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ビギナーの皆さん、初心者講習会卒業おめでとう
ございます。新会員として東スケに加わって頂きあり
がとうございました。6名の方を我々の仲間にお迎え
でき大変嬉しく思います。また、歓迎いたします。
仲間が増えていくことで会がますますにぎやかで楽
しくなり、また、新しい出会いがあり活動も充実し
ていきます。
講習を修了したからすべてを理解して踊れるかと
いったら難しいところはあります。場数をいっぱい

今年、東スケは55歳の誕生日を迎えます。
55周年を記念して、アメリカからWade	 Driver,	
Mike	Seastrom,	Deborah	Carroll-Jonesの3名の
ゲストコーラーを招聘し、10月7日、8日、9日の3日間
アニバーサリーパーティーを開催いたします。参加者が
伸び悩んでいますが、海外（オーストラリア、台湾、

踏んで焦らず徐々に理解度を高めて
いってください。その為には例会を
休まず出席することが大事です。
スクエアダンスの一番の基本は、
笑顔で楽しく踊ることです。少しの
間違いは気にせず健康のため、また
新たな親交を深めるため末永く一緒にスクエアダンス
を楽しんでまいりましょう。

中国、セルビア）から50名以上の申込を受けていま
す。現在、大会実行委員会で楽しいアニバになるよ
う着 と々準備を進めているところです。ご参加いた
だく皆さんを「おもてなし」の心を持ってお迎えし、自
分たちも楽しめるパーティーになるよう皆で十分な準
備をし、当日を迎えましょう。

2017年初心者講習会卒業生・講師・役員（スマイルパーティー）平成29年7月1日

第５５周年創立記念パーティーの十分な準備を第５５周年創立記念パーティーの十分な準備を
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平成29年度総会開かれる
平成29年度の総会が4月1日（土）、午後3時～5時に
方南会館において開催されました。出席者は61名、委
任状は62名（計116名）で会員数155名の過半数78名を
超え、総会は成立しました。若松訓会長の「“例会を楽
しく”を基本に、さらによいクラブをつくるために活発
な議論お願いしたい。」の挨拶後、小笠原常太議長の
もと平成28年度事業報告、会計報告・54回アニバ会計
報告、会計監査報告が行われ、質疑後各報告とも承
認されました。また、懸案であった「会費値上げ」につ
いては、「会費値上げプロジェクト」山下チーフより	①
方南会館使用料の値上げ	②会員の減少を踏まえた値
上げ	案が提案されました。なお、案では「会員数が
130人以下になった時」の再値上げが触れられていまし
たが、今回見送ることで承認されました。引き続き、
平成29年度事業計画案、予算計画案、第55回アニバ
予算計画が提案され、特別例会やプラス講習会等の
持ち方等について質疑が行われ後、いずれの案件も承
認されました。役員改選については藤井保憲選挙管理
委員長より、「本年度は各役職とも定数内の立候補・推
薦のため、選挙なし」との報告を受け、会長推薦の名
誉会長、顧問も含め、昨年と同様メンバーが承認され
ました。

昨年に引き続き本年度もよろしくお願いいたします。

会　長 若松 訓

名誉会長 和田 勝

副会長

西 好江

山下 恭正

糸原 淳一

顧　問

沖吉 和祐

菅原 敏子

杉原 康之

会計監査
長谷川 孝二

山本 善治

委員会 チーフ

企　画 中谷 昌江

庶　務 若松 眞紀子

渉　外 相良 芳孝

広　報 沼田 邦雄

スナック 佐藤 静江

会　計 板垣 克己

普　及 勝 芳博

イベント 馬場 孝

コスチューム 上中 道子

指　導 伊藤 光雄

5年後を見据えて（会費値上げプロジェクト）

プロジェクトチーフ　山下 恭正

総会では会費値上げにご承認いただきありがとうご
ざいました。プロジェクトチームでは、①方南会館を主
会場とする	②会員数の動向を踏まえ、会員の減少リス
クを考える	③最低5年先を見据えて考える	ことを主眼
に検討しました。家族会員割引、スナック、年間行事
へのクラブ補助等の廃止案も議論しましたが、通常例
会以外のプログラムを使用料の安い会場や時間に変更
することによって、今回の値上げ幅で対応できるものと
判断しました。皆さん想像してみてください。「5年後、
10年後元気に楽しく踊っていますか？」	爽やかな汗をか
き、仲間と楽しく談笑できるスクエアダンス。身近な人
を今一度お誘いし、もっともっと仲間を増やしていきま
しょう。

総　会

平成29年度 役員体制
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てのやり方です。メンバーの皆さん必ずいずれかの
委員会に所属して“東スケパワー”全員の力でアニバー
サリーを成功させましょう～！

実行委員長
若松 訓

B ブロック
山下 恭正

A ブロック
伊藤 光雄

C ブロック
糸原 淳一

プログラム
若松 眞紀子

●アニバ55のプログ
ラム全般(野外ダ
ンス含む)

セミナー
和田 勝

●各セミナーの立案
と担当者交渉

機材
八百 幸紘

●ダンス会場のス
テージ設営と音
響、必要機材の確
保と交渉・管理、そ
の運搬

会場・案内・警備
長谷川 孝二

●各会場のレイアウ
トや設営、看板・掲
示物の立案・製
作・管理、参加者
当日案内など

生活
中谷 昌枝

●部屋割り、食事誘
導、宅急便、オリエ
ンテーション

●大会冊子製作

スナック
佐藤 静江

●スナックとその運
搬(カントリーライブ
スナック含む)

コスチューム
上中 道子

● アニバ 5 5コス
チュームの立案・
作製

会計
板垣 克己

●予算、会計全般出
入金業務、決算報
告など

宣伝・受付
勝 芳博

●クラブ訪問その他
宣伝活動、当日受
付(海外含む)、各
セミナー受付、配
布物袋詰め作業

イベント
相良 芳孝

●式典、カントリーラ
イブその他イベン
ト、会場およびス
テージ飾りつけ

記録
浅見 正一

●写真、DVD、映像
と録音など

●若松会長：「西＋山下＋糸原」副
会長含めた4人で構成。見積・食
事・宿泊・備品などホテルとの交
渉をすべて含む

実行副委員長
西 好江

●実務レベルの全般的活動
●「アニバ55」に必要な資料・アイ
テムなど一切の発注管理を行う

実行委員会

ショップグッズ販売

接　待

海外参加者対応

救　護
●当日の連絡、問い合わせ、海外
参加者対応(アスクミー)など一
切の処理・指示・連絡を行う

（当日）大会本部
●申込・入金・受領書発行・名簿
作成および参加者への連絡
全般

事前申込手続

渉　外

ゲスト折衝

監　査

副実行委員長　西 好江

55周年記念アニバーサリーの準備が進んでいます…。
今回のアニバは新システムを取り入れ大会実行委員会を
中心としたＡ・Ｂ・Ｃの大きく3つのブロックに分けました
（組織図参照）。各ブロック長と各々の委員会のチーフ、
そしてメンバーで構成致します。ブロック長がブロック
内の委員会をまとめ、調整し準備して当日にあたる初め

第55回 アニバーサリーに向けて

アニバ55大会実行委員会会議

Ｂブロック（生活委員） Ｂブロック（スナック委員） Ｃブロック（イベント委員） Ｃブロック（宣伝・受付委員）

〈TSDCアニバ55組織図〉
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コスチューム委員　田中 禮子

4月1日（土）例会にて、コスチューム委員によるファッ
ションショーを行いました。“女性のスカートと男性のワイ
シャツ”基本は紺のストライプと紺のテープで、女性の

◆Ａブロックの活動紹介
Ａブロック長　伊藤 光雄

Ａブロックは
「プログラム」「機
材」「セミナー」を
担当し、それぞ
れの3部門の長
は、若松眞紀子
（プログラム）、
八百幸紘（機材）、

和田勝（セミナー）の三氏です。具体的活動に入って間
もなく今回のゲストコーラーの一人にお願いをしており
ました、Tim	Marrinerさんのご逝去の報が入り、いき
なり重い対応を迫られました。幸いMikeさんのご尽力
でWade	Driverさんに代役をひきうけて頂くことが出来
再スタートとなりました。その後定期的に会議を開き、
そして検討すべき課題を討議しそれをこなしながら活
動を続けてきました。今現在は、計画されたことはほ
ぼ予定通り進行中であります。会員の皆様におかれま
してはこのＡブロックの三部門に対しまして、助言、ご
意見、ご希望があればどしどしお申し出を頂きたいと
考えております。

◆Ｂブロックの活動紹介
Ｂブロック長　山下 恭正

Ｂブロックは会場・案内・警備（長谷川チーフ、松本
（憲）サブチーフ）、生活（中谷チーフ、山口サブチーフ）、
スナック（佐藤（静）チーフ、辰川サブチーフ）、コス
チューム（上中チーフ、田中（禮）サブチーフ）の4つの委
員会を担当します。現在、記念冊子の製作など試行錯

誤しながら取り組
んでいます。当日
の仕事が多く、ご
参加者全員の健
康や安全の確保、
ダンス会場等へ
のスムーズな案
内、誘導を通じ
て、三日間有意義に過ごしていただけるよう『おもてな
し』の気持ちを持って準備しています。また周年アニバ
の特別なコスチュームも華やかにお披露目したいと思っ
ています。

◆Ｃブロックの活動紹介
Ｃブロック長　糸原 淳一

Ｃブロックは	１.会計（板垣
克己チーフ以下2名）	２. 宣伝・
受付（勝芳博チーフ、松本哲雄
サブチーフ、馬場恭子サブチー
フ以下9名）	３.イベント（相良
芳孝チーフ、今岡さち子サブ
チーフ以下19名）	４.記録（浅見
正一チーフ、小笠原常太サブチーフ以下3名）の4つの
委員会から構成されています。会計委員会は予算・決
算・出入金業務とその管理を担当。宣伝・受付委員会
は宣伝の立案・実施、入場章製作、当日受付業務を行
います。イベント委員会は式典、ドアプライズ、カント
リーライブ、その他イベントの立案と実施を行い、記録
委員会は記録用写真やDVDによる記録全般、集合写
真を担当します。

5 5周年記念コスチュームのファッションショー

Ａブロック（委員）

Ｃブロック（会計委員）

Ｂブロック（会場・案内・警備委員）

上着柄は、碁石柄のピンク系とグリーン系を取り入れて
好みでデザインしました。10人十色。10月の55周年に

は、素敵なデザインで会場を明るく賑やかに彩ること

と思います。
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WADE DRIVER
（ウエイド・ドライバー）

　第30回記念パーティーから今回ま
で5年毎、6回目のゲスト参加であ
る。彼はSDの専門レコード会社
『RHYTHM	RECORDS』を立ち上

げ、カントリー、ジャズ、ポップス、ゴスペル等多くの
ジャンルの音楽をSD音楽に取り入れ、SD界に大きな
影響を与えた。その歌唱力は抜群で世界のコーラーが
彼の影響を受け、またダンサーはエキサイティングな雰
囲気に陶酔できる世界のトップコーラーの一人である。
SD音楽による功績とSD界への普及発展活動に対しマ
イルストーン賞を受賞している。

MIKE SEASTROM
（マイク・シーストロム）

　彼も30回記念パーティーから6回目
のゲスト参加である。彼のコールは非
常に解りやすく、音楽的なセンスの良
さと情熱的なコールパフォーマンス等

トップコーラーである。日本には数多く来日、そして多
くのファンがいる。特に彼は国際コーラーズ協会
（CALLERLAB）においてSD普及発展の活動を精力

創立55周年記念パーティー
ゲストコーラーを紹介します！

的に行い、素晴らしい人間性、実行力、リーダーシッ
プ等より協会会長を歴任した。過去の東スケ創立記念
パーティー開催ではゲストコーラーの米国側連絡の窓口
として大変お世話になっている。彼もSD界への普及発
展活動に対しマイルストーン賞を受賞している。	

DEBORAH CARROLL JONES
（デボラ キャロル・ジョンズ）

　初参加である。1979年にSDを始
め1984年からコーラーとして活躍を始
めた。女性コーラーとしての美しい声
と抜群の歌唱力は世界の女性トップ

コーラーである。ナショナルコンベンションでの式典で
はアメリカ国歌を独唱するコーラーだ。1998年から協
会の女性コーラーズ委員会の議長を2015年まで長きに
渡り歴任、そして今年度協会の理事として活躍を期待
されている。今回の来日にはご主人のJON	 JONESも
帯同される。ご主人も全米では著名なコーラーとして活
躍、元協会会長を歴任し、ご夫婦揃って協会のコー
ラーコーチ資格を持ち新人コーラー等の育成に活躍し
ている。彼女も今年SD界への功績が認められマイルス
トーン賞を受賞し、これでご夫妻揃ってのマイルス
トーン賞受賞となった。

ビギナーさんの紹介＆スマイルパーティーに参加して
初心者講習会を卒業された6名のビギナーさんより、①
参加のきっかけ、②ダンスを踊った感想、③自己紹介
（趣味、特技等）、④講習を終えての感想をお寄せいただ
きました。

①東京ＳＤの黒須さんに誘われて参
加しました。　②学生時代にビギナー
コースに参加し、卒業後、2～3年中
野のグループ（Tea	Cap）に参加して
いましたので、思い出しながら踊って
います。一回やっていることなので、
習っていることがよくわかって楽しい

です。　③趣味は読書。趣味まではいかないが好きな
ことは歌うこと、コーラス。　④会員の皆様の見守る

浅田 頼子 さん

中、真新しい赤のクラブコスチュームを着、先輩にエス
コートされて会場に入り、晴れがましい思いの中踊った
ことが夢のようです。卒業式では学帽まで用意され、
英語のディプロマをいただき感謝でした。初めの時より
も少なくなった6名でしたが、最後まで励まし合いなが
ら卒業でき嬉しい気持ちでいっぱいです。これからも
同期の仲間と上を目指して励まし合い、しかし楽しくス
クエアダンスを踊っていきたいと思っています。

①義妹（盛田信子）、勝御夫妻より
以前からお誘いを受けていたのです
が、なかなか前に進めず、今回、金
子和子さん（幼馴染）も一緒というこ
とで参加しました。　②心より汗をか岡田 康子 さん

和田 勝
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今後とも皆様のお力添えをよろしくお願いいたします。

①相良様のお勧めで。　②楽しい。
しかし、傘寿になんなんとしている
身には、ステップ、振りを覚えるのは
至難の技。努力でカバーするしかな
いと覚悟している。コスチュームは個
人的な事情で申し訳ないが着られな

い。他の方々が美しいドレスで踊っていらっしゃるのを
見るのは楽しい。　③クラッシクコンサートを聴きに行く
こと。　④この度は、立派な卒業式を催してくださいま
してありがとうございました。ステップもステップ名も十
分に身についていませんのに、終了させていただいて
よかったのかと恐縮しております。新しいことを覚える
には、少々年を取り過ぎてしまいましたが、皆様がとて
もご親切に面倒をみてくださいますので、ご好意に甘え
て、これから努力して何とか普通に踊れるようになれ
たらいいなと強く願っています。この10月には55周年
を迎えるという東京スクエアダンスクラブに入会させて
いただけるのは、大変光栄なことと喜んでおります。今
のところご迷惑をおかけするばかりですが、近い将来、
皆様のお手伝いができるだけの余裕ができるようにな
りたいと思いますので、どうぞ、これからもよろしくご
指導ご鞭撻の程お願いいたします。

①今まで、全く興味がなかったから。
②何回も繰り返し練習すれば、でき
ると思う。
③ウクレレで歌うこと。弓道。ハイ
ビスカス育成。

①東京スクエアダンスクラブ会員の友
人に誘っていただきました。　②初め
て見学させていただいた時、皆さん
が活気あふれ、生き生きと動かれて
いるのが印象的でした。次々に形が
変わっていく様子がすばらしく、「万

華鏡」を見ているように感じました。こんな風に踊れた
らさぞ楽しいだろうと思いました。まだまだコーラーさ
んの言葉も聞き取れませんが、時間が過ぎるのが早く
感じられます。　③好きなスポーツはスキーでしたが、
現在は行く機会がありません。今までの趣味は個人で
するものばかりでしたので、スクエアダンスのように、
グループでするものは初めてです。とても楽しいです。

眞田 和子 さん

佐竹 義和 さん

能見 雅子 さん

き身体を動かすことは楽しいのですが、いままであまり
大勢の人の中に入る事がなかったので、人疲れを感じ、
回る動作も多いので車酔いのようです。　③あまり外に
出ることがないので家の中で編物をしたり、習字等、
主人の食事の支度と一日があっという間に過ぎてしまい
ます。　④私は､日頃大勢の人々が集う場所に参加する
ことが少なかったため、初めは戸惑いました。ダンス
を始めた頃、今もあまり変わらないように思いますが、
コーラーさんの指示と音楽に自身がついていかれず、
皆様にご迷惑をかけてしまい申し訳なく思っています。
覚えることが多く、思うように身体が付いていきません
が、汗をたくさんかくので、帰り道は涼風に触れ心地
良いです。皆様がニコニコと優しく接して下さるので、
これで卒業して良かったのかなと感じつつ、次のステッ
プに進みたいと思っています。本当にありがとうござい
ました。皆様に感謝です。

①幼馴染の岡田康子ちゃんの紹介。
②楽しいです!!	2時間があっという間
です。音楽もコーラーさんによって別
物になりますね。まるで生きている
みたいです。一番苦手な暗記。せめ
て簡単なダンス名くらいはと悪戦苦

闘中ですが、はたして成果の程は…？ダンス十則、あ
る種の感動でした。55年も続いているのには、踊る以
前のしっかりした心構えがあったのですね。踊りと一
緒にマスターしたいと思いました。みなさんのエネル
ギーとパワーが伝わってきます。みなさんお若いですね
～!!　③布が大好きなので、両親や自分、孫の着物の
残り布で、つりびなや、ちりめん細工をしています。カ
ボチャ、ナスなどの野菜、花類、お地蔵様やスズメな
どです。今、力を入れているのが布ぞうり。こちらは
浴衣など木綿にこだわり、終活までに1,000足目標で
す。目下432足。間に合うかしらと心配しながらが現状
です。老後にそなえ、必要な大事なことがすべて整っ
ているスクエアダンスに御縁をいただき、心から感謝し
ております。　④スマイルパーティーはシンデレラのような、
まるで夢の世界の一夜でした。生まれて初めてフワ、
フワ、フリルいっぱいの真赤なドレス!!大勢の方達の拍
手の中での行進。ドキドキの卒業試験。昔あこがれた
大学生の角帽？そして高い檀上での卒業証書授与式。
うれし恥ずかし、ハラハラドキドキ…。ほんのちょっと
のきっかけと勇気とお仲間からの支えがあって、思いも
しなかった人生の糸車が回り始めたようです。カボ
チャの馬車が消えてしまわぬよう努力をしますので、

金子 和子 さん
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笑顔でダンスを続けましょう!
講師　沖吉 和祐

初心者講習会を修了された皆様、東スケのメン
バー一同、皆様を心から歓迎いたします。この講習
に参加された動機は様 と々思いますが、新しい趣味と
してスクエアダンスを選んで頂いたことに感謝すると
共に、皆様と一緒にダンスできることを楽しみにして
います。皆様は、永い経験を持つ先輩ダンサーに勝
る素敵な笑顔をお持ちです。「笑みをもって楽しむ」は
スクエアダンスの基本です。互いを尊重し合い、協力
して、無理はしないで、マイペースでダンスを続けて下
さい。ダンスにあわせて、食事やショッピング、旅行
を楽しむなどの交流も広がるでしょう。今、スクエア
ダンスの門を入ったところですが、きっと、東スケに
入って良かったと思える時がくることでしょう。

卒業おめでとうございます！
広報委員　八百幸 紘

3月から始まった初心者講習会。晴れの卒業式を迎
えました。今年の卒業生は6名。皆さん、本当にうれ
しそうでした。不思議と赤のコスチュームを着ると、も
う立派なダンサー。これからはＭＳにチャレンジ！	がん
ばって下さい。
指導のコーラーさんと普及委員会の方 、々スナック委
員会、そして企画された企画委員会の方々、他関係さ
れた方 、々ご苦労様でした。

スマイルパーティー

④スマイルパーティーは “驚き”の一言でした。想像を
はるかに超える「サプライズパーティー」でした。胸にコ
サージュを付けてもらうことから始まり卒業試験ダンス
式典にいたるまで、圧倒されました。まだまだダンスの
途中で “棒立ち状態”になることも多いのですが、楽しく

踊れるようになることを夢見て頑張りたいと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。この場をお借りして、ご
指導下さいました先生方とクラブメンバーの皆様にお礼
を申し上げます。

企画委員　青木 隆之

こんにちは企画委員の青木です。東京スクエアダン
スクラブの新年会を2月11日に開催いたしました。参加
人数は70名余りのご参加をいただきました。私青木が
中谷委員長の指導のもと補佐をさせていただきました。

新 年会楽しんでいただけましたか
会場の関係で座敷が2部屋に分かれてしまいましたが、
店員さんの気遣いで、料理もスムーズに皆様にわたって
いたかと感じましたがいかがだったでしょうか？皆様の
おかげで催す事が出来た様に思います。誠にありがと
うございました。

沖吉（和）講師 ＆ 大崎講師
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今年もビギナーさん6名を迎え、29年度、始動致しました。スマイルパーティーも無事終わり、これからいよいよ
アニバ55に向ってクラブ員一丸となって取り組みましょう！ これからも“広報委員一同”より良い情報をお伝えしていき
たいと思います。お忙しい中、ご寄稿頂きました皆さん、ありがとうございました。

広報委員会 中塚、小笠原（常）、小笠原（紀）、板垣（越）、八百幸（紘）、沼田（邦）

編集後記

★ 9月2日 コスチューム交換会
★ 10月7日～9日 第55回東京SDCアニバーサリーパーティー

（ホテルイースト21東京）
★ 11月12日 ラウンドダンスパーティー（小松川さくらホール）

★ 12月3日 第35回東京ジャンボリー（すみだ産業会館）
★ 12月23日 クリスマスパーティー
★ 2月3，4日 合宿（ホテル・ヘリテイジ）
★ 2月12日 第75回DoSaDoパーティー（ルミエール府中）
★ 3月 初心者講習会

今年度の特別例会及び講習会の進め方について
指導委員会委員長　伊藤 光雄

今期の指導委員会は通常例会の他に次の3プログ
ラムに取り組んでいます。火曜日夜間に開催していた
特例を参加しやすい土曜日午後に移し「短時間集中
弱点克服型」としました。プラス講習を新たに設け講習
方針と実施方針を明確に確立し取り組んで行きます。
ラウンドダンスは基礎を身に着けることが出来るよう
実施します。それぞれの担当チーフが会員の皆さんに
楽しんで頂けるよう進めて参ります、要望、ご意見等
ありましたらお申し出ください。

♪ようこそ特別例会へ
担当チーフ　大崎 和代

今期特別例会は、方南町会館・前延長の時間帯で
講習中です。経費削減のため流浪の民のごとく会場
を転 と々した半年間に比べ参加者数も増え、落ち着い
て講習をしています。講習時間は1時間弱ですが、集
中して楽しんでおります。

開 催 日 時　間 会　場
9月2日 5:15pm-6:00pm 方南会館

11月4日 5:15pm-6:00pm 方南会館
12月2日 5:15pm-6:00pm 方南会館

♪今年度のプラス講習会は
担当チーフ　若松 眞紀子

土曜日の午後、主に方南区民集会所で行っています。
会場の都合で、受講生のみ2セットで進められています。

その為、男性役に挑戦する方もいて、お互いに助け
合い、楽しく厳しく（？）踊っています。8月で講習が
終わり、9月16日（土）には卒業式を行う予定です。
9月以降は、踊りこみになります。

開 催 日 時　間 会　場
8月26日 5:15pm-6:00pm 方南会館
9月  9日 5:15pm-6:00pm 方南会館

16日 2:00pm-4:30pm 永福区民センター
（卒業式）

23日 5:15pm-6:00pm 方南会館
10月14日 5:15pm-6:00pm 方南会館

28日 5:15pm-6:00pm 方南会館
11月 11日 時間未定 会場未定

25日 時間未定 会場未定
12月  9日 時間未定 会場未定

23日 時間未定 会場未定

♪現在実施中のＲＤ講習会は
担当チーフ　金子 清史

ＲＤ初心者を対象にＲＤの基礎ステップ（今回はワルツ）
およびＲＤ用語について講習をしており、フェイズ２の
半分くらいまできています。これからは、スタイリングも
入れながら、フェイズ３の一部までを目標に進めていき
ます。入って良かったと思える時がくることでしょう。

開 催 日 時　間 会　場
9月16日 5:15pm-6:00pm 方南会館
10月21日 5:15pm-6:00pm 方南会館
11月18日 5:15pm-6:00pm 方南会館
12月16日 5:15pm-6:00pm 方南会館

♪  特 別 例 会、 Ｐ Ｌ 講 習 会、 Ｒ Ｄ 講 習 会 の お 知 ら せ 　♪


