
職業奉仕・米山月間

１０月１１日（金） １０月１３日（金） １０月２５日（金） １１月１日（金）

卓話 祝福 卓話 山田 治君 理事役員会 11：30

地区米山委員会 卓話 高木 修君 卓話 場々大刀雄 クラブ協議会 13：30

例

会

予

定 山田 直樹君 卓話 足立治夫君 卓話 長谷川英輝君

ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp

本日のプログラム

司会 伊藤 純君

・点 鐘 屋嘉比良夫君

・国 歌 「君が代」

・ROTARY SONG「われら日本のロータリアン」

・ビジター紹介 屋嘉比良夫君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶 屋嘉比良夫君

・卓 話 名畑 豊君

・幹事報告 加藤久仁明君

・点 鐘 屋嘉比良夫君

先週の記録

会長挨拶

名古屋空港ＲＣ 会長内海 辰巳君

皆さんこんにちは。本日は 3ＲＣ合同のガバナー

公式訪問例会でございます。

本年度、ホストクラブ、名古屋空港ＲＣ会長の内

海辰巳でございます。

どうぞよろしくお願い致します。

本年度、ＲＩ２７６０地区、田中 正規ガバナー、

榊原 勝俊地区幹事には、お忙しい中ご訪問して

頂きましてありがとうございます。心より歓迎い

たします。

そして、春日井ＲＣ，名古屋城北ＲＣ，名古屋空

港ＲＣの会員の皆様には、

多くの会員の皆様に出席して頂きまして、田中ガ

バナーをお迎え出来ました事に心より感謝いたし

ます。

例会前に、３ＲＣの会長幹事、ガバナー、地区幹

事と共に懇談会を開催させていただきまして、各

クラブからは現状の報告、今後のクラブ運営を田

２０１３年１０月４日（金）第２１５６回（１０月第１例会）

中ガバナーに報告いたしまして、ガバナーより多

くのご指導をして頂きました。

私共は、春日井ＲＣを親クラブと致しまして、３

ＲＣで春日ヶ丘高校インターアクトクラブの支援、

昨年度より始まりました東北被災高校生支援活動

など、多くの奉仕活動を今までに行っております。

今後とも、協力し合って奉仕、親睦活動を行って

まいりたいと思います。

本年度ＲＩテーマ、「ロータリーを実践して、みん

なに豊かな人生を」そして、地区の田中ガバナー

方針「磨いて 輝こう」とされております。

各クラブ共、本年度のテーマに沿ってロータリー

活動を実践されている事と思います。

私共クラブも、今年度に入りまして、社会を明る

くする運動、私共が提唱しまして 18 年間続いて

います、全国空港ロータリークラブフォーラム、

9 月 1 日防災の日には、地区補助金事業の豊山町

地域防災支援事業などを行いました。

私共の本年度クラブ方針は、「心の奉仕・新しい仲

間増強」でございます。

会員一人一人が心を持って、奉仕を実践する事が、

クラブのパワーアップに繋がり、そして新しい出

会いの増強に繋がると思います。残り 9 か月実の

あるクラブ運営をしてまいります。

後程、田中ガバナーには、ご指導宜しくお願い致

します。

簡単ですが会長挨拶とさせて頂きます。

幹事報告 幹事 加藤久仁明君

持ち回り理事会報告

日時：2013 年 9 月 30 日（月）

審議内容

第 1号議案：菅原幹夫君転勤により退会承認の件



上記審議事項すべて可決承認

◎例会変更のお知らせ

名古屋清須 １０月１５日(火) １０月１５日(火)

ＲＣ 職場例会の為

羽 島 １０月１５日(火) １０月１５日(火) 12：30

ＲＣ 職場例会の為岐阜工業高校

犬 山 １０月１５日(火) １０月１５日(火) 12：30

ＲＣ 例会場都合の為 名鉄犬山ホテル

名古屋丸の内 １０月１７日(木) １０月１７日(木)

ＲＣ 職場例会の為 国会議事堂

愛知長久手 １０月８日(火) １０月９日(木)

ＲＣ ガバナー公式訪問の為 グレイセル

瀬 戸 １０月１６日(水) １０月１６日(水)

ＲＣ 職場例会の為 トヨタ博物館

尾 張 旭 １０月１８日(金) １０月１２日(土) 10：00

ＲＣ 市民際の為スカイワードあさひ

名古屋守山 １０月 1６日(水) １０月１６日(水)

ＲＣ 家族会の為 未定

一 宮 １０月１７日(木) １０月１２日(水)

ＲＣ 高齢者社会に備える講演の為ｉビル

名古屋千種 １０月１５日(火) １０月１２日(土)

ＲＣ 家族会の為 歌舞伎座

◎例会休会のお知らせ

○愛知長久手ＲＣ １０月１５日（火）は休会

○名古屋アイリスＲＣ １０月１６日（水）は休会

◎ビジター紹介 会長 屋嘉比良夫君

○第 2760 地区ガバナー 田中 正規君

○第 2760 地区幹事 榊原 勝俊君

○犬山ＲＣ 福富 孝弘君

出席報告 委員長 伊藤 一裕君

会員 55 名 欠席 14 名 出席率 74.5%

先々週の修正出席 欠席 0 名 出席率 100%

ニコボックス報告 委員長 成瀬 浩康君

○春日井ＲＣ・名古屋空港ＲＣ・名古屋城北ＲＣ

を訪問して。 ガバナー 田中 正規君

○２７６０地区田中正規ガバナーをお迎えして。

青山 博徳君 磯野 俊夫君 伊藤 純君

大橋 完一君 大畑 一久君 岡嶋 良樹君

加藤久仁明君 風岡 保広君 河村 哲也君

北 健司君 小島 啓冶君 近藤 太門君

志水ひろみ君 清水 勲君 社本 太郎君

杤本 正樹君 宅間 秀順君 峠 テル子君

名畑 豊君 中川 健君 蓮野 美廣君

屋嘉比良夫君 山田 倫章君

○ご協力ありがとうございます。 成瀬 浩康君

歓迎の言葉

名古屋城北ＲＣ 会長 玉置 政利君

名古屋城北ロータリークラブの玉置です。

本日はガバナー公式訪問としてこちらに田中正規

ガバナー、榊原勝俊地区幹事お迎えできたことを

大変うれしく思います。ご来訪誠にありがとう御

座います。宜しくご指導お願い申し上げます。

さて少しですが、当クラブについてご紹介申し上

げます。

名古屋城北ＲＣは会員増強の一環として、衛星ク

ラブに取り組んでいます。あと 1 年間で期限 3 年

がまいります。とにかく頑張ります。25 人以上の

新人ロータリーメンバーのクラブを作ります。

ロータリー財団地区補助金を活用させていただき、

3 月に豊山の中学生諸君とプロの中部交響楽団と

コラボレーションを考えています。中学生の諸君

にしてみれば、プロ演奏家と演奏する素晴らしい

経験が励みとなると思います。

姉妹クラブ飯田東ロータリークラブと茶臼山ロー

タリーロード事業としてもみじを道路沿いに植樹

しています。この事業は 3 年目になります。2 年

間で、すでに 1.5ｍのもみじ 150 本近く植樹しま

した。この事業は継続事業として植樹を続けるつ

もりです。

僭越ながら、田中正規ガバナー、榊原勝俊地区幹

事の歓迎の挨拶として名古屋城北の事業の一部を

紹介させていただきました。ありがとう御座いま

した。

卓話

2760 地区 田中 正規ガバナー

ロータリークラブの歴史、奉仕の歴史についてベ

テランの方はよくご存じと思いますが、新しく入

った方に説明させていただきます。

＜１９０５＞ポール・ハリスがファーストネーム

で呼び合える集まりをと 4人でロータリークラブ

をスタート。場所はシカゴのユニティビル７１１

号室、2 月 23 日のこと。１９４４年に本部は移転

したが今でも部屋は保存され等身大の銅像がある。

＜１９０９＞最初の奉仕である公衆トイレの寄贈。

ロータリークラブは自分達のことしか考えていな

いという批判を受け、奉仕を開始。デパート業界

や酒を提供する店から営業妨害ということで反対

されるも、地域の団体とともに市へ働きかけ実現。

こうした奉仕の実践により、４人でスタートした

ロータリークラブが世界中へ広まることに。

＜１９１７＞アーチ・クランフが「世界でよいこ

とをしよう」と提唱し、ロータリー財団が基金と



像していますが、私はおじさんの顔を見たことが

ありませんし、奨学金を頂くのも初めてなので、

私の想像が当たっているかどうかは自信がありま

せん。でも、私のことをサポートして下さるので、

おじさんが優しくて親切な方だというのは確かで

す。ありがとうございます。

普段、私が友達と話していることは、宿題や授

業など勉強のことについてです。時間があるとき

には、映画や私たちの生活のことなど、他のこと

についても話します。

この奨学金制度のおかげで、私は学校で必要な

費用を支払うことができました。また、将来のた

めに貯金をすることもできました。

今私が読んでいる本は、百科事典や化学の本、

小説などです。私の好きな日本のアニメは、「名探

偵コナン」や「あずまんが大王」、「ポケモン」な

どです。私はこれらのストーリーがとても好きで

す。

2 学期と 3 学期の私の成績は、以前よりも良く

なりました。最近はたくさんの宿題やプロジェク

トがあり大変でしたが、私はそれらを全てやり遂

げることができました。

最近悲しかった出来事は、授業を休んでしまっ

たことです。なぜ休んでしまったかというと、デ

ング熱という病気にかかってしまい入院していた

からです。でも私は一生懸命勉強して、休んでい

た分の授業を補うことができました。

最近嬉しかったことは、私の成績が 1 番だった

ことを先生が発表したことです。友達やクラスメ

イトは、私に拍手をしてくれました。

私はこのような奨学金を得られる機会を持てて

とても幸運です。私はこの奨学金が止められない

ことを祈っています。なぜなら、私だけではなく

私の家族にとっても、この奨学金は助けになって

いるからです。本当にありがとうございます。最

後にもう一度、おじさんにとって良い一日であり

ますように！

あしながおじさん： 社本 太郎

こんにちはおじさま、お元気ですか？また、お

じさまと連絡をとることができて、嬉しいです。

おじさまが健康なことを願ってます、だっておじ

さまが元気かどうか、話し相手になるのがわたし

の努めですから。きっと今、微笑んでますよね！

まず、わたしのグッドニュースからお話ししま

す。おじさま、わたしは風刺漫画を競ううちの一

人になりました。びっくりしました、予想もして

なかったから。実のところ、こういったことに選

ばれるのは初めてです。おじさまに、風刺漫画や

他の活動、ポスター作りやスローガンなどなど、

について説明させて下さい。これいうのは８月の

間だけ行われます。ここフィリピンでは、８月は

「BUWAN NG WIKA（言語の月）」をお祝い

する月です。また、私にとって忙しい月で、授業

の休み時間には、ちょうど今、チアー（応援）の

競技に向けた特訓の真っ最中です、簡単に言えば

「学内コンテスト」です。

ついに、学内コンテストがやってきました。わく

わくしながら、私たちが「Laro ng Lahi」（国

籍の遊び？レースゲーム）って呼んでる、違った

ゲームに参加するのを期待してます。

おじさま「リング・リレー」ってゲームをご存じ

ですか？知らないでしょうね、聞いたこともない

かもしれません。でも、知らなくても全然大丈夫

です。

このゲームは５人で

します。２つのイス

を向い合せに並べて、

ロープでむすんで、こんな感じです。

それから、ひとついい忘れましたが、ロープは縛

る前に、こんな風にねじってないといけません。

いすに通して、最後に、リングをねじったロープ

に通します。

いかにリングをもう

一方のイスに押し通

すか、ゲームに勝つ

ためには、戦術が必

要です。こんな風に

ね。反対向きにロー

プがねじれている、

反対側のイスにリン

グが行くまで押すの。

目的地に到着した後、

そのリングはねじれ

たロープを再び通さ

なくてはいけないの。

リングがねじれたロ

ープをすり抜ければ、リングはイスの周りを回り

ます。リングが回ってきたら、もう一度もとのイ

スに向かって押していくの。そして他のチームメ

イトが繰り返します。

残念ながら、私たちは負けてしまいました。私た

ちが使ったリングが、何か良くなかったのです。

リングを押すといつも、いつも床に落ちてしまっ

たの。チームメイトはぶつぶついって、結果に満

足しませんでした。

ライラ ジェーン S・ヤバナ



チームメイトの何人かは「リングに問題がなけれ

ば、すぐに私たちは勝ってたはずよ」といい、一

方他のチームメイトは「あのリングにはなにか悪

いところがあった。どうしていつも床に落ちてし

まったの」と。私は言いました「ああ、リングは

いつも床に落ちたわ、でも事実問題として、私た

ちはあまりにリングを押すときにつよい力を入れ

すぎたわ、それがリングが床に落ちた理由だと思

うの。」

私のチームメイトがそれを真実だと受け止めるに

は、私たちは勝つことにあまりに貪欲すぎます。

それが、あのゲームで力を入れすぎた理由なの。

私の中では、ゲームに勝つために力を入れすぎる

のは間違ってることです。なぜなら、どんなゲー

ムでも勝者といわゆる敗者がいます。勝者になる

ってことは、誇らしいことだと考えられるけど、

決して毎回勝てるわけではなく、勝つために我慢

と忍耐を心がけるべきです。そして、敗者になる

ことはいい事でもあります。私にとって、敗者に

なることから教えられ、道徳的な教訓を得ること

ができたから。実際の生活の場面にでも、敗者は

私たちの人生で大きな役割を伝えています。なぜ

なら、敗北があることで失敗を正すことができ、

そうした失敗とともに、私たちは「最善を尽くせ

ば、自分自身が勝者になれる」ということを学ぶ

ことができるのですから。

私たちのチアープレイに話を戻します。私たちは

“やりきったわ！！”勝利したってことです。私

たちみんなが練習を通して経験した犠牲と苦難は、

とても価値があり意義深かったわ。そしてもうひ

とつおじさま、私たちは本当に最高の演技をして、

楽しみました、とりわけ心の一番深いところから、

思いをこめて演じることができました。それが私

にとって真実の勝者ってことなのです。

それにもかかわらず、風刺漫画ではちょっといい

結果を期待しちゃっています。もちろん、勝って

も負けても何が起こるかに関係なく、すばらしい

です。なにもしないより、経験するほうが良いこ

とではありませんか、おじさま。

たとえ私があなたを見たことがなくても、もしく

はお互いに見たことがなくても、私は今回、あな

たが「いいよ」って返事をくれることに、また返

事をいただけるのであればどんなものでも期待し

ています。

「未来は、自分

の夢の美しさを

信じることにか

かっている」

間もなくおじさ

まに会えること

を期待して・・

ガバナー懇談会

会長挨拶 名古屋空港ＲＣ会長 内海 辰巳君

歓迎の言葉 名古屋城北ＲＣ会長 玉置 政利君

卓話 2760 地区 田中 正規ガバナー



して発足。最初の額は２６ドル５０セント。２０

１７年に設立１００周年を迎える。

＜１９１９＞シカゴで第一回の国際協議会が開催、

同年にアジアで初めてフィリピンマニラでロータ

リークラブ設立。

※因みに１１月２４日の当地区大会にはフィリピ

ンのマカティウエスト RC からパストガバナーの

アントニオ・カッシーノさんが参加されます。姉

妹 RC の空港 RC はよくご存じだと思いますが、

是非多くの方に出席いただき、熱く歓迎をお願い

します。

＜１９２１＞東京 RC が日本で初めて加盟承認。

＜１９２２＞RI が正式名称となる

＜１９２３＞関東大震災が起こり、世界中のロー

タリークラブから多額の寄付が集まり、東京 RC

は被災者支援を開始。世界ネットワークのロータ

リーの力に東京 RC が驚き、団体としての国際奉

仕に目覚めた瞬間であった。

＜１９４０＞戦争に伴い日本はロータリー脱退。

＜１９４３＞RI が「四つのテスト」を採択。これ

は世界で最も多く印刷され、引用されている職業

倫理の声明で、１９５４～５５に RI 会長を務め

たハーバーﾄ・テーラーがアルミニューム会社を救

うために書き留めた２４のテストが基になってい

る。

＜１９４５＞終戦。国連憲章に１９名のロータリ

アンが貢献し国連発足。以降現在に至るまで、ロ

ータリークラブと国連は密接な関係を構築。世界

遺産で有名なユネスコは国連の専門機関で、１９

５１年に加盟の日本は米国に次いで最大の分担金

拠出国。因みに国連への日本の加盟はそれより後

の１９５６年。

＜１９４６＞米山梅吉氏逝去

＜１９４７＞ポール・ハリス逝去

＜１９４９＞日本のロータリークラブが国際ロー

タリークラブに再承認

＜１９５０＞デトロイト開催の RI 国際大会で２

つの標語を正式に承認。"Service Above Self"（超

我の奉仕）"He profit most who serve best"（最

もよく奉仕する者、元も多く報いられる）

※日本と米国では「奉仕」のニュアンスに違いが

あります。米国では奉仕がステータスで、奉仕活

動をしなければ、人として認められないほど。

＜１９５２＞戦争の反省から東京 RC が国際奨学

事業の米山記念奨学会を開始。１９５７年には日

本全国のロータリークラブの共同事業として発展。

同年、ロータリー財団プログラムをポール・ハリ

スフェローとする認証プログラムを開始。

話を現代に戻します。今年１月１５日からサンデ

ィエゴで国際協議会でのガバナーエレクトの研修

に参加しました。婦人同伴が必須で、ロータリー

の活動全般に言えることですが、人口の半分以上

を占める女性の強力なくしては、何事もできませ

ん。当時は日本から３０年ぶりに出た田中作次 RI

会長でしたので、日本からの参加者は非常に盛り

上がり、日本の３４名のガバナーエレクトが特別

に壇上で「手に手をつないで」を歌うなど、感動

しました。新会長のロン・バートンさんは今年の

RI テーマ「ロータリーを実践しみんなに豊かな人

生を」と唱え、私はこれを「ロータリーに積極的

に参加し、自分と周り磨き上げ、輝かしい未来を

築き上げよう」と理解しました。新会長と日本人

懇親会で話す機会に恵まれ「ロータリーは高い倫

理基準を推進しているのが特徴で、一緒に推進す

る他の奉仕団体から『信用に値する』と確信して

もらえますよ」と伺いました。

会長は RI の戦略計画「未来の夢計画」の中心人

物として関わってきた方です。戦略を紹介します。

クラブの強化→充実したプロジェクト→大きな影

響→会員と支援者増加→支援の拡大→公共イメー

ジの向上→寄付の増加→（クラブの強化へ戻る）

という良い循環を進めていくことが望まれます。

人道的奉仕の重点化に関して、RI の最重点項目は

ポリオの撲滅で、日本では撲滅していますが、世

界で３か国アフガン、パキスタン、ナイジェリア

には残っています。ポリオの特徴は感染者のうち

発生する確率が１割と低く、感染有無が分かりに

くいということ。ポリオウィルスをワクチン接種

で防ぐしかない。今年度、当地区では「エンド・

ポリオ・ナウ」という撲滅キャンペーンを１１月

２・３日に久屋大通での「ワールドフードふれあ

いフェスタ」で実施しますので、ロータリアンも

ロータリーを知らない人も参加いただいて盛り上

げていただきたいと思います。ポリオに関して日

本で初めてのチャリティーとなります。

RI 会長の強調事項は、なんといっても、１．会員

の増強、２．ロータリー財団を通じた人道的奉仕

の充実、今年のユニークな点は、３．ロータリー

ファミリー（ロータリーに関係する様々な団体）

を通じたネットワークの充実です。

次に当地区の方針です。自分達がどういう会員に

なりたか、ロータリーをもっと学ぼうとする「会

員の意識向上」が必要だと考えます。そうすれば

「クラブのパワーアップ」に繋がります。また現

在「地区の改革」を進めています。各地区の委員

会のトータル人数、委員会数、任期を減少させ、

各クラブの人的財的負担を軽減することで、地区

から各クラブへ優秀な人材が戻り活躍いただきた

いと考えています。会員増強は問題ないと考えて

います。

２７６０地区のキャッチフレーズは「磨いて 輝

こう」で、今年の RI テーマとも通じますが、ロ

ン・バートン会長から、標語（最もよく奉仕する

者、元も多く報いられる）と全く同義だと言って



いただけました。

最後に「なぜロータリーに入会するのか」という

疑問の答えを、自分が入会した過去を振り返って

持っていただき、会員増強に役立てていただきた

いと思います。皆様の友情に感謝いたします。

ありがとうございました。

お礼の言葉

春日井ＲＣ 会長 屋嘉比良夫君

皆さん今日は。春日井ロータリークラブの屋嘉比

でございます。

本日は、ガバナー公式訪問という事で、大変お忙

しい中、第 2760 地区、田中正規ガバナー並びに

榊原勝俊地区幹事様をお迎えして、３RC 合同で

の、ガバナー公式訪問例会で有りましたが、空港

RC のホストを持ちまして、滞りなく終わる事が

出来ました。会員一同、厚くお礼申し上げます。

ありがとうございました。

本日の例会前にガバナー及び地区幹事を囲み３ク

ラブの会長、幹事の懇談会が開催されました。

各クラブの事業計画の遂行状況等、又田中ガバナ

ーの方針にも有ります「会員増強」や「クラブの

パワーアップ」等が各クラブにどのように浸透し

ているか、又進行しているのかチェックを頂きま

した。又効率の良いクラブ運営がなされているか

等色々とご指導頂きました。

そして只今の合同例会の卓話では、ロータリーク

ラブの歴史を始め、ガバナー方針を含めて「本年

度の RI 会長テーマ」に付いては具体的かつ明快

にお話を頂きました。ありがとうございました。

これからのクラブの活動を進めて行くにあたり、

たいへん参考になりました。

最後になりましたが、田中ガバナー様、榊原地区

幹事様におかれましては大変ご多忙の中お越し頂

き誠にありがとうございました。どうぞこれから

も健康には十分留意され、今後共ますますのご活

躍をご祈念申し上げまして、３クラブを代表しま

してのお礼の言葉とさせて頂きます。

本日は誠にありがとうございました。

あしながおじさん：屋嘉比 良夫

まず初めに、おじさんとご家族の皆さんにとって

良い一日でありますように。

おじさんに私の生活についてお話したいと思いま

す。おじさんが私の手紙に退屈しないと良いので

すが…。

私の毎日の生活は、いつも朝早くに起きて朝ご

はんを作ります。お母さんが洗濯をしている間は、

まだ小さい弟の面倒を見ています。そしてその後、

私は学校へ行きます。

私の学校生活についてですが、まず学校に着い

たら自分が担当している場所へ行き、クラスメイ

トと一緒に掃除をします。授業中は先生の話を良

く聞き、お昼ごはんは友達と一緒に食べています。

学校が終わって家に帰ると、宿題を済ませ、お母

さんのお手伝いをします。これが私の毎日の生活

ですが、私は全然退屈には思いません。

私が今一番ほしいものは、携帯電話です。なぜ

かというと、宿題でわからないところがあった時

や、台風の時などに学校が休みになるのかどうか、

先生やクラスメイトと連絡を取る必要があるから

です。また、私は連絡なしに学校を休むことは嫌

なので、なにか問題が起こった時に誰かに連絡を

入れられるよう、携帯がほしいと思っています。

将来私は、看護士か医者かシェフになりたいな

と思っています。まだ１つには決められないけど、

将来どの仕事に 1番就きたいのかこれからよく考

えるつもりです。

私の家族についてですが、お母さんを初め、私

の家族はみんなお互いに助け合い、愛情に溢れて

います。私の決断が正しければ、彼らはみんな私

のことをサポートしてくれます。私には 4 人の男

兄弟がいます。みんな良い子たちですが、ときど

きつまらないことで喧嘩をしてしまうこともあり

ます。でも私は彼らのことが大好きです。

私には友達がたくさんいます。彼女たちは私に

とても良くしてくれます。とても信頼できて、頼

りになる友達です。もし私が何か悩んでいる時に

は、慰めてくれたり、元気づけてくれます。彼女

たちと一緒にいると、私は悩みを忘れてしまいま

す。私は彼女たちのような友達を持てて、とても

幸運だと思います。私は彼女たちとの友情をいつ

までも大切にし、決してこの友情は壊れないと思

います。

今私が国に貢献できることは、人々のお手本に

なるような人であることです。また、私が正しい

道を選ぶことで、将来、もっと自分の国に貢献で

きると思っています。

私にとって日本は、豊かで先進的な国だと思い

ます。また日本に住んでいる人々は、とても創造

的でフレンドリーだと思います。私は日本へ行っ

たことがないので、これ以上は日本については言

うことはできませんが、いつか日本へ行けたらい

いな、と思っています。

私は、あしながおじさんは年配の男の人だと想

グレイセル・ジョシーB・ワミルダ


