
公益社団法人 日本山岳会 山形支部 会員各位 

 

 公益社団法人 日本山岳会 山形支部規約第５章 第１１条では「支部長は、毎年

１回以上支部総会を招集し、事業報告、会計報告、事業計画及び予算の承認を得な

ければならない。」とありますが、2021 年 4 月 10 日開催予定の 2021 年度（令和 3

年度）山形支部総会は、山形県内での新型コロナウィルスの集団発生により非常事

態宣言が発せられたため、開催が困難となってしまいました。支部役員で協議した

結果、今年度も特例として議案を書面で配布の上、ハガキにて書面での議決権の行

使をお願いすることとなりました。 

 つきましては第１号議案から第５号議案について、同封のハガキにて書面での議

決権の行使をお願いします。支部総会の議案や報告事項はこの冊子をご覧ください。 

2021年 4月 10日 

支部長：野堀嘉裕 

 

 

2021 年（令和 3 年）度 

公益社団法人 日本山岳会山形支部総会 
 

議   案   書 
支部規約 …………………………………………………………………………  2 

会員名簿および会員の異動 ……………………………………………………  4 

役員名簿 …………………………………………………………………………  5 

 

協議事項 

 第１号議案 2020(令和 2)年度事業報告(案) ……………………………  6 

 第２号議案 2020(令和 2)年度収支報告(案)並びに会計監査報告 ……  7 

 第３号議案 役員改選（案）  ……………………………………………… 11 

 第４号議案 2021(令和 3)年度事業計画(案)  …………………………… 12 

 第５号議案 2021(令和 3)年度予算(案)  ………………………………… 13 

報告事項 

 １．会員からのメッセージ ………………………………………………… 14 

 ２．山形支部ホームページの紹介 ………………………………………… 16 

添付資料 

 １．議決権行使用回答ハガキ 

 ２．入会案内 

 ３．会費振り込み用紙 

 ４．2021(令和 3)年度事業計画アンケート回答ハガキ 
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公益社団法人 日本山岳会山形支部 規約 
平成 24年 4月 1日制定 
平成 29年 4月 8日施行 

 
第 1章 総則 

(名称) 
第 1条 本支部は、公益社団法人日本山岳会山形支部と称し、英語表示を 

Yamagata Section of The Japanese Alpine Club とする。 
 

(事務所及び支部地域) 
第 2条 （1）本支部は、事務所を山形県内に置く。 

（2）本支部の支部地域は、主として山形県とする。 
 

第 2章 目的及び事業 
(目的) 

第 3 条 本支部は、公益社団法人日本山岳会(以下「本会」という)定款及び支部に関す
る規程に基づき、定款第３条に定める活動を本会と一体として行うことを目
的とする。 

(事業) 
第 4条 本支部は、前条の目的を達成するため、本会定款第 3条、第 4条の規定に準拠

し、第 4条各項に掲げる事業を行う。ただし、定款第 4条 7項を、本支部機
関誌「やま」および他の図書の発行を読み替えるものとする。  

  
第 3章 会員等 

(支部会員および準会員) 
第 5条 本支部の会員(以下「支部会員」という。)は、本会の会員であって、本支部の

目的に賛同し、本支部が定める会費(以下｢支部会費｣という。)を納める個人
又は団体とする。 

2 本支部の準会員は本会の準会員であって、本支部の目的に賛同し、本支部が定め
る会費(以下｢支部会費｣という。)を納める個人。 

3 本支部は会友を置くことが出来る。会友は本目的に賛同し、本会が定める支部会
費を納める個人又は団体とする。 

 
第 4章 役員 

(役員) 
第 6条 本支部に次の役員を置く。ただし、役員は準会員を除く。 

(1) 支部長 1名 
(2) 副支部長 2名 
(3) 支部委員若干名（会計担当者 1名以上を含む） 
(4) 会計監事 2名 

 
(役員の選出) 

第 7条 支部委員及び会計監事は、支部会員の互選により選出する。 
2 支部長及び副支部長は、支部委員の互選により、山形県内在住する支部委員から

選出する。 
 

(役員の選任) 
第 8条 役員のうち、支部長については、選任後、本会理事会の承認を求めなければな

らない。 
2 役員は準会員を除く。 

 
(役員の任期) 

第 9条 役員の任期は 2年とする。ただし再任を妨げない。 
第 10 条 本支部は、顧問を若干名置くことができる。 

2 顧問は、支部会員の総意により、支部長が委嘱する。 
 

第５章 会議 
(支部総会) 

第 11 条 支部長は、毎年１回以上支部総会を招集し、事業報告、会計報告、事業計画
及び予算の承認を得なければならない。 
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2 支部長は、前項記載の事項を支部総会終了後速やかに本会会長に報告しなければ
ならない。 

3 支部総会における議決権は通常会員のみが持つ。 
(注：準会員規程第１０条の規定により準会員は議決権を持たない。) 

4 総会は会員数の 3分の 1以上の出席がなければ議事を開き、議決することができ
ない。ただし、当該議事についてあらかじめ書面で意思を表明したものは出
席者とみなす。 

5 総会は委任状を含む出席者の 2分の 1以上をもって決し、可否同数の場合は議長
の決するところによる。 

(役員会等) 
第 12 条 支部長、副支部長、及び支部委員により役員会を構成し、総会に付議する事

項および支部の重要事項について処理する。 

第 6章 会計 
(経費) 

第 13 条 本支部の運営に要する経費は、本会からの運営交付金及び事業補助金による
ほか、補助金、助成金及び寄付金等をもって充当し、本会と一体的な会計処
理を行うものとする。 

2 支部長は、前記記載の内容を毎会計年度終了後 1 月以内に本会会長に報告しなけ
ればならない。 

(支部会費) 
第 14 条 本支部の支部会費は、年額 2,000 円とし、毎年６月末日までに納めなければ

ならない。 

(会計年度) 
第 15 条 本支部の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年 3月 31日に終わる。 

第７章 解散 
(任意解散) 

第 16 条 本支部は、支部会員現在数の３分の２以上の同意により解散することができ
る。 

(本会理事会の審議による解散) 
第 17 条 本支部は、本会支部に関する規程第１５条の規定により解散する場合がある。 

第８章 規約の変更 
(規約の変更) 

第 18 条 この規約は、支部総会において出席会員の 3分の 2以上の決議によって変更
することができる。 

(重要事項の変更) 
第 19 条 本支部の名称及び支部地域の変更等重要事項の変更については、本会理事会

の承認を得なければならない。 
第 20 条 本規定に定めない事項については、役員会で議決する。 

第 9章 事務局 
（事務局） 

第 21 条 本支部に事務を処理するため、事務局を設けることができる。 
（ア）事務局には、支部委員 1名を事務局長とし、事務局委員若干名をおく。
（イ）事務局員は、事務局長の推薦により支部長が任命する。

附則 
１ この規約は、平成２９年 4月 8日より施行する。 

規定 
1 支部会員が死亡し、支部事務局にその連絡があった場合は、弔電または弔文を供

える。 
2 この規定は平成 25年 4月 20日より実施する。 
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山形支部会員名簿/出欠（委任状）

会員番号 氏　名 会員種別 出席予定 委任状

3637 金森 繁三郎 永年会員

5938 佐藤 節子 永年会員

7446 佐藤 淳志 通常会員 〇

7591 大場 貞吉 通常会員 〇

7734 木村 喜代志 通常会員 〇

7960 田宮 良一 通常会員 〇

8227 今野 秀穂 通常会員 〇

8362 松田 孝一 通常会員

9166 梅津 博 通常会員 〇

9173 曾田 茂雄 通常会員 〇

9218 三浦 繁司 通常会員 〇

9276 菊地 俊彦 通常会員

9595 粕谷 俊矩 通常会員 〇

10216 高村 真司 通常会員

10217 前田 直己 通常会員

10914 佐藤 達雄 通常会員 〇

11145 後藤 彰 通常会員

11637 鈴木 理夫 通常会員 〇

11762 田中 洋子 通常会員 〇

12018 前盛 智恵 通常会員

12023 石山 正典 通常会員 〇

12114 大西 重紀 通常会員

12118 梅本 幸巳 通常会員 〇

12124 志田 郁夫 通常会員 〇

12134 秋野 芳子 通常会員 〇

12340 佐藤 映子 通常会員 〇

12360 伊藤 宏明 通常会員 〇

12395 今野 道子 通常会員

12531 推名 高夫 通常会員 〇

13384 小野寺 喜一郎 通常会員 〇

13484 今野 一也 通常会員

13911 瀬川 昭 通常会員 〇

14304 菅原 道之 通常会員

14971 伊藤 友七 通常会員 〇

14980 牧 和秀 通常会員

15137 野堀 嘉裕 通常会員 〇
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山形支部会員名簿/出欠（委任状）

会員番号 氏　名 会員種別 出席予定 委任状

15525 河口 昭俊 通常会員 〇

15526 武田 幹男 通常会員 〇

15785 佐藤 一広 通常会員 〇

16007 池田 正通 通常会員 〇

16287 工藤 正年 通常会員

16462 日向 稔也 通常会員 〇

16509 高橋　利明 通常会員 〇

議決権者数 43 11 18

A0107 佐藤 泰秀 準会員

8494 安井 康夫 会友：関西 〇

9816 髙橋 毅 会友：青森 〇

10786 田邊 信行 会友：越後 〇

14939 竹永 哲夫 会友：福島 〇

会員番号 氏　名 会員種別 異動事項等 日付

12190 渡辺 誠 通常会員 退会 2021年3月31日

12597 高橋 晃弘 通常会員 退会 2020年9月20日

会員の異動

注：支部会員数は48名。
　　議決権のある会員数43名、出席者29名（委任状18）名で、出席者数/会員数は1/3以上。
　　日本山岳会山形支部規約第5章11条より、総会開催の要件を満たしている。
　　また、議案の議決については、議決権の行使が可能な出席者43名の過半数で可決と
　　なるので、22名以上の賛成で可決となる。
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会員 ふりがな 〒 住所 自宅電話

No. 氏名 電子メール 携帯電話

7734 きむらきよし 990-0828 山形市双葉町2-5-36-401 顧　問

木村　喜代志 k_kimura7734@yahoo.co.jp 090-4552-5316 兼70周年記念事業担当

9595 かすやとしのり 991-0003 寒河江市西根石川西385-20 0237-86-7543 顧　問

粕谷　俊矩 kasuya.toshinori@gmail.com 090-2981-3599 「学校から見える山」担当

11637 すずきりお 996-0023 新庄市沖の町4-10-403 副支部長

鈴木　理夫 yt19rio79@outlook.jp 090-5358-8725 兼山行計画担当

12118 うめもとこうみ 997-1124 鶴岡市大山 2-19-19 0235-33-2772 会計担当

梅本　幸巳 qqey6ua9k@aqua.ocn.ne.jp

12340 さとうえいこ 997-0034 鶴岡市本町 1-5-41 0235-22-8155 会計監事

佐藤　映子 e.satok2@minos.ocn.ne.jp 兼70周年記念事業担当

13911 せがわあきら 999-7727 庄内町南野字南浦 91 0234-44-2775 会計監事

瀬川　昭 080-5558-4644 兼自然保護委員

14971 いとうともしち 999-8316 遊佐町豊岡村免 71 0234-72-3137 自然保護委員

伊藤　友七

15137 のぼりよしひろ 997-0166 鶴岡市羽黒町三ツ橋字向田204 0235-62-2182 支部長

野堀　嘉裕 nobo_labo@nifty.com 090-5591-7551

15525 かわぐちあきとし 997-0752 鶴岡市湯田川乙 35 副支部長

河口　昭俊 s-kawaguchi@docomo.ne.jp 090-4637-0117 兼会報担当

15526 たけだみきお 991-0042 寒河江市高屋字北江77 0237-86-0660 「学校から見える山」担当

武田　幹男 mtkitae@ivory.plala.or.jp 090-6251-7388

15785 さとうかずひろ 997-0034 鶴岡市本町 2-6-9 0235-22-4079 事務局長

佐藤　一広 skazu@outlook.com 090-4312-5836

注：顧問は支部長推薦

日本山岳会山形支部役員
（2019年4月1日～2021年3月31日）

役　職
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第１号議案 

2020年（令和2年）度 山形支部事業報告（案） 

（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日） 

 

期  日 事業名 開催地・会場 参加者等 

4 月 13 日（土） 平成 31 年度支部総会 書面議決 
有効回答 27 件 

/議決権者 48 

4 月 25 日（土） 月山春スキー 月山姥ヶ岳石跳川 中止 

5/10（日） 
蔵王地蔵山害虫被害

調査登山 
蔵王地蔵山 中止 

5/17（日） 公益清掃登山 庄内アルプス・荒倉山 中止 

6/6（土） 第１回支部役員会 大山公園・古峰神社直会殿 8 名 

6/13～14 

（土日） 
宮城・山形支部交流会 月山 中止 

6 月中旬 
「アルパインフォトビデ

オクラブ」写真展 
酒田市文化ｾﾝﾀｰ 志田・瀬川 

7 月中旬 
モンゴルアルタイ山麓

トレッキング 
モンゴル 中止 

9/1～9/4 

（火～金） 
それぞれの上高地 

北アルプス・上高地 

山研 
中止 

10/3～10/4 

（土日） 

公益清掃登山＋芋煮

会 
鳥海山・滝の小屋 中止 

10/17（土） 第２回支部役員会 大山公園・古峰神社直会殿 8 名 

11/7（土） 支部（晩餐会）昼食会 
高館山/大山公園・古峰神社

直会殿 
8 名 

2021 年 

2/19（金） 
湯殿山で楽しむ会 湯殿山スキー場周辺 ７名 

2/27（土） 第３回支部役員会 ゆぽか 10 名 
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第２号議案

2021年3月31日現在

収入

項目 本年度予算額 本年度決算額 比較増減 摘　要

支部会費 84,000 78,000 -6,000 39名

交付金、助成金 94,000 586,000 492,000 マエタファンドより50万円交付

雑収入 134,840 8,270 -126,570 オークション中止

繰越金 45,738 45,738 0

合計 358,578 718,008 359,430

支出

項目 本年度予算額 本年度決算額 比較増減 摘　要

会議費 23,410 20,350 -3,060

事業費 182,307 521,392 339,085 学校から見える山へ50万円支出

事務費 42,234 22,785 -19,449

旅費交通費 10,000 0 -10,000

通信費 40,000 51,515 11,515

慶弔費 10,000 0 -10,000

雑費 8,868 0 -8,868

予備費 41,759 0 -41,759

合計 358,578 616,042 257,464

収入-支出 101,966 次年度へ繰越

2020年度 収支決算（案）
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令和 3 年 3 月 15 日 
公益財団法人マエタテクノロジーリサーチファンド 
代表理事 前田 直己 様 

学校 or 団体名 山形大学 名誉教授 
        日本山岳会山形支部 
代表者名   支部長 野堀嘉裕 

 
令和 2 年度 助成金活用報告書 

 
表 題 GIS を活用した学校から見える山岳景観の抽出と人材育成 
助成金 500,000 円 
使 途 イラストレター（木山由紀子さん）へ 

データ監修（佐藤 要さん）へ 
簡易額入りイラスト（北星印刷） 
交通費、雑費                                    

原画作成費 
データ作成費 40 枚 
 

100,000 円 
30,000 円 

350,416 円 
19,584 円 

合計 500,000 円 
効 果  はじめに、山形県内の小学校の位置情報（緯度・経度）から GIS 用のポイントシ

ェイプファイルを構築した。また、山形百名山の位置情報から同じくポイントシェイ
プファイルを構築した。一方、国土地理院の 30ｍメッシュ数値地図情報と環境省監
修のデジタル植生図を重ね合わせて地表面に植生図を表現した 3 次元情報を構築し
た。小学校の位置は県内に一様にあるわけではなく、平野部の市街地に集中している
ので、地域ごとに山岳景観を抽出していくことで、「学校から見える山」の対象とな
る小学校の集団化ができることがわかった。 
 これまでイラストをプレゼントしてきた小学校の数は少ないが、「見える山」の対
象は庄内南部（2016 年度）、月山・葉山と奥羽山脈（2017 年度）、金山三山と神室山
地（2018 年度）、飯豊山地と朝日連峰南部（2019 年度）の４山域で、山形県内から
見える山域の約半数を占めていたことがわかった。 
 今後、対象となる小学校と山域の組み合わせの候補をあげるとすれば、①庄内北部
の小学校と鳥海山、②山形市・上山市の小学校と蔵王山系、③置賜南部地域の小学校
と吾妻山系、④置賜北部地域の小学校と朝日連峰、⑤最上地域東部の小学校と神室山
地の東面、⑥新庄市周辺の小学校と月山北面であり、この６セットで県内のほとんど
の小学校と小学校からみえる山地がカバーできることがわかった。 
 上記の解析結果を受けて 2020 年度は庄内北部の小学校（34 校＋教育委員会他）
に対して、鳥海山の鳥瞰図「イヌワシが見る鳥海山」のイラストをプレゼントするこ
ととした。初等教育の課程で山岳景観を理解することは情操教育に大きく貢献する
ものであり、人材育成の効果は極めて大きいといえる。 
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第３号議案 

 

日本山岳会山形支部山形支部役員改選（案） 

（2021 年 4月 1 日～2023 年 3月 31 日） 

  

会員番号  氏  名 

11637  鈴木 理夫 

12124  志田 郁夫 

12340  佐藤 映子 

13911  瀬川   昭 

15525  河口 昭俊 

15785  佐藤 一広 

16287  工藤 正年 

16462  日向 稔也 

 

注：公益社団法人日本山岳会山形支部規約に基づき、上記会員の中から支部長 1

名、副支部長 2 名、支部委員若干名（会計担当者 1 名以上を含む）、会計監事 2

名が選出されます。また、支部長及び副支部長は、支部委員の互選により選出さ

れます。なお、支部長については、本総会で選任後、日本山岳会本会理事会の承

認を求める必要がありますが、次号議案からは暫定的に新役員体制で本総会の

進行を行います。 
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第４号議案 
 

2021 年(令和 3 年)度山形支部行事計画（案） 
日付 行事 場所 担当 

2021 年 

4/10（土） 
支部総会 出羽庄内国際村 事務局 

4/24（土） 

2020 年度行事 
月山春スキー 月山姥ヶ岳石跳川 事務局 

5/9（日） 
蔵王地蔵山害虫被害調査

登山 
蔵王地蔵山 野堀・會田 

5/23（日） 公益清掃登山 庄内アルプス・荒倉山 事務局・梅本 

6 月中旬 
第 25 回「アルパインフォトビ

デオクラブ」写真展（仮） 
酒田市総合文化ｾﾝﾀｰ 志田・瀬川 

8/30～9/2 

（月～木） 
それぞれの上高地（仮） 

北アルプス・上高地 

山研 
事務局 

10/2～10/3 

（土日） 
公益清掃登山＋芋煮会 滝の小屋 事務局 

11/6～7 

（土日） 
支部晩餐会 村山地域 事務局 

2022 年 

1/21～23 

（金土日） 

蔵王樹氷原を滑る会 山形山岳会山荘 事務局 

2022 年(令和４年)度当初に予定の事業 

4/9（土） 支部総会 未定 事務局 

4/23（土） 月山春スキー 月山姥ヶ岳・石跳川 事務局 

注：山行希望は 4 月 23 日までにアンケートはがきを投函願います。   

  本計画案は新型コロナウィルスの影響で予定や内容を変更することがあります。 

  上記以外に 6 月 12 日(土)、10 月 16 日(土)、2022 年 2 月 26 日(土)に支部役員会を開催予定。 

  東京オリンピック開催予定日は 7 月 23 日～8 月 8 日、パラリンピックは 8 月 24 日～9 月 5 日。 

 



第５号議案

収　入

項目 前年度予算額 本年度予算額 比較増減 摘　要

支部会費 84,000 80,000 -4,000 2,000円×40名

交付金、助成金 94,000 86,000 -8,000

雑収入 134,840 100,000 -34,840 寄付金、オークション

繰越金 45,738 101,966 56,228

合計 358,578 367,966 9,388

支　出

項目 前年度予算額 本年度予算額 比較増減 摘　要

会議費 23,410 30,000 6,590 総会、役員会

事業費 182,307 180,000 -2,307

事務費 42,234 50,000 7,766

旅費交通費 10,000 10,000 0

通信費 40,000 40,000 0 郵送料、メール便

慶弔費 10,000 10,000 0 祝酒、弔電

雑費 8,868 10,000 1,132

予備費 41,759 37,966 -3,793

合計 358,578 367,966 9,388

　　上記のとおり提案いたします。

令和3年　3月31日

支部長 野堀　嘉裕 ㊞

会　計 梅本　幸巳 ㊞

2021年（令和3年）度収支予算（案）
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会員からのメッセージ（敬称略） 

2021 年 3 月 31 日までの到着順 

 

粕谷俊矩 支部山行も思うように実施できない状況が続いていますが、今年はどうなることでしょ         

う。今年度からは古道調査というプロジェクトが始まります。全員の力を合わせてとり

くんでゆきましょう。「学校から見える山」プレゼントの「イヌワシが見る鳥海山」を飽

海地区の小学生から喜んでもらえるといいですね。 

 

武田幹男 会員の皆様のご協力を得てなんとか４年間の役員を務めることができました。ありがと

うございました。 

 

田邊信行 山形支部の皆様お久しぶりです。令和 3 年度総会開催ありがとうございます。総会の盛

会を祈念申し上げます。「イヌワシが見える鳥海山」楽しみにしています。先にいただい

た作品は我家の玄関に掲げ楽しんでいます。 

 

志田郁夫 マイペースで山行しています。 

 

野堀嘉裕 2020 年度は新型コロナウイルスに翻弄された一年でした。金峯山週一登山は計画倒れ

でしたが、湯殿山スキーは毎週出かけることができましたので、多少のダイエット効果

がありました。山形支部山行行事は殆ど中止を余儀なくされた一年でしたが、支部晩餐

会を昼食＋高館山散策として、蔵王樹氷を滑る会を湯殿山中台池周遊で楽しむ会として

開催することができました。今総会で支部長退任となりますが、支部の発展を祈念しま

す。 

 

今野秀穂 ご盛会をお祈りします。 

 

鈴木理夫 鶴岡北高山岳部コーチは来年度も継続予定です。3 月末まで鶴岡北高勤務ですが、4 月

以降の仕事については、現段階で未定です。 

 

三浦繁司 コロナウイルスにて外出できず、最近はいらいらの毎日です。 

 

木村喜代志 2 月の北海道を断念し、近くの山でスキーに興じていました。支部運営、誠におつか

れさまです‼ 

 

瀬川 昭 稲作の播種時期のピークです 土日は子供達も手伝います 

 

髙橋利明 昨年は社会人 1 年目として、ヒーヒー言っている間に年が変わってしまいました。山は

一度も行くことができませんでした。今年度から所属が部署が異動になるため、山に行
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く時間、気力、体力が確保できそうです。とりあえず体ならしに 3 月中に父と山に行っ

てきます。 

 

小野寺喜一郎 元気に生きています‼ 今年もよろしくお願いします。 

 

安井康夫 東京のコロナは横ばいでおさまりません。2 月・3 月にひとりで新潟のスキー場と山ス

キーにでかけました。 

 

日向稔也 入会して 3 年目に入ります。昨年はコロナで単独行の多い 1 年でした。今年は皆さん

と一緒に登れることを期待しています。 

 

河口昭俊 「近くの山に日帰りで」が多くなっています。できる範囲で山を楽しみたいと思います。

たくさんの会員・会友の皆さんが支部行事に参加できるようになることを祈っています。 

 

佐藤淳志 事務局大変御苦労様です。 

 

髙橋 毅 何処へも行けず引きこもりです。 

 

會田茂雄 世界中が震撼をするコロナ禍にもかかわらず、連絡有難うございます。今回は欠席させ

て頂きます。総会の盛会を祈念致します。 

 

推名高夫 残念ながら欠席します。一生懸命リハビリに励んでいます。山は遠くなりました。 

 

佐藤達雄 土・日に種まきの為に欠席になります。コロナ禍で山に行かれなくて早く収束してくれ

る様に願っています。 

田宮良一 すっかりご無沙汰しております。久しぶりで出席のつもりでしたが、当日オンライン会

議がはいりましたので欠席させていただきます。（新型コロナがおそろしいせいもあり

ます。）親しい地質屋と山を歩きそばを食べるのがたのしみでしたが、昨年来、パソコン

に向かいきりです。 

 

梅津 博 ご苦労様です。よろしくお願いいたします。 

 

秋野芳子 庭仕事、畑で花、野菜を栽培して楽しんでいます。 

 

佐藤映子 母がホームに入所中のため、今回欠席させていただきます。申訳ありません。 
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日本山岳会山形支部のホームページの紹介 
 

山行計画や報告なども掲載されています。ほぼ毎週リニューアルさ

れていますので是非ご覧ください。スマホで確認したい場合は右の

QR コードから閲覧することも可能です。 
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