
子ども未来会議 子育てサポート市民グループ（第３回） 

 

□ と き ： 平成１９年１２月１９日（水）１０：００～１１：４０ 

□ ところ ： 滝川市役所１０階 第一理事者控室 

□ 出席者 ： 委員４名  アドバイザー  事務局５名 

□ 内 容 ： 「せわずき・せわやき隊について」 

         

 

１．開 会 ： 滝川市保健福祉部子育て応援課長 佐々木 哲 

 

  本日は年末のお忙しい中、４名の委員とアドバイザー鶴羽さんにご出席いただき、あ

りがとうございます。この会議は１０月３０日に設立し、１１月７日に２部会合同で石

狩市の視察を行い、子育ち部会のアドバイザーである市川さんのお話もお伺いし、石狩

市のファミリー・サポート・センターやはらっぱの事業などを視察させていただきまし

た。また、１１月２８日に市内の子育て関連施設の視察を実施してきました。また「子

ども部会」も１１月２７日に開催し、小学生から「こんなまちになったらいいなぁ」と

いう発表をしていただいたところです。子ども部会は今月２７日に奈井江町に「子ども

の権利条例」の視察に行って、来年１月中旬には、子ども議会を開催しようと考えてい

ます。この子育て部会はまずは本日、「せわずき・せわやき隊」から議論をスタートさせ

ていただいて、今後も子育てに関する様々な検討を行い、子ども未来条例の条文に必要

な事頄を検討してまいりますので、みなさまよろしくお願いします。 

 

２．部会長あいさつ ： 子育てサポート部会長 山本 則子 さん 

 

  本日はお忙しい中、お集まりいただいてありがとう

ございます。アドバイザーの鶴羽さんも滝川市へお越

しいただきましてありがとうございます。丌慣れでは

ございますが、本日ご指名頂きました部会長として進

行をさせていただきます。貴重なお時間ですので、早

速議事を進行してまいりたいと思います。 

 

３．アドバイザーあいさつ ： 子育てサポート部会 アドバイザー 鶴羽 佳子 さん 

 

  昨日天使だったわが子が今朝は、悪魔に変身し、朝の時間のない中で、奮闘してまい

りました。やはり１年か２年かすると笑って話ができるときが来るとは思いますが、私

自身子育てしていて、相当な体力というか、気力が必要であると感じています。 

ほとんどのお母さんは子育てに関して、いつも「これでいいのか？」と葛藤しながら

子育てを行っている状況にあると思いますし、子どもが社会の中で育つことに対して過

干渉になってしまう傾向があります。母親と子どもが１対１で子育てを行っているよう

な中で、子育ての経験者である第３者としての地域の方々の支援というのは、ありがた

いものであると感じています。 

前回もお話ししましたが、奈良県のＮＰＯ法人の活動です。中心となっているのは小

児科医ですが、最近の子どもは、「何かがおかしい」と感じており、それがコミュニケー

ション丌足ではないかということで、おじいちゃん・おばあちゃんの喫茶店を開始しま

 



した。母親だけではなくおじいちゃん・おばあち

ゃんに話を聞いてもらうこと。子どもたちは、小

学校から帰ってから児童館に行く間に、この喫茶

店で、「手作りのご飯を食べにきた。」「おばあちゃ

んに叱られにきた。」などと言いながらこの喫茶店

に集まります。あまりに子どもたちがこの喫茶店

のご飯が「おいしい」というから、母親も食べて

みると本当に「おいしい」ようで、結局のところ

このような家庭的な施設が１つあるだけで、「１日

の終わりにあたたかい手作りのご飯が食べられる」というだけで、救われる家庭という

のがあるということだと考えます。 

 

４．協 議 ： 「せわずき・せわやき隊について」 

 

 （事務局説明） 

  この事業は、北海道の次世代育成支援対策事業として道内で展開されている事業で、

滝川市は平成１７年度から北海道のモデル事業として、実施しております。この事業の

目指す姿は、「せわずき・せわやき隊員」として地域に子育てを支援してくれる「頼れる

サポーター」がいるという姿です。子育ての経験がなく、育児丌安を抱えている母親に

対し、「大丈夫だよ。」という一言だけであっても、安心して子育てができるようになる。

そんな姿を目指しています。現在、「せわずき・せわやき隊員」は４０名であり、市内各

地で子育てしている家庭を支援するにはまだまだ丌足しています。この事業を地域に浸

透させていくことが課題となっており、この条例を機運の醸成の手段となるよう考えて

います。 

別紙資料の「条例制定後のせわずき・せわやき隊のイメージ」をご覧ください。現在、

子育てに関してさまざまな活動をしてくれている団体や個人がいらっしゃいます。市は

そういった方々を「せわずき・せわやき隊員」として登録し、それぞれの活動に対し、

必要な支援をしていきたいと考えていますし、活動を拡大するための隊員間の連携・協

力の橋渡しもしていきたいと考えています。 

隣近所に子育ての相談に乗ってくれる頼れるおばさんたちがいたり、子どもたちと一

緒に遊んでくれるおじさんたちがいるといった姿をイメージしています。この「せわず

き・せわやき隊」を拡大し、安心して子育てができる環境づくりを進めていくために、

みなさんのご意見をお伺いしたい。 

 

 ○今のこの時代にこのようなことができるか。 

（事務局） 

条例上で「地域の役割」として条文化し、ここでつくった条文案をみんなで検討し

ていく中で、そういった機運の醸成を行いたいと考えるが、みなさんはどう考えます

か。 

 

 ・以前住んでいた地区ではまさにこのような環境であって、地域の人たちと野球をし

ていたり、同じような年代の子どもたちと一緒に遊んでいたり、会っていろいろと話

をしていたりしていて、確かに心強かったですね。 

 

 ・うちは事業をやっているのですが、子育てをしている社員が、子どもが体調を崩し

 



た場合などにお休みを認めるようにしているのですが、その子どもたちが安心して遊

べる場所があれば、子どもたちだけで親が干渉することなく遊ばせることができるの

ですが。そういう環境をつくってくれる人は確かにいるのですが、いざ実際にそうい

う絶対的な形になっていくと難しいところがでてくると思います。ですから、できる

範囲から始めていくこと。また、「こういったことができるよ。」といった事例を見せ

ていくことで、「時間があるからいいよ。」という人はでてくると思います。うまくそ

ういう人を引き上げていく方法を上手にできるかがポイントではないでしょうか。 

 

（アドバイザー） 

今のままでいきますと民生委員さんや児童委員さんなどそういった人が負担を背負

ってしまい疲れてしまう。やらなければいけないといった責任も発生するとなおさら

です。 

この姿で見えてこないのは、学校です。各学校の児童会長さんを「せわずき・せわ

やき●●支部の会長」に任命、それから１年生から６年生の学級委員長を「会員」と

して、学校で組織をつくってしまうこと。それで１年間活動をしていただいて、次の

年また会長も会員も変わるのでしょうが、経験者はそのまま「会員」として残っても

らう。先輩としてサポートしてもらいます。

そして小学生は１０年後、２０代になり、「２

０代のせわずき・せわやき隊員」になります。

要するに今の４０歳代に変わってもらうの

はなかなか簡単ではなく、それよりは今の小

学生に「子どもが大好きな２０歳になっても

らう。」その方が良いのではないかと思いま

す。今のお母さんでも、子どもの頃に小さい

子と一緒に遊んだり、かわいがってきた経験

のあるお母さんと経験のないお母さんがい

て、その経験が子育てに生かされることもあると思います。そのため、今の小学生に

近所の公園で積極的に年下の子どもたちや赤ちゃんと遊んでもらう。小学生が自分の

子と遊んでくれている姿を見た母親は、自分の子が小学生になったら、近所の赤ちゃ

んの面倒を見てくれる小学生になってほしいと思うでしょうし、お母さんの意識も変

わってくるし、「せわずき・せわやき隊」になってくれるかもしれない。 

何かキーワードとなるような事をしなければなかなか難しい。お願いするだけでは

難しいのではないのでしょうか。通学合宿という事業が文部科学省にあって、北海道

でははじめて石狩市で行っていたのですが、先月はシンポジウムで「ちえりあ」にい

ったのですが、１週間くらい公民館のようなところで、寝泊まりし、そこから学校へ

行き、学校が終わったら買い物に行き、公民館に戻ったら夕食を作って片づけて１０

時就寝ということで、月曜日から金曜日まで生活体験をさせるという事業でした。こ

の事業ですが、期間を月曜日から日曜日まで伸ばして、土・日は小学生が地域に出て、

様々な体験をさせているようです。私はその小学生が地域に出た時に、赤ちゃんの子

育て体験というキーワードを提案しました。事業をしていた方々もそのようなキーワ

ードについての考えはなかったということで、すぐに取り組んでくれ、小学生と赤ち

ゃんの結びつきをいち早く取り入れた事業となりました。このように小学生の子育て

体験と「せわずき・せわずき隊」をうまく融合させることができるかもしれませんね。 

 

 

 



 （事務局） 

滝川市では、「赤ちゃんにキッス事業」として、高校生が保育所や１歳６か月健康診

断で、子どもたちと接する事業を実施しています。私も自分が子どもだった頃を思い

出すと、近所に小学生のお兄さんお姉さんがいて面倒を見てもらっていたと思います。

そして自分も大きくなると小さい子の面倒を見てきており、そういった経験が母親に

なったときに子育ての経験として自然と身に付いていることになる。そういったこと

からも小学生の子育て経験というのはいいなぁと思いました。先日、東栄保育所の子

どもたちが東栄小学校を訪問し、小学生のお兄さんたちと一緒に遊んだりしてもらう

事業を行いました。やはりその時も小学生のお兄さんたちが張り切って子どもたちに

遊びを教えたり、すごくいい事業だと感じました。 

 

  ・ある大学では、ボランティア活動をすると大学を卒業する時、表彰してくれたり、

就職のときに役に立つといったことをしているところがあります。滝川市でもそのよ

うにしたら良いと思います。國學院短期大学もありますから、彼らの就職に役に立つ

ようにしてあげることも必要かと思います。 

 

・保育所に孫が通っていたのですが、その中でも年長のほうになってくると小さな子

の面倒を孫が見るのです。小さな子の面倒は小さな子が見たり、大きな子は大きな子

が自分の経験を生かして面倒を見ているので、そのようなことを利用できるように考

えたらいいかなとも思います。 

 

・小学生・中学生以降になってくるとクラブにも入っていなかったり塾にも通ってい

なかったり、1 人遊びになってまわりに友達がいなくなってしまうのです。その居な

くなったときにお母さんが遊ぶ対象になって大変な思いをすると思います。お互いに

いい傾向にはならいないので、やはり誰かが見るということではそのような子供の集

まる場所を作ったほうが良いのでそこを管理・アドバイスする人が必要だと思います。

子ども達の面倒を見る体制を整えるようにしたほうがいいのではないかと思う。何を

見るかと言ったらお勉強を見てあげたり、お勉強を見るということは自分がわかると

ころもわからないところもやっているうちに自分のためにもなってわかるようになる。

世話をしてあげるという形で視点を置いて進めていったほうが言いと思います。 

 

・幼稚園などはお寺でお泊り会をしたりしているが、一般の子供たちはお寺に奉仕を 

しに行くだとか、雑巾の絞り方を習うだとか座禅をしてお説教を聞くなどもいいので

はないかと思います。広いので掃除をさせるということもできますし、そのような感

じで何か形を作っていけたらいいのではないかと思います。 

 

・子供が動くと親も動きますし、今度は親御さんと一緒にとなると、会話が増えてく

ると思う。 

 

・子どもが全体的に少ないので遊びに外に出ている子供をあまり見ないのです。公園

などに来てはいるが出会わないから帰ってくる、それで 1 人遊びになるんです。ブラ

ンコに乗せたり遊びに連れて行ったりするが仕事をしているとそんなに長くそばにい

ることはできないので、極力子供たちを遊ばせようと思って連れて行くが子供たちが

見当たらないのです。変な人もいるから親御さんも家から出さないで家の中で遊んで

いる子供も多くなっているのではないかと思う。 



・子どもの数はここ 5 年位で減っていて、前はクリスマスをやっても体育館が満杯に

なっていたが最近はまばら状態で 1つのグループは６人くらいしかいないようなので

す。毎年、盆踊りをやっているが来年で 20 年になりますが、今まで 300 人くらい

集まっていたのが、今年は 200 人と少ししかいなくて、10 年で 100 人近く減って

いるような状態です。一般の住宅であれば、お年寄りが多く子どもが少なくなってい

る状態です。昔は外でみんなが集まって遊んだが、今は家の中でゲームもできるし、

学校から帰ってきてから遊びに行くということが少ない。このすきやき隊もどのよう

な形で人を集めていったらいいのか至難のわざだと思う。毎月１日と 15 日挨拶運動

をしているが、やはり人が少なくと実感する。 

 

・子どもの数を増やすことを考えたほう

がいいのではないかと思った。昔はご近

所同士で紹介しあったりしていたが、今

は出会う機会が少ない。全国的には事例

として、地域の男性と全国の女性が集ま

ってパーティをするなどあるが、滝川で

はない。結婚する意志はあったと思うが

それを過ぎてしまったら結婚しない。自

分の好きなことができるため、結婚とい

うことに対して男性も女性も尻込みして

いる部分があると思うのです。年金の問題などもあるし、あまりにも情報が氾濫しす

ぎていて、丌安なことが多い。親もそうだが子も贅沢になってきている。お金さえあ

れば何でもできるというような時代だから、何でも月賦で買えるのでお金がなくても

物が買える、だから結婚したからどうなのだというか、自分で使えるお金があると裕

福な気もするだろうし、嫁や子供に色々とかかる時代だから結婚を敬遠しているのか

なと思う。 

 

（事務局） 

子ども部会で少子化の原因の背景ということで、出生動向基本調査について子ども

たちに説明しました。いずれ結婚するつもりと言っている子供が 87％です。だけど、

未婚にとどまっている理由はどのようなものがあるか、まだ若い・必要性がない・も

う少し仕事に打ち込みたい・シングルライフを楽しみたいなどの背景になっている。 

 

・大きく考えると、結婚しなくても子どもを育てていける。世界的に子どもが増えて

きて、子どもに対して市からの援助金も国からの援助金も子どもを生めば生むほど貰

える地域ほど、若い人たちがたくさん子どもを生んで、活性化されたという話がある。

政府が子育て応援ということで予算を出すといっていたが、それに合致して子どもも

数が多くなればよかったがやはり減っていった。 

 

・贅沢になっているので、自分達の要求を抑えて子どもを作るということにはならな

いと思う。何を削るかといったら食べ物を削るようにしていったほうがいいのかなと。 

例えば学校給食。滝川市は完全に「食べるものは援助しますよ」と無料で不えたほう

がいいと思う。赤字にはなるができない金額ではないと思う。 

 

・財政が大変なのはわかるが小さなことではなくどこかで大きなことを考えたほうが

 



生きるお金になるのではないかなと思う。 

 

（事務局） 

父親としてはどうですか？ 

 

・私、滝川の青年会議所に属しておりまして、34 年前から滝川市の子どもと名護市

の子どもとで交換事業を実施しており、私も担当の中の 1 人ですが、来年の 2 月にも

30 名前後で交流事業を行います。今までですと、ふれあいの里のコテージに子ども

たちだけを宿泊させて、そこで 3 日か 4 日滝川市の子どもの家にもホームステイしま

すが、来年は滝川市で違った体験をしてほしいということで江部乙の緑寿園に２泊子

どもたちに泊まってもらう、当然沖縄の子どもたちがくれば、滝川の各家庭の子ども

たちも親御さんたちも来てもらえるし、滝川のお年寄りの方たちとも交流ができます。

子どもたちの声をお年寄りの方が聞きたがっているので、うるさいとか一切考えるこ

となくどんどんきて騒いでくれというように言っていました。それとあともう１つ考

えているのは、まだこれは正式には決定していないのですが、滝川市内のお寺にも宿

泊させてほしいと思って今、交渉中です。今まではふれあいの里のコテージに子ども

たちだけで泊まっていたのですが、少し変わったところにお願いしながら進めていこ

うかなと思っています。それと先ほど山本さんがボランティア活動の話をされたと思

いますが、私も学生時代にボランティア活動をしていた時期がありましたが、学校か

らボランティアを単位として認めてくれていました。そういった学校からもやったこ

とに対しての評価なり、小学校では厳しいかと思いますが、ある程度大きくなったと

きに、頑張った人に対しての成功の評価があるとやったほうもやりがいがあると思い

ますし、まわりから認めてあげるように「ありがとう」などの声がないと一方的に奉

仕するというのは大変なことなのかなと思います。 

 

・うちの会社は、土日も仕事をしているものですから、できるだけ普段の日（朝だと

か）を子どもたちと一緒に食事をするようにしたりですとか、夜も遅かったりするの

で子どもたちと一緒に食事も取れない従業員が多いのですが、その中で昼くらいは一

緒にそういう時間をとってくださいという活動をしています。 

 

（事務局） 

今日の部会では、子育てしやすい環境をというイメージで議論していますけど、こ

の先、仕事と家庭の両立の部分においては、こういう良い事例というのをどんどん普

及させていきたいですね。できれば企業の役割としてはこういったことを進めてほし

いというのが条文になるのかもしれません。 

 

・今年、すきやき隊の活動はあまりなかったように思う。いつもは年に３回か４回は

ある。 

 

（事務局） 

今年は意図的に削った部分があります。今年度の方向性として、意見交換会の中で

もみなさんの意見もお伺いし、隊員それぞれの考えで隊員のみなさんのやりたいこと

をしてもらいたいと考えています。市から頼まれて行う活動では、頼まれたという負

担感がありますので。 

 



・砂川の建物「ゆう」のところであの広い建物の中で月 1 回親子の集まる日がありま

す。親が集まって相談会を開いていたり、たまたまそのときに声をかけて、何の会で

すかと聞いたら「親子の会で月 1 回集まるのですよ」と言って、同じ年代の子どもさ

んたちを連れた人が集まっていて、そこで野放しにして遊ばせておいて自分達の相談

ごとをお互いに「うちもそうなのよ」としたりしている。それだけで気晴らしになる

と思うのですよね。そういうのも建物もたくさんあるので利用できるのではないかな

と、いいことは利用した方がいいと考えています。 

 

（事務局） 

育児サークルってたくさんありますよね。滝川は１１くらいあります。同年代のお

母さん方がサークル作って、息抜きの場とはなっていますよね。 

 

・子どもを遊ばすというよりは親が息を抜くということだと思うんですよね。1 人目

って何もかも初めてでやっぱり丌安ですよね。泣いたら何をしていいかわからないと

いうかそういうのって結構あると思います。 

 

（事務局） 

我々も考えていたのは横の世代の助け合い。縦の繋がりもあれば横の繋がりもあっ

て、横の繋がりのお母さん方は無意識に助け合いをしているのでしょうが、そういっ

た方々がその先、先輩となってまたそのお母さん方を助けていくような広がりも「す

きやき隊」の中で育児サークルとしてもしできたらいいなと思っています。 

 

・結構良い会があちらこちらにあるのですが、みなさんご存知じゃないという方がい

ると思います。「きちんとここでこの会が活動している」とわかるようにすると 1 箇

所で済むと思いますし、同じ顔でもあちらこちらでお友達になれるので、心強い仲間

になれると思うので、小さなブロックブロックで分かれるのもいいと思いますが、何

か１つ誰もがいけるというものができればいいのではないかなと思います。 

 

（事務局） 

滝川市ではあまり知られてないというのもあるのかも知れないですね。滝川市でも

地域子育て支援センター2 箇所とこどもセンターの児童センターで午前中の時間を、

就学前のお子さんを子育てしている家庭に自由に使ってもらうということをやってい

ますし、「親子ひろばとんとん」といって駅前の地下にある「つどいの広場」をフリー

にいつでも日曜日も開放している。 

 

（アドバイザー） 

そういう全体をわかりやすくすべきですね。支援センターへの送迎、行きたくても

足がない。小さい子どもを連れて荷物を持っていく勇気がないということで躊躇する

というのと行き帰りが億劫だ。タクシー代が高いなど。週 1 回でも 2 回でも送迎をし

てもらえたら…そうやって送迎することで家にずっといる母親や子どもを連れ出すこ

とになるので、将来、滝川市民として街を大好きに思えるようになったりもする。子

育て支援センターにバスで送迎してくれるようになったら絶対に眠ってたお母さんた

ちが動き出します。新たにバスを購入したりできないので、1 台のバスで循環させて

何でも用をたせるという状態のほうがいいかなと思います。物を買うというのは今の

時代なかなかできないので、あるものを利用して時間を上手にやりくりしていくほう



がいいと思う。お迎えの車に意味があるんですよね。 

 

（事務局） 

お金がない我々としてすぐ考えてしまうのは、お母さん同士仲良く乗り合いで来て

くださいと考えてしまう。 

 

・そこまでなるまでに慣れるまで 1 年間くらいかかるかもしれない。 

 

（アドバイザー） 

利用は 1 年。その後残りの 1 年は例えば無理やりきてくださいとか自分でバス乗っ

て下さいとかなるし、習慣になってしまえばまだいいと思いますよ。やっぱりその習

慣がないと家に閉じこもるし、関わるのも面倒だしってなりますよね。でも結局、家

を出られないから老人をケアするのと一緒ですよ。赤ちゃんいるから出られませんよ。

それが母親 1 年生の現実ですよね。お腹減って泣いてもいいと思うと安心だし、やっ

ぱりママ 1 年生を優遇するとそのあとがお母さん来ますよね。お母さんって連携強い

のですぐに広まりますから。0 歳児を持つお母さんのみ利用、荷物持って赤ちゃんし

ょってなかなかバスなんか乗れないですよね。結局出かけられなくて、おかしくなり

ますよね。お母さんを強くしますよね。 

 

（アドバイザー） 

自分も経験しましたが、お母さん達もとても大変で、自分も泣きながら子どもを育

てて、眠れないんですよ。夜中何回も起きて、イライラしながら。それをクリアして

強くなっていって母親になると思うんですけど。1 番大切なのは、旦那さんだと思い

ます。旦那さんを生まれる前から教育しなくてはいけないと思うんですよ。ちょっと

居ない間、お願いだからと言ったときにオムツを取り替えられるかどうかとか。その

ようにしないと全部女性の負担になってくる。旦那もお仕事をしていて大変なのはわ

かるのですが。 

 

・我々の世代はそうですね。そういうのは女性がやるものだと。 

 

・みなさんもそうだと思うんですけど、ご飯っていうときには「飯」と言って、風呂

は「風呂」って言って。そういう状態だと思うんですよ。日本の男性を変えるしかな

いと思うんですよね。大変になる前に、少しお勉強会を開く仕組みを取ったほうがい

いと思います。それは大切なことで、そしたら協力体制も取れるようになって家庭が

円満になる。 

 

・家のことをやれる時間がないです。帰ってきたら寝てますから。日曜日も仕事です

し。 

 

・気持ち的に協力っていう心がけですよね。「ありがとう」って上手に言わせることを

教えてあげないと心で思っていても言葉で言っていないのではないでしょうか。 

 

・小学生・高校生の男の子が子どもを抱っこすると、「何だか赤ちゃんって可愛いな。」

って。それが 10 年後の滝川市に帰ってくる。本当にそこからやっていかないと変わ

らない。 



・アメリカでは生まれたときから、女性に優しくとか、ゴミを出すこととかしないと

女性に振られるとか、想いをきちんと伝えて言えて。やっぱり文化の違いの中で、い

きなり父親になって結婚するのだからそこまで教育しておかないといけない。その時

はやっぱり子ども時代だと思いますね。 

 

・うちも 2 番目と 3 番目が男の子ですけど、全部お手伝いをさせてきました。もう少

し大きくなったら表作って役割分担とかでやらせようかなと思っているのですよ。男

の子だからとかではなく、男の子でも自分でやれるようになってないと捨てられると

いうように。そういうように育てていないお母さんなども支援していかないといけな

いかもしれない。 

 

 

５．その他 

 

（事務局） 

今、道産子子育て助成制度といいまして、すきやき隊と同じで道の政策として進め

ているところですが、子どもに優しい商店街というか買い物をする場を作ろうという

ことで、子どもが居る世帯に対してサービス、割引とか何か協賛を集めて、小学生以

下の子どもが居る家庭には認証カードを渡して、道で進めたいということで、滝川市

でぜひやってくださいということで進められています。滝川市でも検討していたので

すが。この事業に関しましても、またご意見をお伺いしたいと思いますので、ぜひま

たお願いします。 

（事務局補足説明） 

小学生 6年生以下の方に認証カードを渡してその指定された店で買い物してもらう、

結構本州のほうでやってるんですけど、道でもこういう事業を進めたいということで

す。協賛店舗が県レベルでいくと結構増えてきている実態があります。県のほうとし

ても協賛店舗の PR を行うということで企業側の盛り上がりも感じるところがありま

す。利用者側としても、非常にサービスによってはありがたいことじゃないかなと思

います。 

 

 

６．閉 会 

 


