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第１２回青梅市梅の里再生計画推進委員会議事要旨 

日  時 平成 28年 11 月 22 日（火）15：00～16：42 

場  所 青梅市役所本庁舎 教育委員会会議室 

出 席 者 委員 13 名 

深澤委員、野﨑委員、小澤委員、福島委員、石川（清）委員、高野委員、井上委員、 

渡邊委員、石川（毅）委員、鈴木委員、廣田委員、原島委員、越前委員 

オブザーバー １名 

東京都西多摩農業改良普及センター 吉村所長

事 務 局 12 名 

市長、まちづくり経済部長、梅の里再生担当主幹、農林課長、商工観光課長、公園緑地課

長、公園管理係長、緑化推進係長、観光係長、梅の里再生担当主査（2 名）、農政係主事、

梅の里再生担当主事

１ あいさつ 

２ 報告事項 

平成２８年度の強化対策実績および国の対策検討会の結果について【資料１・２】 

３ 協議事項 

(1) 梅の里再生計画 緊急対策プログラム（平成２５年度～２７年度）の取組状況について

【資料３】 

(2) 梅の公園における梅樹の確保状況および今年度の植栽計画について【資料４】 

(3) 農地への再植栽のための取り組みについて【資料５】 

(4) 平成２８年度「吉野梅郷梅まつり」の実施（案）について【資料６】 

４ その他 

(1) 青梅市梅の里再生・復興推進本部の設置について【資料７】 

(2) 青梅市梅の里再生植樹式の開催について 

(3) その他 

配布資料         資料 1 ウメ輪紋ウイルスに対する強化対策実績 

資料 2 平成 28 年度第２回ウメ輪紋ウイルスに関する対策検討会概要 

資料 3 梅の里再生計画緊急対策プログラム（平成２５年度～２７年度） 

の取組状況一覧 

資料 4-1 梅の公園梅樹植栽対象樹一覧 

資料 4-2 梅の公園梅樹植栽計画（平成 28年度）平面図 

資料 5 平成 28 年度 梅苗木の地区別の希望数 

資料 6 平成 28 年度「吉野梅郷梅まつり」実施計画（案） 

資料 7 梅の里再生計画推進体制組織図 



2 

議  事 

１ あいさつ 

市長 

・平成２１年にウメ輪紋ウイルスの発生が確認されて以来、地域の皆様のご理解や関係機関のご協力

のもと、ウイルスの根絶に向けた取組みが積極的に行われてまいりました。 

・１０月２７日開催された国の対策検討会において、当市の強化対策の効果検証が行われ、一定の条

件はありますが、梅郷と和田町での再植栽が認められました。これも長年にわたる皆様方のご尽力

の賜物と深く感謝するところです。 

・いよいよ、念願の再植栽が始まります。今後、ウメの公園や農地への本格的な植栽を開始し、再生

への第一歩を踏み出し、活力のある梅の里の再生・復興に取り組んでいきます。 

・本日は、強化対策の取組み状況や国の対策検討会の内容についてご報告し、梅の里再生計画の取組

み状況、今後の再植栽の予定、来春の吉野梅郷梅まつりについてご協議をお願いします。委員の皆

様からは忌憚のない御意見を頂戴したい。 

・再植栽が認められ、梅の里再生に向けた取組みをより加速させるため、市では、私を本部長とし、

全部長職をメンバーとする「青梅市梅の里再生・復興推進本部」を立ち上げました。この推進本部

を中心に、全庁一丸となって梅の里再生に向け、取り組んでいきます。 

・明日２３日には、再生の第一歩として梅の公園にて植樹式を開催します。皆様にも招待状を送らせ

ていただいておりますので、ぜひご参加をお願いいたします。 

委員長 

・ この梅の里も７年さびしい思いをしたわけですが、やっとここで植えていいというような許可が

出ました。地域的には梅郷・和田町と範囲が限られておりますが、この場所にやっと植えられる

ということになりました。 

・ この間、ウメ輪紋ウイルスの対策連絡会が２２回開催され、この委員会ももともとの対策委員会

から変わって、梅の里再生推進委員会となってからも１２回開催されております。本当に長い間

いろいろな所で皆様方にはご支援ご協力をいただいたことにお礼申し上げます。 

・ 明日、梅の公園で念願の植樹式がやっと行えることになりました。しかしまだ６本です。これか

らがスタートです。梅の里への思い入れが皆様方の中に強くあると思いますが、やっと植えられ

る状況になり、公園の配置、どこに何を植えるかの計画も着々と進んでいるということでござい

ます。まず第一歩が始まるということです。これからまた青梅をすばらしい梅の里にしていくべ

く、皆様方といろいろな意見交換をしながら進めていきたいと感じています。 

・ 今日はうれしい気持ちで一杯ですが、現状を把握していきながら、いろいろ協議をして進めてい

きたいと思います。今後についても皆様の忌憚のない意見をいただけたらと思いますのでよろし

くお願いいたします。 

○配布資料の確認を行った。 

２ 報告事項 

平成２８年度の強化対策実績および国の対策検討会の結果について 

事務局 
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○資料 1・２について報告した。（※省略） 

 特になし 

３ 協議事項 

(1) 梅の里再生計画 緊急対策プログラム（平成２５年度～２７年度）の取組状況について 

事務局 

〇資料３について説明した。（※省略） 

 特になし 

(2) 梅の公園における梅樹の確保状況および今年度の植栽計画について 

事務局 

〇資料４－1、４－２について説明した。（※省略） 

委員 

・梅の公園の配置図ですが、品種は伐採以前より少なくなっているかと思います。色の配置はある程

度考慮されているのですか。 

事務局 

・現在設計作業を進めている中で、梅の里の施設整備基本計画でも配色に触れており、それを踏ま

えて検討しております。一部学識経験者にもお話を伺いながら配色を検討しております。 

委員 

・８６４本植えていただけるということでうれしいのですが、ＪＲの植樹会のお話がありましたが、

その他市民参加の記念行事がいろいろあればいいなと思うのですが。 

事務局 

・梅樹の確保は８６４本ですが、今年度は６００本植栽予定となっています。現在植樹会はＪＲ東日

本と調整を行っており、その中で市民の方の募集による参加も含めて、市とＪＲの共催の形を考え

ております。 

委員 

・資料４－２の平面図のことで伺います。上部の中央のところ、ここだけ植栽計画がなく白くなって

いますが、何か意図があるのでしょうか。 

事務局 

・その部分は既存の雑木林があり、それを残して植栽していこうと考えております。 

委員 

・色合いのことでお尋ねします。梅は紅白が多いと思いますが、たしか以前はガクが緑っぽいのも

のがあったと思うのですが、それは今回入ってないのでしょうか。 
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事務局 

・２８年度、２９年度、３０年度用に品種を確保する中で配色を決めていっていますが、そういっ

た品種が確保できるかどうかになります。今のお話も参考にさせていただきます。 

委員 

・ぜひ可能な範囲で検討していただいて、今まで色合いがよかったので、よろしくお願いします。 

(3) 農地への再植栽のための取り組みについて 

事務局 

〇資料５について説明した。（※省略） 

委員 

・植栽時期は今後別途調整とのお話でしたが、たとえば年内とか年明けから３月までとか概略の計画

があるのかおしえていただきたい。 

事務局 

・今お話にもあったとおり、年内ではなく、年明けから年度末にかけて植栽できるようにと考えてお

ります。 

委員 

・最初のアンケートから苗の希望が３分の２に減っている。その原因を市はどう考えているのか。私

は、ジョイント栽培希望にシフトした農家がいたために減ったのと、花木園に原木のある持田白で

苗を作ろうとしていたが今回ないので、梅干しにいい持田白がないため減ったのもあると思うが。 

事務局 

・農家の注文については、２５年度と今年度で同じ５品種でアンケートを取っています。苗の確保の

時もその５品種を確保し、今回再植栽が認められたところで、どの程度購入していただけるのかの

結果が今回の数字になります。事務局としては、２１年度にＰＰＶが発生し、再植栽が認められる

までの年数がありますので、そのへんで減ってしまったのではないかと考えています。また地域限

定の判断ですので、今後の様子をみて注文をした方もいたのではないかと思います。 

事務局 

・持田白はアンケートにはなかった品種です。花木園にある持田白から苗を作ってもこちらには植え

られないので、しばらく時間がかかると思います。 

・ジョイント栽培については、確かに短い時間で植えられるが、苗の検査もできていないので、時間

をいただきたい。 

委員 

・ジョイント栽培だが、平成２５年の時点でやるということではじめた。我々もあの苗でできると思

って注文した。ところが年数がたってダメだということになった。新しくジョイント用苗を注文し

なければならない。そのために減ったと思っている。 
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事務局 

・そういうこともあろうかとは思いますが、ジョイント用苗は今すぐ植栽はできない。今注文いただ

いているものを植栽していく中で、農家さんの希望があれば横浜で検査してもらわなければならな

いので、その辺は調整させていただきたい。 

委員 

・日高市にある苗をなんとか使いたいということで、枝を利用すればいいのではないかと神奈川県に

聞いたらダメだと言われた。それであきらめた。ジョイント栽培については市にもぜひ協力してい

ただかないと前に進まないのでお願いします。 

事務局 

・農協さんといろいろ相談しながら、ジョイントの希望があるところについては、苗を検査して植え

られるような体制ができるよう調整していきたい。 

委員 

・県がダメというのは、神奈川県が栽培法の特許を持っているからですね。ジョイントは主幹でなけ

ればだめなのか、その辺素人にはわからないのですが。 

委員長 

・もともと去年植えるつもりで作った苗なので、ジョイント用の苗は作り直さなければだめなので、

またそれは本数を把握して、検査してもらいながら市と協力して用意をしていきたいのでもう少し

待ってください。 

委員 

・実生苗を利用するわけにはいかないんですか。いつまで調査をするのでしょうか。 

事務局 

・実生苗は、地域内に検査用に植えさせていただいております。あくまで感染があるかどうかの調査

のために植えて、定期的に検査をしています。今あるものは来春最終的な検定をして処分する予定

です。またあらためて来年度調査用の実生苗を植えていく考えが国にあると聞いております。 

委員 

・実生苗はどんな実がなるかわからない。実を取るものは運なんです。例えば梅郷を蒔いてそこか

ら同じものができるとは限らない。生産のためにはきちんとした品種を植えてやっていかなけれ

ばならないんです。花を見るだけならいいんですが。 

委員 

・何回か持田白の苗の検討をされていましたが、ここで一緒に植えられるとは思っていなかったの

ですが、みのりと持田白を入れてうちでは植栽したいと考えていました。この５種類だと少ない

んですね。この先、２種類はどうなるのでしょうか。 
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事務局 

・みのりについては確保しているものがあるので、検査ができれば本数はわからないが用意できる

と思うが、持田白は、今育てているのはいわゆる防除区域内なのでそこから持ち出せない。まだ

時間がかかると思う。 

委員 

・追加注文は大丈夫なんですね。 

委員長 

・まだ大丈夫です。 

(4) 平成２８年度「吉野梅郷梅まつり」の実施（案）について 

事務局 

〇資料６について説明した。（※省略） 

委員 

・中道梅園とか、オープンガーデンとかありますが、今まで中道梅園は白ばかりだったのですが、色

は紅梅もはいりますか。 

事務局 

・はいります。 

委員 

・梅の公園のおまつりで、ここには書いてないのですが、ガイドの計画はないのでしょうか。 

事務局 

・調整をさせていただきます。ぜひご協力いただきたいので、改めてお話をさせていただきます。 

委員 

・時期の関係でお伺いしますが、今年度植栽の６００本を植える時期ですが、明日の６本を皮切りに

植えると思いますが、梅まつり開始の３月５日までに全部植えきれる予定ということでよろしいの

でしょうか。それとも梅まつりの時期に、まだ片方で植え付け工事をしながらまつりをするような

イメージでしょうか。その場合、仮にそうだとすると、安全の確保について、お客さんがたくさん

きている一方でユンボーで掘っているというのはどうなのかと。花を見るという意味でも何とか全

部それまでに植えられないものでしょうか。植えつけられれば花も少しでもきれいじゃないかなと。

前倒しができないものかと思います。 

事務局 

・おまつりの前にある程度植わっている方が本当はいいと思っていますが、どうしても現地の寒さの

影響もあり、土が凍っていたりするわけです。一般の方に来ていただいてイベントをする場所は

Ａ・Ｂゾーンで平坦な所を選んでおりますが、他のところはかなり傾斜地もあり、土の条件、植栽
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時の条件等もあり、具体的にいつまでとは言えない。なるだけ早い時期には植栽したい。 

委員 

・１月、２月はお話のとおり無理かと思うが、いかに年内にできるかだと思います。 

事務局 

・年内は正直なところ、難しいです。 

委員 

・６本植えられるのだから、その何倍かは植えられるのではないでしょうか。６本だけで梅まつりと

はちょっとさびしい。できるだけ前倒しでお願いできればと思います。 

事務局 

・基本的にはなるべく多く梅まつりまでに植えられるようにしますが、今の状況で、例えば６００本

すべてが植えきれないとしても、お客さんが入るときにユンボーがあるようなことはしません。安

全管理はしっかりしたい。 

委員 

・前市長が、この問題が起きた時に委員会の中で「災い転じて福としたい」と言われたことがある。

それがショックでしたが、青梅の観光が梅郷のウメだけでなく、いろいろなところの集客力が落ち

たわけです。この「災い転じて福となす」のためには、今事務局から克明に説明を受けたが、もっ

と大々的に青梅市の観光という視点から、青梅のウメは新聞で日本一の梅園となってサミットも２

回やっている。そういう視点から観光青梅というもの、梅の観光というものを考えられないか。吉

野梅郷観光協会にまかせればよかったり、商店会の会長にまかせればいいようなことを市はやらな

いで、もっと大々的にですね、この委員会で、視察で福島市の花見山公園に行きましたが、あそこ

は１００万人お客がくる。写真家の秋山氏を連れてきて宣伝したんです。１００万人からの人が来

るところを見てきたんですよ。その視点を忘れた復活はあり得ない。私はもっと大々的に福島市の

ように観光課を作って梅がよければ、御岳もいい、沢井もいい、新町もいい、そういうものがよく

なるわけですから、もう青梅市としてここで思い切って変えて、例えば梅まつりはこれでいいです

が、植栽を明日６本にするということですが、この際有名人を誰か呼んできて植栽させて再生のウ

メとかなんとか、そういうくらいの度胸はないものかと思う。来年３月の時に、小池都知事を呼ん

で植えて命名させて、全国的にＰＲするというくらいの度量をイメージしていたが全然違う。都知

事がオリンピックの旗を持ってきて、梅郷の公園に来てウメを植えれば、サミットだっていいし、

日経新聞の日本一の梅林だったのももう一度復活することになる。そういうことができないだろう

か。そのくらいの「災い転じて福となす」市の体制ができないか。職員が全員で土日返上で梅のこ

とをずっとやってきたことを思うと、そのくらいのアイデアをチームとして作って、農家の専門家

もいる、観光協会もいるので、そういう人たちで大きなイベントを作ってもらいたいのが一つです。 

・二つ目は、銘木があったんですよ。例えば鎌倉の梅というのがあって、青梅の地図には載っていた

し、岩割の梅とかいろんなウメがあった。そういうものをもう一度掘り起こして、点と線の銘木の

地図みたいなものを作りこの際売り込んでいく。梅ヶ谷峠を越えたむこうの長井には金剛寺のウメ

と同じものが植わっている。青梅で言うと郷土博物館に同じウメがあると聞いています。そういう
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ものを掘り起こして、お客が全国からくるような、都心からくるようなものをＪＲと一体となって

作っていくような大胆な発想でチームプロジェクトを作ってぜひ考えてもらいたい。青梅の観光協

会と一緒になってやっていくくらいの度量を持ってほしい。 

委員長 

・確かにこの委員会は検討委員会から推進委員会に変わりましたけれども、当初の目的とだいぶ方向

が違ってきたかなというイメージは持っています。植えられないと始まらないというのが先になっ

てしっまたんですね。 

事務局 

・大きなイベントというスタンスもありますが、いろいろお話があって進めてきた中で言いますと、

第一歩がここから始まりますということで、その育成の姿をみなさん一緒に見ていただきたい、去

年はこうだった、今年はこうだったというところも一つの要素として見ていただきたいと思います。 

・芸能人のお話ですが、まだはっきり決まっていないのですが、今回も親善大使の篠原ともえを呼ぶ

つもりで準備しています。ただ開会式に出るだけでなく、もう少し中にも入れるようにできないか

と考えています。まだ調整中ですが。 

・研修で行った花見山でございますが、全域をあげて呼び込みを実施している所で、ああいう姿とい

うのは、梅の公園だけでなく市全体を結べるような形がどうできるのかが最終目標だと思いますし、

梅がなくなったことで市の観光への影響は当然相当な数となっていることは認識している所です。

ぜひ行政だけでなく地域一体となってやっていきたいというスタンスの中で、行政のやるべき仕事

も立場もありますので、そういった役割もきちっとしながら、最終的にはどこにも負けない梅まつ

りをやっていく気持ちでいます。第一歩、次に第二歩、第三歩と行くために、ぜひ行政だけでなく、

地域、また市全体となって進めていくことで、おっしゃるとおりの点から線、市全体が面になって

いけるようなことは当然必要であると思います。ただ今回はあまり大きくできるのかどうかという

色々な議論があるのも現実です。 

委員 

・都知事がオリンピックのフラッグを渡すイベントのため、奥多摩町へ来たと聞いている。とにかく

多摩地区に力を入れようと歩いている都知事ですから、日本一の梅園を作ろうとしている青梅に都

知事を呼んでこられるような手腕をお願いしたい。 

委員長 

・知事を呼べるような可能性があるなら、この委員会としては市にお願いしたい。だめ元で取組みを

やってもいいのではないか。 

事務局 

・なんらかのアクションを起こしていきます。 

委員 

・いよいよウメが植わっていくわけですが、ＰＰＶが気にかかるので、地元民がこれを見守っていっ

て新たな発生が起きないように何か教えていただければ、皆さんでやっていければと思うのですが。
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こうだったらこうというような何か専門的なアドバイスをお願いします。 

委員 

・ウメの木の根元にアブラムシが嫌うような植物を植えていけば登らないとか、嫌いなものを使うと

素人なりに効果あるのではと思うのですが。 

委員 

・梅の木の周りに草で壁を作って囲うようになる。観梅という話になるとうまくないですね。天敵の

てんとう虫とかは相当量を撒かねばならない。やはり防除をきちっとやっていくのが基本なのでそ

こを手抜きしない。なかなか難しいですね。アブラムシは翅を持っていて飛んでくるわけですから。

その距離は５００メートルといわれている。広い範囲の防除が必要です。市民の方がもう少し消毒

することへの理解をしていただく。いやだよと言わないようにしていただく。洗濯物をしまいまし

ょうねとみなさんから逆に協力していただくことがもっと大事です。いちいち声をかけないと消毒

できないのではやっている方の立場からいうとたいへんです。市民の皆さんに迷惑のかからないも

のでということで薬の選択もしているので、その辺のご理解もお願いしたい。 

委員 

・梅の公園の配色はかなりできているようですが、公園までの誘導路、神代橋からの通りを今少し考

えていただけると、奥が咲いていても通りが殺風景ではちょっと。 

副委員長 

・神代橋通りは都道なので、残念ですが今回は植えられない。植えていい地域は橋よりこっち側なん

ですね。橋は地域に入ってないんです。 

委員 

・今お話のあった神代橋通りにウメは今回植えられないということで、梅の里づくり実行委員会、青

梅市観光協会、吉野梅郷観光協会、吉野梅郷商店会が協力して急きょ１１月２７日に、歩道の枡  

７９か所にビオラを植栽することになりました。翌年度の梅まつりまでにはウメを植えたいと考え

ている。街路樹について市は東京都に要請していると聞いております。梅まつり終了後から来年度

にかけて、吉野梅郷観光協会、吉野梅郷商店会、梅の里づくり実行委員会でも要望して、市だけで

なく町全体で早期の実現が必要と思っています。 

事務局 

・都道の街路樹について、すでに都とは協議を進めている所です。今回は無条件での植栽ではなく、

事前の検定であったり、植栽後の強化対策の継続等の問題があり、事前に準備が整っていない部分

があるので、都と協議をして植栽を早期にできるように準備をしていきたい。また植栽に当たって

は地元の方々のご協力もいただいて管理等もしていくような形も考えられると思いますので、都と

の協議の中でご相談をさせていただき、今年度は難しいですが、なるべく早期に植栽できるように

したい。 
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委員 

・梅郷梅まつりの件ですが、梅郷、梅郷と梅郷の名ばかりが出ていますが、和田町も植えられるんだ

から、ぜひ和田町も一緒に入れた形でおまつりをやっていただきたい。よろしくお願いします。 

事務局 

・わかりました。どういう形とかはまた別ですが、和田町も含めて一緒にできるような形を検討しま

す。 

委員 

・梅の公園の植栽ですが、傾斜地なので、かなり後々の管理の問題があると思う。管理しやすい植栽

を充分考慮してほしい。管理の予算もかなりかかるはずなので、当初から見込んでよくよく検討し

ていただきたい。 

事務局 

・貴重なご意見ありがとうございます。 

委員 

・畑のウメの植栽についてですが、今までの植え方ですと株間が狭く木がくっつくので無理な剪定

をして、枝振りが悪くなり上だけしか実がならなかったりする。その辺のところを植栽について

皆さん充分検討されていると思いますが、私の経験ですと１本に約２０坪、一反歩で１５本ぐら

いがゆったりとつくれる。これから検討していく必要があると思います。 

委員長 

・委員さんのどなたか、どのくらい植える予定か教えてください。 

委員 

・今まで成木を一反歩あたり２０本植えていたんですが、うちは大きな木にしてしまったので２０

本でもぶつかる。この間の梅の里実行委員会では２５本と言われたんです。どのくらいにしてい

いのかわからなくて２０本で注文してあります。今１５本と言われたので追加しなくてよさそう

ですね。 

委員長 

・ちなみに１５本と２０本、植えた時の実のなり方はどうなんですか。 

委員 

・むしろ少ない方が多いでしょう。全体に生りますので、くっついてしまうと日当たりのよい上の

方にしか実らない。 

委員 

・でも２０本で、１００キログラムから多いとき１５０キロクラムになりますね、平均で。 
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委員長 

・１５本だともっと生るかもしれないですね。 

委員 

・間隔が開いてしまうと草の管理がたいへんなんです。あとがたいへんなんですね。ある程度下に

日が当たらず木に当たるようにできるといいかなと思います。 

委員 

・強化地区が植えられるようになったわけですが、その他の地域は今後どうなるのか見通しはいか

がですか。和田町・梅郷はいいんですが、その他はいつになるのか疑問なのですが。 

事務局 

・そういうお話はいろいろな所からいただいております。とにかくまず最初に中心地域に植えてい

こうということで今回の強化対策があります。それがうまく評価されたので、それを周辺地域に

広げていくことを考えなくてはならないのですが、単純に周辺を強化対策地域にすると今やって

いる対策の面積を広げることになり、人、予算、時間がかかるので、現在いかに効率よく広げて

いけるのかを国と調整中です。皆さん気にされているところとは思いますが、「来年、柚木町・

二俣尾は」とかはなかなか申し上げられない。なるべく早く広げていけるよう国と調整していき

ます。 

委員 

・ウメの苗木をもらったときに今後は番号をふられるのではと思うのですが、木を枯らしたくない

と思うので、できれば植え方の指導というのもあった方がよいのかなと思う。枯れたらまた購入

するようになるが、それも市にナンバーをまた連絡してとなると思うので、枯らさないためにも、

できれば指導をお願いできればと思う。 

４ その他 

(1) 青梅市梅の里再生・復興推進本部の設置について 

事務局 

〇資料７について報告した（※省略） 

特になし 

(2) 青梅市梅の里再生植樹式の開催について 

事務局 

・委員の皆様方にもご案内をさせていただいておりますが、明日２３日に梅の公園で梅の里の再生

への第一歩ということで、植樹式を開催いたします。午前１０時から皆様方をはじめ、市長や市

議会議員、ＪＲの関係者、各関係機関の代表者、地元５小の児童等に参加いただき、苗木６本の

記念植樹を行います。 

(3) その他 

 特になし 
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副委員長 

・みなさん長時間にわたりまして、梅の里再生計画推進委員会に忌憚のない貴重なご意見をたくさん

いただきありがとうございました。前回までの委員会ですと、まだ再植樹ができるかできないか決

まっておりませんでしたが、まさに第一歩がはじまり、いよいよ植樹式も開催されるわけですが、

大きな期待がある反面、完全にウメ輪紋ウイルスが根絶しているわけではなく、もし再植樹した苗

に感染したらという心配もある。まさにスタートしたこれから、防除をしっかりやることが大事な

ことです。 

・来年３月の梅まつりに素晴らしいウメの復活ができたと内外に示すことができるようにみなさんで

協力してやって行きたい。本日はありがとうございました。 


