
0 

 

  

             知的障害者だより 

輪 ～ イ 
 

                                      2017／5／11 

 

育成会  豊橋市手をつなぐ育成会総会   1～２ 

社  協  はたちのつどい                   ２ 

豊障連  北ライオンズ親睦ボウリング       ３ 

育成会  高等部卒業激励会                 ３ 

育成会  県フライングディスク大会         ４ 

育成会  県本人部会ボウリング大会         ５ 

豊障連  要望書・回答                 ５～８ 

親の想い                                 ８ 

インフォメーション･編集後記              ９ 

 

 

豊橋市手をつなぐ育成会 

広報部発行 

  



1 

 

豊橋市手をつなぐ育成会  総会 
                  

平成２9 年４月 19日（水）、さくらピア３階大会議室にて豊橋市手をつなぐ育成会の総会が開催されまし

た。来賓に、豊橋市障害福祉課の大野課長、社会福祉協議会の松井事務局長、善意銀行の中神常務理事、民生

委員児童委員協議会の掛布副会長、豊障連の山下会長をお迎えし、多くの会員・賛助会員の皆様にご参加をい

ただきました。皆様のおかげで終始和やかな雰囲気の中、総会を無事終えることができました。ありがとうご

ざいました。 

また総会後には、田原授産所施設長で、日本アンガーマネジメント協会アンガーマネジメントファシリテー

ターでもある鎌田博幸氏をお迎えし「アンガーマネジメント」の講演をしていただきました。本来ならば 2 時

間の講演を 1 時間という短い時間でお話しいただきましたが、怒りのコントロール方法を教えていただき、実

際の生活に是非活かせていきたい、また活かさなければと思いました。 

今年度も、豊橋市手をつなぐ育成会では、皆様の声に耳を傾けながら、しっかりと手をつなぎ、歩んでまい

りたいと思っております。どうぞ本年度もよろしくお願い致します。 

＊＊ 講演会・アンガーマネジメント ＊＊ 

  アンガーマネージメントとは 

アンガー（怒り） ＋ マネジメント（後悔しないこと） 

怒るという感情は喜怒哀楽のひとつでありそれ自体は悪いわけでは決してない。このアンガーマネジメント

では怒らないことではなく「怒る必要のあることは上手に怒り、怒る必要のないことは怒らないようになるこ

と」を 3つの暗号を実践して自分の怒るという感情をコントロールしていくことです。 

3 つの暗号 

① 衝動のコントロール…イラッときた時にとっさに余計なことをしない 

   怒りの感情が起きたとき反射的に行動するのではなく 6 秒間を置く…怒りの感情のピークをやり過ごす 

   （ストックシンキング・カウントバック・呼吸リラクゼーション・コーピングマントラ・グラウティング 

     など体を使って 6秒やり過ごす） 

②思考のコントロール…怒る必要のあることとないことの線引きをはっきりさせる 

    1.自分と同じ…怒る必要なし 

    2.自分と違うが許容可能…怒る必要なし・言う必要なし 

    3.自分と違う・許容出来ない…怒る必要がある・言わないとあとで後悔する 

の 3 つに分別し 2 の許容範囲を増やす工夫をする 

③行動のコントロール 

  ②の思考のコントロールによって 3 の怒る必要のあるものに対しどのように行動すればいいかを考える 

1.変えられる・コントロール可能な事象 

  -1 重要度が高いもの…今すぐ努力する 

                    状況がいつまでにどの程度変ったら気が済むかを決める 

                    それを実現するために自分がどう行動するかを決める 

  -2 重要度が低いもの…余力のある時にやる・今すぐに考えなくても良い 

                    状況がいつまでにどの程度変ったら気が済むかを決める 

                    それを実現するために自分がどう行動するかを決める 
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2.変えられない・コントロール不可能な事象 

  -1 重要度が高いもの…変えられない現実を受け入れる・今できる行動を探す 

  -2 重要度が低いもの…放っておく（放置する努力によって思考のコントロール 2 に当てはまるようにな

る） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊                               怒りをコントロールすることによって                              ＊ 

＊                     過去と他人は変えられない  ⇔  未来と自分は変えられる                      ＊ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

はたちのつどい 

 

平成 29年 1月 7 日（土）あいトピア 3階多目的ホールにて「はたちのつどい」が行われました。この日は

30 名の新成人が参加し、育成会からも 8 名の方が参加をしました。そして豊橋市長をはじめ、市議会議長な

ど多くの来賓も出席し、盛大な式となりました。みなさん、来賓の方々からの祝辞を神妙な顔つきで聞いてい

ましたよ。こういった経験も、大人への第一歩ですね。 

式典の後は、茶話会です。お菓子と飲み物をいただきながら、アトラクションを楽しみました。いやいや、

楽しんでばかりではありません。今回のアトラクションには、育成会のちぎりわいわい太鼓が登場したので

す。舞台に立ったちぎりわいわい太鼓のメンバーの中には、新成人二人も含まれていました。羽織袴が凛々し

く決まった F くんと、艶やかな振袖姿ですっかり大人っぽくなったK さんです。そして揃いの法被の仲間たち

と一緒に、立派に演奏を披露してくれました。演奏が終わり、席についてほっとすると、今度はピエロのトン

トさんのパフォーマンスが始まりました。毎年トントさんはこのはたちのつどいの日にお祝いに駆け付けてく

れて、笑いを届けてくれています。 

こうして、はたちのつどいは楽しく終了いたしました。改めまして、二十歳を迎えられたみなさん、おめで

とうございました！ 

 

 

新成人二人と一緒に太鼓のパフォーマンス 
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北ライオンズ  親睦ボウリング 

 ２月５日（日）、豊橋北ライオンズクラブと豊橋障害者（児）団体連合協議会の親睦ボウリング大会が岩屋キ

ャノンボウルで今年も開催されました。 

  育成会参加者の６３名を含めて豊障連参加者は約１５０名でした。スペア・ストライクにハイタッチ。残念

な時は大きなタメイキ。肢体・聴覚・知的・身体・精神の枠を超え、２ゲームを楽しみました。１ゲーム目の

成績で順位が決まり、上位入賞者だけでなく、飛び賞、１２月９日賞（障害者の日１２９位）、新年賞（２９

位）、ライオンズ会長賞、ハッピー賞、ブービー賞等次々発表され、最後までワクワク、ドキドキの大会でし

た。育成会からは４位入賞を始め１２名の皆さんに賞品が贈られ、参加者全員に参加賞がありました。 

閉会式の終わりに、来年は２０１８年２月４日（日）と発表がありました。まだ参加されていない会員の皆

さん！ガーター無しのレーンなので安心して楽しめますよ。是非御参加下さいね。 

 

高等部卒業激励会 
 

  ２月２5日（土）にあいトピア３階の多目的ホールにて高等部卒業激励会を開催しました。 

  今年は 4人の方が支援学校を卒業しそれぞれの新しい道に進みました。当日はお一人の方が都合で欠席され

たため 3 人の方をお迎えし楽しいひとときを過ごすことが出来ました。 

  そんな皆さんがそれぞれの抱負を書いてくださいました。これからも頑張ってくださいね。 

 

                                          卒業生の皆さん         
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県フライングディスク大会 
 

  今年度も恒例のフライングディスク大会が、2月 26 日(日)東刈谷市の南部生涯学習センター「たんぽぽ」に

て行われ、豊橋市育成会からは 11 名が参加しました。今回の会場は初めての場所で、市の福祉バス（借り上

げのバス）にお世話になりました。 

  開会式後はラジオ体操・練習を行ない競技開始、11 名の皆さんは毎月練習をしている時より緊張していまし

た。男子は決勝戦を行うほどのハイレベルな戦いとなり、女子は豊橋から 1 名銀メダルを獲得しました。競技

の後はリズム体操もありました。 

※参加した 11 名の頑張った声です。 

・9 本入りました。 

・まとに少し入りました。 

・9 本入りました。がんばりました。 

・6 本入ってメダルをもらって良かったです。 

・4 本でした。楽しかったです。 

・いっぱい入ったのでうれしかったです。 

・終わってからのたいそうも楽しかったです。 

・がんばりました 楽しかったです。 

・最近やってませんでしたが 5本入ったので良かったです。 

・今日もディスクがんばりました たのしかったよ。 

・がんばりました。 

   
                            はいれ！                                  競技後はリズム体操でクールダウン 

          

                                女子の表彰式の様子                                 メダル獲りました 
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県本人部会ボウリング大会 

 

平成 29年 3月 5 日（日）に、スポルト名古屋で愛知県育成会の本人部会「若しゃちの会」のボウリング大

会が行われました。豊橋からは、松田圭介くんと鈴木景子さんが参加しました。愛知県内の育成会の仲間が 30

名ほど集まり、1 レーン３～4名ずつで 2ゲームを楽しみました。 

この若しゃちの会は、年に２回活動を行っていますが、毎回参加するメンバーが多く、

皆さんすっかり顔見知りです。久しぶりに会うので、「また会えたね！」「元気だった？」

などと言葉を交わしていました。市町を超えた交流ができるのも、この本人部会の楽しみ

となっています。 

ボウリングの成績ですが、上手い人は本当に上手い！ほとんどパーフェクトだったので

は？と思えるような好成績を上げていました。でも、成績なんて関係ないですよね。上手

な人も、そうでない人も、みんな笑顔で楽しんでいました。 

２９年度も、愛知県育成会「若しゃちの会」ではいろんな企画を考えてくれているみたいです。豊橋から

も、もっとたくさんの人が参加できるといいなと思います。興味のある人は、ぜひ「参加したい！」と声を上

げてくださいね。 

要望書と回答 

 

  豊障連は育成会を含め６団体（手をつなぐ育成会・肢体不自由児（者）父母の会・豊橋精神障害者地域家族

会くすのき会・豊橋身体障害者協会・豊橋身体障害者（児）福祉団体連合会・豊橋市聴覚障害者協会）から構

成されています。各団体それぞれに障害が異なりそのため要望も異なりますが、豊障連としてすべての障害者

が暮らしやすい市を目指し毎年豊橋市へ要望書を提出しています。今回は平成２9 年度の要望書及び回答を掲

載致します。 

 

 1.さくらピアの修繕・改修予算の確保をお願いします。 

【回答】福祉部障害福祉課 

 さくらピアの修繕については、これまでは事後保全的に修繕の必要な箇所が出たときに、その都度、緊急度や

安全性などを判断し、対応してまいりました。現在は、施設の性能維持と安全性確保のため適切な予防保全を行

うこととしており、さくらピアは平成 39年度に障害者福祉会館の本館、平成 40年度に体育館の予防保全を予

定しております。 

  さくらピアは、昭和 57 年の開設より 34年経過しており、建物自体の経年劣化が進み、修繕の必要な個所

が増えてきていることから、厳しい財政状況の中でも、緊急性・安全性など総合的に判断し、必要な修繕につ

いて適時対応できるよう検討します。 

 2.医療的ケアに対応できるショ－トスティおよび放課後等ディサ－ビス、日中一時支援事業の設置・増設をお

願いします。 

【回答】福祉部障害福祉課 

障害者自立支援協議会において関係各機関と協議を重ねながら、医療機関との連携の強化を図るなど、引き続

き、医療的ケアの必要な障害児者が安心して過ごせる体制づくりに努めてまいります。また、在宅においても喀

痰吸引ができるようヘルパーの研修受講費用の助成についても検討してまいります。 
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  日中一時支援等の給付費や重度加算の見直し増額につきましては、平成２４年度から医療的ケア加算を設

け、医療的ケアの必要な障害児者の受入れの促進を図りました。今後につきましても受入れ拡大に向けて必要

な検討を進めていきたいと考えております。 

 3.障害者のグループホーム拡充、助成をお願いします。 

【回答】福祉部障害福祉課 

障害者の地域生活への移行の受け皿となるグループホームの充実は、第 4 期障害福祉計画における今後重点

的に進めるべき基本目標として掲げており、市としましても、新たなグループホームの整備を推進したいと考え

ております。 

また国及び中核市が行っている施設の新設・増設・改修やスプリンクラー設備設置等に係る施設整備費の補助

メニューをお示ししますので、ぜひともご相談・ご活用ください。 

さらに、グループホームの運営の安定化のため愛知県及び本市の交付要綱に基づく運営費の補助についても引

き続き行っていきます。 

 4.精神障害者の入院医療費助成に関して自己負担額の「全科全額無料化」をお願いします。 

【回答】福祉部障害福祉課 

 精神障害者の全科全額無料化の要望を受け、平成２６年１０月から、通院について助成を実施しております。 

精神科以外の入院医療費助成につきましては、身体障害者及び知的障害者の医療費助成と異なり、県費補助対

象ではなく単独市費による助成となるため、財政面からも厳しい状況にありますが、他の福祉医療制度の動向

や財政状況を見ながら、検討してまいりたいと考えております。 

 5.豊橋市内の耳鼻科・眼科等専門科目の障害者理解と充実をお願いします。 

【回答】福祉部障害福祉課 

  貴団体及び豊橋市医師会も委員として参画していただいております障害者自立支援協議会におきまして、現

状把握を踏まえた必要かつ実現可能な施策について、検討する中で、豊橋市医師会との必要な協議を行ってい

きたいと考えております。 

 6.庁内障害者ワークステーション「わくわく」の在り方を、見直してください。 

【回答】総務部人事課 

  障害者就労の環境整備について、本市ではこれまでも身体障害を始めとして、それぞれの障害種別に応じた業

務を担ってもらっており、様々な職場で障害のある職員が活躍しております。本年６月現在では、国・地方公共

団体等に課せられた法定雇用率（2.3％）を上回る障害者を雇用している状況です。 

わくわくは、障害者雇用の推進、職員の効率的な業務執行に加え、障害者の自立を促すための場を提供するこ

とを目的として開設いたしました。 

  継続的・安定的な運営を図るため、年間を通した業務の平準化、増加に重点を置きつつ、平成 28 年度から

はスタッフを 1名増員して運営しており、庁内では一定の基盤が作られたものと考えておりますが、引き続き

実習をより活発化させ、スタッフのスキルアップ、就労意欲の向上を促進するとともに、指導する立場である

支援員についても、外部の研修を積極的に受講する等、スキルアップに努めてまいりたいと考えております。 

 7.精神・神経科医療の夜間・休日 24 時間救急医療体制を整備してください。 

【回答】健康部健康政策課 

精神・神経科医療の夜間・休日 24 時間救急医療体制の整備につきましては、輪番制の医療機関だけでなく、

他の精神科病院やクリニックの体制が整備されない限り、現行の救急医療体制をさらに強化するのは困難な状況

と思われます。 

  このような課題がありますが、本要望において一歩でも前に進むことができるよう意見交換の場を確保させ
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ていただきたいと思います。 

 8.障害福祉サービス事業所（日中活動系サービス）や地域活動支援センターへ通うための交通費の助成をお願

いします。 

【回答】福祉部障害福祉課 

  施設を利用するにあたり、通所交通費を助成することが利用者のスキルアップや工賃アップ、就労意欲の向

上や一般就労者数の増につながるほか、社会参加の促進に寄与する可能性を考慮し、また施設までの距離や交

通手段の有無も視野に入れながら今後助成制度について検討していきます。他の中核市の取組なども参考に進

めてまいります。 

 9.市役所内に知的障害や発達障害の人のための通訳者もしくはコンシェルジュの配置をお願いします。 

【回答】福祉部障害福祉課 

  知的障害や発達障害の方々については障害の程度や症状等により意思疎通能力が様々であり、対応できる通

訳者を設置することは容易ではありません。昨年度 3 月に策定しました「豊橋市における障害を理由とする差

別の解消の推進に関する対応要領」に基づいて、「ゆっくり」「繰り返し」「比喩表現を使わない」など親切、丁

寧な窓口対応を心がけるとともに、知的障害や発達障害の方々が一人で来庁された場合も困ることのないよう

努めてまいります。 

10.避難所すべてに、多目的トイレの設置をお願いします。 

【回答】防災危機管理課・福祉部福祉政策課 

 南海トラフ地震などの大規模災害に備え、トイレの確保は大変重要な課題として捉えており、各施設の大規模

改修に合わせて順次対応してまいります。 

 なお、避難所における多目的トイレ等の設置状況については、市ホームページに掲載するとともにリーフレ

ットを作成するなど、広くお知らせしていますので、最寄りの避難所の多目的トイレ等の設置状況をあらかじ

め確認していただき、もしもの事態に備えていただくことをお願いいたします。 

11.大清水窓口センターにタブレットＰＣの設置をお願いします。 

【回答】福祉部障害福祉課 

平成 29 年 2 月に市役所のインターネットに制限がかかることによりインターネットテレビシステムで使用

しているソフト「スカイプ」の使用ができなくなり、現在の環境のままでは窓口センターとの通信ができなくな

りました。タブレット PC を含め使いやすさや費用等について再度検討してまいりたいと思います。 

また、大清水窓口センターへの設置につきましても、現状では、南部窓口センターでの利用がないことから、

設置場所の変更を含め検討してまいりたいと考えております。 

12.職員手話研修会を充実させ、総合的な聴覚障害者支援を推進できる体制拡充をお願いいたします。 

【回答】総務部人事課 

平成２８年度は、これまで全８回で実施していた研修を、入門編５回、応用編５回の全１０回と充実したほか、

入門編、応用編のみの受講を可能とするといった見直しを行いましたので、その効果を検証し、外部施設の職員

も含めて受講しやすい研修となるよう引き続き検討を行ってまいります。 

また、市民病院においては、勤務体制に配慮することで受講機会をできる限り確保するなど、効果的に人材を

育成するための工夫を行うとともに、今後の方策を検討してまいります。 

 多くの職員が手話を学ぶことで、聴覚障害者支援を進めてまいりたいと考えております。 

13.自立支援協議会年間報告の議事録の掲載をお願いします。 

【回答】福祉部障害福祉課 

 自立支援協議会の中で全体会の議事録については、掲載することとなっておりますが、掲載が遅れ気味にな
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ってしまっているため、会議終了後、速やかに議事録を掲載するよう努めていきます。専門部会の議事録につ

きましては、今までは掲載を行っておりませんでしたが、順次掲載を行っていく方向で、検討を進めてまいり

たいと思っております。 

14.医療的ケア等が必要な重症心身障害児者の在宅支援策の充実をお願いします。 

【回答】福祉部障害福祉課 

 豊橋市では、障害者自立支援協議会の相談支援専門部会の中で、医療的なケアが必要な障害児者の支援体制

の充実に向け、検討を進めており、医療的ケアに対応可能な事業所や、訪問診療ができる医療機関を掲載した

パンフレットを平成２７年より作成しております。ご要望いただいた内容については、医師会や訪問看護ステ

ーション等医療機関に伝えさせていただき、今後も医療機関と連携しつつ、支援体制の充実を図っていきま

す。また、喀痰吸引等のヘルパーを増やすため、研修を受講する職員の研修費用の一部を助成するための制度

も検討しつつ、在宅支援策に取り組んでまいります。 

15.医療的ケアに対応できる介護職、ヘルパー等の研修制度の見直し充実をお願いします。 

【回答】福祉部障害福祉課 

 喀痰吸引等研修を受講するにあたり、事業所の経済的負担の軽減を図るべく、第１号・第２号研修を対象に

受講費用の助成について検討してまいります。 

 

親の想い 

 

 私には、４０歳で亡くなった従弟がいます。彼は、重症型の進行性筋ジストロフィーでした。小学校入学前

に発症し、次第に筋力低下と筋肉の萎縮が進んでいき、車椅子生活から寝たきり状態となり、呼吸する筋肉に

も障害が及び、最後には呼吸補助が必要になる遺伝子変異の難病です。告知された当時の医療では呼吸管理が

困難な為、顔にかかった寝具を自分の力で払いきることが出来ず、窒息死してしまう事もあったと・・・。当

時 20 歳までの命と宣告された事を考えると、４０歳の生涯は医療的ケアの進歩により、得る事が出来たと思

います。現在でもまだ、進行を遅らせるための薬物療法しかなく、根本的な治療方法は残念ながら、まだまだ

研究中の段階です。 

私の叔母である従弟の母は、編み物が趣味でした。腕前はプロ並みで、よくセーターを編んでくれました。

今を思えば、目を離すことが出来ない我が子のそばで見守りながら出来る唯一の趣味だったのだと思います。 

  従弟が告知されて間もない頃、叔母は主治医の先生が話して下さったことを私に教えてくれました。先天性

の障害、病気を持って生まれる人は、一定の確率の下で遺伝的に必ず存在し、誰にでもその可能性はある。た

またまハンディ無く生まれる事が出来た健常の人は皆、ハンディを持って生まれた人を大切にしなくてはなら

ないと。なぜなら自分達の身代わりになってくれたからだと。 

月日が流れ、私も母となり、息子の自閉症を知りました。告知を受けたあの頃、頭の中は一杯で、眠ってい

る時間だけが絶望を忘れる安らぎの時間でした。起きると現実に引き戻され、やっぱり夢ではなかったと打ち

のめされる毎日でした。無我夢中の子育ての中でいつの頃からか、叔母の教えてくれた言葉を思い起こし、息

子は勿論、自分自身にも誇りを持てるようになりました。そして今では毎日を一生懸命に生きている息子を尊

敬さえしています。究極の親バカです（笑）。 

 落ち込む時もありますが、笑顔で暮らしていけるようになりました。懸命に生きようとした従弟の靖人君の

想い、彼を支えた叔母の想い、そして支援者として叔母と彼を支えた主治医の先生の想い、時間を超えて今も

私を支えてくれています。 
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インフォメーション・編集後記 
 

                    5月２8 日（日）         善意フェスティバル 

                    ６月１7 日（土）         豊障連大会 

                        １８日（日）          バス旅行 

                        ２9 日（木）          施設見学会 

                    ７月８・9 日（土日）      療育事業 

                        １5 日（土）          のんのんプール遊び 

                        ２9 日（土）          さくらピア サマースクール 

                    ８月  4 日（金）          さくらピア サマースクール      

                        ２3 日（水）          さくらピア サマースクール           

                        ２6 日（土）          豊障連  納涼夏祭り 

                    9月  3 日（日）          育成会ボウリング大会 

                        30 日（土）          さくらピア避難所体験  

         １０月 ２～８日（日）  作品展「てをつなぐ」（こども未来館ココニコ） 

 

＊この他にもフライングディスク教室・トランポリン教室・ちぎりわいわい太鼓・絵

画教室・ダンス教室が開催されています。場所の確保等で変更がある場合があります

ので先にお送りした学齢部・文化部・スポーツ部紹介の各担当役員にご確認下さい。 

 

編集後記 

  輪～イ 5月号、いかがでしたか？ 

  先日の育成会総会終了後、午後から右肩になんとなく違和感を感じていたのですが、夜になると何をしても

痛くて、上げられない・捻れない・物を持てない、挙げ句の果てには服の着替えや寝返りさえも打てなくなっ

てしまいました。そうです急性の五十肩を発症していたのです。翌日は木曜日でかかりつけの整形外科が休診

だったためひたすら我慢し金曜日にやっと痛み止めの注射・薬・電気とフルコース受診をしてなんとか痛みを

抑え込み無事にこの記事の編集できてはいるのですが、痛みを抑えているだけで治ったわけではないのでしば

らくリハビリの通院をしなくてはならなくなりました。五十肩は辛いとは聞いていたのですがまさかこれほど

とは思いもよりませんでした。 

  酉年は鳴く鳥・泣く鳥と 1 月号で書いたのですが、その 1月から、同居の義母が歩行中車にひかれ 1 ヶ月入

院し、私が夜のスーパーの駐車場で転んで膝をえぐり、主人は運動不足解消のために再開したテニスで肉離れ

になり、末っ子が学校から帰宅途中に左折の車に巻き込まれ自転車がだめになり…さすがにこれで終わりかと

思ったところへ五十肩発症…泣く鳥どころか泣きっ面にスズメバチって感じです。トホホ… 

  でも、ものは考えようで、九十歳過ぎの義母は 1 ヶ月の入院の間に高血圧など内科の症状が安定し退院後は

落ちた体力を戻したいと事故前に増してせっせと散歩にいくようになり、主人は肉離れが治ったあとは無理を

しない程度にテニスを再開しちょっぴりダイエット出来たし、末っ子に怪我はなく壊れた自転車は新車になっ

たしと前向きに考えれば、全てこの程度で済んでよかったと思えます。 

  さて残りは私の五十肩…家族の皆さん、肩を使わずに済むように協力よろしくお願いしますね！ 


