
法人日本ネパTル女性教育協会

NFEAニ ュースレター 発 刊 に際 して

皆さま、いかがおすごしですか。NPO法 人日本ネパール女性教育協会も、設立から間もなく1

年。お陰様で会員数も着実に増え、143人の個人会員と5社 の法人会員を擁するまでになりまし

た。

かねてから、ホームページで皆さまに協会の活動状況をお伝えしてまいりましたが、やはり、コ

ミュニケーションの場として、活字媒体もあつた方がいいというご意見が強く、この度、新井場貞子

理事を編集長として、年間2日程度のニュースレターを会員の皆さまにお届けすることになりまし

た。双方向性のある機関誌にしてまいりたいと思いますので、皆さまの方からもご意見、ご伝言な

どドシドシお寄せください。

理事長 山下素子

「ネパール遠隔地女性教員養成プロジェクト元年 lJ

さて、私は、山下威士理事と2人で、年末年始をネパールで

過ごしてまいりました。その結果、いよいよ今年は、「ネバール

遠隔地女性教員養成プロジェクト元年 Jという感慨をもつて帰

国した次第です。

日本ネパール女性教育協会の基本的コンセプトは「ネパー

ル遠隔地の少女に教育を1です。私たちは、実地調査で、遠

隔地の少女の3割程度しか学校に行つていない現実を知りま

した。この状況を改善するため、遠隔地の小学校に女性教員

を派遣し、娘を学校に行かせるように村人を説得してもらおう

というのが狙いです。私たちは、毎年 10人の学生を受け入れ、

師範学校の学費・生活費・郷里への旅費など―切と、教員と

しての3年間の給料をサポートしてまいります。全部で 100人

の女性教員の育成 1人数は少ないですが、ネパール社会に必
｀

ずインノくクトを与えることでしょう。

1.プロジェクトの全体像 :2005年 度一学生寮の建設、2006

年一寮竣工式 :第 1期生(10人 )入学、2008年一第 1期生教

員就任、2020年一 l〔)()人 の遠隔地教員プロジェクト完成。

2_女 子師範学校の設置 :私たちの要請で、ポカラの力ニャ・

キャンパス(女子大学)が、2004年 8月 に初等教員養成コー

スを開設してくださいました。

3.今 回、ポカラ・力ニヤ・キャンパスに赴き、あちらの理事長、

校長以下主だつた先生方と協議し、大学の敷地内に学生寮

を設置することが本決まりになりました。場所は、セティ・コー

ラ河畔にあり、アンナブルナ連峰を見晴るかす景勝地です。

寮建設につきましては、竹中工務店設計都有志の メ饉F(赤

尾建蔵代表 )の皆さんがポランティアで、すばらしい設計をし

てくださつています。
~2005年

度は、いよいよ寮建設のための

工事にかかります。             ‐

4。 ここで学ぶ学生は、教育環境が悪く、少女の就学率の極

端に低い極西部と中西部開発地域のフつの高校生用学生寮

から毎年10人を受け入れたいと思います。この10人の選抜

は、ネパール教育省ジェンダー・エクイティ課が責任をもつて

引き受けてくださいます。

5.2006年 は、日本・ネパール国交50周年にあたります。来

年8月 には、第 1期生を迎えて、にぎやかに学生寮の竣正式

をしたいものです。西岡駐ネパール大使からも激励のおことば

を頂戴しました。

6.山下素子と岩谷栄子会員は、3月 23日 から30日 まで、ネ

パールを訪間し、ポカラ・力ニヤ・キャンパスとの正式契約締結、

日本大使館への援助申請提出、ネパール教育省への学生選

抜依頼書の提出をしてまいります。

この間、皆さまには、いろいろな形で、ご協力をお願いいたし

ます。



(1:学 生 〔島るしヽ感書来の象員〕奪1人のフォスター・ビアレン

ト:こなつてくださいませんかcそして、文量をしたり、鋳に:よ 、現

地へ会い :こ行つてくださるのも大懲塁です。何人か奪糞倖置

で、1人をサポートしてくださつても籍織ですじ、璽馨女性学ゼ

ミの同難生で1人をサポートしてくれてもいL■ と悪Llます。学生

二人1ケ 月の経費 :ま 、5000調軽度ですc

(2)要にIま 、長期滞在教員頭のお部菫をつくります。青年海

外選力隊員でも、シルバーボランティアでも籍構ですcわれと

思わん方を募集しています。寮生活の指導でも、情採教育や

蒙菫科教育、学校管理など何でも.… …。簿間も、聞いませ

ん。

(3〕 寮 :こ :ま 、4人部屋参ビジター菫も用意します。会員がポラ

ンテイア:こ 行つてくださるときにご季:麗 Llただ:すます.主婦の蓄

さんから、事生に、維章の絶い方、料理の仕方、ミシンのか:十

方などを教えてし`ただ:すれば、それも大歓迎ですc要 素女性

学ゼミナールの学生のポランティア実践e際にも季:用 できま

す。

(4)菫 本ネパール女性教育鰹会資料豊 (練轟区東大泉)に :よ 、

管さんからご寄付をいただいた轟物があります。ネバールヘ

いもっしゃるときに持参してくださる方を募集しています。ちょつ

とネバールヘトレッキングにという方 iよ 、是非ご―彗くださいc

次々と夢のふくらむ2003翠、皆さま、どうぞようし

く鼻霞もヽしヽたします。

| ボ婦 =力ニャ3キャンパス

ポカラ=力 ニヤ=キャンバス:ま 、墨立

トリブヴアン大学e傘下にある私立

の女子短難大学です。大学のあるポ

カラは、ペワ湖のほとり:こ あり、アン

ナプルナ参麓にひら:すた風光明婿な

ところです。1991年の創立で、人文

学科と商学科 :こ加えて、2004年か

ら、」NFEAの 要請に応えて、初等

教育科を設置 しました。校 舎 :ま 、

1995年 に、日本大使館0振動でつ

くられました。文京学読大学国際女

性学ゼミナール 1ま 、度々読問し、交

翼を続けてし`る事業生もいます。

力ニヤキャンパスのパルジュ稜長と

<友機彙第1歩 iま バンダ翁町から>

「平諄がほしし`』。これ :ま Fこの国 :こ 必要なも0'よ ?」 という私

参頭しヽiこ 逗つてきた、今回現地で無り合つたあるネバール人

の言葉で轟る。彼によれば、マオイストが台理して 8年余、彼

らの武力行使が鐙まつて丁年、議会が巽かれなくなつて2年弱、

現在の彙墨の状況を「内戦〔c�i!war)」 と提えて幹るらしかつ

患 Fl讐螢三a菫 農燿chttЮctutt Freiュ嚢sL=滲 代表 券尾鍵菫氏

(株 )竹幸工務書の大阪本書に勤務する設計士の有志でつくるNPOです。199

6年 :こ結成され、ネバールの拳横建設に取り組んでしヽます。 1998年ネバー

ルヘの支援を決定し、1999年 ゴルカ群フイリムに学校建設を蒙始。2001年

小、中、高校と寮の建設を開始c軍道のあるところから、歩いて4日 かかる村に

建設するので、資材のことまた労力のこと等々いろいろ難しい問題に直面しな

がらも、 2004年 4月 :こ 2霞工事完成、現在もまだ工事施工中。お仕事の合

間に何度もネバールに行かれ、カトマンズから現地ヘヘリコプターで飛び、織カ

饒 :こお仕事をなさつておられます。また、ネバールの若Lヽ建築士を育てるという

活動もなさつておられます。今回、このグループに書宿舎の建設をお願しヽしてい

ます.私たち協会と:よ 、ネパールヘ登山にいく理事長と他 2名 の会員が、カトマ

ンズヘの飛行を持つてしヽたタイのバンコック空港での出会いがご縁です。2004

年 1二 月、代表の赤尾さんがフィルムヘ行く難に、ポカラに飛び力ニヤキャンパス

0測量をしてくださいました。

た。

「どの子どもにも教育を」ということしか霞になかつた私にとつ

て、この通警 :ま ガツンと横つ面を殴られたような気がした。言

葉を失つていた私に、彼 :ま 鏡けたr次に必要なの:よ 、言うまで

もなく教穫確と。



今回のネバール渡航が決定する以前から、マオイストのこと

やバングというゼネストのこと、カトマンドウ市内でのデモが毎

に1恒例のようになつていることは問いてはいた。これを承知で

入国する以上、多少の不自由には、文旬 1ま言わないと心に決

心1)° どき,1ものの、学生闘争も知らない世代である私にとつて、

抵抗勢力によるデモ・l● バンダがどれほど生活に支障をきたず
‐

t,のないかさ。1)ばり想像がつかなかつたのは事実である。

◇カトマンドウに入る

次第iti 3000メートル級のLマラヤの山々が飛行機の窓から

見えてくる.

日本では富士山でも、また日本領域を離れる際、とりわけ印

籠的な問聞岳も一 こ1れ はかつて、知覧から飛び立つ特攻隊

員たち1,最後の別れとしていたからであろうか一眼下に広がる

のに、飛行機の窓からほぼ同じ高さで視界に飛び込んでくる、

露海の。Lに十びえるにマラヤ連峰のスケールにただただ息を

番むだけだつた。

飛行機が徐々に高度を下 :ず始めると、地上には煙突があち

らこiち らににょきにょきと立っているのが見えてくる。レンガエ

場の燿奥だそうだ。11れらの工場で造られたレンガがネパール

の建築資材なのだそうだ。

吉いパタンα)町では、このレンガの赤味の深さが、その文

lllの欝りを静かに、けれども力強く語つているように感じた。け

れども鯖1物によく近づいて見てみると、レンガの積み上げ方 Iま

ガタガタとしており、レンガ自体も脆そうで、販神大震災で瓦礫

の町と化した神戸の町を実き付けられた私にとつては、地震

があつたら・・・?と心配してしまう。聞けば、1937年 にネパール

でも大地震があつたそうだ。

カトマンドウに入つたのは、政党が呼びかけた2日 連続バ

ンダの2日 日だつた。  日本政府の援助でできたという飛行

場前のきれいに整備され、信号機のある交差点を抜け、リン

グロードに入り、ホテルヘと車を走らせると「この先デモJと告

げられたらしく、舗装されていない裏道を迂回する。

道のど真ん中に火が焚かれている。車両通行するなかれの

意味らしい。迂回し、再びリングロードに出、しばらく順調に車

,を走らせるていると、またデ電に出くわし、迂回。 突然、「さあ

ホテルに着きましたよJとの声に我に返る。

この最初のネパールのドライブに行き先があつたのかも忘れ

てしまうほどの道中だつたので、なんだかこの言葉がにわかに

1言 じられなかつた。

道中、殺伐としたバンダの光景を見たせいか、いささか疲れ

てはいたが、早々にバンダの町の空気を知りたいと、案内をし

て下さるデヴさんの後ろを追つかけて行く。

パタンゲートの方へ歩いて行きながら、上を見上げると藤色の

ジヤカランタの花が可憐に咲いている。道のど真ん中にタイヤ

と道路標識を焼いた跡がある。その日と鼻の先の道端には、

青い迷彩服を着た警察官が銃を肩からぶら下げて土嚢で囲

まれた中に突つ立っている。しばらくすると、燃え尽きたタイヤ

にオイルが撤かれ、再び火がつけられ、あたりはみるみるうち

間にオイルの臭いが立ち込めだしむつとくる。

上記は友松さんが200■年5月 に初めてネパールに行つ

たときの記録です。このあと彼女はカトマンズや、ポカラの学

校の見学をしています。詳細はホームページをごらんください。

現在彼女は協会現地連絡員としてポカラに滞在しています。
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ネパール NGOネ ッ トワークの ご紹介 (4N)
i「〕pon 撻.epa: 里.00 ■OtWCrkは 頭文字を取つて 4Nと略称 しています。

ネバールトlGOネ ッ トワークは、ネバールにおいて国際協力活動をしている市民団体のネッ ト

クです。1993年 3月 に発足 し、現在 42の団体が加盟 しています。「 4N」 は相互のネッ トワ

を通 11て情報交換や協力を推進 し、活動の質を高めて行 くことを目的に結成されまた。発足 し

ら日本とネバールで会合を開きネバール現地事情や、それぞれのプロジェク トに関する情報交

衝…)て います。20()4年度は「キャパシティー ビルディングとカウンターパー トのネットワー

.1を 日標 I二l掲 :ザ昨年 3月 に 2油 3日 の第 3回カ トマンズ会議を開催 しました。 現在は教育分

2、 農業開発 6、 医療保健 6、 障害者福祉 2、 環境保全 4、 自立支援 2の団体が会員としてネバー

人々と共 :ミ1活動 を続 けて t′ まヽす。

日本ネバール NCOネ ッ トワーク関東エ リア 副代表 磯  公美子
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国立女性教育会館 (Nけ EC)で のワークシヨツプ (2004年 8月 29日 )

埼玉県の嵐山にある国立女性教育会館では、毎年8月 の終わり

に、「女性学・ジェンダ研究"交流―フォーラノ、Jを開催しています。

全国からジェンダー問題や男女共同参画問題に関連する活動を

している団体や個人が集まつて、お互いの活動の報告や、情報

プログラム

ネパールの現状と少女たちについての講演

文京学院大学女性学ゼミナールの合宿に°つい・て
｀

パネルシアター上演

現地訪間の記録

協会の活動についての紹介

lノ ツサンフィリリ合唱

新井場と在校生の西田綾番さんの司会で進行し、パネルシア

ターでの歌や最後の全員でのレッサンフィリリの合唱に着い

声が響くのはなかなかいいもので L´ た。また、女性は伊藤ゆ

交換をします。当会も参加し'tr3年 目になります。

今年のワークショップの特徴は、なんとl′ ■ヽマit=文数学院Iた学の

卒業生や在横生の参カロです。前日から川越の旅鯖に油よりこみ、

準備とバネルシアターの練習をしました。

伊藤ゆき

友松史子

山下轟子

きさス′にサ リーを着付「′…ごもらい、はなやかな韓囲気をか '3

t′ だし
゛
ていました。ゼ ミナールの事業生もかけ1)「

'デ

〔、参加

者は 56雀、終始熱心に聞いてくださいま L′ た゛

『フォーラムまつり2004_1に デピューしま :」夕た

友松史子さス′の初めてのネパール児問禄、4N金 1義出席の

磯公共子さパ′からはホットなネパールNGOの事情の旧が続

きました.最後は幼児用教育散村 111′
°
17閉覺さ11,11パ ネルシ

アターで、伊藤淳さス′が、:・ 力 L′―ライスrFDつ くりかた::を 目

本語とネ・パール語で説明 Lψ 、会場みス′な:て,ネバール絣書liね

て唱和 lJtt trみ ま l″ た、最後は司会の新井場さんのt音
国でネ

パール民謡「レッサンピリリ`1を歌い締めくくりま :′ た。 1:i

の後残つて露間する方も多々見受けられま L″ た。

会場の一隅でしたネパールグッズの iミ ニ1バザーt,好削1`rt,

プtt)

参加者は名前を書いていた■1けた1人 が27名 、11数名で L´ た。

会場設営や運営を、朝早くから山下威士さス′、お亀囲Ft子さス′、

吉口俊吾さんご夫妻が t´ てくださ1,ヽ ま l´ 11〔)席
tり・は本会の〔「

とを知る人が少 L′ ずつ増力̀
・
(1い くFLう 朧・t,て います.

1講 :与it i'Ffi'.

山下泰子 早lil智子 (ゼミ卒業生)新 i丼場貞子

文京学続大学国際女性学ゼミナール2,3年生

2004年 10月 24日 (日 )横浜女性フォーラムの秋の

まつりで『ネパールl襲 村の少女に教育をJをテーマに 'フ ーク

ショップをし,ま した。

ワークショップをした 1,ヽ グル ープが多く、会場の書1り 当て

lよ難航しましたが、35名定員の研修室を確保でき、時間は

早期 9時 30分から12時でし,た。

先ずネパールの概略と学校建設の様子などを写した島本事

務局長製作のビ7~オ を20分間上映 tr、 続 1′ てヽ山下察子理事

長から、熱のこもつたNPO法 人日本ネパール女性教育協会

の活動の趣旨説明がありま t″ た。次にネパーノL,に くわ L″ い伊

藤ゆきさんから、ネバールの民俗文化についてお箭と、:た京

学院大学の雨宮泰保子さん、圏島沙苗さん、畠山めぐみさムJ

等がまとつた色々な部族の衣装 1こ1つ t,ヽ ての説明がありま L″ た:。

華やかで廊丁から覗く人もいまし,た。最近ネパールI二 行 1ヽ)た

新井場自子

サリー姿の学生達

フォ・一ラムまつりに参加 1´ た金員たち



フ フェアとタカ リーの額もしい女性たち
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ネパールの西北にあるダウラギリ峰 とアンナプルナ峰

という8,000mを越す山群の間を穿つ世界一の大峡谷カ

リガンダキ川沿いの細長い村は、小石が横殴 りに飛んで

くるような強風が毎 日吹き荒び、農地も乏く、雪が降れ

ば 2日 も 3日 もポカラからの飛行機が途絶えて陸の孤島

となる。 ところが、村民の 8割が日本語を理解するほど

日本への出稼ぎ者が多く、 日本からの送金が村のインフ

ラを直接支える「ヒマラヤ山中の日本村」なのだ。

タカリーは、全人口 12,000人 程度の少数民族だが、「ネ

パールのユダヤ人」と囁かれるほど商才に長iす ている。

昔 :ま 、チベ ッ トとカ トマンズを結ぶ交易路に関所を設け

文京学院大学生(4年生)の西田綾香さんヘアンケート

① 」NFEAに参加しての感想 Iま ?

私は山下ゼミでもネバールのことについて少し1ま学んでい

たのですが、ゼミで学んでいるときは本を読んだりすることが

多くて、ネパールがまだ少し違い存在に思えていました。しか

しこの会に参加することで、シンポジウムを開いたり、フォーラ

ムに参加したり、また教員を支援したりと活動がどんどんが前

に進んでいるのを見て、現実的になつてきたというか、ネパー

ルを近い存在として感じることができるようになりました

②シンポジウムに参加しての感想は?

シンポジウムに参加して、いろいろな方の話が聞けたり、普

段だつたらあまり話す機会のない方々とお話ができたり、貴重

な経験をしたと思つています。また、シンポジウムを見にきてい

ただくことによって、たくさんの方々にネパールのことに興味を

持つてもらいたいと思いました。

て税金を取 り、西ネパール睦一の裕福な民族だつた。特

に子弟の教育に熱心で、地方に:ま 学校がほとんど無かっ

た 1957年 、り:!喜 要二郎氏を隊長 とする学術調査隊が撮影

したフィルムに、ツクチェ村の学校で、男子も女子 も両

じように学んでいる姿が決つている。

タカリーの女性を「ネパール=(最貧亘、非識字、過

重労働に苦 しむ女性たち)=援助」 とい うステレオタイ

プのイメージで見たら人間違い。彼女たちは男性を出稼

ぎに出した後、宿屋のほか、 りんご園や/tE工 工場を経営

じヾ近年は山地のハーブや薬草を栽培 して新 しい経済活

動も始めている。タカ リーの台所は他のどの民族より清

I潔 で、女性たちは実に良く働 く。男性たちが「ネパール

ー自由な女性たち」 と言 うほど、数百人を前にしても言

いたい意見を堂々と演説する。 日本からの送金と彼女た

ちの経済力のお陰で、村人は最新の SONYビデオカメラや

DVDプ レーヤーを持ち、携帯電話でカ トマンズとビジネス

交渉をし、小学校長の月給より高いヘ リコプターを平気

で払つて街に出る。

伊藤ゆき

伊藤ゆきさん

四氏族の神興をかつぐ男たち

《図書紹介》

山下春子理事長の 1日 友の杉浦寅さんが、この度「クメールとシャムの軌跡―タイ王国

微笑みの謎に憑かれて」を出版 されました。1960年代からタイに燃せ られて日本とタ

イを行き来 し、イサーン (タ イ北東部)を 始めほぼタイ全土を歩き回り、クメールやシ

ャム時代にさかのばり精神文化を探 りつづけた記録と考察です。杉浦さんのご好意によ

り、この本の印税による収益金は、本会の活動資金 として、
1全

額ご寄付いただくことに

なりました。



2003年度・2004年 度活動リスト(会議・イベン トなど)

2003.10。 26   日本ネパール女性教育協会臨時総会兼 NPO日 本ネパール女性教育協会設立総会 (池袋 芸術劇場小会議室 5)
2004.2.8    With youさ いたまワークショップ

2004.2.26    NPO日 本ネパール女性教育協会話 し合い (池袋 レス トラン「しおり」)

2004.3.14    第一期 (2003年 度)第 1回理事会 (八丁堀コンパー トメン ト東京中央 lF会議室 )

2004.4.3    第二期 (2004年度)第 1回役員会 (同 上会議室 )

2004.5,12    友松史子会員ネパールを訪問～26日

2004.5.22    第二期総会および記念シンポジウム・ レセプション (文京学職大学本郷キャンパス「NAVAC」 ほか)

2004.7.25    第二期第 2回役員会 (南箱根ダイヤモン ドグレイスヴィラ 2020)

2004.3.20    役員有志と佐藤由利子東京工業大学助教授 との懇談 (目 黒駅ア トレ2F「 由庵」)

2004.8.    磯公美子理事 4N会議に参加 (カ トマンズ)

2004.8.25-26  文京学院大学女性学ゼ ミナール生とそのOGお よびNPO法 人合同合宿 &独立行政法人目立女性教育会館主催の

「女性学・ ジエンダー研究フォーラムJの ワークショップに参加 (嵐山目立女性教育会館 )

2004.9_7    ЛFEA有志と AAF赤尾健蔵氏との懇談 J‖ FEAの これからの予定と学生寮の規模等についての打ち合わせ (新橋「い

けだJ)

2004。 9。 13    国際開発協カサポー トセンター訪問 (山下理事長他 3人 )

2004.9.23    資料室開きと確公美子理事のネパール報告を聞 く会 (J‖FEA資 料室 )

2004.10。 23-24  文京学院大学学園祭に文京学院大学女性学ゼ ミナール生が J‖FEAシ ョップを開 く

2004“ 10.24   ワークショップ「ネパール山村の少女に教育をJ(横浜女性フォーラム )

2004.‖ 、7    埼玉国際 フェアにバネル展示

2004.11.14   AAF赤 尾氏ポカラ訪問。現地測量実施

2004_12.2    J‖ FEA有志と AAF赤尾健蔵氏との会議 (現地測量の結果をお聞きする)(文京学院大学本郷キャンパス 2F応接室 )

2004.12.15   友松史子会員ネパールヘ出発～ 6ヶ 月の予定

2004.12.20   第二期第 3回役員会 (八丁堀コンパー トメン ト東京中央 lF会議室 )

2004.12。 24   赤尾氏と打ち合わせ (理事長ほか 東陽町竹中工務店 )

2004_12`27   山下理事長および山下威士理事がネパールヘ (カ ニヤ 。キヤンパスとの折衝および現地視察)～ 2005.1.6

2005,1.10    第二期第 4回臨時役員会 (J‖FEA資 料室)AAFの設計案について検討。夕方 J‖ FEA有 志と AAF赤 尾健蔵氏との会議

(東京駅構内)設計についての理事会の希望を説明

(滝田尚子 )

新入金員を募集 しています。

当協会の活動に賛同戴き、新たに参加・支援 して下さる方を募集しています。お知 り合いの方に是非お

声をかけて下さい。事務局に連絡戴ければ会則・入会申込書及び郵便振替用紙を送付申し上げます。

年会費は次の通 りです。       =
個人正会員     3,000円
学生会員      1,000円
個人賛助会員   10,000円
法人賛助会員   50,000円

なお、銀行振込を利用される場合は、下記の銀行日座にお願い申し上げます。

振込先  銀行日座  東京三菱銀行大泉支店 普通預金

日1座番号   0571552
日座名   特定非営利活動法人 日本ネパール女性教育協会

NPO法 人 日本ネパール女性教育協会

理事長 山下泰子  (文京学院大学教授 )

本部 文京学院大学山下泰子研究室

事務局長 島本純雄

同住所 419-0160 静岡県田方郡函南町南箱根 ダイヤラン ド55-276

L&Fax:055-945-0030 e― mall i shimaOsannetene.」 p

ホームヘ・―デ http1//wWW.page.sanneto nee」 p/s_shima/nepal― home.htmi

編集後記

1号をお届けします。はじめての編集ですので、不備な点も多々あるかと思います。ご指摘 ください。

また、手伝つてくださる方大歓迎です。ネパールの国内情勢は、不穏ですが、当協会のプロジェク トは

動き始めま した。中西部の山の中で出会った、千草を背負つて山道を登つてきた少女の姿を忘れません。

あの子 らが学雄 に行けるようにと祈 らずにはいられません。 (新井場 貞子)

表題 :木村春也 編集 :新井場貞子 宮坂洋子 滝田尚子 島本純雄 吉田俊吾

ermali  s.araibaOt:ara.ocn.ne.Jp   fax  03-5947-5798


