
- 1 -

■□□ 参加しよう・広げよう・いいもの伝えよう □□■
□■□ 「わが村は美しく－北海道」運動 メールマガジン □■□
□□■□□ ２０１７／７／３ 第８８号 □□■□□

配信希望・ご意見・ご感想はこちら hkd-ky-wagamura.u@ml.mlit.go.jp

■□■□《目 次》■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
※「◎」は、新規情報。「●」は、前号からの継続情報。

【わが村運動情報】
◎第８回コンクール大賞審査始まる！
◎ＪＲ北海道車内誌「ＴＨＥ ＪＲ Ｈｏｋｋａｉｄｏ」７月号の掲載情報

【わが村団体情報】
◎第１０回 北海道亜麻まつりin当別（当別町、７月９日）

●国際トラクターＢＡＭＢＡ（更別村、７月９日）
◎カヌー体験教室（幌延町、７月１６日）

◎道の駅なかさつない「道の駅ガーデン」（中札内村、７月２０日～７月３１日）
◎つるい納涼祭り（鶴居村、７月２１日）
◎癒しの森「音夢路」第３回ウォーキングの集い（枝幸町、７月２３日）

◎ピロロフェス２０１７（広尾町、７月２３日）
◎白花豆の観察会（北見市、７月２３日）

◎２０１７うまいよ！るもい市（留萌市、７月３０日）
◎豊富町ホッキまつり２０１７（豊富町、７月３０日）

◎第１回最東端ねむろシーサイドマラソン(根室市、※申込締切７月２１日)
【現在開催中のイベント情報】
●ウトロ漁協女性部食堂 今季営業開始のお知らせ（斜里町、４月２９日～１０月末）

●恵庭農畜産物直売所かのな（花野菜）（恵庭市､４月１日～１１月２６日）
●♪めむろファーマーズマーケット愛菜屋（芽室町、５月２日～１１月５日）

◎北の大地マルシェ直売所オープン（岩見沢市、６月１１日～１０月２９日）
【お知らせ】
◎「リバーネット２１ながぬま」が「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰を受賞

◎平成２９年度「手づくり郷土（ふるさと）賞」を募集中！（北海道開発局）
◎北のめぐみ愛食フェア2017開催のお知らせ（札幌市、７月１７日～２１日）

◎ディスカバー農山漁村（むら）の宝 第４回募集！（農林水産省）
＜編集後記＞

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【わが村運動情報】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◎第８回コンクール大賞審査始まる！

いよいよ大賞審査が始まります。第１回は７月４日。第２回も７月下旬に開催予定で
す。秋には大賞を決定し、表彰式を開催する予定です。

優秀賞の１４団体はこちらをご覧ください↓
http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/ud49g70000010a3u.html

◎ＪＲ北海道車内誌「ＴＨＥ ＪＲ Ｈｏｋｋａｉｄｏ」７月号の掲載情報
ＪＲ北海道車内誌には、「わが村は美しく－北海道」運動コンクールの受賞団体が毎

号紹介されています。７月号では第８回コンクールで優秀賞を受賞した「えさし水土里

の会」が紹介されています。

町から廃校になった小学校を使って、農産物を加工する会を立ち上げてはどうかとい
う提案を受けたのが、設立のきっかけとなりました。主な活動は、江差町で生産される
農産物を使い地域で伝統的に作られている米菓子「かたこもち」、漬け物やみそを作り

道の駅やイベント会場などで販売すること。さらに「大豆かりんとう」も開発し、函館

http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/ud49g70000010a3u.html
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空港でも販売されています。また、町内の親子を対象にかたこもち作り体験を行い、伝
承文化の普及にも努めているそうです。
ＪＲにご乗車の際は、ぜひご一読ください。

〖～団・体・ひ・と・く・ち・メ・モ～〗
「江差の五月は江戸にもない」と言うほど鰊漁で栄え始めたのは、元禄期（1688～17

04年）。幕府の商品作物（綿花等）の奨励策と相まって、魚粕肥料の需要が高まり、近
江商人による北前船での交易により、宝暦年間（1751～1764年）に最盛期を迎えたそう

です。北海道内には鰊御殿に見られる様、鰊漁により一時代を築いた街は、江差をはじ
め小樽市、泊村、石狩市、小平町、寿都町、礼文町など多数あります。内陸でも深川市
では日本海から貨物列車に山積みされた鰊の鱗が命名の由来となった「うろこ団子」な

ど、「かたこもち」にも似た鰊つながりの名物があります。鰊で栄えた歴史と文化を思
いながら江差に古くから伝わる「かたこもち」を食するのもいいですね。

↓団体活動情報はこちらからご覧になれます。
http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/ud49g70000010a3u-att/ud49g70000010b48.

pdf
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【わが村団体情報】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

◎第１０回 北海道亜麻まつりin当別
＜わが村団体名：当別町亜麻生産組合＞
亜麻栽培復興の地である当別町。

その初夏を彩る、亜麻畑の美しい風景をお楽しみください。
「紡ぎ体験」「亜麻畑のツアーガイド」「亜麻写真展」「亜麻の展示」

「カラオケ大会」「亜麻商品の販売」などの催し物があります。
【開催日時】平成２９年７月９日（日）７：００～１３：３０

【開催場所】旧東裏小学校（現 家具工房旅する木 石狩郡当別町東裏２７９６－１）
【お問合せ】（有）亜麻公社 ＴＥＬ：０１３３－２５－３７３０

●国際トラクターＢＡＭＢＡ
＜わが村団体名：国際トラクターＢＡＭＢＡ実行委員会＞

メカ馬（農業用トラクター）が北の大地を駆け抜ける迫力満点のイベント。全長150m
のコースを重量級のソリをひき、コース内のスラロームを走破して勝敗を競います。競

技以外にも楽しめるイベントが盛りだくさんです♪
【開催日時】平成２９年７月９日（日）８：４５～１５：３０
【開催場所】更別村ふるさと館周辺、更別村商店街

【お問合せ】国際トラクターＢＡＭＢＡ実行委員会（更別村商工会内）
ＴＥＬ：０１５５－５２－２０１０

ＦＡＸ：０１５５－５２－２０１９
【Ｈ Ｐ】http://www.t-bamba.net/

◎カヌー体験教室
＜わが村団体名：ワラベンチャー問寒クラブ＞

カヌー体験を楽しみ、身近な川に親しみます。カヌーの試乗、ボール拾いゲームなど
を予定しています。

【開催日時】平成２９年７月１６日（日）10:00～
【集合場所】幌延町問寒別 新問寒別大橋東 古川

【参加費】 １人200円（保険料・飲み物代など）
【服装等】 タオル、リュック、帽子、虫よけ対策用グッズ(虫よけスプレーなど)

運動靴、ぬれてもよい服装、着替え、カッパ、その他個人で必要な物

※長靴は不適（万が一転覆した場合、長靴に水が入り救助が難航します。）

http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/ud49g70000010a3u-att/ud49g70000010b48.pdf
http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/ud49g70000010a3u-att/ud49g70000010b48.pdf
http://www.t-bamba.net/
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【申込先】 ワラベンチャー事務局（問寒別小中学校 菊地：01632-6-5141）
【Ｈ Ｐ】 http://www.town.horonobe.hokkaido.jp/www4/toikanbetsu/
※当日の雨天や、前日までの雨天による川の増水などの条件により、現地での活動がで

きない場合には、中止となりますのでご了承ください。

◎道の駅なかさつない「道の駅ガーデン」
＜わが村団体名：中札内花フェスタ実行委員会＞

村民が制作した色鮮やかな寄せ植えやハンギングバスケットが並べられます。是非
「道の駅ガーデン」へお立ち寄りください！
【開催日時】平成２９年７月２０日～７月３１日 ９：００～１７：００

【開催場所】道の駅なかさつない
【お問合せ】０１５５－６７－２４９５（中札内村役場産業課内）

【Ｈ Ｐ】http://kankou-nakasatsunai.com/

◎つるい納涼祭り
＜わが村団体名：ＮＰＯ法人 美しい村・鶴居村観光協会＞
【開催日時】平成２９年７月２１日（金） １８：３０～２１：００頃

【開催場所】鶴居村総合センター前庭（鶴居村鶴居西１丁目１番地）
【お問合せ】鶴居村ふるさとまつり実行委員会（鶴居村役場産業課）

ＴＥＬ：０１５４－６４－２１１４

●平成２９年度 癒しの森「音夢路」第３回ウォーキングの集い
＜わが村団体名：うたのぼり・癒しの森「音夢路(おむろ)」利用促進研究会＞
「癒しの森・音夢路」までの９㎞のコースを３時間３０分かけて歩きます。樹種は豊

富で、森の象徴である樹齢３６０年のミズナラの巨木（開拓の木）が出迎えます。函岳
等の展望ポイント、木のモニュメント、休憩用イス、トイレ等は整備されています。森

の持つ癒し（セラピー）効果で心身がリフレッシュします！
【開催日時】平成２９年７月２３日（日） 午前１０時集合
【集合場所】枝幸町歌登桧垣町 南宗谷森林組合前

【参加費】 無料（予約は必要ありません）
【お問合せ】うたのぼり・癒しの森「音夢路（おむろ）」利用促進研究会

担当：横山 康 電話番号 ０１６３－６８－２０２６
Ｅメール yasushi.yokoyama@tanaka-gr.co.jp

※雨天の場合は中止(小雨決行：開催の判断につきましては、お問い合わせ下さい)
・参加者の皆さまにおかれましては、昼食と雨具はご持参願います。
・歩きやすい靴と服装でご参加ください。

皆様のご参加をお待ちしております！

◎ピロロフェス２０１７
＜わが村団体名：ピロロフェス実行委員会＞

『広尾をもっと知って、もっと好きになろう』
食・音楽・雑貨販売と１次産業の体験の複合イベント。今年５回目の開催でテーマは酪
農です！ご家族皆さんで楽しんで頂けるイベントになっています！

【開催日時】平成２９年７月２３日（日）９：３０～１５：３０（雨天決行）
【開催場所】菊地ファーム（広尾郡広尾町野塚１１線６番地２）

【お問合せ】pirorofes@yahoo.co.jp
【Ｈ Ｐ】https://www.facebook.com/Pirorofes/

◎白花豆の観察会
＜わが村団体名：るべしべ白花豆くらぶ＞

わが村参加団体「るべしべ白花豆くらぶ」さんが「白花豆の観察会」を行います。
白花豆の魅力についての講義と、白花豆の畑にて実際に観察を行います。白花豆を使っ
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たおいしい昼食付きです！
興味のある方は是非この機会にご参加ください！
【開催日時】平成２９年７月２３日（日）１０：００～１４：３０

【開催場所】花えーる（北見市留辺蘂町花丘29－2）
【お問合せ】るべしべ白花豆くらぶ 広報係 須藤哲史

ＴＥＬ：０９０－８９０８－３２２４
留辺蘂総合支所 産業課

ＴＥＬ：０１５７－４２－２４３０

【Ｈ Ｐ】http://shirohanamame.jp/kansatukai-h29/

◎２０１７うまいよ！るもい市

＜わが村団体名：「うまいよ！るもい市」実行委員会＞
ウニ乗せ放題、甘エビ盛り放題、ホタテ詰め放題などのアトラクションや浜焼きコー

ナー、グルメ屋台、鮮魚農産品の直売もあります。
今年最後の「うまいよ！るもい市」。ぜひ、皆様ご来場ください。
【開催日時】平成２９年７月３０日（日）１０：００～１４：００

【開催場所】留萌地方卸売市場（留萌市明元町５丁目３番地 新星マリン漁協内）
【お問合せ】うまいよ！るもい市実行委員会（ＮＰＯ法人留萌観光協会 事務局内）

ＴＥＬ：０１６４－４３－６８１７
【Ｈ Ｐ】http://rumoi-rasisa.jp/

◎豊富町ホッキまつり２０１７
＜わが村団体名：豊富ホッキチャウダー推進協議会＞

地元の稚咲内漁港から水揚げされるホッキ貝をはじめ、地域の特産物を大いに堪能し
ちゃいましょう！

ホッキ貝即売会、参加型各種ゲーム、歌謡ショー、露店（豊富ホッキチャウダー出店
予定）、大抽選会など楽しいプログラムをたくさん用意しております。
農業農村整備事業パネル展も開催予定です。

皆さんのお越しをお待ちしております！
【開催日時】平成２９年７月３０日（日）１０：００～１６：００

【開催場所】豊富町自然公園内特設会場（雨天決行）
【Ｈ Ｐ】http://hokki-chowder.com/

◎第１回最東端ねむろシーサイドマラソン（スポーツ親善交流）
＜わが村団体名：根室・室根交流の会＞

北方領土ノサップ岬マラソンが、種目を増やすなどし、今年からリニューアルして開
催されます。全種目で完走者には地元特産の花咲カニを丸ごと１杯プレゼントするなど

根室らしさをアピールする大会となっています。
【開催日時】平成２９年８月２２日（日） ９：３０スタート

【開催場所】根室市青少年センター前庭（開・閉会式）
根室市営球場前（スタート・ゴール）

【申込締切】平成２９年７月２１日（金）※インターネットで申込む場合。

【Ｈ Ｐ】http://www.nemuroseaside-marathon.jp/

【現在開催中のイベント情報】
◎ウトロ漁協女性部食堂 今季営業開始のお知らせ

＜わが村団体名：ＪＦウトロ漁業協同組合女性部＞
【営業日時】平成２９年４月２９日（土）～１０月末（未定）

８：３０～１５：００頃まで

※時化等、状況により休業する場合があります。
【住 所】斜里郡斜里町ウトロ東117番地（ウトロ漁港内）

http://shirohanamame.jp/kansatukai-h29/
http://rumoi-rasisa.jp/
http://www.nemuroseaside-marathon.jp/
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【お問合せ】０１５２－２４－３１９１

◎恵庭農畜産物直売所かのな（花野菜）

＜わが村団体名：恵庭かのな協同組合（恵庭市）＞
【営業日時】平成２９年４月１日（土）～１１月２６日（日）９：００～１７：００

【住 所】恵庭市南島松８１７番地４ 道と川の駅「花ロードえにわ」
【Ｈ Ｐ】http://www.geocities.jp/kanona_eniwa/

◎♪めむろファーマーズマーケット愛菜屋
＜わが村団体名：ＪＡめむろ（めむろファーマーズマーケット運営協議会＞

【営業日時】平成２９年５月２日（火）～１１月５日（日）９：００～１７：００
（１１月６日（火）～１１月２９日（水）９：００～１６：００）

定休日は、月・木曜日（但し、月・木曜日の祝祭日は営業）
お盆８月１４日（月）も営業になります。

【住 所】芽室町東めむろ３条南１丁目１番地１ みのりーむ内
【お問合せ】ＴＥＬ：０１５５－６２－５３１５

ＦＡＸ：０１５５－６２－０８０８

【Ｈ Ｐ】http://www.ja-memuro.or.jp/farm/index.html

◎北の大地マルシェ直売所オープン
＜わが村団体名：豊正ＦＡＭ協議会 ふれあい室＞

【開催日時】平成２９年６月１１日（土）～１０月２９日（日）９：００～１６：００
毎週水曜定休日

【開催場所】北の大地マルシェ（岩見沢市北村豊正６４９番地）

【お問合せ】豊正ＦＡＭ協議会 ふれあい室 TEL/FAX：０１２６－５５－３０３４
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【お知らせ】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◎「リバーネット２１ながぬま」が「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰を受賞

緑化活動に功績のあった団体をたたえる「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰に
空知管内から唯一選ばれ、６月１０日（土）に石川県金沢市で皇太子殿下御臨席のもと

感謝状を授与されました。
長沼町内の山林でミズナラやヤマモミジなどの樹木の種を採って育て、河川敷に植樹

をするなど、馬追運河の美化活動をされています。
また、「こども水防団」や「ながぬま緑の少年団」を結成するなど、子供たちの環境

教育にも力を入れている団体さんです。

「リバーネット２１ながぬま」さんおめでとうございます。

【お問合せ】山本家具店内 リバーネット２１ながぬま 会長 山本隆幸
ＴＥＬ：０９０－８６３４－４１３４

ＦＡＸ：０１２３－８８－０３２０

◎平成２９年度「手づくり郷土（ふるさと）賞」を募集中！（北海道開発局）

「手づくり郷土賞」は、地域活動によって地域の魅力や個性を生み出している良質な
社会資本とそれにかかわった団体のご努力を国土交通大臣が認定、表彰する制度です。

現在、平成２９年度の「手づくり郷土（ふるさと）賞」の募集を行っています。地域

づくりに取り組む活動団体、地方公共団体のみなさまのご応募をお待ちしております。
これまで、「わが村は美しく－北海道」運動で表彰された２団体が「手づくり郷土

賞」に選定されています。

（黒松内町）黒松内ぶなの森自然学校運営協議会（H16年度手づくり郷土賞に選定）
http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/ud49g7000000oqr1.html

http://www.geocities.jp/kanona_eniwa/
http://www.ja-memuro.or.jp/farm/index.html
http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/ud49g7000000oqr1.html%EF%BC%88%E6%97%AD%E5%B7%9D%E5%B8%82%EF%BC%89%EF%BC%AE%EF%BC%B0%EF%BC%AF%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E8%A5%BF%E7%A5%9E%E6%A5%BD%EF%BC%88H25%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%89%8B%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E9%83%B7%E5%9C%9F%E8%B3%9E%E3%81%AB%E9%81%B8%E5%AE%9A%EF%BC%89http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/4050.html
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（旭川市）ＮＰＯ法人グラウンドワーク西神楽（H25年度手づくり郷土賞に選定）
http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/4050.html

【募集期間】平成２９年６月２６日（月）～９月１日（金)
【お問合せ】北海道開発局開発監理部開発調整課（担当：前田）

ＴＥＬ ０１１－７０９－２３１１（内線５４７０）

詳しい応募方法については、こちらのＵＲＬをご覧ください↓
http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/chousei/ud49g70000001pgp.html

過去の受賞内容については、こちらのＵＲＬをご覧下さい↓
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/tedukuri/former_list/former_list.html

◎北のめぐみ愛食フェア2017開催のお知らせ
北海道庁赤れんが前広場において北のめぐみ愛食フェア2017が開催されます。

わが村団体さんも出店しますので､是非皆さんいらしてください。
【わが村団体（予定）】・有限会社 協和農産 愛ふくふく

・ＪＡほんべつ
（豆ではりきる母さんの会、ほんべつキレイ豆の会）

・留辺蘂森林夢倶楽部／まめの会
【開催日時】平成２９年７月１７日(月)～７月２１日(金)１０：００～１７：００

（最終日は１６：００まで）

【開催場所】北海道庁赤れんが前広場

◎ディスカバー農山漁村（むら）の宝 第４回募集！（農林水産省）
農山漁村の有するポテンシャルを引き出すことにより地域の活性化、所得向上に取り

組んでいる優良事例を選定し､全国に発信するものです。また、優良事例に選定されると

農林水産省ホームページで活動が紹介されるほか､各種メディア媒体への紹介記事掲載や
様々なイベントへの出展支援などを通じて､全国的な情報発信の後押しが受けられます。

【募集期間】平成２９年６月１５日（木）～８月２１日（月）
詳しくはこちらをご覧ください↓

http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/discover.html
【これまでに選定されたわが村団体】
第３回 特定非営利活動法人 美しい村・鶴居村観光協会

第２回 絵本の里けんぶちＶＩＶＡマルシェ
第１回 富良野オムカレー推進協議会

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜編集後記＞

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
先日、体調を崩してしまいしばらく晩酌ができない日々が続きました。初めて行った近所
の病院で処方された薬を服用してもなかなか回復せず、それでもまた行って､結局同じ薬を

処方されました。この話を知人にしたときに「あなたは生命力が強そうだから、薬なんて
飲まないで自力で治した方がいい」と言われました。私も「確かに！」と思いましたの

で、次回体調を崩したときは「気合い」で治そうと思います。 （ＡＮＧＰ）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

発行：北海道開発局農業水産部農業振興課
〒０６０－８５１１ 札幌市北区北８条西２丁目 札幌第１合同庁舎１３階
↓わが村ＨＰはこちらからご覧ください。

http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/ud49g7000000emhm.html
↓バックナンバーはこちらからご覧ください。

http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/ud49g7000000xu2k.html
↓Facebookでも情報配信しています。

https://www.facebook.com/wagamura
お知り合いの方にも、ご紹介お願いします！

http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/ud49g7000000oqr1.html%EF%BC%88%E6%97%AD%E5%B7%9D%E5%B8%82%EF%BC%89%EF%BC%AE%EF%BC%B0%EF%BC%AF%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E8%A5%BF%E7%A5%9E%E6%A5%BD%EF%BC%88H25%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%89%8B%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E9%83%B7%E5%9C%9F%E8%B3%9E%E3%81%AB%E9%81%B8%E5%AE%9A%EF%BC%89http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/4050.html
http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/chousei/ud49g70000001pgp.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/tedukuri/former_list/former_list.html
http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/discover.html
http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/ud49g7000000emhm.html
http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/ud49g7000000xu2k.html
https://www.facebook.com/wagamura
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本メールマガジンは送信専用アドレスで配信しています。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊


