疎開保育をテーマに映画「あの日のオルガン」来春公開へ

﹁働き方改

いる︒先日︑保

革﹂が問われて

育園分会の役員

園︶では︑組合に入って

いない職員に︑分会の実

の栄養士から興

岡地本・下境分会︵保育

績と加入をよびかけるみ

のほとんどは組合のない

んなで書いた﹁ひとこと

職場で働いている人では

﹁あの職場の〇〇さん

味深い話を聞い

場で組合員を増やし︑み

に組合のことを知らせた

メッセージ﹂をチラシに

んなの力で１割増︵昨年

いけど︑何をどう話せば

して配り︑役割分担をし

ることで︑職場や制度を

いいかわからない﹂とい

て声をかけて︑このほど

変えることができます︒

福祉保育労 春闘・組織拡大キャンペーンがスタートしました︒働きつづけら

う方も︑知らせたい人と

４人の加入につながりま

れる職場と制度づくりをめざして︑すべての職場で組合員を増やし︑６月までに

いっしょに地方組織の役

した︒分会の実績を一目

ないでしょうか︒
全国各地でいっせいにと

員から組合の話を聴い

でわかりやすく資料化し

７月比︶を達成しようと

りくむのが福祉保育労の

て︑何ができるか考える

て伝える工夫は︑ひかり

ペーン﹂です︒

職場で
加入者を
迎えよう

と﹂などの返事で加入に

す﹂
﹁今はまだちょ っ

っ て も﹁ 考 え て お き ま

た︑声をかけたことはあ

よ び か け ま し ょ う︒ ま

伝え︑早めに組合加入を

むことで︑要求実現への

改善などの運動にとりく

なかまがいっせいに制度

組織です︒職場をこえた

合員のいる産業別の全国

民間の福祉職場で働く組

福祉保育労は︑各地に

っかけに集団的な加入と

がりました︒その声をき

あげたことで相談につな

い職場はイヤ！﹂と声を

む若い職員が﹁組合のな

間労働と研修の多さに悩

のなかった保育園で長時

また︑群馬では︑組合

職場が支えられている︒大

族の生活を犠牲にして福祉

ぎるもとで︑職員とその家

国の職員配置基準が低す

を法人に求め続けている︒

も足りない事務時間の保障

ことに踏み切った︒それで

た時間を事務作業に充てる

しない曜日をつくり︑空い

あったが︑おやつを手作り

約半分︒こだわりと葛藤は

おこなって削減できたのは

活用と事務内容の見直しを

えようと︑エクセルの徹底

労働だった︒この現実を変

ほとんどが時間外の不払い

間は月１００時間に及び︑

食室全体の事務にかかる時

発注・確認︑記録など︑給

杯で︑献立づくりや食材の

た︒就業時間は調理で手一

春闘﹁組織拡大キャン

機会を持っ てみません

うと︑ほかの分会の刺激

岡地本ではさらにつづこ

を参考にしたもので︑福

新しい職員を迎える
春︒ 新 入 職 員 の な か に
は︑労働組合のことをま
ったく知らない人も多い
はずです︒職場に組合が

いたっていない人にも︑

道が広がります︒非正規

分会結成につながったう

になっています︒

もう一度声をかけて︑働

の人にも誘いあって︑励

あることと︑その魅力を

きかけてみましょう︒

幅な増員と賃金の改善を国

直 し も 必 要 だ︒﹁ あ の 人 だ

れしい報告も届いていま

今︑労働組合への期待

からできている﹂という現

ましあって︑なかまが増

う︒さあ︑みんなで１割

が高まっています︒職場

実から目を背けることは︑

と法人に求めることとあわ

増に向かってジャンプし

の労働条件と福祉制度の

みんなで働きつづけること

︵民谷︶

せて︑思い切った業務の見

ましょう！

拡充にむけて︑組合の力

を阻んでいないだろうか︒

広がる工夫
高まる期待

春闘にさきがけて︑福

ましょう︒

をみんなで伝えあい︑多

す︒

組合のない
職場の人と
つながって
みなさんの知人や友人
のほか︑研修や団体など
でつながりのある人に福
祉職場で働いている人は
多いはずです︒でも︑そ

くのなかまを迎えていき

える喜びを共有しましょ

全国の
なかまで
喜びあおう

分会︵障害者福祉職場︶

６月までにすべての職

高宮信一･作

全国で１割増︵昨年７月比︶を達成しようと各地でとりくみが始まっています︒

基地の近くなんで

か︒

18

また︑組合のない職場で働く人からの相談も増えています︒組合の力を伝えて︑

場を改善させる⁝︒組合

ホップ︑ステップ︑ジャンプで︑各地・各職場ですすめていきましょう︒

みんなの力で６月

があって︑なかまがいる

祉職場で働くなかまを増

までに１割増へ
組 合 に 入 る︑ 要 求 す

やしてみんなで声をあげ

からできることです︒福

る︑交渉する︑そして職

東海地本の企画には未加入者も多く参加

みんなでジャンプ！１割増へ

18

すべての職場で
組合員を増やそう

発行責任者／土田昭一
2018年３月５日発行

11

東海地本・新たに結成された分会
のなかまたちが分会旗を掲げて
︵２０１７年 月・職場代表者会
議で︶

ジャンプ！

ホップ！

ステップ！

18春闘 組織拡大キャンペーン

〒111‑0051 東京都台東区蔵前4‑6‑8サニープレイスビル5FA
TEL 03‑5687‑2901
（代）FAX 03‑5687‑2903
メール･アドレス mail@fukuho.org
URL http://www.fukuho.info/
ツィッター @fukuho̲info

タッフ陣には山田洋次さんの作品にかかわっ

てきたスタッフが多数参加して制作されると
画となり、来春「あの日のオルガン」として

いう。多くの幼い命を救い、必死に支えた保
公開される。主演は戸田恵梨香さんと大原櫻

育者たち。戦争と保育との関係、平和の大切
子さん。監督の平松恵美子さんをはじめ、ス

さが多くの人に伝わることを期待したい。

2018年
３月号
第318号
全国福祉保育労働組合

戦時中に子どもたちを空襲から守るために

子どもたちを集団疎開へ。実在した物語が映

日は︑さまざま
ス

祉職員の増員 ・ 賃金改

３月 日は
国民春闘・統一行動日
３月
善 ﹂ を 柱 に︑
﹁３ ・
トを含む全国いっせい行

な分野で働く全国各地の
なかまが﹁８時間働けば
動﹂にとりくみます︒

て初の全国的なストを含

昨春は福祉保育労とし

人間らしい暮らしができ

﹁安倍９条改憲反対﹂な
む行動をよびかけ︑ の

る こ と ﹂﹁ 格 差 の 是 正 ﹂

どを求めて︑統一行動に

育労も﹁戦争するための

立ち上がります︒福祉保
立︒﹁３・ ストを含む全

地方組織でスト権を確

ど︑深刻な人材確保難

人の補充ができないな

手が足りない︑辞めた

私たちの現場では人

自分の時間が持てる福

﹁１日８時間働けば﹂

員 ・ 賃金引き上げで

０１８春闘で︑大幅増

ます︒福祉保育労は２

国いっせい行動﹂で︑７

地方組織 分会

職場６

ピール採択︑対政府 ＦＡ

２７４分会３９２職場４

６２３人︶がストに入り︑

きな反響がありました︒

報道やＳＮＳなどでも大

した︒直接対話のほか︑

の宣伝などが展開されま

Ｘ要請︑職場や県庁前で

６２１人がワッペン着用

５８人︵終日 人︑指名

での就労︑職場集会とア

書の提出と回答の引き出
し︑団体交渉︑職場・地
域での署名・宣伝行動︑

まえて︑各地で論議がす

昨春の経験や教訓を踏

実践し︑憲法闘争を柱に

場・地域で活かすことを

を憲法に結びつけて︑職

３月 日を迎えます︒

経て︑春闘の山場となる

は準備・申し入れなどを

周知︑ストに入る職場で

全国いっせい行動の事前

すめられ︑静岡地本や島
とりくみます︒統一要求

要求提出︑署名・宣伝
行動周知などを

根支部で新たにスト権が

確立されるなどして︑今

春闘を迎えています︒
﹁１日の労働時間は８

一人ひとりに
できることをやりきろう

す︒国に対しては統一要

に法令遵守を約束させま

し﹂をおこない︑経営者

持 っ て﹁ 働 き 方 の 見 直

確保する﹂ことに確信を

日にストに入ることを伝

立した地方組織で３月

れなければ︑スト権を確

で納得できる回答が得ら

日の厚労省との役員交渉

中央本部として３月７

お こ な い ま す︒ あ わ せ

の代表者で厚労省交渉を

て︑中央役員と地方組織

幅増員・処遇改善を求め

時間以内で︑休憩時間も

求項目の実現が可能とな
えます︒
当日は︑就業中のワッ

場アピール﹂の採択︑厚

生労働省へのＦＡＸ送

信︑職場前などの宣伝に

と り く み ま す︒﹁ 憲 法 を

守り活かす職場宣言﹂を

あげ︑可能であれば事前

に申し入れ︑労使共同で

職場内に掲示します︒
中央の行動として︑大

な説明さえすれば格差
を容認するといった︑
現状の賃金差別を固定
化するものも盛り込ま
れています︒
改革どころか︑生活

＃保育士ストライキ

生活と権利を破壊す

当然です︒

る意見が相次いだのは

などと︑法案に反対す

働かせ方は本末転倒﹂

り﹂
﹁安全を無視した

働を助長する中身ばか

き方改革﹄は長時間労

ていきましょう︒

とを︑みんなでやりきっ

一人ひとりにできるこ

索・共有しましょう︒

リアルタイムで発信・検

などのハッシュタグで︑

＃福祉職場ストライキ

動

祉保育労全国いっせい行

はツイッターでも︑＃福

えましょう︒当日の様子

いねいに宣伝・対話で伝

行動の意義や思いをて

要請します︒

に請願署名の紹介議員を

て︑衆参の厚生労働委員

る報酬や法定価格の引き

上げを求めていきます︒
ペンシールの着用や昼休

員と処遇改善を求める職

み等の集まりで﹁大幅増

春闘期のすべての運動

揮できる︑柔軟な労働
制度へと抜本的に改革
します﹂と﹁働き方改
革﹂の断行を宣言しま
した︒しかし︑その中
身は︑８時間労働制を

と権利を守る防波堤で

る安倍政権の﹁働き方
改革﹂を広範な労働者
と力を合わせて阻止
し︑
﹁１日８時間働け
ば﹂自分の時間が持て
る当たり前の労働条件
を実現できる抜本的な
労働法制の改善をめざ
して︑職場・地域でと
りくみをおおいにすす
めましょう︒

２月３日〜４日
北海道ブロック
労 働 学 校

日〜 日

２０１８春闘
２月
北陸ブロック
労 働 学 校

２月５日
中四国ブロック
労 働 学 校

２月

日〜 日

１月 日〜 日

東北ブロック
労 働 学 校

25

労

日

働

学

校

関東甲信越ブロック

２月

日・ 日

関西ブロック
労 働 学 校

２月

九州ブロック
労 働 学 校

１日目は、中央本部役員による「憲法を活かした職場・
社会をみんなでつくろう」の講義のあと、経営側と分会側
に分かれ、
「模擬団交」企画へ。分会は事務時間の保障、
休憩時間の確保などにむけて増員を要求。回答をうけた打
ち合わせを踏まえ、２日目の団体交渉では積極的な発言が
続き、管理職が現場に入って休憩を保障すること、超勤手
当の申請・支払いの協定を締結しました。６県40人の参加
者には団交未経験者も多く、体験型で学習を深めました。
８都県から 24 人が参加しました。 小山副委員長を講師
に、
「組織・財政強化方針」
、憲法、労働組合法、中央本部
規約などについて学習をしました。
「学習の友」などの資
料を引用して情勢と春闘方針を深めました。組織・財政方
針については、関東甲信越の広さを感じるとともに、専従
者のいない地方組織の困難さと、広域地本への期待も語ら
れました。参加者の「学習や交流があるからこそ知識が蓄
積している」との感想が印象的でした。
講演「今こそ憲法どおりの日本を」
（関西勤労者教育協
会・中田進氏）では広い視野を持って物事をつながりの中
でとらえることの大事さを学び、パネルトークの分散会で
「どんな福祉保育労をつくっていきたいか」を交流。総会
では、組織・財政方針をブロックの今後と結んで考えてい
くことを確認しました。24 人が参加して、 憲法を守りぬ
く、福祉保育労を発展させる、
〝関西は一つ〟から〝全国
は一つ〟へと始動する集いとなりました。
「憲法を活かした社会を考えよう」と題して、民谷書記
次長が憲法13条と25条、９条と私たちの関係を解説。医療
労働、生活保護、女性差別などは憲法の力を掲げてたたか
って改善させてきたことなども踏まえ、動画「レッツ・ス
トライキ」や昨年のストの模様が映ったビデオニュースも
視聴。
「憲法は政治権力を制限する決まりだと気づいた」
などの感想があがりました。１日目の総会は13人、２日目
の労働学校は15人が参加しました。

（岩手）
（東京）
（大阪）
（福岡）

24

27

18

改憲反対！﹂
﹁大幅な福

の中で︑休憩が取れな
祉職場の実現をめざし

壊してただ働きを合法

ある﹁８時間労働制﹂
を根底から壊す大改悪
になっています︒立憲
民主党や日本共産党な
ど野党６党が実施した
﹁働き方改革﹂につい
ての過労死遺族からの
聞き取り調査で︑﹁﹃働

５月

28

18

18

中央

３３・・ ストを含む

い︑時間外労働が日常
ています︒

化する﹁裁量労働制﹂
の対象職種の拡大や︑
業務の繁忙期には月 １
００時間という﹁過労
死水準﹂ の合法化で
す︒ ま た︑﹁ 同 一 労 働
同一賃金﹂の実現とう
たいながら﹃合理的﹄

画・ニムラ

17

わかりやすく参加したいと思えるよう「アメトーーク」
の春闘編「シュントーーク」と命名。
「ウーマンラッシュ
アワー」 の漫才観賞からスタートし、 プレゼン芸人（役
員）が７項目を各10分厳守で解説。働き方ヤバいよ芸人、
ＩLove日本国憲法芸人、入っててよかった共済芸人など、
濃厚な２時間に。 ２日目はＥテレ「バリバラ」 形式で、
「組織拡大に必要なことは？」
「要求実現に必要なこと
は？」などを考えあいました。のべ80人が参加しました。

６月

15

17

職場単位以外の主なとりくみ予定

全国いっせい行動へ

化している実態があり

15

「保育と憲法」の著者・川口創弁護士から講演をうけま
した。 川口弁護士も子育て中で、 保育園でのエピソード
（書籍に記載）や自身の体験も交えて、保育という仕事そ
のものが憲法が掲げる個人の尊重・基本的人権の実践であ
ること、また９条を守る大切さなどが話されました。
２日目は、春闘方針の報告に続いて各分会のとりくみ報
告。石川県支部のつくしんぼ分会からは成果も語られまし
た。石川・福井・滋賀から25人が参加しました。

●16日
（土） 保育部会学習交流集会
（愛知）
〜17日
（日）

すべての地方組織から26人が参加しました。岡山県労働
者学習協会の長久啓太さんから「日本国憲法をめぐる動き
と労働組合」と題して、組合活動と憲法の関係が話されま
した。
「人権感覚を身につけるために憲法を学ぶ。憲法と
は人権保障」との話にみんな納得。また、安倍首相の改憲
のねらいと９条を守る意味、自衛隊を３項に明記する危険
性が指摘されました。その後、４つのグループに分かれて
「私にとっての憲法とは」を深めあいました。
案・タミヤ

2017.３.16 群馬支部
おひさま飯塚保育園分会朝の門前宣伝

（石川）
（岡山）
●１日
（火） メーデー
●３日
（木・祝） 憲法記念日・憲法集会

2017.３.16 埼玉県本部・こぐま保育園分会
2017.３.16 滋賀支部 駅頭宣伝

ただ働きと過労死労働を合法化する
﹁働き方改革﹂を阻止しよう
ところが︑安倍政権
はその願いに逆行する
﹁働き方改革﹂関連法
案の今国会での成立を
ねらっています︒
安倍首相は国会冒頭
の 施 政 方 針 演 説 で︑
﹁誰もがその能力を発

３月

大幅な福祉職員の増員と賃金改善を

戦争するための改憲反対！

学びあって
パワー充電

●14日
（水） 集中回答日
☆この日までに回答を出させよう
●15日
（木） ３．15ストを含む全国いっせい行動
＊すべての組合員が何らかの行動に参加しましょう！
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午前10時30分〜午後５時
スタート集会、議員要請、昼
食、厚労省交渉、まとめの集
会、アピール行動
＊衆議院第一議員会館第５会議室
神奈川 午前８時〜９時 戸塚駅前宣伝
東海 午前10時〜午後５時50分
栄ひろばロング宣伝・スピーチ
京都 午後６時30分〜 三条河川敷
アピール行動・パレード
大阪 午前10時30分〜 大阪府庁前
集会・デモ（11時45分終了）
午後６時30分〜７時30分
なんば駅前宣伝
滋賀 午後７時〜７時45分
草津駅前宣伝
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「３･15ストを含む全国いっせい行動」に理解を求めるチラシ
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②
2018年３月号

福祉のなかま
第318号

③

2018年３月号
昨年の﹁３・ ストラ

イキを含む全国いっせい

行動﹂の貴重な経験が組

合に対する考えを大きく

変えました︒多くの組合

員と街頭行動に参加し︑

職場の仲間とも宣伝行動

ができたことが組合の力

強いアピールになったと

確信を持って語ります︒

福祉のなかま
支部執行委員長を務め

力
ラ

チカ

るなかで組合活動に対す

組合

る視野が広がり︑今後の

！

い
伝えたの

大阪地本の活動を担う若

手のホープでもありま

第318号

16

一人ひとりでは微力だけれど
集まれば大きな声になる

松田

理彦さん

大阪地本・東部支部執行委員長 ひびき福祉会分会

す︒組合活動で大切にし

︻解き方︼二重ワクの文字

を︑Ａ〜Ｆの順に並べてで

きる言葉はなに？

■ヨコのカギ

①ラクダもいる鳥取⁝⁝

④チャンス︒絶好の⁝⁝

ス製？

⑦シンデレラの⁝⁝はガラ

締切

年金共済の加入には、
「ワンコイン共済」への加入
が必要です。
まだ、
「ワンコイン共済」に加入していない方は、
これを機にダブル加入を検討してください。

世奈さん

美穂さん

福祉の現場はやりがいはあるけど、賃金は
安い・人手が足りない・疲れがとれない・休
暇がとれないと、「ないないづくし」が春闘
要求アンケートからも見えてきましたし、自
分自身もそう思います。働きつづけられる職
場・社会をつくっていかないと！

加代子さん

弁護士・白神優理子さんの講演記事を読ん
で、13条、９条、25条の大切さをあらためて
学びたいと思わされました。また、春闘討論
集会と中央委員会に参加して、全国のなかま
からたくさんの刺激をうけました。悩みなが
らも分会や地方組織の仲間と前進・努力して
いる姿に励まされました。

ほんとうの強さ・やさしさをもって
埼玉県本部・どんぐり分会 神田

恵子さん

年長の子どもたちに伝えたいと思うおはな
しの中に、斎藤隆介さんの絵本があります。
みんなの幸せのために動く「ほんとうの強
さ」
「ほんとうのやさしさ」をもった人間。
そんな人間に自分はちっともなれていないな
ぁと悩みますが、
「福祉のなかま」を読むと、
そんな人たちがいっぱいいると感じます。

て
共済に入って
よかった!!
掛金は安くて
給付金で大助かり!!
息子の入院も安心

５月 日共済会必着

年金共済に加入しましょう!!

⑲ 円で出せます

㉑絹︒⁝⁝ロード

㉓贈り物に添えます

動物

㉔ひまわりの種が好きな小

３１６号︵２０１８年１月

３ １ ６ 号 の 答 え は︑
﹁モ

号︶の答えと当選者

ウドウケン﹂で︑応募は

22

加入申込書、
パンフレットのお申込みは共済会まで

賃金の大幅な引き上げ、退職手当共済制度の公費助成の
維持・復活の運動をすすめるとともに

⑮源義経の幼名は⁝⁝若丸

⑯肌のことです

⑰つめえりの⁝⁝服

⑲焼き鳥で心臓といえば

⑳⁝⁝眼︑遠視︑乱視

㉒竹取⁝⁝︒平家⁝⁝

㉕アメリカの通貨単位

㉖インテリは⁝⁝が豊富

㉗くん製︒⁝⁝サーモン

人でした︒抽選により次の

方々に図書カードを送りま

■ タテのカギ

①日本の国花は⁝⁝と菊

恵子さん

す︒

神田

由美さん

聡さん

︵ 埼玉県本部・どんぐり分会︶

宮地

三藤

美能里さん

︵東海地本・田代分会︶

丸山

︵ 大阪地本・大阪福祉事業財団分会︶

藤井 あゆみさん

︵ 島根支部・あゆみ保育園分会︶

②野 球 開 始 は プ レ ー ボ ー

ル︑サッカーは？

③⁝⁝心あれば水心あり

④ジラフとも言います

⑤ネギをしょってくる鳥

⑥今年は犬︑来年は？

すぐ離します

⑨マウスのボタンを押して

⑪ボールやタイヤの素材

62
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退職後の生活を少しでも豊かにするために

大阪地本・聖森会分会 潮見

神奈川県本部・みどり分会 佐藤

年に２回の加入のチャンス!!

こんな不安はありませんか？

東海地本・田代分会 山下

憲法13条・９条・25条の
大切さを学びたい

「年 金 共 済」

賃金が低くて貯金ができない
年金ってもらえるのか心配
退職金がないかもしれない

「仕事をやめたいと思う」
30代が76％!?

「ないないづくし」を改善したい

ていることは﹁何事もあ

きらめないこと﹂︒﹁声を

上げることをやめてしま

っては何事も良い方向に

進まない︒一人ひとりで

は微力だけど結束すれば

大きな声になる︒全国か

らたくさんの声を集めて

いこう﹂と熱い思いをこ

めてよびかけます︒

障害者通所施設の職員

として︑課題があっても

働きかけることで乗り越

えられたり︑以前できな

かったことが少しずつで

きるようになったりした
⑧プレゼント︒進物

︵ 香川支部・こぶし花園分会︶

答えと「福祉のなかま」の気になった記事の感
想、近況などを必ず添えて、ハガキかＦＡＸ、メ
ールで送付ください（地方組織・分会、氏名、住
所明記）
。紙面やホームページ等に掲載させてい
ただくことがありますので、ご了承ください。
締切▶４月15日
発表▶2018年５月号
賞品▶正解者の中から５人の方に
図書カード（1000円）進呈
宛先▶「福祉のなかま」編集部

⑭ボートなどの競技会

応 募 方 法

⑮店先の商品陳列窓

Ｆ

⑩話に﹁落ち﹂のある話芸

Ｅ

時に利用者の成長を実感

Ｄ

⑯ひなまつりに飾るもち

⑱欠⁝⁝︒出⁝⁝

Ｃ

⑫打率は○割○分○⁝

でくるんで焼きます

Ｂ

⑬ひき肉・玉ねぎなどを卵

答え

A

し て い ま す︒﹁ 自 分 も い

っしょに成長できた﹂と

目を輝かせます︒

昨年に続いて︑職場で

全国いっせい行

のスト実施をめざして︑

﹁３・

動﹂に向けて分会で意思

︵構成・編集部︶

統一していきます︒

趣味は︑平日の休み
に一人で映画を観た
り︑おいしいお店に行
ったりすること︒２人
の子どもとゲームをす
ることも︒

15

紙面を読んで

１月号の18春闘の要求アンケートの中間集
計を読みました。仕事をやめたいと思ったこ
とがある人が30代で75.8％もいることに驚き
ました。１年目の私が30代になるころには、
少しでも賃金などが改善されていればいいな
と思います。

Myメッセージ
よしひこ

④

制度の紹介（※）
月々5000円から自由に掛金設定ができます。
年金受取開始年齢は一定期間後、自由に決め
られます。
個人年金保険料控除対象となるＡコース、生
命保険料控除対象となるＢコースがありま
す。
加入から一定期間は元本割れしますが、長期
的にはよりよく生活を支えることをめざして
運用されています。実績や予定利率を、ぜひ
パンフレットで確認してください。
※各事項の詳細等については年金共済のパンフ
レットを必ずご確認ください。

１歳の息子が高熱になり、 入院すること
に…。
最初は無料なので相部屋という話もあった
のですが、共済に入っていて差額分を補填で
きるので、個室にすることができました。
予期せぬ入院でしたが、短期間だったので
よかったのですが、もし長期入院だったらと
思うと…。少しでも何かあった時の保障をし
っかり考えておくのは大切
だなと思いました。
ホントに入っててよ
かった！そして、家族
も入れてよかった！

⎛ 東海地本・書記局 ⎞
西田 知也さん ⎠
⎝

