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福祉部福祉部

今年は年初からコロナ感染で世界中が大変なことになりました
が、ようやくコロナワクチンの接種が少しずつ開始されました。高
齢の方 と々ケアホームのスタッフを優先させて実施されるそうで
す。英国政府としては当初ケアホームに対して十分な配慮を怠っ
たために多くのお年寄りが感染し亡くなられたので、今回は同じ
間違いは許されません。クリスマスまでにワクチン接種をして、何
カ月も寂しい思いをされてきたお年寄りがやっと家族に会えるの
ですから、これこそ一番のクリスマスプレゼントかもしれません。
日本人会の見守り対象の方 は々90代が3人、80代が23人おられま
すが、皆さんこの不便なコロナ禍をよくぞ頑張られました。時には
不調な日 も々あったでしょうが、福祉部メンバーがお電話でお伺い
する限り、皆さんお元気そうで何よりです。
福祉部は現在会員同士のネットワーク作りに力をいれています。
会員である皆さんのご協力で「日本人会に入ったら良い話し相手
ができた」というような「楽しい会」を目指しています。最近のお話
ですが、ある方は「日本人に会ったことがない」という地域にお住

いとお聞きしましたので、会員の方数人を（承諾を得たうえで）ご
紹介しました。何回か電話でお話をするうちに、最初の緊張感も
なくなり、今では頻繁に連絡し合ってお喋りに花が咲き、お互い励
まし合っておられるとのことです。
年の瀬が迫ってまいりました。2021年はどのような年になるで
しょうか。コロナ収束後の経済の復活や地球温暖化問題など心
配はありますが、私たちに出来ることに目を向けて、毎日を大切
に生きたいと思います。福祉部メンバー一同、皆様のご健康を
お祈りしています。
次回のZoomによる「福祉歓談サロン」は1月20日（水）2時から
5時です。事前予約の必要なし。途中参加・退出も自由ですので
お気軽にお入りください。Zoomのリンクは数日前に一斉メール
にてお知らせします。お待ちしています♡
又、何かご心配やお困りのことがありましたら遠慮なく下記まで
ご連絡ください。
メール:　welfare@japanassociation.org.uk
電話連絡先:　07840219028　田口晴恵

12月理事会だより

12月2日に行われた理事会の抜粋です。
1. 新たに例会部を設定、二水会、紅葉会、同好会は例会部の
傘下とする。

2. バーチャル特別新年会は1月6日（水）午後７時より元在日
英国大使、現オックスフォード大学・ウルフソンカレッジ学寮
長 のティム ヒッチンズさんに「俳句：平家とヒッチンズ：文化
の会話」の講演です。詳細は追ってお知らせいたします。

3. 伊東敬行さんが理事に承認されま
した。担当は二水会。

毎月の繰り返しになりますが、この期間
中、食材、お惣菜等のデリバリーを引き
続きやってくださっている方 に々は深く
お礼を申し上げます。
• 夢源レストランさんの65歳以上対象の日

本食・お弁当のデリバリー

• あべのお好み焼きやさんのReady to cookの素材 ・その他のデリバリー

• So レストランさんのお惣菜のデリバリー

＊詳細は最後のページをご参照ください。

伊東敬行さん

新入会員： 3名 現在会員数：メール会員240名／文集郵送希望
会員44名　文集・会報郵送希望会員52名（名誉会員8名を含む） 
計336名 (含未更新者20名)
会員年会費更新
未更新の方は１２月末日までに更新がない場合には退会扱いとなり
ますのでよろしくお願いいたします。
https://mcusercontent.com/331101233c75b3bae0cb9cfde/files/
98fad75e-8c88-4451-9a18-67592c05d482/20_21_年会費.フォーム
docx.01.pdf

会員部からのお知らせ

◉ 会員特典サービス協賛店リスト
https://japanassociation.org.uk/ja-会員特典サービス協賛店リスト/
◉組織 https://japanassociation.org.uk/理事会構成/
◉会則 https://japanassociation.org.uk/英国日本人会-会則/
◉JAのGDPRのPolicy
https://japanassociation.org.uk/事務局より/jaのgdpr-policy/

◉ご家族のメールアドレス追加をご希望の方は下記にご連絡く
ださい。メール membership@japanassociation.org.uk 



紅葉会(Zoom)

日時　11月26日（木）10:30－12:00
11月の紅葉会は11月26日に日
本よりの実況で、ズームにて寿
司シェフの細川勝志さんにクリ
スマス華やかなお寿司作りの
指導をしていただきました。参
加者の中には一緒に作った方
も数人おり、皆で溜息が出てく
るとても素敵で、可愛らしく、ク
リスマスらしいお寿司でした。
（参加者96名）

ビドル恵さんの細川さんの似顔絵

田村陽子さんの作品 ミルロイ美紀さんとフランス人の友人の作品

日時　2021年1月28日（木）13:00－（12:45より入場可）
参加費:　無料
講師:　スティーブ ＆ 惠　ビドル夫妻
マジックと折り紙、紙切りで、1986年(スティーブさんは1976
年から)より、英国の芸能界に、“ペーパー・マジック”の名でデ
ビュー。紙を使った芸は当時とても珍しく、たちまち人気が出
て、1988年頃からレインボー、ブルーピーター、レコードブレイカ
ーズなどの子供向け番組や、ポール・ダニエルショー、トリッキィ・
ビジネスなどの、バラエティ番組に出演した後、1990～1994年
まで、“ブルース・フォーサイスのジェネレーションゲーム”にレギュ
ラー出演が決まった。
以後、数 の々トピック番組の取材を受け、スカイTVの放送が始ま
った時には、子供向けチャンネルで、二人の連続番組 “Origami 
”が制作された。又、S・スピルバーグの｢ジュラシック・パーク｣が
封切られて起こった恐竜ブームの最中では、“恐竜を折ろう”とい
うシリーズ番組が作られて、チャンネル４から夜7時30分のゴ
ールデンアワーに放映された。近年では、デズ・オコーナー(故)シ
ョーや、ジーノ・ディカンポのチャレンジコーナーにゲスト出演の
他、グレアム・ノートンショーでは、憧れのライザ・ミネリと共出演
している。
この他に、映画｢ブレードランナー｣、｢ダイノトピア｣、｢ストリート
ダンス｣を始め、テレビコマーシャルなどの折り紙やアニメーショ
ン・コンサルタントなども数多く手がけている。仕事の内容仔細
は、英国春秋 2018年・春号 (Issue no 32) に掲載された“紙切り
芸人“をお読み下さい。
これらの活動と並行して1988年から、折り紙を始めとするクラ
フトの本や絵本を、レッドフォックス、ランダムハウス、ペンギン
ブック、デビット＆チャールズ社などと契約を結んで数多く出版
(28タイトル)。英語圏の国 は々元より、ドイツ語、フランス語、オ
ランダ語、デンマーク語にも翻訳されて、広く世界の子供達に
読まれている。中でも、メトロポリタン美術館・ＮＹから出版され

た “Origami Inspired By Japanese Prints”は、ニューヨーク・
タイムスのベストセラー・リストに９週間載せられた記録を持つ。
この本は現在、メトロポリタン美術館と大英博物館の、共同出版
となっている。
惠：英国マジックサークル会員、シルエットカッターズギルド会員
スティーブ：英国マジックサークル(Associate of inner magic 
circle with silver star)会員
新年、良いことが沢山起きますよう、ビドルさんにご協力頂いて
のこの素晴らしいイベントで、皆さんと明るく盛り上がりたいと思
います。イベントの最後には、誰でもが簡単に作れる「箸置き」
を実演しつつ参加者に指導してくださるそうです。１０センチ四
方の紙をご用意ください。
その他、小部屋に分かれての懇親会、その他、楽しいことを考え
ております。沢山の方 の々ご参加をお待ちしております。
どうぞ宜しくお願いいたします。
●●お知らせ●●
紅葉会への参加申し込み方法が今回から変わります。
お申込み方法：下記のリンク先をクリックして、必須事項入の上、
送信ボタンを押してください。
https://forms.gle/A2owZtFBVYADH7KAA
お申込書を受領致しますと、ご記入頂いたメールアドレス宛に受
付完了の自動返信メールが届きます。
自動返信メールが届かない場合、または、ご不明な点がござい
ましたら、いつでも紅葉会（koyokai@japanassociation.org.
uk )までご連絡下さい。
どうぞ、ご協力お願いいたします。
お申し込み締め切り：　２０２１年１月２３日（土）
また改めて、ご案内メールさせて頂きますのでよろしくお願いい
たします。

今年の７月から募集していました紅葉会のコーディネー
ターが決まりましたのでご紹介いたします。
クリストファーひな子さん、クルックシャンク英子さん、　
補佐として加藤ワーバーグ啓子さん、サーティス倭子さ
んです。よろしくお願いいたします。

クリストファーひな子さん クルックシャンク英子さん

11月ズーム紅葉会報告

1月ズーム紅葉会新年会のお知らせ
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近くの樅の木に恒例のクリスマス・イルミネーションが点灯されま
した。待たれていたワクチン接種も開始されたようですし、「あと
一息」という気がするのですが、これからは楽観主義で行くのも
悪くはないのかも・・・と思われだした今日この頃です。

文集部

２０２１年春号の原稿を下記要項で
募集いたしますので、奮ってご投稿く
ださい。
２０２１年春号（No.38）
タイトル: フリー 
　　　　又はコロナ蔓延奮闘記

字数:  A4　２～３枚（出来ればワード添付）
締切: ２０２１年３月１５日
メール： bunshu@japanassociation.org.uk

NALC部

ナルク部では12月1日にズンバ・ゴールド・チェアのオンラインク
ラスを開催し、22名の方 に々参加いただきました。毎回参加い
ただいている方 、々そして新たに参加いただいた方と皆様に楽
しんでいただけたようです。来月のクラスは、第1火曜日の1月5
日11時からを予定しています。新年早 と々なりますが、エクササ
イズで元気に年明けをご一緒できればと思っています。
また、ヨガ教室は12月8日に行われ、急遽予定が入られた方や
ビデオの調子が悪く参加ができなかった方もいらしたことか
ら、8名と若干少ない人数での教室となりました。そして、いつ
ものように大西先生から的確なアドバイスが出されていました
が、参加者の方から「ヨガ教室の後に膝の動きが大きく改善さ
れていました」と嬉しいフィードバックもいただきました。来月の
教室は第2火曜日1月12日午前10時から開催となります。
なお、先の2つのクラスは通常通りご案内の一斉メールを発信し
ますが、ご予定に入れていただければ幸いです。
そして、ナルク部の例会は12月8日に行われ、来年以降の計画
として、2月初旬に日本の弁護士事務所の方と今年2月に人生
後期の法的手続きについて講演をいただいた、コグニティブ法
律事務所のホークス真弓様とRichard Bates様に日本と英国を
またがる遺産相続についてお話をいただく方向で調整している
ことなどが話し合われました。
先の講演会の詳細は来月の会報で詳しくご案内させていただき
ます。
本年もナルク部へのご協力をありがとうございました。素敵なクリ
スマスとお正月をお迎えください。来る年が皆様にとって健康で
笑顔の溢れる一年となることをナルク部一同お祈りしています。
ナルク部（nalc@japanassociation.org.uk）

TEAM SMILEよりお知らせ

＜Team スマイル主催　美容・健康オンライン講座＞
テーマ:100歳になっても若 し々く　Vol.2
昨日より今日、今日より明日、もっと健康に美しく！
講師：小幡洋子さん
[おまけ]免疫アップ ツボ刺激健康法　Vol.2 
●2021年1月8日（金）13時
◆ご参加費　無料◆
ご参加ご希望の方はお知らせ下さい。
ZOOMリンクをお送りいたします。
◆お申込み・お問い合わせ： 鈴木ナオミまで
naomisuzuki7@icloud.com

２０２１年も健康で美しく行きましょう。
美容講座第２回は、クリスマス、お正月の後、１月の前半に間
髪を入れずに日程を設定させていただき、新年から颯爽と美と
健康を磨いていただきたいと願っております！
この美容講座シリーズでは…
―１００才になっても健康で美しく、若 し々くある、3つの原則
１． 適度な運動
２． お手入れ（スキンケア、ヘアケア）
３． 心の持ち方
この３原則に基づいて、皆様に定期的に美活を提案させていた
だいています。ところで、前回ご参加の方はこの３原則に基づい
た提案、実行していただけているでしょうか？出来ている方、出
来てない方、どちらにせよ、大丈夫！仕切りなおして頑張って行き
ましょう。そして、今回参加が、初めての方も大歓迎です。
☆心の持ち方
継続する気持ち！この決意が何をするにせよ、一番大切。美しさ、
健康の鍵は自分が握っているのです。自分が自分にかける言葉
一つ一つに体の細胞は反応しています。前回は、「もう年だか
ら」とか「もう手遅れ」のような言葉を減らす心がけを提案しま

した。今回は若返りを目指すポジティブな言葉について考えま
しょう！
☆適度な運動
今回も前回に続いて、ヨガに基づいた手軽にできて、効果的に
代謝を促進するエクササイズをいくつか紹介します。前回紹介
した動きに付け加えた応用編のエクササイズも。簡単なのに数
分で体がしっかり温まり、身体を活性化するとっておきのエクサ
サイズです。
☆お手入れ
今回はスキンケアはなぜ化粧水から始まってクリームで終わ
る、この流れがあるのかを説明させていただきます。（どちらか
をスキップするとどうしてダメなの？にもお答えします。）これに
よってスキンケアステップの必要性をしっかりと知っていただく
ことができ、スキンケアのモチベーションも上がるハズです！
講座の後は質問コーナーもございますので、どうぞ普段から持
っている疑問などがあればどうぞ聞いてくださいね。
では２０２１年、皆さんと一緒にもっと美しく、健康になるプロ
セスを歩めるのを楽しみにしています！
小幡洋子　
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2020年度ズーム
クリスマスピアノコンサートの報告

今年はCovid-19の影響で恒例の忘年会ができないため、１２月１２日（土）午後７時より、ピアニスト小川典子さんのご好意に
より、ズームクリスマスピアノコンサートを企画する事ができました。応募者も130人を超え、盛大なピアノコンサートとなりました。
小川さんは世界を股にかけるピアニストとして大活躍中、過去に多くのコンクールで優勝、入賞なさいました。また英国ギルト
ホール音楽院教授、そしてJAの会員でもいらっしゃいます。当日は小川さんとしても初めての試みのご自宅からの生演奏。　
曲の選択もクリスマスらしい「くるみ割り人形」からの抜粋、「亜麻色の髪の乙女」、「華麗なるワルツ」をはじめ、特に日本で一
番初めに滝廉太郎がピアノ曲として作曲した「憾み」（うらみ）の演奏、最後にピアニストの技量をここぞと披露できる華麗なリ
ストの「ラ・カンパネラ」でプログラムが終了しました。質疑応答で、いくつピアノをお持ちですか等の参加者からの質問にも気
軽にお話しいただき、クリスマス前の土曜日のひと時、それは楽しく充実した時間を過ごす事ができました。
小川典子さん、そしてご参加の皆様、ありがとうございました。
くれぐれも良い年を迎えられます様お祈りいたします。　　　　　　　　
イベント部・事務局

素晴らしいピアノコンサ
ート、忘年会でしたね！

良いピアノのゆうべで
した。この企画有難うご
ざいました。

大いに楽しませて頂
きましたこと御礼申
し上げます。

今日は素晴らしいコンサートを開催してくだ
さいまして、本当にありがとうございました。
溢れんばかりの躍動感と滲み出る繊細さを
兼ね備えられたピアニスト小川典子さんの
心のこもった演奏に感激し、大ファンにな
りました！！ 今晩のピアノコンサートは貴重
な思い出として、ずっと私の心に残ることで
しょう。

小川のりこさんのコンサー
ト素晴らしかったです。
お茶の間にいながら一流
のピアニストのテイラーメ
イドの演奏を聴く、こんな
贅沢な時間有難うござい
ました。

選んで弾いて下さった曲
全てが実に素晴らしかった
です、私が好きな曲ばかり
でした。

小川典子さんのクリスマスピア
ノコンサートのオーガナイズ　
ありがとうございました。
日本人作曲家は初耳でした。勉
強になりました。
とても楽しい時間を旦那と共に
聴かせて頂きありがとうござい
ました。

小川典子さんのConcert
をLiving roomのSofa’
に座って観賞できるなん
て夢のよう。本当にBig 
X’mas Presentでした。
これもコロナ感染のおか
げ？？
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俳句を学ぶ会

2波3波耐えて凌ぐや年の暮れ
                                       上田陽子
生きる意義模索は続く年の暮れ
                                       キング悦子
母と祖母夢に笑顔の年の暮れ
                                       タミーガブニー
うつせみの命愛とおし年の暮れ
                                       廣瀬信子
コロナ禍が有史となりて年の暮れ
　　　　　　　　　　　　バンダースケイフ日出美
百八の煩悩捨てず年暮れる
　　　　　　　　　　　　岡部道
宛名書き友を想う年の暮れ
　　　　　　　　　　　　福重久子

メモしても忘れる買い物年の暮れ
　　　　　　　　　　　　松尾美和子(オハロラン)
里帰り望み続けて年の暮れ
　　　　　　　　　　　　ウィーラー由美
春からのコロナとZoomで年が暮れ
　　　　　　　　　　　　田口邦子
山山の夕日もまぶし年の暮れ
　　　　　　　　　　　　川西弘子
久しぶり夫婦で過ごす年の暮れ
　　　　　　　　　　　　ウィンター千津子　 
コロナ禍で見通し立たぬ年の暮れ
　　　　　　　　　　　　小野宣美
窓越しに眺む満月年の暮れ
　　　　　　　　　　　　藤原栄　 　 　 　

（ニハサンパ）

▍今月のアプリ
－ノートアプリを使って書類の整理－

▍ スマホ同好会 Online Zoom ミーティング予定

開催日は毎週火曜日の「午後1時から午後4時」まで。
1月5日、1月12日、1月19日、 1月26日。
途中参加・途中退出も自由です。
備考 : わからないことを遠慮なく質問したり、最近発見したこ
とを皆さんにシェアーするなど、参加者の全員が平等に発言し
て、情報交換できる会です。初めて参加をご希望の方は松崎
美枝子までご連絡下さい。Online Zoomミーティングの接続
方法をお知らせします。
• 連絡先: 松崎美枝子　
(miekobarraclough@hotmail.com, 07903445144)

書類そのものが大事でない書類、紙媒体、例えば電気製品の
説明書諸 を々ノートアプリに付いているカメラで撮ってノートに
入れておけば見つけたい時にノートアプリの検索ですぐに見
つけ出すことができます。フォルダーを作って入れて置いても
良いですが無くても検索は探してくれます。家で仕まったとこ
ろを忘れて困る事を防げます。また書類自体必要でないもの
が捨てられるので整理整頓に役立ちます。

スマホ同好会 12月8日、日本から3名を含む25名の参加でした。Google Photoに保存された写真を削除すると関連のdeviceの全て
からも同じ写真が削除されてしまう問題の解決策として、 iCloud Drive / Google Drive / OneDriveの活用、Google 
Drive で容量を超過したデータで2年間サービスを利用していないと自動的に削除されると言うGoogle の新しい方
針、写真のフォルダーへの保存・整理の仕方、YouTubeの色 な々機能を利用する上での複数のGoogle Account(Gmail 
address) を利用する方法、BT internet broadband service 利用者向けの 無料の BT Cloudとは、iPhone・iPadからの
Wi-Fiの設定方法、iPhone・iPadに諸 の々パスワードが自動保存される機能等についてQ&Aがありました。

ſ಼ƣဨஜŷƿƁƝŻƉƋŹƳƌƔj
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♪　同好会報告とお知らせ　♪

*各種イベント参加者へのお願い： イベント参加中に起きた怪我・事故は自己責任において処理され、主催者の責任でないことをご了承ください。



地下鉄散策スケッチ 【子供】

グリーブス邦子ビドル恵

シェイラ文野山本郁子

今回のテーマは子供だ。お孫さんを描いた方が多く、絵してよりも可愛さの方が優先されている感じの物もあり、”子供を描く”  
という事と“子供らしさ”を描くというのは別らしく“らしさ”を出すのは大変難しいという皆さんの意見だった。3日に2度目のロッ
クダウンが開けさすが12月、又本来の活気が街に戻り人々が動き出した。日本でも”師走”と呼ばれているほど誰でも忙しい月
だ。今年は3月の終わりから10ヶ月弱コロナパンデミックで開けくれた。絵も家で描けたので自分のペースで描けたので納得
出来る絵が描けたのではないかと思う。新しい事にも挑戦した。 又、辞めた人 、新しく入ってきた人と人の動きもあった。今年
はそういった世界的な惨状の中でも続ける事が出来た事は大変ラッキーな事だったと思う。来年はどんな年になるか想像も
できないが、自身を100%表現できる”絵を描く”事で体の老化に負けずこれからも色 な々事にチャレンジして良い作品を作って
行きたいと思っている。

高波 三栄子

山下美保子
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ハーテイみえ

竹内みどり

古沢いくこ

スタンディング百合子 山下美保子(2作目）
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1月もZoomにてイベントを実施予定。詳細は各会のお知らせをご覧ください。
皆様からの寄稿や写真などお待ちしております。メールにてお送り下さい。【締切1月20日】
newsletter@japanassociation.org.uk

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
28 29 30 31 1 2 3

New Year's 
Day

4 5 6 7 8 9 10
ズンバ
スマホ 特別新年会 チームスマイル

11 12 13 14 15 16 17
ヨガ
スマホ 二水会

18 19 20 21 22 23 24

スマホ 福祉部
会報〆切

25 26 27 28 29 30 31

スマホ 紅葉会新年会

*食材のデリバリー情報は次ページをご覧ください。
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引き続き、お弁当、食材のデリバーを行っています。
１月のデリバリー予定は追って一斉メールでお知らせいたしま
す。
ご注文・お問い合わせ：
mugendelivery@hotmail.
com
 

⏚␑␆⑦⌤⑫⑵⑵⌤

お好み焼き、焼きそばに限らず鉄板焼きや揚げ出し
豆腐、焼き餃子などの一品も数多く、ベジタリアンメニューも充実
しています。引き続きのご注文、ご支援
をお願い致します。 
https://www.abeno.co.uk/order
また引き続きお茶、日本食材、調味料
等の宅配も続けていますのでお気軽
にお問い合わせください。
elizenakatani@yahoo.co.jp 
Tel:07778651694
JAの会員と言って下さると、紙の抗菌加工マスクケースをプレ
ゼントします。ちょっとマスクを外す時、保管に便利で、また一つ
新しいマスクも収納して置けるので安心です。

※このご案内は全てJA会員の皆様の責任においてお取り扱いをお願いいたします。

≫⌤⑵⑵⑫⌤⑦ؾ⏢≫⊿⊹⊬⊽⋀⊬⊿⊾⊱⊜≫⊺⊝

いつもSo Restaurantのお惣菜デリバリーをご利
用いただきありがとうございます。
クリスマスが近づき、町も住宅街も華やかになっ
てきました。近所を歩いてもキラキラ輝くおうちに
楽しい気分になりますね。皆さんもツリーを飾っていらっしゃい
ますか？
さて、おかげ様でSo Restaurant の週替わりお惣菜と一品料理
は大好評をいただいております。新年に向けてはお節をご用意
しましたがすぐに完売してしまい、皆さまにお節のご案内が叶
いませんことをお詫び申し上げます。
12月のデリバリーは15日、16日、17日、22日、23日、29日発送
（翌日のお届け）となります。週替わりお惣菜のお品書きは下の
画像をご覧ください。（29日のメニューは決まり次第、ウェブサ
イトに掲載します）また、うな重、忍者カレー、うどん、石焼き鶏
重、牛丼、鮭茶漬け、お漬物なども合わせてご注文できます。
是非ご利用ください。
● ご注文はこちらから
https://bit.ly/33U3fld
ご不明な点などありましたら、 いつでもメールにてお問い合わ
せください。info@neconote.com
一時帰国が叶わない方も、So Restaurant Delivery がご自宅
に日本のエッセンスをお運びします！

日本食デリバリーサービス情報
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編集後記
みなさま、こんにちは編集担当マキコです。
今年もあっという間に年末ですね。コロナの影響で思うように外出が出
来なかったと思いますが、そんな環境の中でも皆様がZoomを通して
交流を深め楽しんでいらっしゃる姿を編集作業を通して微笑ましく垣
間見ておりました。
私にとって今号が最後の編集作業となります。次号からは会員の坂さ
んが編集をご担当してくださいます。私は2019年10月から編集を担当
させて頂きましたが、それまでは英国日本人会のことは全く知らなかっ
たので編集を通して本会の様々な活動を知ることができ、大変勉強に
なりました。最後になりましたが、英国日本人会の益々の
ご発展と皆様のご健康をお祈り申し上げます。
どうもありがとうございました。
マキコ


