震災で全てを失くし、着物はもう購入

する事は無いだろう・・・と思い、毎日の暮

らしにいっぱい、いっぱいでした。１年６ケ

月にもなっても、以前の気持ちにはなれずに

おりますが、今回のプロジェクトで着物を頂

いてみますと、ゆかたでも買って子供に送り

たい、と思う様になりました。ありがとうご

ざいました。西みなと町 M.K. 

 

○配布会では、沢山の人々の善意の着物が届

いておりました。家も津波で流出し着物等も

流されてしまいました。家族を代表して、善

意の着物を選ばせていただきました。これか

ら大事に使わせて頂きたいと思います。本当

にありがとうございました。外畑 T.C. 

 

○長襦袢を頂きました。本当にありがとうご

ざいます。大事に着させて頂きたいと思いま

す。気仙沼公園住宅N.S. 

 

○思いがけない上級の帯を頂き本当に有難

度うございます。着物・帯一枚無い所、これ

をきっかけにお稽古した松若流を又踊りた

くなり希望をもいただきました。嬉しいです。

大切に使わせて頂きます。今私６８才パート

の仕事を続けています。総合体育館住宅 S.M. 

 

○この度のプロジェクトで、大切なお着物を

頂きほんとうに有がとうございます。無地一

単長着と帯です。今年成人の孫娘のものに致

します。震災後は、和服のことなど考えてい

なかったのですが、初めて着物を頂いてうれ

しく思っております。長磯前林 T.H. 

 

○皆様方の温かい御気持ちに元気をもらい

ました。深く感謝しております。気仙沼市 K 

 

○自宅が全壊し全ての物が失われました。幸

い家族全員無事だったのが良かったです。こ

の度、着物を頂き、とても嬉しいです。大切

にします。有がとうございました。小原木中

学住宅 N.C. 

 

○この度のプロジェクトに賛同し、着物をご

提供して頂き誠に有難うございます。素敵な

羽織に出会えて大変嬉しく思います。大事に

着用させていただきます。本当に有難うござ

いました。一つの喜びで日常生活にも笑顔に

なっている事に気付きました。二ノ浜 A.T. 

 

○このたびのプロジェクトで半幅帯を頂い

て来ました。震災で全部無くなり、私普段か

らウールの着物を着てましたので少し地味

ですが着物の色でカバーしようと思ってい

ます。身長が少しないものですから小さい方

からウールの着物３～４枚着てみて、合うも

のを選んで帯を締めさせてもらいます。本当

に有りがとう御座いました。東八幡前 K.K. 

○着物を頂き、感謝の気持ちでいっぱいです。

嬉しく、大切に使わせて頂きます。ありがと

うございました。大浦 K.Y. 
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○いただいた着物は、とてもステキな柄で大

変気に入っております。震災により住む家も

なくなり、今は仮設住宅ですが、皆さんの暖

かいご支援のもと少しずつ元の生活に戻り

つつあります。頂いた着物は大切に使わせて

いただきます。本当にありがとうございます。

唐桑町 C.I. 

 

○白襦袢を頂き本当にありがとうございま

した。津波に着たままで何も無い所ありがた

いです。大事に致します。暑い々々と云いな

がらも、もう秋、冬とかわりゆく事でしょう。

先はお礼まで。松崎片浜 Y.O. 

 

○何もかも流失され無い物づくしの生活を

して参りましたところ、心の豊かな多くの

方々に感動を覚え皆様のご厚情に対し感謝

と御礼を申し上げます。反松公園住宅 S.C. 

 

○着物そして小物等を頂き本当にありがと

うございます。私は着物が大好きで踊りを始

めました。おかげ様で自分で着物を着られる

ようになりました。これからも着物を大切に

して楽しんでいきたいと思っております。本

当にありがとうございました。岩月星谷 M.Y. 

 

○この度の会に運よく参加させて頂きまし

た。会場に並べられた品物の中から素敵な羽

織を手にすることが出来ました。想い出のあ

るお品を手放す時の気持ちは如何ばかりと

お察しいたします。私共被災者に暖かいご支

援をいただき心より感謝申し上げます。本当

に有難うございます。あれから１年６ケ月多

くの方々から勇気づけられ、今は元気に暮ら

しています。反松公園住宅 C.M. 

 

○「たかはし」様よりゆかた、下ジュバン、

帯揚げ等を受け取り、ありがとうございまし

た。大切に着たいと思います。南郷 S.S. 

 

○この度、大切にして居られ着物を頂く機会

に恵まれました。「女」は老若問わず「着物・ 

帯」にあこがれ、日本人にとっては大事な宝

物、財産のひとつだと思います。私達のため

に分けていただいた事、同じ思いを共有し、

協力していただいた事、本当にありがとうご

ざいました。大切に使わせていただきます。

感謝の気持ちでいっぱいです。唐桑町 M.S. 

 

○時間ぎりぎりに会に着いたもので余り残

っていない中、クリーム地の小紋をいただき

ました。有難く思います。大事にしていた着

物を贈ってもらい、私ども何一つない状態か

らの出発なので本当にありがとうございま

す。私は縫い物をするので裄などを少し出し

て着たいなと思います。１６年前の神戸の災

害を見て地震に強い家を建て、後は老後の準

備かなと思っていましたが、津波に全部持っ

て行かれました。娘も残された孫二人を見な

がら生活しております。お礼をいいながらグ

チを少し、スミマセン ご支援ありがとうご

ざいます。反松公園住宅 S.M. 

 

○この度、帯を頂きました。本当に有がとう

ございました。被災して家もなく残ったのは

土台だけでした。私も踊りをしているのです

が、みんな流され腰ひも一本残りませんでし

た。踊りもあきらめ途方にくれていた時に帯

を贈っていただき感謝にたえません。この帯

をしめて踊りを楽しみ、明日に向かって頑張

っていこうと思っています。本吉町長根 K.I. 

 

○心温まるコートを有がとうございます。大

事に使わせていただきます。元の小鯖になる

にはほど遠いです。でもみんな元気で頑張っ

ています。本当にありがとう御座居ました。

東新城小鯖K.K. 

 

○この度、半幅帯を頂戴いたしました。被災

して気仙沼を離れた母の名前で頂きました。

早速、母に贈ってあげたいと思っております。

温かいご支援に感謝いたします。本当にあり

がとうございました。東新城K.K. 

 

○着物のご支援ありがとうございました。白

襦袢をいただきました。女性として、とても

嬉しく感謝しております。着物は3点揃はな

いと着られません。津波で一枚もない私は、

もう一生着られないと諦めておりましたが、

希望が湧いてきました。大切なお着物、大切

に着たいと思います。浦島小仮説住宅E.K. 

 

○大震災から一年半を過ぎ、希望の光を見出

しながら毎日を過ごしております。そんな中

この度大切な襦袢を頂きました。以前の様な

生活に戻るには長い年月がいると思います

がいつの日か着物を着る「ゆとり」を持ちた

いものです。有難うございました。神山Y.K. 
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 体験談  

 一週間集中コースを終えて 

        福島県会津若松市 朝倉玲子 

 

 私は仕事柄、自然食や自然療法などが身近

にあり、また自分の体調が今ひとつ芳しくな

いので色々なことを体験してきた方だと思

います。玄米菜食やナチュラルハイジーンも

経験しました。しかしそれはいつも何かしら

問題があり挫折し体調も今ひとつで今日に

至っていました。 

ある日、知人からネイティブヘルスさんの

腸ケアや生菜食について聞き、すぐ、どんな

ものか知りたくなり、皆川先生ご執筆の『菜

食整腸の奇跡』をすぐ取り寄せて読みました。 

読み進める内に、台湾にすぐ行き、楊先生

に腸もみをしていただきたい！と興奮しな

がら更に読み進めると、大阪で、実際にケア

していただけるネイティブヘルスさんの存

在を知り喜びました。 

やるからには徹底的にやりたいと、直接、

問い合せ、一週間コースのあることを知り、

すぐ申し込みました。 

皆川先生の本に書いてある事はとてもわ

かりやすく、私自身も色々な経験をしたから

こそ｢腸のケアと生菜穀類食｣が自分の腑に

落ちたのです。 

実際に腸をもんでいただきました。最初は

もんだ後に筋肉痛のようになりましたが

徐々に消え、腸が変化していく様子が揉みを

重ねるごとに感じます。そして連動しての生

菜穀類食については、｢ローフード｣という言

葉もあり、かなり認知されてはいますが、一

体どういうものなのか？一度ナチュラルハ

イジーンも経験しているのでどう違うか、と

ても興味がありました。 

集中コースは三食付です。 

朝、昼、晩と、野菜を中心に色々な味付け

をして、とてもバリエーションが多く、予想

に反して(笑)とてもおいしく頂きました。 

ハイジーンでは多食する果物ですが、適度

な量の重要性、そして調理の味付けには酢を

多用しない、など調理上のポイントも教えて

いただきました。そして何より驚いたのは穀

物を主にする｢ななこっこ｣の存在です。７種

の穀物をミックスしてとても食べやすくな 

 

 

 

っており、ミネラルはもちろん、エネルギー

の元となる物を摂取しなければならない事

を気付かせて頂きました。 

生菜食だけでは補えないものをカバーす

るものとして素晴らしいものだな、と食べな

がらその意外なおいしさをかみ締めながら

ローフードで身体を改善するキーポイント

になるものと実感しました。これなら福島に

帰っても継続できる、出張が多いので｢やさ

いっこ（野菜粉末）｣と共に携帯食になり、

かなり便利なものになりそうです。 

｢ローフード｣という言葉だけが独り歩き

している世の中ですが、なぜローフードの何

がいいのか、どういうことか、どう食べるか、

皆川先生から、酵素の人間の身体への影響を

わかりやすく説明していただいたのと、実際

本にも有りましたが、皆川先生があれだけの

大病をされたのに、現在のようにお元気にな

られた姿をこの目で見、腸をきちんと本来の

機能ができるようにしなければならない、つ

まり長年の生活習慣やストレスで腸が本来

の役割を果たさなくなってきているという

ことが、自分も腸をもんでいただいてよくわ

かりました。 

胃腸を休める為や、酵素を補給する為の生

の穀類と野菜や果物、そして腸を整える、と

いうネイティブヘルスさんのコンセプトは

ほんものだ、と思いました。 

健康を維持するため、また健康に自信がな

い人、病気で困っている人、一人でも多くの

人に正しい理論とやり方を学び認知してい

ただけたらいいな、と心から思います。 

 

  

  朝倉様は、イタリアで 無農薬・無肥料 

  のオリーブを栽培し、圧搾法で純粋の 

  オリーブ油を製造販売しておられます
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他団体での皆川容子の講演会等 

 ９月２６日（水） 15:30～17:30 神戸三宮・岡三証券 

                  「講演とベリータッチ体験」 

１０月２８日（日） 11:00～14:00  神戸ハーバーランド：ホテル ラ・スイート 

                  「ランチ付き講演会」 

                   菜食のスペシャルフレンチ（ランチ） 

          14:00～ ベリータッチ体験（希望者） 

 

酵素を食べる超簡単ヘルシークッキング 

   ◎よみうり伊丹文化センター（阪急伊丹駅すぐ） 

     講 師 皆川容子 毎月第１火曜 10：00～１２：００ 

     申込み よみうり伊丹文化センター 電話 ０７２－７７５－３００１ 

 

                                         予定表 
知識（チ）からだ（カ）こころ（コ）の健康を考える人たち、仲間づくりのサロンです 

 

 月・日  時間 講師（敬称略）   演題   会   費 備考 

 １０月２０日（土） 

    14:30～16:00  

 

河村 京子 

「美しく生きるために」 

 

 会員無料 

 一般 1000円 

 

 

 

同  日  

16:30-18:30 

 

  

 指導者研修会 

 

 

認定指導員 

 

 

 

 １１月１１日（日） 

10:00-17:00 

 

 あしたば会 

 「Belly festival」 

～頑張るあなたに、健康と美容と癒しの贈り物～ 

 

 

 

別 紙 

 

    １７日（土） 

14:30-16:00 

 

 土井 雅雄 

 「誰でもわかる中医学の基礎」 

 

 会員無料 

一般 1000円  

  

 ３０日（金）

10:30-12:00 

 

 皆川 容子 

 「超簡単ヘルシークッキング」 

  酵素を摂る料理 

会員 1000円 

一般 2000円 

 

 エプロン 

  持参 

 １２月 ８日（土） 

14:30-16:00 

 

 宮崎 久美子 

 「誰にでもできる万華鏡」 

   幼少時に戻って万華鏡を作りましょう 

会員 2500円 

一般 3000円 

上記材料費込 

 

   

 

前日までに必ずご予約してください 

問合せ・予約 大阪 ０６－４８０２－６８８０・２ 

予定は、変更する場合が有ります。 
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講師プロフィール 

河村京子（かわむら きょうこ） 

1944年大阪生まれ 

大手化粧品メーカー勤務中、販売員コンテストで全国ＮＯ，1に輝く 

その後、全国のエステティックで講演活動を展開。約１００社以上の顧問につく。 

エステティック業界の草分け的存在として活躍。元エステティック日本代表。 

国際的な活躍を認められ中国政府から「最も美容に貢献した女性」として北京にて表彰を受ける。

神戸市にて自身のエステティックを８店舗展開。 

ＮＨＫドキュメンタリー“ドラクロア”にも出演。 

“人生までも美しく変えるエステティック”をテーマにサロン経営を行っている。 

株式会社ラミール、株式会社リューベル、株式会社ベストコスメ 代表取締役 

著書「どこまで美しく生きられますか」「もっときれいになりたい」「私は素晴らしいと毎日ノー

トにかきなさい」 

土井雅雄（どい まさお） 

・中医師／医学博士（東洋医学）・株式会社ケンロク代表・株式会社内外同治館代表 

・一般社団法人 國際中醫連合健康増進學會 理事長 

・世界中医薬学会連合会肛腸委員会 常務理事／副教授 

・一般財団法人 国際伝統医学教育研究振興機構 理事 

【代表著書】 中国医学の知恵若返りの秘訣は 「補腎健脾」 

関西大学工学部卒業後、大手健康食品会社に入社。1989年に独立、神戸市に（株）ケンロク設立。 

04年、上海中医薬大学附属日本関西校卒業。同時に国際中医師のライセンスを取得。 

05年、内外同治館（南武庫之荘接骨院）を開院。 

06年、内外同治館（神戸六甲山保養所）を開所。 

07年、中医学入門講座「あなたのための健康大学」開始。CRKラジオ関西「土井雅雄の健康大学」 

   放送開始。（１年間） 

09年、一般財団法人『国際伝統医学教育研究振興機構』理事に就任。 

10年、株式会社内外同治館を設立 

11年、世界中醫連合健康増進學會を國際中醫連合健康増進學會として一般社団法人化。理事長に 

   就任。中医学を土台とした事業の功績が認められ、ＷＨＯ世界伝統医学合作センター セン 

   ター長肖 臻氏より表彰を授与。 

12年、神戸芸術センターにて兵庫県、神戸市、兵庫県教育委員会後援で行われた国際伝統医学・ 

   和合医療学術大会に特別講演者として登壇 。その他全国各地で講演を行う。 

宮崎久美子（みやざき くみこ）  

大阪市出身 1976年 上田安子服飾専門学校卒業  

プレタポルテコーディネーター 、フリースタイリスト 

ＦＢＯ総研のディレクターを経て、85年（株）プランニングオフィスＢＩＳ設立。 

ファッション業界全般のプランニング＆コンサルティング業と並行して、セレクトショップ、ア

クセサリーメーカーを運営。 

2010年 難聴の進行と母の介護などにより株式会社ＢＩＳ休業 

身体だけではなく、こころの健康の必要性を認識し、こころとからだの健康塾「ここから塾」を

開催 

アート＆カラーカウンセリングの一環として万華鏡制作を行う。 

日本プロカウンセリング協会認定カウンセラー 

日本パステルホープアート協会上位認定インストラクター 

カレイドスコープ上級インストラクター 
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    で九州へ行ってきました。 

７月４日、九州地方集中豪雨の最中、「菜食

整腸無料講習会の宅配便」のお届けに博多に

出向きました。 

やはり博多は大雨。しかし新幹線は延着もせ

ず、呼んで下さった高倉様に出迎えられて高

倉家へ。最初数人とお聞きしていましたが、

何と１３人が待ち受けてくれました。 

早速、「美容と健康の秘訣は腸に有り＝腸の働

き、腸の活性化、良い食事、酵素の話」を６０分。 

そこで、丁度１２時となり、調理実習として、

「ジャガイモの辛子味噌和え、豆腐とアボカ

ドの磯部巻き、バナップルケーキ」の３種を

全員で作りました。おしゃべりしながらアッ

と云う間にできて、皆さんびっくり、試食し

てまたびっくり。 

持参した「ななこっこ」「やさいっこ」は、

誰一人、まずくて食べられないという人は無

く、中には、美味しいと云っておかわりする

方も居られ、楽しい昼食となりました。 

食後、自分でするベリータッチ実習の後、九

州在住の認定指導員・清水様と岩下様の施術

で、一人１０分の体験に入りました。 

その間、皆川は、個人相談をし、気がつけば

４時近い時間。とても充実した一日でした。 

皆さまも大変お喜びになり、続けたいので近

辺の指導員の連絡先を知りたい。とか、近く

ならすぐにも研修したい。等の言葉を頂戴し

て、帰ってまいりました。 

  《全国どこにでも宅配にまいります｡》 

    納納豆豆麹麹  のの  つつくくりり方方  

          認認定定指指導導員員石石川川奉奉子子（（広広島島））  

塩麹が大流行りの今、この納豆麹は、サラ

ダにのせたり、酒肴としても美味しいです。 

＜材料＞麹（300ｇ）  １枚 

    納豆      ６パック 

    醤油      １カップ 

    みりん     １カップ 

    人参      １本 

    納豆昆布    適宜 

    豆板醤     適宜 

① 人参は千切りにしておく 

② 醤油とみりんは合わせて煮たて、沸騰 

  直前に人参を加え入れ、すぐ火を止め、 

  ６０度位にさます。 

③③  麹麹ははほほぐぐしし、、納納豆豆とと合合わわせせててボボーールルにに  

    入入れれてておおくく。。  

④④  ③③にに②②とと昆昆布布ををいいれれてて混混ぜぜ合合わわせせ、、豆豆  

    板板醤醤をを加加ええるる。。  

⑤⑤  常常温温でで一一日日にに数数回回混混ぜぜななががらら、、３３～～４４  

    日日置置きき、、麹麹がが柔柔ららかかくくななっったたらら出出来来上上  

    ががりり。。  冷冷蔵蔵庫庫にに保保管管すするる  

  

      日日曜曜のの営営業業時時間間がが変変わわりりままししたた  

      日日曜曜のの営営業業はは 1177時時迄迄でですす  

    そそのの他他はは今今ままでで通通りり 99：：3300～～1188：：3300  

  予予約約ががああれればば 2211：：0000迄迄、、1188：：3300迄迄にに予予約約をを
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あとがき 

当認定指導員の平本様から、同じ指導員の斎藤様のお母様が、気仙沼で「被災者に着物を送る運動」をされて居られる

話を聞き、即、協力しよう！と決め、前号「明日葉」に載せました。 

17 年前の阪神大震災の時、私は、膠原病（ＳＬＥ）と大腿骨頭壊死という二つの難病で絶対安静を条件に自宅療養中

でした。避難命令が出て、安静どころか、痛む足を引きずり両松葉杖で避難所へ。途中見知らぬ方が車に乗せてくださ

って助かりました。その後、戻った半壊の自宅では、ガス水道も出ず、水や救援物資も取りに行かれず、随分いろいろ

な方に助けていただきながらの生活でした。 

大災害が起きれば、微力でもお役に立ちたい、ご恩返しと考えるのは、私にとっては、極当たり前。 

着物好きの私は、少しでも多くの方に着物を、という思いで会報「明日葉」に掲載しましたところ、たくさん届き、皆

さまの優しいお気持ちに感動いたしました。お嫁入り道具のひとつでしょうか、しつけの付いた若い方向きのものに、

ご両親の愛情を感じさせられる物もありました。 

お贈りいただいた方々のお名前とご住所も添付してお送りしたのですが、何故か、お礼状が全部私の処に来てしまいま

した。急遽会報を編集しなおし、全員のお礼状を掲載いたしました。 

こんなにも喜んでいただけたのかと、嬉しく、ご協力いただいた皆さまに感謝いたします。Y.M. 

 

http://www.nponh.com/
http://www.nhacademy.co.jp/

