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ワンゲルの活動   
  
   

今⽇は登ろう あの頂に  

今⽇も⾏こうよ あの⼭越えて  

   

道  

⼀年を通して企画が出されます。前夜に出発し

て駅などで寝て、早朝から歩き始めます。⼭の

上でテントを張って、通常１泊２⽇の⼭⾏を楽

しみます。地図読みやサイト（⾷事作り）な

ど、ワンゲル⽣活の基礎を⾝につけていきまし

ょう。夏合宿では、⼤縦⾛を経験でき、⼭にど 

っぷりと浸かることが出来ます。  

  

  

   

藪  

⾃分たちでルートを考えながら、藪に埋もれつつ道なき

道を⾏きます。地図とコンパスを駆使して、仲間との連

携によって先へ進みます。おもむろに⼤展望や爽やかな

⼤草原が⽬の前に広がることもあります。⼈跡が全く感

じられない⼭を楽しむことが出来ます。  
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沢  

源頭を⽬指して、沢を遡⾏します。ヘルメットと

ハーネス、沢⾜袋と普段とは違う装いです。途中

にはいくつもの滝が⽔⾶沫を上げ、清涼な空気に

包まれます。滝や崖などの難関の通過にはロープ

を⽤います。⼤半の⼈が知らない沢の世界を体験

できます。  

  
  
  
  
  

  

冬  

  

冬⼭は険しく厳しい世界です。けれども、壮麗に連なる

⽩銀の峰々には誰もが惹きつけられます。激しい⾵と深

い雪に容赦ない⾃然の姿を感じる事もあれば、翌⽇に広

がる⼤展望に⼼を奪われることもあります。これこそ冬

⼭の良さです。⼭の中をスキーで滑⾛する⼭⾏もありま

す。  

  

  

今⽇も⽇が暮れ 家路辿れば思い出

すのは  ⼭と仲間⼭は我が家 我が⼼  

⼭よ ごきげんよろしゅう  

また来る時にも 笑っておくれ     主将より 
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n 主将より 
  

 新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！運動会ワンダーフォーゲ

ル部主将の原です。 

 さて、皆さんはこれから始まる大学生活に大きく胸を膨らませていることだ

ろうと思います。大学では勉強、バイト、サークル、部活、恋愛などさまざまな

ことをすることができます。しかし、何かに一心に打ち込むことができるのは

大学が最後かもしれません。だからこそ私達とともに登山に打ち込もうでは

ありませんか。なぜ登山？と思う方がほとんどでしょう。ご安心ください。これ

からワンダーフォーゲル部で行っている登山の魅力についてご紹介したいと

思います。 

 ワンダーフォーゲル部では、一般的な夏道登山に加え、地図読みの技術を

駆使して道なきところを進んでいく藪、数メートルもある滝を登っていく沢、美

しい銀世界を進んでいく歩き冬山、頂上から颯爽と滑っていく山スキーといっ

た幅広い種類の登山を行っているのです。それだけ多くの綺麗な景色を見た

り、心から溢れてくる達成感を得たり、四季折々の自然に触れたりすることが

できます。さらに、どんな山に行ってもその山にしかない魅力、つまり他の山

とは違う良さがあります。私の好きな言葉に「一期一会」という言葉がありま

すが、山が相手でもこれは本当にそうだなあと思います。ここまで深い感動

を毎回得られる経験ができるのは登山だけだと自信を持って言えます。 

 ですが、未経験でも大丈夫だろうかと思うかもしれません。これもご安心下

さい。実を言うと私も大学生から始めたのです(笑)。山に行くときは必ず上級

生や OB の方がついていますし、装備のことなども助言してくれます。山での

知識も一から学ぶことができるのです。安全面はどうなのかというと、ワンゲ

ルの歴史が培ってきた経験、毎山行で行われる 3 回の審議、安全性を追求

した計画書の作成と安全に山に行けるような工夫を行っています。 

 ワンゲルでは、経験者でも未経験でも安全に楽しく山に行くことができま

す。一緒に山で感動を味わいませんか？ぜひ新歓ハイクや新人合宿にお越

しください！ともに山に行ける日を心からお待ちしています！ 
  

                       ワンゲル部主将 原 広⼤ 
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何が必要？   

主な装備は、ザック（リュック）、シュラフ（寝袋）、登山靴、雨具（レインウェア）です。  
  
  
・ザック（リュック）  

登山用のザックは腰ベルトがしっかりしており、肩で

はなく、背中全体で背負うような感覚です。70〜90L ほど

の大きさのものを使い、時には 
30kg 以上になります。ザックを着るという言葉も 
あるくらいで、いつも一緒にいる相棒です。  
  
  
・シュラフ（寝袋）  

山の上は、夏でも気温が低いです。ましてや冬山ともなれば…。そんな時でも、シュラフにくる

まるだけで、安心できます。  
  
  

・登山靴  
整備されていない道を歩く際に、足首を守ってく

れます。自分の足にあった靴は快適な登山の第一歩です。  
  
  

・雨具（レインウェア）  
山の中で雨に降られた時、傘を差せないことがあります。そん

な時でもレインウェアが 

あれば体が濡れることを防げます。  
  
   
その他に、地図（本・予備）、コンパス、マップケース、ガムテープ、

新聞紙、トイレットペーパー、食器類、缶切り、笛、銀マット、ベニ

ヤ板、ヘッドライト、軍手、ライター、替え電池、テーピング、行動

食、非常食、米、タオル、お金、本審用紙、学生証、保険証、ポリタ

ン、非常用パック、時計、日焼け止め、帽子、食料、等々を持ってい

きます。  
  

テントやコッヘル(お鍋)は、山行員が分担して持って行きます。 
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ワンゲルの一年間   

４月  新歓ハイクや新人合宿を通してワンゲルのことを知ってもらいます。  

５月  新人錬成として様々な山に登り、山での生活に馴染んでもらいます。  

６月  藪トレが行われ、一年生が初めて藪漕ぎを体験します。  

７月  薮トレの続きや、夏合宿の準備が行われます。沢登りも活発に行われます。  

８月  ワンゲルのメインイベントである夏合宿が行われます。小屋祭りも実施されます。  

９、10 月  過ごしやすい季節を利用して、道・藪・沢など様々な企画が出されます。  

11 月  2 年生以上が参加できる初冬企画が出されます。  

12 月  冬山のための訓練が行われると共に、２年会以上でのレベルの高い冬山山行もあります。  

1 月  歩きの冬山が企画されます。  

2 月  歩きの冬山が企画されると共に、スキー山行のためのスキー合宿も行われます。  

３月  １年生が本格的なスキー山行に参加し、３月合宿で３泊程度のスキー山行を行います。  

 活動の目安  

   道  藪  沢  冬山  

４月  新人合宿  
      

５月        残雪  

６月    藪トレ      

７月          

８月  夏合宿  夏合宿      

９月          

10 月          

11 月  
      初冬  

12 月  (冬道）        

１月  (冬道）        

２月  (冬道）      スキー合宿  

３月  (冬道）      三月合宿  
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――メインでの活動時期  

――活動可能時期  

――活動休止時期    

一昨年の山行(一部)   
  

No 

.  

⽇程  ⼭域  形態   No 

.  

⽇程  ⼭域  形態  

1  19.4/6〜7  モミソ沢  沢    22  9/20  勘七の沢  沢  

2  4/20〜21   (雲取⼭（新歓）  道    
  

23  9/28~29  妙⾼・⽕打  道  

3  4/28〜29  三つ峠⼭  道    24  9/28  悪沢  沢  

4  4/28~29  勘七の沢  沢    25  10/5~6  ⽟原湿原  藪  

5  5/3~5  ⽮筈⼭  残雪    26  10/5〜6  ⼩川⾕廊下  沢  

6  5/11〜12  ⾦峰・瑞牆  道    27  10/20  ⾕川岳  道  

7  5/11〜12  ⻑久保沢  沢    28  10/26~27  皇海⼭  道  

8  5/18~19  逆川  沢    29  11/2  セドノ沢  沢  

9  5/25〜26  ⼤菩薩  道    30  11/17~18  愛鷹⼭  道  

10  6/1~2  鳳凰三⼭  道    
31  11/22~24  笠ヶ岳  冬  

11  6/8~9  ⼤佐⾶⼭  藪    
32  12/14〜15  ⾕川岳  冬  

12  6/15~16  ⽩⽑⾨  薮    33  12/21〜22  乗鞍岳  冬  

13  6/22~23  幻湿原  薮    34  12/31〜1/3  ⼋ヶ岳  冬  

14  6/29~30  ⾦巻  薮    35  20.1/11〜12  越百⼭  冬  

15  7/13~14  北岳  道    36  1/18~19  ⽇光⽩根⼭  冬  

16  8/5~18  和賀⼭系  薮    37  2/22~23  会津駒ヶ岳  冬  

17  8/5~15  ⼤雪⼭系  道    38  2/29~3/1  焼⼭  冬  

18  8/23  ⽩⽑⾨沢  沢    
39  3/11~13  ⿊姫⼭  冬  

       

       

       



 

8  
  

19  8/30〜9/2  笈ヶ岳  藪    40  3/14~15  九重連⼭  冬道  

20  9/1〜3  ⽩⾺岳  道   41  3/18~21  吾妻連峰  冬  

21  9/7〜12  ⿃海⼭  藪    42  3/22  磐梯⼭  冬  
  
4 月、5月は主に関東周辺で経験を積みます。その後、藪トレでは新潟などに、夏合宿では日本アル

プスなどに行きます。秋になり、sL権と呼ばれる企画を立てるリーダーになる資格を得れば、一年

生でも自分が行きたい山に企画を出すことが可能になります。  
年間で計 60近い山行が企画され、部員は自分が行きたい山行に参加しています。 

 

n 今年の山行 

 

 

n 女子会から 
新⼊⽣の皆さん、ご⼊学おめでとうございます！  

 ここでは、⼤学から登⼭を始めた⼥⼦部員の私達から、部に⼊ってよかったこと等を紹介します。⼊部を考えてくれている⽅、迷ってい

る⽅にもっとワンゲルのことを知ってもらえればと思います。  

  ⼭は、普段の暮らしとは全く別世界です。果てしなく広がるゆるやかな稜線、淡い⻩⾊やピンクの花々の群⽣、⻘く透き通った池
など、様々なものに出会いました。これは、ワンゲルに⼊らなければ⾒られなかった景⾊だと思っています。  

  

 ⼥⼦部員達がワンゲルに⼊るにあたってのいちばんの懸念は、男⼦部員が多い中で⼥⼦達でもついていけるか、ということだと思いま

す。もちろん⼀般的に⾔えば男⼥の体⼒差はありますが、⼭⾏に参加するうちに体⼒や歩⾏技術はすぐにつきますし、荷物の軽量

化やトレーニングによっても補えます。そういう点で、登⼭は他のスポーツより男⼥差がないと思います。  

  

 きっと、東京で過ごしているだけでは味わえない体験ができるはずです。ぜひワンゲルを選択肢として検討してもらえると嬉しいです。  

 他にわからないこと、不安なことなどあれば私達⼥⼦会や他の部員に気軽に相談してください。みなさんのご参加をお待ちしていま

す。  

  

2 年⼥⼦会  

No 日程 山域 形態 No 日程 山域 形態

1 20.10/17~18 マスキ嵐沢 沢 5 11/7~11/8 鬼石沢 沢

2 10/24~25 三つ峠 道 6 11/21~11/22 初冬燕岳 冬

3 10/24~25 尾瀬 道 7 12/19~12/20 天城山 冬道

4 11/7~11/8 金峰瑞牆 道 8 12/19~12/20 木曽駒ヶ岳 冬
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n Q ＆ A  
 

Q. どのくらい山行に参加しなければいけないのでしょうか？  

A.  6 月に 4回藪トレという企画が出るのですが、このうちの 2回と夏合宿（10 泊程度）は原則全員参加で

す。それ以外の期間は、ほぼ毎週出る企画のうち行きたいものだけにいけば十分です。月 1〜２回程度参加

する部員が多いです。道、藪、沢、冬の登山形態のうち沢と冬は任意参加です。  
  

Q.  どれくらいの費用がかかりますか？  

A.  夏山装備の場合、全ての装備を買うと約 10 万円します。この他、山行ごとに交通費、食費などで数千〜

１万円程度かかります。冬山もやる場合もっとかかります。ただ、お金がないけど入部したいという人も気

軽に相談してください。  
  

Ｑ．登山への安全面の対策はしていますか？  

Ａ．ワンゲルでは山行の前後に、山行に参加しない人も交えて「審議会」という会議を開き、山行の安全性

をチェックしています。ルート中に危険個所はないかなど細かくチェックして、必要があれば計画を変更し

ます。山行後には、フィードバックが行われ、反省点などをまとめます。  
  

Ｑ．体力のない人でも大丈夫ですか？  

Ａ．山行前には各自の自主トレーニングを義務付けることで体力アップを図っています。そのほか、本郷で

「ウォール会」(クライミング)が行われており、希望者が練習しています。新入生の体験も歓迎します。興

味のある方はご連絡ください。  

  

Ｑ．初心者で、山の知識がありません。上級生が教えてくれるのでしょうか？  

Ａ．ワンゲルには 60 年以上の歴史があり、登山に関する知識が代々受け継がれています。合宿や季節の変わ

り目にはレポートの読み合わせがあり、救急法、山の気象、歩行技術などを学びます。特に新歓期には、新

一年会に必要な安全面での知識などを伝達するためのレポートの読み合わせがあります。レポートに加え、

山の中でも上級生が丁寧に教えてくれるので未経験者でも安心です。  
  

Ｑ．万が一事故が起こってしまった場合はどのように対応しますか？  

Ａ．ワンゲルはしっかりと遭難対策に取り組んでおり、万一事故が起こってしまった場合のために、部員の

一人が遭難対策現地要員として東京で待機しています。もちろん登山計画書の提出も行っており、たとえ山

に行っているパーティに何か起こったとしても、現地警察と協力して迅速かつ十全な対応ができるようにな

っています。  
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n 部員からのコメント   

 新⼊⽣の皆さん、ご⼊学おめでとうございます。このフレーズ、もう聞き飽きているかもしれませんね。かくいう私
も新歓代表をやっているので⾔い飽きています（笑）まぁ、⻑い⼈⽣でこのセリフを吐かれるのは今回が多分
最後ですから⼤⽬にみてください。  皆さんの中には、ワンゲルが「運動会系」であることに尻込みしている⼈もい
るかもしれません。安⼼してください。運動会系は上下関係にうるさい、キツイ練習が週何回もある、規則が厳
しい、そんなイメージがあるかもしれませんが、ワンゲルに関してはそうした要素は皆無です。⼭の中では上下関
係など意味を成しませんし、トレーニングは個⼈の裁量に任されています（つまりトレーニングを怠っていると⼭の
中で⼤変な思いをするということでもありますが…）総じてワンゲルは⼈情味に溢れた部活です。  

 私がワンゲルに⼊りたての頃のエピソードを紹介します。6 ⽉の藪⼭⾏に参加した時のこと。初めての藪⼭⾏だ

ったことや、⼟砂降りの⾬が降っていたこともあり、登り始めてすぐに私はくじけそうになっていました。そんな時、

当時の主将だった 3 年会の先輩が 

「この前勧めたあの本、どうだった？」と話しかけてきました。正直⼭を登るのに精いっぱいで本の話をするヒマは

なかったのですが(笑)、藪をかき分けつつ先輩と話すうちにくじけそうになっていた気持ちが消えていき、⼼に余

裕が持てるようになってきました。そのあとは、同期の⼀年会といっしょにカエルを捕まえたり、バカ話をしながら、

⼟砂降りの中で楽しく⼭⾏を⾏うことが出来ました。  

 ワンゲルでは、仲間と⼀緒に⼭に登ります。たとえ苦しい⼭⾏であっても、⼀緒に頑張る仲間がいれば楽しい

⼭⾏に変えることが出来ます。みなさんも、ワンゲルに⼊ればちょっと個性的だけど（！？）、共に励ましあえ

る仲間がきっとできるはずです。⼊部を待っています！  

  

P.S. 私の苗字の読み⽅が気になったという⽅、このパンフのどこかに正しい読み⽅が書かれていると思うので

（パンフ担当への無茶振り）暇があったら探してみてください。 

「しげしろ」ではないです、ちなみに。  

3 年会 重城守  
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n 未経験者の方へ  
   

⼭登り中に求められることは、テントの設営、料理、地図読みなど多岐にわたります。未経験者には⼀⾒敷

居が⾼いように思えますが、全く⼼配の必要はありません。例年、ワンゲル⼊部者における未経験者の割合は

⾼く、それ故に未経験者に対するサポートは⼿厚く⾏っています。５、６⽉に⾏われる新⼈錬成や藪トレとい

った、未経験者の養成を⽬的とした⼭⾏を通して、⼭での⽣活やルールを⾃然と習得できるようになります。  

ＴＷＶは運動会に属していますがその性質上、通常のスポーツで要求されるようなセンスや技術といったものを

必要としません。⼭で必要とされることは誰でも回数をこなせばで 

きるようなことばかりなので、未経験者の⽅も気兼ねなくお越しください。  

 3 年会 太田  

     
部員紹介   
  
二年会......一年会を直接指導し、山では食事や装備の係を担当する。山行の計画も立てる. 

 

〇池田 大学からワンゲルを始める。中高は剣道部に所属していたこともあり、体力がある。東大

むら塾と兼サーしており、忙しそうにしている。ラーメンをよく食べている。 

 

〇久島 理系ドイツ語のイカ東。空気が読めず、先輩の地雷を踏んでも気づかなかった。藪に行き

たがっているが、全く藪のことを知らない。 
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〇三箇 ワンゲル部が、想像よりは大変だったことに戸惑っている。中高は茶道部と英会話部なの

に山に行きたいという理由だけで入部した。女子部員の入部を切に願っている。 

 

〇塩野 恰幅がよく人も良い。しっかり仕事をこなしてくれている。ワンゲル以外の活動は謎だ

が、知らぬ間に語学の必修を落としていたのは笑いどころ。 

 

〇島 休日に家のベッドで二度寝するのが好き。山行中に必ず、ホームシックになる。中一から高

一まで入っていた運動部をやめたことを後悔している。 

 

〇長藤 シケ長も務める頼れる新歓代表。お父さんもワンゲル出身で、使い込まれた山道具を使う

姿に貫禄さえ漂う。天然でいつも明るい。音信不通になる部員との連絡取りに苦労している。 

 

〇春木 高校時代には化学部に所属していた。読者や観劇が趣味というインドア派。女子校だった

こともあり、高校の頃、可愛い女子と出会えたことを嬉しそうに話していた。 

 

〇福家 ２年会の未来を担う冬メンツ。山岳部経験者で面倒見もよく、個人山行の時にはリーダー

役になってくれる頼りになる存在だが結構やらかす。冗談がきつい。 

 

〇船引 修士課程の冬メンツ。コミュ力の関西弁。就職もこなしつつ毎週どこかの山に行っている

凄まじいフッ軽。短気なところが玉に瑕。 

 

〇古田 ２年会での山行を積極的に企画してくれる期待の星。登山は未経験だがやる気は随一。話

し合いをまとめる統率力もある。新歓合宿で弱音を吐きまくっていた姿からは見違えるようになっ

た。 

 

〇堀 理科一類初修中国語 TLP。山行中にやたらとカメラで写真を撮っている。ものを作ったり作

らなかったり、日本のどこかを彷徨ったり、引きこもってたりする。 

 

〇山下 高校時代は運動部には所属していなかったため、体力には自信がないらしい。部で代々木

公園をランニング中に、見知らぬ大学生から応援されていたのが印象的。 

 

三年会......部の中心として計画を立案、審査し、山でリーダーを務める。 

 

〇太田 ドイツとサッカー観戦と麻雀と沢が大好き。一見真面目そう。共学の西高出身なのに男子校

出身ぽさを醸し出していて、一昨年の夏合宿ではワンゲルらしからぬはっちゃけた出で立ちをして

いた。中村と一緒になるとうるさくなる。  
  
〇重城 英語ができる。地文研究会天文部と兼部。モテそう。一昨年の新人合宿でひたすらマシュマ

ロをあぶってキャラがついた。最近一人暮らしをはじめて太田と一緒に住んでいる。ママ、じゅう

じょう、JJ、パパ。  
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〇須藤 両親もワンゲル出身で、昔の道具をたくさんもってる冬メンツ。スキーがめちゃくちゃう 
まく、神童と呼ばれたらしい。謎を秘めている。  
  
〇曽根 藪合宿で藪に覚醒した。いつもハキハキしていて、突然走り出したりする。見ていて面白

い。腰につけたポシェットがチャームポイント。趣味は法令遵守と鉄道。地文研気象部と兼部して

いる。軽度藪中毒。  
  
〇中尾 よく個人山行にいっている冬メンツ。北アが大好きで、山に詳しい。山 Tシャツ収集家。 
単独行動が得意だが、最近協調性も身につけつつあるようだ。チキンラーメン。  
  
〇中村 悪ふざけが大好きなチャラい麻布生。いつも元気なムードメーカーで、やばい行動をとり、や

ばい話をする。内実体力もあり登山技術はしっかりしているのが腑に落ちない。冬メンツ＆クライミ

ングガチ勢で雷鳥と兼部中。  
  
〇西田 まじめで、トレーニングに駒場から本郷まで走ってきたり、藪にパソコン持ってきたりとエ

ピソードにことかかない。天気図ガチ勢その 1。スキー強者かつ重度の藪中毒で、藪が薄いと文句

を言う。大富豪弱い。  
  
〇西村 サークルたくさん掛け持ちの強者。おしゃれで優しい冬メンツ。成績優秀でパソコンも得意

だったりと優秀だが、器用で会話の幅も広く話しかけやすい。元ゆっくり実況投稿者。中度藪中

毒。大富豪強い。  
  
〇原 個人山行しまくり＆冬メンツ。おしゃべりだが悪ふざけはせず、安定感がある。スケジュー

ルは常に過密で、24 時間 365 日遊び続けている。そのため慢性的に金欠で、行動食が買えずに山行

参加を辞退したことも。山での主食は食パン。  
  
〇福本 参加するたびにやらかしてみんなに笑われるが、あまり気にしていない豪傑。今日も元気に

自分の道を突き進んでいる。100%に近い遅刻率を誇示していて、スキー合宿の集合二分前に 
「え、集合って今日だったの！？」という名言を吐いた。  
  
〇三田 先輩にも物怖じせず、高校時代にはインターハイに出場した山男。その容貌と言動は帝国海

軍をどことなく想起させる。無尽蔵の体力と不屈の精神をもっていて、頼めば荷物を持ってくれ

る。勉強もできる天気図ガチ勢その 2、冬メンツ。  
  
〇吉原 陸上部出身でトレランが好き。オリエンテーリングもやっていて、1人で走るのが好きと

か。名古屋出身で珍しいイタリア語、話すと楽しい。腰を負傷してしばらく参加できなかったため

今なお多くの謎を秘めている。  
  
四年会......対外的な役職を引き受けている。企画を審査し、立案や参加もする。 

  
〇内田 謎多き工学部 4年生。カナダに留学していたこともある愛媛出身のスピード狂で、生計をポ

ーカーで立てている。ポーカーを誘われたら注意しよう。何故かカジノに詳しく、何故か裏社会に

も詳しい。  
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〇小林 ワンゲルのプレイボーイ。優しく誠実で、話も面白い。温泉サークルと兼部していて、温泉

に詳しく、山行の後の温泉で解説してくれる。廃墟を探索しに行ったりと手広くアウトドアしてい

る。  
  
〇下平 冬メンツであり、下平岳という名前からのワンゲラー。ちなみに下平岳という山は存在し

ない。スキーがうまい。適当に振舞っていながら、仕事はちゃんとこなしている。 

  
〇原 優しくて安心感があるベイマックスであり、後期教養に行くほど成績も優秀と隙がない。後期

も駒場なので、4年会の中で一番よく会うことになるかもしれない。駒場祭でも中央アジアを紹介

する企画をしていたりと忙しそうである。  
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 新歓情報   
  
興味がある方は以下で最新の情報を入手してください。  

特に新歓情報メール配信用フォームの申し込みまたは新歓公式ラインの友達追加をしてもらえ

るといち早く情報をお知らせできます。  
  
◯お問い合わせ   

新歓メールアドレス twv.shinkan@gmail.com  

TWV ホームページ http://ut-wandervogel.jp  

TWV ブログ http://twv-geneki.blogspot.com  
  

  
n 終わりに 

パンフレットを最後までお読みいただき、ありがとうございました。ワンゲルに少しでも興味を

持ってくださった方は是非、新歓イベントにお越しください。ワンゲルの雰囲気を味わえることか

と思います。部内には 2年生から入部した者もおりますので、2年生以上の方もお気軽にご参加く

ださい。また、新歓期を過ぎてからの入部も可能です。部員一同、皆さんとともに登山できる日を

心待ちにしております。 
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