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人  という字は   人と人との支え合い「 」

新 春

対 談 萩本欽一さん
（コメディアン）

濱野　健
（品川区長）

　あけましておめでとうございます。
　皆様には健やかに新春をお迎えのことと、お喜び申し上げます。
　さて『広報しながわ』新年号は、欽ちゃんこと萩本欽一さんをお迎えし、濱野区長との新
春対談をお届けします。萩本さんは所属事務所が区内にあるご縁で、4月にオープンする「ス
クエア荏原（荏原平塚総合区民会館）」の「ひらつかホール」こけら落とし公演の作・演出
を手がけ、出演もされます。
　品川区は「住み続けたい」「住んでいてよかった」と感じていただける区政を進めていますが、
“欽ちゃん”から元気なまちづくりのヒントとなる話を伺います。

支え合う気持ちがいつまでも「住み続けたい」まちをつくる



（2） （3）

4月にオープンするひらつかホール
そのこけら落とし公演は…
区長　あけましておめでとうございます。
萩本　おめでとうございます。区長さん
にはお会いしたいと思っておりました。
区長　えっ、それは光栄です。失礼です
が「欽ちゃん」とお呼びしても？
萩本　そう呼んでいただければうれしい
です。「ひらつかホール」（＊1）のお話を聞
いた時、すごくびっくりしたんです。新
宿コマ劇場が閉場してしまう時代に新し
い劇場を作ろうという、そんな変な人が
いるの？と（笑）。そういうおもしろい人
についていきたい！と、今日はやって来
ました。
区長　褒められているのでしょうか？（笑）
萩本　いま新しい劇場を作ろうという
人、いませんよ。誰も手を出さない。し
かし、そうしたことに挑戦する人がいな
くなったから、日本には夢も希望も元気
もなくなっちゃった。みんな成功しそう
なものばかり追いかけて、かえって失敗
している。
区長　ひらつかホールは劇場というほ
ど大きくはないのですが、360席規模の
ホールが完成しました。今年4月のオー
プンに際しては欽ちゃんのお力も借りて、
よいスタートを切りたいですね。商店街
を題材にした喜劇を上演してくださるそ
うで。

よいまちは、商店街がにぎわっている
そしてよいまちは人を育てる
萩本　ホールのご近所に商店街はある
の？と聞いたら、品川区に住んでいる若
い子が、「東京でも珍しいくらい、にぎや

かな商店街があります！」って、得意な
顔で言うんですよ。そこに住んでいる人
間が地元の商店街のことを聞かれて胸を
張れる、これはいいなと。
区長　武蔵小山商店街のことですね。完
成当時は東洋一の商店街といわれ、都内
で一番長いアーケードがあり、雨にぬれ
ずに買い物をすることができます。最近
は若い人たちが「ムサコ」と呼んでいる
そうですよ。
萩本　いいまちは、商店街がにぎわって
いる。これ僕の持論です。僕の住んで
いるまちには10坪にも満たないスーパー
があるのですが、これがつぶれない。こ
のつぶれそうな店をつぶさないというの
が、ここにいる住民たちの心意気であり、
この店をつぶしたら住んでいる俺たちの
恥だというんです。

区長　いい話ですね。
萩本　商店街に元気がないと、それは商
店の努力が足りないとか、どう商店街を
変えていったらよいかとか、いいますけ
れど、そうじゃないですよ。商店にシャッ
ターが下りていたら、それは住んでいる
人が申し訳ないと思うべき。安いからと
いって遠くの店に買いに行っていたら、
地元のお店はつぶれますよ。向こうの方
が安くても、いや、ここの商店街で買う
ことが心地いいんだ。そう思う人が住ん
でいるってことが、居心地のよいまちを
つくるのだと思います。
区長　そういえば、町会と仲のよい商店
街はにぎわっていますね。例えば商店街
でイベントをやるというと、町会の人た
ちの方が張り切ってやっている。品川区
にはそういう商店街がたくさんあります
ので、ひらつかホールのこけら落としで

商店街の物語を公演することは、商店街
への勇気づけにもなるし、区民の皆さん
に商店街の大切さを再認識してもらう機
会にもなります。楽しみにしています。
萩本　僕がコメディアンとしてスタート
した浅草には元気な商店街があって、そ
このおかみさんたちは芸人を応援し育て
てくれました。これからは、「自分が有名
になったのは商店街のおかげです」とか、
「このまちのおかげです」ということが
あっていいと思います。一方で、「あいつ
のおかげで商店街が、まちが元気になっ
たんだよ」とかね。応援するということは、
片道ではなくて往復。そして成功の裏に
は、誰かの小さな応援がある。これを忘
れてはいけないですね。

才能がないといわれてスタート
ダメの中には大きな成功や運がある
萩本　この世界に入って3カ月目でした。
僕は演出家の先生に、「すごく才能のな
い子」と言われて…。ですから有名になっ
て一番びっくりしているのは、この自分
なんです。
区長　衝撃的でしたよ、コント55号（＊2）は。
萩本　二郎さん（＊3）が僕を相方に選んだ
理由は、「みんなコンビを組んでしまって、
残っていたのは欽ちゃんだけだった」と
（笑）。だからダメな２人のもがきなんで
すよ。おもしろくなくても動いて、汗かい
てやっていればお客さんは許してくれる
かなと。それであちこち飛んでいたら…。

区長　画面からいなくなっちゃう（笑）。
それまでマイクの前に立っておもしろい
ことを話すのが大衆演芸だと思っていま
したから、コント55号の新しい感覚の笑
いに誰もが夢中になりました。

萩本　才能がないといわれて辞めていた
ら、いまの自分はないわけです。いまみ
んな、ダメといわれることを避けて通ろ
うとしますが、ダメの中には大きな成功
や運があるんです。そして困難だと思わ
れていたものがひっくり返った時に、人
間ってすごく感動する。昨年のロンドン
オリンピックで「一番感動したのは？」
という質問で、1位は何だと思いますか。
区長　忘れがたいシーンがたくさんあり
ましたが…。品川区は2020年のオリン
ピック・パラリンピック招致運動に参加
しているのですが、うーん、わからないな。

萩本　１位は卓球です。つまりオリンピッ
クを見ている人は、金メダルに一番感
激するのではなくて、メダルを取ること
が難しいと思われた種目で、選手たちが
頑張っている姿に心を動かされるんです
ね。
区長　できないこと、ダメなことを私た
ちはネガティブに考えがちですが、でき
ないことがたくさんあった方が、その分
可能性があるということですね。いま品
川区では、職員向けのスローガンとして
「サービス精神」「チャレンジ精神」「新感
覚」の3つを標語に掲げています。これ
全部、欽ちゃんのされてきたことに当て
はまりますね。公務員にとっては難しい
項目なのですが、できないことができた
時の大きな力を信じて取り組んでいきま
す。

たくましすぎるのはつまらない
時には弱さを見せることから
何かが始まる
区長　お仕事で新しいことを発想するの
に、秘けつというのはあるのですか？
萩本　人のまねをしない。だから映画も、
舞台も、テレビも見ない。人はよいもの
を見たり知ったりすると、それを取り入

れたくなってしまう。そうすると結局、
それを超えるものを考えつかなくなって
しまうんです。ですから新しいことを発
想するなら自分の周りを見回して、そこ
にあるものから何かを気づく。このあん
パンなんか、すごいですよ。
区長　欽ちゃんは、あんこが好きだと

伺って用意しました。武蔵小山商店街の
ベーカリーで作っているあんパンです。
萩本　あんパンの歴史って相当古いです
し、どこでも作っていますよ。それをもっ
と改良できないかとか、甘さはどうかと
か、試行錯誤しながら相変わらず作り続
ける。新しいものに飛びつくのではなく、
そうした姿勢こそ新しい発想を生むと思
いますね。
区長　戸越銀座商店街ではいま、競って
コロッケを作っています。おでんが入っ
ているコロッケなど、奇抜なものもある
ようですが人気になっています。
萩本　これまであったものに工夫を凝
らして、さらにおいしいものを作る。
なかには失敗もあるかもしれないけれど、
そこは愛きょうで、お客さんたちは応援
しようという気持ちになるのではないで
しょうか。区長さん、以前若い劇団員が
100人入ってきたのですが、みんなたく
ましいんですよ。
区長　たくましいとは？
萩本　「3日間ご飯を食べられなかったら
どうしますか？」という質問をしたんで
す。そうしたらどうにかして食べ物を探
すとか、食堂に勤めてまず食べるとか、
親に相談するとか、みんな現実的。お腹

が空いたら僕みたいなおっちゃんをつか
まえて、「オレ飯食っていないんだ、何か
食べさせてよ」といえる若い人がいない。
区長　ああ、自分で何とかしちゃいま
す、っていう人が多いのですね。
萩本　周りにいろいろな人がいるのに、
その人たちと関わらず行動しているよう
に見える。そういう人は誰も応援しない
し、応援してもつまらないですね。人と
人が関わることで、人生はもっと楽しく
なります。たくましすぎるのは、つまら
ない。
区長　たくましいのは、よいことかと…。
もっと自分をさらけ出した方がいいよ、
ということなんでしょうか。
萩本　区長さんは、「おっちゃん、お腹
すいてるんだ」といったら、ごちそうし
てくれそうな顔をしている（笑）。困っ
ていたら甘えてごらん、ダメなところか
ら始めてごらん、そうしたら応援してく
れる人も出てくるし、自分の夢が実現す
るかもしれないよ、ということなんです。
夢がない、希望がないといわれる時代で
すが、そういう所に元気になるヒントが
あるのではないかと思います。
区長　今日は貴重なお話を伺えて本当に
良かったです。
萩本　区長さんをおっちゃん呼ばわりし
て（笑）、失礼をお許しいただきたい。
区長　とんでもないです。今後ともぜひ
品川を見続け、応援していただければと
思います。ありがとうございました。

（きゅりあんにて収録）

2013年  新春対談

品川区長　濱野　健
1941年生まれ。東京都出身。コント55号で一世
をふうびし、以降「欽ちゃんのドンとやってみよ
う！」「欽ちゃんのどこまでやるの！」「欽ちゃん
の週刊欽曜日」などが超人気番組に。野球好きで、
クラブ野球チーム「茨城ゴールデンゴールズ」の
監督をしていたことでも知られる。

【注釈】
＊1　ひらつかホール
平塚小学校跡に4月オープンするスクエア荏
原（荏原平塚総合区民会館）内のホール。
＊2　コント55号
萩本欽一さんと坂上二郎さんのお笑いコンビ。
1966年結成。「何でそうなるの」（萩本）、「飛
びます飛びます」（坂上）などの当たりギャグ
がある。
＊3　二郎さん
コント55号の相方、坂上二郎さん。

萩本　欽一さん

　欽ちゃんは、応援上手な人です。その
コツは？と伺ったら、「一人ひとりに注目
すること。例えば『会場の皆さん』とは
言わずに『○○さん』と呼びかけること。
長所を見つけてそれを伸ばすこと。自分
の短所が長所になった時はすごくうれし
いんだよね。元気が出るのだと思う」と
話してくれました。
　私も、一人ひとりの輝く笑顔、そして
皆さんの元気のために、しっかりと事業
を行っていきたいと思います。
　今年もどうぞよろしくお願いします。

濱野　健

対談を終えて

あんこ好きの萩本
さんに好評だった
あんパン。

スクエア荏原（荏原4−5−28）の施
設案内や予約方法など詳しくは、本
紙1月11日号でお知らせします。

萩本さんにリードされ、ポーズを決める濱
野区長。互いに支え合う様子は「人」とい
う字のように見える。

しながわ水族館で「イルカトレー
ナー体験」のできるクーポン券

ひったくり防止カバー
「くるみちゃん」

品川歴史館オリジナル「浮世絵一筆箋（2種
類）・絵はがき（12種類）・マウスパッド」

品川区内共通商品券
1,000円分

イルカスタジアムのステージに立ち、イルカに
合図を出してジャンプさせたり、餌をあげるこ
とができます。当選者を含めて5人まで入館で
き、一緒に写真撮影もできます。
日3月9日㈯～31日㈰のうち休館日を除く1日
午後4時頃から（30分程度）

自転車の前かごをすっぽりとくるむ「く
るみちゃん」で、ひったくりからガード！

空欄に当てはまる言葉を入れてみ
ましょう。A〜Dの文字を並べ替
えると、ある言葉が完成します。

クイズの答えは、本紙2月1日号で発表します。 ◎本紙の中にヒントが隠れています。

イルカトレーナー体験イルカトレーナー体験イルカトレーナー体験
3月9日㈯～31日㈰
※1日に限り有効。事前予約。

当選者名

利用代表者名

※詳しくは同封のちらしをご覧ください。
しながわ水族館
（勝島 3－2－1しながわ区民公園内☎3762－3433）

様

様

見本

見本

Ａ～Ｆ賞を外れた方から
抽選で「しながわ福袋」
を30人にプレゼント

Ｗチャンス！

【応募方法】1月31日㈭（必着）までに、はがきで①クイズの
答え、②希望賞品（A～F）、③住所、④氏名、⑤年齢、⑥性別、
⑦電話番号、⑧広報紙の入手方法と感想を広報広聴課プレゼ
ント係（〠140－8715品川区役所☎5742－6644）へ
※当選者の発表は商品の発送をもって代えさせていただき
ます。
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「欽ちゃん」
新春サイン色紙A賞 C賞

D賞

F賞

B賞

3人 10人

10人

50人
3人（4歳～小学生）

大崎一番Tシャツ
（親子ペア）

E賞 2人

ご協力いただいた皆様　大崎駅西口商店会、しながわ観光協会、品川区商店街連合会、品川縣ビール研究会、しながわ水族館、昭和通り商店会、立会川駅前通り繁栄会、戸越銀座銀六商店街　他（五十音順）

平塚小学校跡に今年4月にオープンする
ホールの名前は？

年の初めに歩いてみませんか？区内には
「東海」と「荏原」の2コースがあります。

萩本さんがホールのこけら落としで上演す
るものは？

しながわ区民公園内にある施設でイルカや
アシカ、アザラシショーが見られます。

ホール

商店街を題材にした

しながわ

七福神

Q

Q

Q

Q

A

A

A

A

A

C

D

B

何が当たるか
お楽しみ

新春クイズ正解者に、抽選でA～F賞
や「しながわ福袋」をプレゼント！

108人に
当たる！
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行く前に必ず電話連絡を。
健康保険証を忘れずに！応急診療所

  休日昼間・夜間／午前9時〜午後10時（受付は午後9時30分まで）

1月1日㈷
　　2日㈬
　　3日㈭
　　4日㈮
　　6日㈰

　　　品川区医師会休日診療所	 北品川	3	−	7	−25	 ☎3450−7650

　　　荏原医師会休日診療所	 中　延	2	−	6	−	5	 ☎3783−2355

　　　品川薬剤師会薬局	 北品川	3	−11−16	 ☎3471−2383

　　　荏原休日応急薬局	 中　延	2	−	4	−	2	 ☎6909−7111	

  休日昼間／午前9時〜午後5時（受付は午後4時30分まで）

1月1日㈷

　　　酒寄医院	 東大井	2	−26−	3	 ☎3761−3250
　　　サトウ歯科医院	 南大井	5	−23−	8	 ☎3763−4466
　　　柿崎歯科医院	 旗の台	4	−	7	−	2	 ☎3785−3282
　　　梅津柔道整復所	 東大井	3	−	5	−10	 ☎3766−7082
　　　中村接骨院	 中　延	1	−	2	−	7	 ☎3782−8232

1月2日㈬

　　　浅野医院	 大　井	6	−21−	5	 ☎3771−2692
　　　鈴木歯科クリニック	 大　井	1	−	7	−6	 ☎3778−4188
　　　梅宮歯科医院	 平　塚	1	−	5	−	5	 ☎3781−8880
　　　滝澤さめず接骨院	 東大井	1	−	1	−	6	 ☎3450−8496
　　　工藤総合接骨院	 小　山	4	−	7	−	2	 ☎3785−7844

1月3日㈭

　　　おりしきみつるクリニック	 東大井	2	−19−11	 ☎5762−2789
　　　野村歯科医院	 大　井	1	−25−	4	 ☎3776−0121
　　　桑鶴歯科医院	 平　塚	3	−	3	−	7	 ☎5750−4618
　　　清水接骨院	 大　崎	2	−	6	−19	 ☎3779−6183
　　　小山接骨院	 戸　越	5	−10−	7	 ☎3782−7568

内 小

内 小

薬

薬

※重病の方は119番をご利用ください。

●東京都保健医療情報センター（ひまわり）	 ☎5272−0303　　　　　　　●救急相談センター　☎＃7119　（IP電話などは）☎3212−2323
●品川消防署　☎3474−0119　　　●大井消防署　☎3765−0119　　　●荏原消防署　☎3786−0119医療機関の 24 時間案内

  小児平日夜間／午後8時〜午後11時（受付は午後10時30分まで）

月〜金曜日
　　　品川区こども夜間救急室	 旗の台	1	−	5	−	8	 ☎3784−8181
	 　　　　　　　　　　　　　昭和大学病院中央棟4階
　　　●1月1日〜4日は休診。休日昼間・夜間をご覧ください。

  土曜日夜間／午後5時〜午後10時（受付は午後9時30分まで）

1月5日㈯
　　　品川区医師会休日診療所	 北品川	3	−	7	−25	 ☎3450−7650
　　　品川薬剤師会薬局	 北品川	3	−11−16	 ☎3471−2383

1月4日㈮

　　　はせがわ内科クリニック	 大　井	3	−25−13	 ☎3775−1311
　　　三木歯科医院	 大　井	1	−37−	2	 ☎3776−5252
　　　にいや歯科医院	 戸　越	4	−11−17	 ☎3787−0202
　　　根岸接骨院	 東五反田	5	−26−	6	 ☎3441−8787
　　　綱井接骨院	 小　山	6	−	2	−	9	 ☎3781−9330

1月6日㈰

　　　京浜中央クリニック	 南大井	1	−	1	−17	 ☎3763−6706
　　　千葉歯科クリニック	 大　井	1	−43−	8	 ☎5709−6651
　　　辛島歯科医院	 小　山	5	−	8	−20	 ☎3781−2627
　　　阿部整骨院	 西品川	3	−	1	−20	 ☎3490−2730
　　　須藤柔道整復院	 中　延	5	−	9	−	5	 ☎3783−0526
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新馬場駅北口 大井町駅

東海七福神 荏原七福神

大森海岸駅 西小山駅

❶大黒天（有福）品川神社
北品川3−7−15☎3474−5575
❷布袋尊（大度量）養願寺
北品川2−3−12☎3471−9224
❸寿老人（寿命）一心寺
北品川2−4−18☎3471−3911
❹恵比須（清廉）荏原神社
北品川2−30−28☎3471−3457
❺毘沙門天（威光）品川寺
南品川3−5−17☎3474−3495
❻福禄寿（人望）天祖諏訪神社
南大井1−4−1☎3765−2061
❼弁財天（愛敬）磐井神社
大森北2−20−8☎3761−2931

❶福禄寿（智恵財運）大井蔵王権現神社
大井1−14−8☎3771−5288
❷毘沙門天（開運厄除）東光寺
二葉1−14−16☎3784−1613
❸布袋尊（福寿財宝）養玉院
西大井5−22−25☎3771−4816
❹弁財天（富貴開運）上神明天祖神社
二葉4−4−12☎3782−1711
❺恵比寿（商売繁盛）法蓮寺
旗の台3−6−18☎3781−4011
❻寿老人（延命長寿）摩耶寺
荏原7−6−9☎3785−5576
❼大国天（大願成就）小山八幡神社
荏原7−5−14☎3783−0455

日１月14日㈷午前11時から
（受付は午前10時30分から）
場きゅりあん（大井町駅前）
人平成4年4月2日～5年4月1日生まれで区内在住
の方
※対象の方には12月に案内状をお送りしています。
問総務課総務係☎5742−6625

あけましておめでとうございます。1月14日には成人式が開かれます。
新成人の皆さん、20歳という門出を一緒に祝いましょう。イベントなど
もあり、盛りだくさんの式です。皆さんのご参加を実行委員一同心から
お待ちしております。

小内＝内科 ＝小児科 歯＝歯科 骨＝接骨 薬＝薬局

日1月3日㈭午前11時集合・出発　後援／品川区
集合場所・参当日、大井蔵王権現神社（大井1─14─8）へ
問品川郷土の会・土屋☎3781─0264

第22回

荏原七福神めぐり

成人式記念式典にご参加ください
〜品川区民憲章制定30周年記念〜

薬

平成25年（2013）

広　報

1/1
1857号

● スクエア荏原  オープン
● 伝統の技と味／しながわ展
● 耐震・防災特集

次号予告　1月11日号

・外国人人口…………10,739
　　男…………………	 5,151
　　女…………………	 5,588

総人口…………… 366,906世帯…………………201,033

・日本人人口…………356,167
　　男…………………174,800
　　女…………………181,367

  人口と世帯（平成24年12月現在）

1月テレビ

00分〜 10分〜 20分〜 30分〜

土 品川区
週間ニュース
取材には区民の皆さんが
活躍しています
※2日㈬～4日㈮の00分～20分は
下記の番組ではなく週間ニュース
総集編（前半）を放送します

三之助　とっておきの品川  
大井町の天才ゴルフ少女

区
か
ら
の
お
知
ら
せ

日 トビーが行く！  
荏原七福神を巡ろう

月 しながわのチ・カ・ラ
受け継いで品川物語

火 品川歴史探訪
荏原に残る大正の名建築　星薬科大学

水 しながわのチ・カ・ラ
龍馬と浜川に乾杯

しながわほっとインフォメーション
2020東京五輪・パラリンピック招致PR

木
品川歴史探訪
東海寺～将軍徳川
家光と沢庵和尚

トビーが行く！  
東海七福神
めぐり

品川の昔ばなし
鮫に追われた若者と観音様

金 復活！しながわ探検隊 三之助　とっておきの品川
柳家三之助と品川

区ホームページで動画配信をしています

番組について　広報広聴課……………… ☎5742−6612
加入について　ケーブルテレビ品川…… ☎0570−550−470問い合わせ

品川区には歴史を感じさせ
る史跡や建物が数多くあり
ます。今回は、荏原の地に
残る大正時代の名建築・星
薬科大学メインホールと地
域の歴史を紹介します。

品川歴史探訪
荏原に残る大正の名建築
星薬科大学メインホール

ラジオ

午前6時56分から3分間
●�放送内容は、区ホームページから視
聴でき、専用機器に録音もできます。
また、災害時には、災害情報や生活
情報を放送します。

放
送
言
語

㈪   中国語・日本語
㈫   韓国語・日本語
㈬   タガログ語・日本語
㈭・㈮   英語・日本語

今月の内容
●��家庭用防災用品のあっせん
●��スポクラ・しながわウオーキング
　大会
●��エココインの交換

　他

HP psa.interfm.jp/shinagawa/
問広報広聴課☎5742−6612

76.1Mhz
しながわインフォ

インターエフエム放送
11
しながわホットほっと

（ケーブルテレビ品川）毎日7時・10時・13時・19時・22時から5回放送（土曜切り替え）

デジタル
チャンネル／ 5 デジアナ

チャンネル

古紙配合率70％再生紙を使用しています

☎3777−7500
品川テレホンガイド

電 話

区への届け出や手続きの方法、施設の
案内・利用方法などを電話の音声でご
案内します。
利用方法
案内終了後、操作方法の案内に従って、「7」
を押した後に、音声ガイダンスに従って、4け
たのコード番号を押してください。

品川歴史散歩案内
コード番号6240

品川人物伝  第30回　久米　邦武
1月31日㈭まで

問庶務課文化財係☎5742−6839

イベントなどの最新情報をお知らせします
問広報広聴課☎5742−6643

区からのお知らせ
コード番号6350

（知っテル区ん）

曜日 診療機関 所在地 電話番号

日・月・水・土曜・祝日 東邦大学医療センター
大森病院 大田区大森西6−11−1 ☎3762−4151

日・火・金・土曜・祝日 昭和大学病院附属東病院 西中延2−14−19 ☎3784−8383
木 荏原病院 大田区東雪谷4−5−10 ☎5734−8000

日曜日、祝日＝午前9時〜翌日午前8時
月〜金曜日＝午後5時〜翌日午前8時 ※12/29〜1/3は祝日扱いです。

土曜日＝正午〜翌日午前8時診療
時間

眼科救急の
応急診療

※緊急手術や重症患者対応時は、診療をお待ちいただくか他院を紹介する場合があります。

お子さんの急な病気に困ったら　小児救急電話相談☎＃8000　IP電話などは☎5285－8898
月～金曜日午後5時〜午後10時　土・日曜日、祝日、12/29～1/3午前9時〜午後5時�

●成人式実行委員（10人）
新井　尚志　　和泉　龍馬　　奥谷　真衣　　川島　　悠　　高橋　一樹
直井　達也　　日下田優樹　　平野　琴音　　伏木　国隆　　吉田　伊織

実行委員からのメッセージ

25年成人式

未来へ羽ばたこう

5分 10分

2分 5分

1分 28分

3分 20分

12分 15分

20分 25分

25分 2分

5分 10分




