
 

 

 

10 月 21 日の卓話 10 月 7 の出席率  11 月 4 日の卓話  

 会員在籍者数 40 名 

 会員出席者数 31 名 

 会員欠席者数 9 名 

 本日の出席率 77.5％ 

  

 

ローターアクトクラブ 

地区代表 

東京池袋豊島東ＲＡＣ 

春木優杏様 

 

 

「オープン例会」 

ビジターの紹介 

ポリオデーの動画鑑賞 

 

2022 年 10 月 21 日［第 102 回］ 

≪2022-2023年度 例会 第 101回例会報≫ 

2022年 10月 7日（金）東武ホテルレバント東京「吉野の間」 

司会：倉持政勝会員 
■点鐘：東京臨海西ＲＣ 大星太郎 会長 

■国歌斉唱 

■ソングリーダー：二瓶恵一会員 

■ロータリーソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」斉唱） 

■「ロータリーの目的」東京臨海西ＲＣバージョン 

 

■来賓紹介：大星太郎会長 

今回はいらっしゃいませんでした 

 

■米山奨学生紹介：大星太郎会長 

●今年度米山奨学生 雷 博強（ﾗｲ ﾊｸｷｮｳ）さん 

●前年度米山奨学生 オーチソムソンさん 

 

■会長報告・スピーチ：大星太郎会長 

●米山奨学生ライハクキョウさんへ奨学金お渡

し・一言 

●9/16ガバナー公式訪問のお礼状が届きました 

 

■幹事報告：継岩憲二幹事  

 

■委員会報告 

●5周年実行委員会 栗山委員長より 

 10/16（水）パラボールフェスティバル協賛金の

お願い 

 東京臨海西ローターアクトクラブは、17 名で、

10/6 嶋村ガバナーの署名をいただき RI に申請中

です。また、10/8（土）プレ例会を開催します

ので、お時間がある方は是非ご参加ください 

 

●親睦活動委員会 岡田委員長より 

12/17（土）12 時よりクリスマス家族会です。の

ちほど事務局よりご案内させていただきます 

 

●職業奉仕委員会 岩崎委員長より 

 自事業活性化委員会 

10/21（金）16：00～18：00 

 タワーホール船堀 2階「平安の間」 

 

●親睦活動委員会 雪丸ゴルフ幹事より 

 10/17（月）東分区ゴルフ大会について、組合せ

表を事務局よりメールいたします 

 

■10月のお祝い：岡田竜司親睦委員長 

・会員誕生日 岩崎会員、河村会員、本島会員 

大西会員、田名網会員 

・「誕生日の歌」 

・奥様誕生日 福本会員、岩崎会員、岡田会員 

・結婚記念日 福本会員、岩崎会員、岸会員 



 

 

 

三橋会員、継岩会員 

 

■出席状況報告：坂東裕樹会員 

⇒詳細 1頁バナー下の出席状況報告欄にて 
 

■ニコニコ BOX報告：本島厚会員                                                                    

(ご意向)今日は親睦旅行で熱海です。例会欠席し

ます。明日のローターアクトのプレ例会

も欠席です。よろしくお願いします。ま

た、先日は菅さん、東麻布のお店ご馳走

になりました。ありがとうございまし

た：斉藤実様（東京臨海 RC・当クラブ特

別代表） 

(ご意向)皆様、本日の青少年奉仕フォーラム、宜

しくお願いします！：当クラブ三役 

(ご意向)本日は青少年奉仕フォーラムよろしくお

願いします：栗山会員 

(ご意向)大星会長、石田会員、金森会員、松原会

員、お仕事やサービス利用ありがとうご

ざいます！：飯塚憲貴会員 

(ご意向)継岩さん、新しいお仕事ありがとうござ

います：西野会員 

(ご意向)先日の川崎中央 RC との親睦コンペは楽し

かったですね。優勝賞金を全額入れまし

た：油井会員 

(ご意向)青少年フォーラム、宜しくお願い致しま 

す：岡田会員 

(ご意向)斉藤特別代表、お越し頂き有難うござい

ました。また、カウンセラー委員会、家

庭集会でも使って頂きありがとうござい

ます：菅会員 

 

平井会員、伊藤会員、岸会員、橋会員、大西会員 

二瓶会員、本島会員、坂東会員、雪丸会員 

石田会員、岩崎会員、倉持会員、武井会員 

米井会員、島崎会員、飯塚正裕会員、北林会員 

 

【27件 95,000円 今年度累計 815,000円】 

 

■点鐘：東京臨海西ＲＣ 大星太郎 会長 

 

 

 
 

■青少年奉仕フォーラム 

 清水委員長 

 
【小泉氏挨拶】 

僭越ですが、私、援助課長小泉から一言ごあいさつ

を申し上げます。本日は、東京臨海西ロータリークラブ

青少年奉仕フォーラムにお招きいただきまして、大変あ

りがとうございます。このような雰囲気でお話しさせて

いただくっていうのは非常に児童相談所として光栄で

ございます。ありがとうございます。 

 児童相談所は令和 2年度から本格的に活動し始めま

したが、地域でさまざまな相談、子ども家庭支援センタ

ーを経て、子どもたちの幸せを守っているという状況が

続いてございます。今、少し虐待の数もどんどん増えて

いく中で、さまざまなシーンを子どもたちのために地域

の皆さまにいろんなご支援をいただきながら、職員一

同、頑張っているところでございます。 

 今日は、上川所長の方よりお話をさせていただきます

が、今後とも引き続きご支援たまわりたく思います。今

までも、たくさんご支援いただいておりました。本当にあ

りがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い申し

上げます。ありがとうございます。 

【上川氏卓話】 

 江戸川区児童相談所長の上川と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。東京臨海西ロータリークラブ

の皆さま方には、日々、区政にご支援ご協力をいただ

きまして、ありがとうございます。この場をお借りして厚

く御礼を申し上げたいというふうに思っております。どう

もありがとうございます。 

 まず最初に、社会的養育とか社会的養護といいます

けれども、大きく分けて、箱物の施設で養育をするとい

う形と、もう一つは家庭的養育、家庭的養護。この家庭

的養護というのが養育家庭であったり、そういった里親



 

 

 

さんのところで養育をするっていう形です。そして、施設

につきましては、2歳までのお子さんについては乳児院。

それから、2歳以上で 18歳未満のお子さんについては

児童養護施設というところで生活をする。それが施設

型の養育という。それから養育家庭、それから養子縁

組里親っていう分には、里親さんのところで養育をする

のが家庭養育っていうふうに言っております。 

 それぞれ養育家庭ってどういうものなのか、養子縁組

を目的とせずに一定期間、子どもを養育する家庭。そ

れとか養子縁組里親さんであれば養子縁組を前提とし

て児童を養育する家庭。その他、専門養育家庭とか、

親族里親っていうふうなものもありますし、最後にお話

ししようかと思っているんですが、ファミリーホームって

いうのもあります。こういったいろんな形態の里親さん

がいらっしゃるということをご理解していただければとい

うふうに思っております。 

 続いて、社会的養護が必要な児童っていうのが、どう

いう子どもたちなのかっていうことです。社会的養護と

いうのは、保護者のない児童、それから保護者に監護

させることが適当でない、そういった児童を法的責任の

下で社会的に養育して、養育に大きな困難を抱える、

そうした家庭を支援していくっていうことが相対的に言

うと、それが社会的養護というふうに言われています。 

 保護者のないっていうのがどういうことかというと、私

どもの児童相談所への相談では、例えばここに書いて

ますが、保護者の方がお亡くなりになって誰も養育をす

る人がいない。それとか、保護者の方が入院をされて

誰も子どもの面倒を見る人がいないとか。それとか、逮

捕、勾留されたっていうふうなことで養育ができない。

そういったお子さん方については保護者のない児童と

いうことで相談に乗ります。それからもう一つ、保護者

に監護させることが適当でない。これがどういう意味か

っていうと、代表的なのが児童虐待。保護者が子ども

に虐待をする、そういった不適切な養育をする保護者

には監護をさせるべきではないっていうんですかね。そ

ういうふうな形で相談があります。 

 そして児童相談所の方でそういった家庭の状況とか

を調査したり、子どもの状況を診断したりして、最終的

に家庭との分離が必要であれば社会的養育っていうと

ころに養護にお願いをする。年齢的には 0 歳から 2 歳

は乳児院、だいたい 2 歳以上で 17 歳までのお子さん

については児童養護施設。0 歳から 17 歳まで相対的

に全部の子どもさんたちを受け入れられるのが里親と

ファミリーホームというふうなことになっています。 

 そして次に、社会的養護が必要とされる理由っていう

ところなんですが、実は 2016 年、平成 28 年に児童福

祉法が大きく変わりました。その変わった中で一番、こ

の社会的養護に関わる部分では、児童福祉法の第 3

条の 2というところに、赤字で書いてございますが、もし

お子さんを養育できない社会的養護の場合に行くよう

な状況になった場合については、児童ができる限り良

好な家庭的環境で養育されるように、国および地方公

共団体は必要な措置を講じなければならないというふ

うになりました。このことを受けて今、実はまず児童相

談所の方で、この子は家に帰れないな、次にどこにし

ようっていった時に、まず里親さんとか、ああいう家庭

的養育。そういったものを検討するということをやって

おります。 

 そして昨年、施策ガイドラインには家庭的養育のメリ

ットというのがどういうことがあるのか。一応、三つのメ

リットということで挙がっています。一つは、特定の大人

と愛着関係の中で養育されるということで、子どもが自

己の存在を受け入れてくれているという安心感の中で

自己肯定感を育む。それとか大人との基本的信頼感を

獲得する。それとか、もう一つは、里親家庭で自分の将

来、こういう家庭にしたいなとかいうことも含めた家庭モ

デルを自分なりに獲得することができるとか。あと、家

庭生活の中で人との適切な関係を学んだり、地域社会

の中で必要な社会性を慣用するとか。あとは、生活体

験を通した生活技術の習得ですね。こういったものが

家庭生活の中ではできるっていうふうに言われており

ます。 

 今の養護の全般的な状況はどうだろうっていうところ

です。社会的養護が必要な児童ということで 3年度末、

全国では 4万 2000人。うち、里親に委託されてという、

里親委託率っていうのが 23％ぐらいです。それから東

京都の場合は 4000 人ぐらいのお子さんがいて、里親

委託率 17％。江戸川区の場合は、細かい数字になっ

てますけど昨年、令和 3 年の年度末は 303 人いらっし

ゃいます。そのうち里親委託率については 14％という

ふうなことになっています。 

 家庭的養育と施設養育、これの違い、比較っていうと

ころで載せてございますけれども、特徴というところを

見ていただきますと、家庭的養育であれば個々の子ど

もに合わせた柔軟な対応ができる。それから家庭のモ

デルをイメージできるとか、大人になっても頼れる実家

のような場所になる。一方、施設の方では保育士とか

児童指導員とか、そういった専門性を持った職員のケ

アを受けることができる。それから集団生活が基本で、

自由度を奪われているっていうようなことがあります。

それとか、家庭モデルっていうところよりは、ちょっとで

きにくい、モデルとなりにくいっていうふうなことがござ

います。 

江戸川区の児童相談所の社会的状況ということで、

細かく表になってございます。先ほど申し上げた通り、

303 人というのが令和 3 年度末ですね。横の括弧書き

の 342 とかいうところが合計のところを見ていただきま

すと、表と合っているところが、括弧書きは令和 2 年度

の状況。令和 2年度から 3年度は、39 人のマイナスと

いうことになっているという状況です。これはあくまでも

今、どれぐらいのお子さんが、江戸川区のお子さんが

施設等に行っているかっていうところを見ていただけれ

ばというふうに思います。 

 里親候補との状況というところです。養育家庭につき

ましては、令和 3 年度末の状況では 34。今はかなり増

えてきて 50 家庭ぐらいになってます。それから養子縁

組里親が 13 家庭。それから親族里親が 2 家庭。それ

から二重登録といって養子縁組里親と養育家庭里親



 

 

 

の両方を希望されている方もいらっしゃいます。そうい

う状況でございます。 

 実は、江戸川区の児童相談所ではフォスタリング機

関も含めてみんなで里親の普及についてを一生懸命

やってるとこなんですけれども、実は里親さんの方も頑

張って活動をされています。今年の 6 月 1 日に東京養

育家庭の会、せせらぎ支部ということで発足をいたしま

した。6 月 26 日の発足会には東京臨海西ロータリーク

ラブの大星会長をはじめ、大勢の方々においでいただ

きまして本当にありがとうございました。里親同士の交

流とか、児童相談所との連携、そういったところで今、

里親側も一生懸命、活動をされているところでございま

す。 

 江戸川区の里親制度の各自の取り組みっていうとこ

ろですね。チラシを各小中学校に配付したり、いろいろ、

区内走り回ってフォスタリング機関のスタッフがやって

いるところでございます。それとか、里親説明会を月 1

回開いたり、それから里親月間のイベントっていうとこ

ろでは、この後あるのは、実は 11 月 5 日の土曜日に

14 時から江戸川区の総合文化センターで養育家庭体

験発表会っていうのがございます。別にチラシをお配り

してるかと思いますので、もしお時間等ありまして、ご

参加申し込みをされたいという方いらっしゃいましたら、

ぜひともご参集いただければと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

今、社会的養育のいろんな不利面とかいうところを

言ってきましたけれども、かなり大変な問題も発生して

います。実は今、児童養護施設の定員がいっぱいで入

れない。こんなような状況になってるんですね。東京都

の場合は、千葉県とか茨城県とか神奈川県とか静岡、

それから群馬、そういったいろんなところの各所にある

児童養護施設。もちろん都内にもたくさんございます。

65 施設だったかな。そういう 65 の児童養護施設に、そ

れぞれの東京都内の児童相談所の子どもが入所をお

願いしてるっていう状況になってるんですね。そうしま

すと、なかなか養護側からこの子をお願いしたいと言っ

ても、定員いっぱいだから受けてもらえない、そういっ

た問題があります。 

 そうすると江戸川区の、前に見ていただいた方もいら

っしゃると思いますが、一時保護所にいる子どもが施

設がなかなか決まらないと出れない。そうすると何カ月

も一時保護所にいなきゃいけないっていうふうな状況

がありますし、施設を選ぶことができませんので実は、

このお子さんについてはお母さんとの交流をさせたい

ので、近い施設がいいんだけどと思っていても、遠くの

施設になってしまったり、そういうふうないろんな問題が

あります。これから区内で里親、それからファミリーホ

ームなど、社会的養護をどうやって増やしていくか。こ

ういったことが一つの課題になっているのかな。 

 それからもう一つは、子どもがそもそも家庭を離れな

くていいように、もっと早期に地域で支援をして子ども

たちに、子ども、それから家庭にそういった問題が起こ

らないような支援をしていって、未然防止を図ることが

できないか、こういった取り組みも必要になってくるの

かなっていうふうに思っております。 

 それからもう一つは、里親登録数、里親委託数もなか

なか増えてきません。ここに書いてあるとおり、目標は

69 小学校区で 1 家庭。それで、お子さんがもし一時保

護が必要になっても里親さんにお願いして学校に通え

るように、そういうふうに取り図らにゃいかなみたいな

夢を持って、69 家庭ということで今、目標にして取り組

んでおります。それから里親委託率っていうのは、子ど

もたちをできるだけ里親に委託するっていうことなんで

すが、それにつきましても 6年度など、先ほど 14％とい

うふうにお話ししましたので、これを 25％にできないか

なっていうように思っています。こういったとこからグル

ープ活動っていうのも、今までは小中学校とか幼稚園、

保育園等にやっておりましたけれども、区内の企業と

か、病院、クリニック、こういったところでチラシ配り等を

広げていきたいなというふうに思っております。 

 それから、あと児童相談所と、民間のフォスタリング

機関が一生懸命協働してやっておりますけれども、そう

いった活動へ、できれば社会で子どもを育てるというふ

うな観点から企業等の継続的な支援をいただければ

大変ありがたいなというふうに思ってるところでござい

ます。 

 それからもう一つは、今、話題なってるのが、ケアリー

バーっていうのですね。ケアリーバーっていうのは、ご

案内の方もいらっしゃるかもしれませんけど、児童養護

施設とか乳児院とか、ケアを受ける場所から、リーバー、

離れる、そういったお子さんです。いわゆる、退所、退

園したお子さん方っていうことになります。そういったお

子さん方が、実は中段に書いてございますが厚労省の

実態調査なんかでは、約 23％が収入より支出の方が

多くて、困窮にあえいでるというふうな状況があったり、

せっかく大学に進学しても、経済的理由で辞めて生き

ているとか。あとは、アパートを借りたくても保証人がい

なくて、なかなか対応できないとか。そういった、いわゆ

る親に頼れないという背景を持ったお子さんたちにつ

いては、どうしようもないですね。どん詰まりになってし

まうというふうな状況でございます。 

 これに対しては、区児相でも退所後のお子さんにつ

いてはできるだけ早く支援コーディネーターというもの

が、支援を展開するような形でやっているところなんで

すが、なかなか児相の力だけでは再就職であったり経

済的な自立っていうところを図るためには、なかなか難

しいところもございます。こういったことが社会的養護の

生活する子どもも、こういったお子さんがたくさんいらっ

しゃいますので、ただ単にかわいそうだっていうことだ

けではなくて、子どもが自立して健全な納税者に育つこ

と。そのことが企業や社会全体の利益につながるとい

う観点からご支援等をいただければありがたいなという

ふうに思っております。 

最後に、ファミリーホームについてお話をさせていた

だきます。ファミリーホームというのは、先ほど紹介しま

したけれども、5～6名の子どもをお預かりいただけるホ

ームということになります。里親さんということになりま



 

 

 

す。これは別に、小規模住居型児童養育事業という小

難しいんですけど、そういうふうに言っています。厚労

省の方で第 2 種社会福祉事業ということに指定をして

小規模住居型児童養育事業ということで。この住居を

ファミリーホームっていうように呼んでいまして。 

 こういうファミリーホームについては、後でもお話しま

すけど、江戸川区には 1件もないんですね。ですから、

できるだけこういうファミリーホームがあればいいなとい

うのが今、理想を展開へと要望ということになっていま

す。ファミリーホームの養育っていうのは、ここに難しく

書いてるんですが、基本的には子ども同士の相互交流、

こういったものを生かしつつ、基本的な生活習慣の確

立、こういったものをしていくということになります。 

 ファミリーホームの形態っていうところがありまして。

実は自営型と法人型っていうのがあります。自営型は、

養育家庭の経験をされた方、養育家庭をなさってた方

がそういうファミリーホームを開設するということがあり

ますし、施設の職員さん、今まで子どもたちを養育して

きた施設の職員さんが開設をするっていうふうなことも

あります。こういったのも自営型っていうふうに言ってま

す。もう一つは、法人型っていうことで、施設を運営す

る法人が、職員を養育者として選んで、ファミリーホー

ムを作るっていうふうなことがあります。こういうファミリ

ーホームについても、江戸川区も熱意を持って取り組

んでいきたいな、設置に向けて取り組んでいきたいなと

思ってます。ファミリーホーム自体、今、現実には一番

下に書いてございますけど、誰かが手を挙げたときに

直ちに設置ができるように、要綱の整理など準備を整

えているところでございます。 

日本にはさまざまな理由により親と暮らすことのでき

ない子どもが約 4万 2000人います。子どもたちの心の

ケアと、健やかな成長には家庭に迎えられ自分が愛さ

れてると実感できることがとても大切です。これからも

児童相談所は里親制度の普及、拡充に努めてまいり

ます。東京臨海西ロータリークラブの皆さま方にも継続

的なご支援等をお願いいたしまして、私の卓話を終了

したいと思います。どうも、ご清聴ありがとうございまし

た。 

【大星会長より寄付贈呈】 

 地区補助金プロジェクトを使っての寄付になります。

昨年、上坂課長からご要望のあった『暮らしのルール

ブック』。これを 100 部と、『家族のこころの病気を子ど

もに伝える絵本』、これを 6 セット寄付させていただきま

す。子どもたちのためにお役立てください。よろしくお願

いします。 

【清水会員閉会挨拶】 

 それでは、バーベキューの詳細と、閉会のあいさつを

執らさせていただきたいと思います。日時が 10月 29日

です。10 月 29 日の土曜日ですね。会長からもご案内

がありました、バーベキューをしますので、ぜひ皆さま

には来ていただきたいなというふうに思ってます。また、

詳しく金額、決まってないんですけども、おかげさまで

里親さんがあって 20 名ぐらい。家族、それと職員さん

が 19名ぐらいと言ってました。40名集まることが決まっ

ています。 

 さらに、われわれが何人か参加するわけなんだけれ

ども、参加数が多いと、若干、費用の負担をしていただ

かないといけないかもしれませんが、ぜひパストの方、

参加していただきたいというふうに思ってます。10月 29

日の 12時から 17時、長いですけれども一部の時間だ

けでも構わないので、ぜひ皆さんもご参加ください。場

所は江戸川の河川敷、緑地になっております。案内状

を以前、伊藤会員が作ってくれてますので、こちらの方

もご覧ください。BBQマイスターという方が来られまして、

全部段取りとか全てしていただけるので、来てくれるだ

けで大丈夫です。 

 実際、里親さんに会っていただいたりとか、子どもと

接していただいて、どんな人たちがどういう子どもたち

を育ててるのかっていうことを実際に体感していただき

たいなというふうに思ってます。その体感していただい

て引き続き交流をしていただくということが、私たちにと

っては、このバーベキューの意味かなというふうに思っ

てますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

皆さん、今日はいかがでしたでしょうか。何か心に残

るものがあったでしょうか。もし、心で感じるものがあっ

たのであれば少しずつでも構わないので、ご協力をい

ただきたいなというふうに思っています。みんなで頑張

りましょう。と、きれいに終わりたいところなんですけれ

ども、今はロータリーの皆さまの努力。そして、こういう

施設の関連だったりとか、相談所の職員さんとふれあ

うことについて、私はなんか制御のつかない気持ちと

いうのがどんどん湧き上がってきてます。 

 私、ご存じの通りというか、ご存じの方もいらっしゃる

かと思いますが、児童養護施設で育ちました。親が、父

が 2回、母が 2回変わり、小学校 1年生から高校を中

退するまで。なので私は援護していただく側の人でした。

現在は、何の因果か分からないんですけれども、経営

者になって、人を採用するようになって、多少なりとも援

助するといったこともしています。ただ経営者としては

すごく未熟で、栗山パスト会長と島崎会員に、現在、相

談してるところではありますが、会社が本当に危機的

状況で、今あります。昨日も何名かの社員に辞めてく

れないかということを相談させてもらってました。 

 われわれの寄付はそういった日々の戦いの中で捻出

して、時間も、そうやってできる保護してきているわけで

すけれども、行動してきてるわけですけれども、ある方

に言われた一言がすごくショックでした。「寄付は快くし

てください。いろんな制限を付けるのはやめていただき

たい」。何でなんだろう。確かにわれわれがお金の見返

りに何かをいただくという、見返り求めることはナンセン

スだとは思いますが、共通の何かを見いだしたいという

ふうに私たちは思っているんじゃないかなというふうに

思ってます。そのためには交流が足りてないんじゃない

かなというふうに思ってます。私たちがそれぞれ感じて

いること、そしてみんなの苦労なども含めて話し合うこ

とが結果的に足りないんじゃないかというふうに感じて

ます。今はまだ制御のつかない状態ではありますが、



 

 

 

私の率直な気持ちを皆さまにもお伝えさせていただき

ました。 

 また今回のフォーラム、すごく本当に勉強になりまし

た。例会の作り方とか、こういった式自体もそうなんで

すけども、作るということを分かってたつもりなんですが

全くできなくて、大星会長や伊藤会員に助けていただ

いて何とか開催することができました。協力はなくして

は、この会は開催されてなかったと思います。今回、本

当にありがとうございました。ありがとうございます。 

 最後になりますが、今回、卓話に来ていただいた児

童相談所の皆さまありがとうございました。特に高橋係

長、いろいろと大星会長の熱い思いを告げられたと思

いますが、今日、本当に来ていただいてありがとうござ

います。そしてロータリーの皆さま、普段から学ばせて

いただいて、児童養護問題なども一緒に取り組んでい

ただきまして、本当に感謝しております。ありがとうござ

います。皆さまも努力して時間をつくり出す、そして行

動していらっしゃる姿を見ると本当に勉強になって頑張

んないといけないなというふうに思ってます。今後も引

き続きよろしくお願いいたします。 

 以上で、2022、23年度、青少年奉仕フォーラムを終了

したいと思います。皆さま、ありがとうございました。 

 

 

 
 

 

 
 

■9/16（金）ガバナー公式訪問のお礼状 

 
 

 

■ 9/16 （ 金 ） ガ バ ナ ー公式訪問の記念撮影

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


