
第 10 回地域教育実践交流集会 

ポストイット感想 

 

〇地域教育実践交流集会に初めて参加させていただきました。２日間はあっという間で

多くの学びを得ることができました。どなたも快く質問に答えていただき、ご自身のこ

とを話される姿を見ての事です。本当にありがとうございます。たくさんの方とお話し

できて参加してよかったと思いました。また来年も参加したいです。（熊本）  

 

〇大洲最高でーす！ 

 来年も激熱なお話しましょう‼ 

 

〇多くの世代の方と交流できました。みなさん様々な活動をなさっていますが、その根

底には「地域を元気づけたい」という強い想いをもっておらっしゃるのだと感じました。

自分も、これから地域活性の一助になれるよう、日々様々な方面での勉強をしていきた

いと思いました。 

 

〇２日間お疲れさまでした。 

 この２日間とも充実した有意義なものになりました。 

 分散会では、自分の活動を紹介させていただき、興味を持ってもらえたり、課題解決

のカギを教えてもらいました。また、他の事例を見て教員志望としても自分の活動に就

いても参考になるものでした。 

 交流会では、対話を通じて自分の考えを深めたり新しい発見がありました。様々な地

域、立場から意見を交えることができ、地域の大切さ、子どもの教育について改めて考

え実感することができました。２日目のトークも今後の生きざま、過ごし方に凄く変化

を与えていただき、とてもためになりました。 

 

〇「人は人の中で人になる」 

 大畑さんの言葉が心に響きました。 

 今回、分散会司会という大役を通じ、少し「人」になれたと思います。来年も、今よ

りもさらに「人」となれるよう参加させていただこうと思います。 

 ありがとうございました。 

 

〇様々な地域、団体の活きた活動を聞くことが出来、新鮮であった。 

 各団体の活動が、どう運営しているのか、運営の問題点、その改善策をお聞きできた

点は、自分たちの活動に活用できるのではないかと思っており、大きな収穫であった。 

 分散会ではユーモアを交え、堅苦し過ぎず、闊達に討論出来たため、意見が深まった。 



 多くの方とつながりが出来、参加して良かった。 

地域とつながりを持ちたい、社会とつながりたい、という気持ちを持った子供の手をひ

っぱれる、後押し出来るアプローチを行いたい。それが地域教育になると思う。 

 

 白井歌声喫茶 迫田です。 

 今年参加出来（2 回目）年齢を重ねても大変多く得るものがありました。（若い人１０

代～６０代 実に楽しい） 是非機会あれば来年も参加したい。（４名参加）いろいろと

元気な姿があり参加。一つずつでも持ち帰り、地域教育への視線ができ、子供へ未来を

つないでいきたいと思う心を育てたい（今もやっているが）。又、地区で健康・元気な高

齢者（仲間づくり）に励みたい。 

 

 教育、学校教育は子どもの人格を形成することが目的ですが、それは決して教師一人

でできることではありません。私も、先生だけではなく、親、祖父母、地域の方など様々

な方々に関わって、たくさんのことを学んだおかげで、今の私があるのだと考えます。 

 ですから、地域教育、社会教育なしには真の教育はできないと考えます。将来はどん

な職業に就いたとしても、社会教育に携わりたいと思いました。また、私はこれまで、

いかに幸せになるかということを考え、幸せになることを目的に生きてきました。です

が、今回の交流集会に参加して、その先まで考えることができました。幸せになったら、

自分の子供を幸せにして、地域や将来の日本を幸せにしたいです。 

 社会教育は人生なのではないかと思いました。 

 

 今年で二度目の参加になります。 

 アトラクションの子供たちの練習の積み重ねが観えてくるもので、とても感動しまし

た。オリエンテーションや歓迎ワークショップもとても楽しかったです。  

 分散会では実践事例と実践者の意見を聞き、そして交流会では教育と地域と子どもに

対する熱い想いを持った方々とお話をして、どんなことでも、自分から動いて面白くす

る！ 自分から動いて出会いを繋がりにしていく！ という２点が一番大切なことだと

思いました。本当に学びあふれる楽しい２日間でした。 

本当にありがとうございました。私の目の前の子どもたちに返していきます。  

 

 第１０分散会、めざましトークの益田市大畑氏の言う「ライフキャリア教育」、この考

え方が今後の地方のあり方だと思いました。感動！ 

 尾道寺小屋から参加している学生たちは全員学ぶ気で参加していると感じました。頼

もしい限りです。来年も参加してほしいです。 

 夜の交流会、後ろまで声が届かないので、スピーカーを増やすなど何か工夫が必要。 

今治市 西山 博 



 第８分散会の双海人の移住支援、大変有意義な会の話でした。まちづくりについても

考えさせられる話もあり、地域の課題解決についても人口減少の課題を感じていたため、

とても感銘と参考になりました。 

多くの実践者が日頃の活動を紹介していただける機会（特に少人数で）はとても良いと

思っています。 

 今後とも盛会を願っています。 

 

 地域教育実践交流集会第１０回に参加させて頂き有難うございました。 

 色んな分野の異年齢の方々と出会い、話し合いトークの中で、地域の特性もあり、各々

に頑張ってらっしゃることに目からうろこ、パワーをもらいました。 

 

 ２日間、本当に楽しく、刺激的な、有意義な時間となりました。素敵な方々との出会

いがたくさんありました。来年から社会人となり、参加できるかは分かりませんが、な

んとかして参加したいと思える２日間でした。 

 学校教育のできる事、社会教育のできる事、協働しないとできないことたくさんある

と思いますが、何より日本の子どもたちのために一人一人が力を出し切る方々のエネル

ギーが自分は大好きです。 

 本当に有難うございました。 

NPO おのみち寺子屋  吉永 

 

 人とつながる力 

  人に頼る力 

   人から頼られる力 

     ↓ 

 これがあれば、自分の力は何倍にもできる。 

 楽
らく

して楽
たの

しくちょうどいい加減に。 

 人との会話は相手に自分の思いを分かってもらうこと。そのためには学ぶことが大切。 

 

 １日目の分散会、色んな方々の活動、すばらしいなと思いました。ホワイトボードを

使い、質問したい事をすぐに書きこめ、それを発表者側が（選んで）答えてくれるのが、

とてもよかったです。 

 実践交流集会に参加し、若い力、元気な力、やる気をたくさんもらいました。  

 参加できてよかったです。 

 

 



 大変勉強になりました。 

２月１１日（日）、１２日（月、祝）に徳島県でも「地方創生カンファレンス in 徳島」

を開催するということで、今回の交流集会は本当に勉強になりました 

２日目、トークセッションの時に、仙波さんに「自分でできることの少し上、大きいこ

とを考えて、あとはコネクター等の協力を仰ぐ」といった内容を伺い、肝に銘じました。

２月の会に真摯に向き合い、事務局として皆さん方をお迎えできるよう頑張ります。  

 

 多くの方とお話ができ、仕事や将来自分がやりたいことについて考える良い契機とな

りました。 

地域教育に関して、教員でも、行政の方でも、子どもたちに対する想い（体験をしてほ

しい 地域に愛着を持ってほしいなど）は立場が違っても、目指す場所は同じなのだと

感じました。 

 

 村上伸二先生に、今やっていることをまとめてみろといわれて、実践の歩みを振り返

ってみると、いろいろ気づくことが多くありました。また、それを発表する機会を与え

られて、何回もまとめ直すうちに今の活動の方向性が見えてきました。実践と振り返り

の大切さをあらためて感じました。それと、すばらしい仲間にそれを伝えることの大切

さ、充実した２日間でした。 

第１３分散会  替地 和人 

 

 多くの活動者の熱気に感激いたしました。できるなら発表される方々のお話を全部拝

聴することができませんので、もっとチラシを置いたり、ポスター掲示できるようなス

ペースがありましたら、より情報収集の場になると思いました。 

 お世話になりました。実行委員会の皆様、お疲れ様です。ありがとうございました。 

 

第１０回の交流集会は、２名の方に車の運転をお願いし、県外組の皆さんと共に会場に

入り・・・。 

 受付担当でしたが、準備から関われなかったこと申し訳なかったです。 

とは言え、横浜の人たちとの同行は例年と異なるわくわく感がありました。  

 アイスブレーキングでは、浅野先生のサポート役をさせて頂き、たくさんの気づきを

得ました。念願の（！？）“バニーちゃん”にもなれました。アイスブレーキングを経る

ことで参加者の皆さんがどんどん明るく元気になっていく様子を目近に感じることがで

きました。 

 また今回も交流会で「５６の会」のパフォーマンスの場をいただきました。ありがと

うございます。 

 現在、松山と横浜で生活していますが、異なる場でありながら地域教育に関わる根っ



こは一緒だなぁと感じています。今年も素敵な出会いと学びを得たことに感謝です。  

武智 理恵 

 

 アトラクションは途中から見せてもらいましたが、高校生の迫力ある虎舞と子供たち

の元気な太鼓はとても良かったと思います。 

 歓迎ワークショップは、初対面の人も、去年会った人もいましたが、進めているうち

に、緊張も解けて、自然と話せるようになったので良かったです。 

第７分散会に参加しましたが、発表の３人とも地域のためにいろいろと考え、工夫をさ

れていると思いました 

 また、会場からもいろんな質問や意見が出て、あっという間の３時間だったと思いま

す。 

 都合により、本日しか参加できませんが、来年もまた参加したいと思います。 

 ありがとうございました。 

 

 初めての参加です。 

 地域の取り組み、皆さん真剣な発表、質問も素晴らしく、一生懸命取り組まれている

のがわかりました。 

 

 分散会４で発表させて頂きました。 

 様々な取り組みをしていることがわかり良かったです。また、高校生、大学生の取り

組みが素敵！と思えるものでした。 

ありがとうございました。 

 

 私は分散会３に参加させていただきました。 

 私の夢は“新居浜市別子山地区”の活性化に貢献することです。“地域”に対してのこ

とがたくさんあり、とても勉強になりました。ありがとうございました。 

P.S. ユネスコ部と別子山を覚えてください。よろしくお願いします。 

愛媛県立新居浜南高等学校ユネスコ部１年  伊藤 美紀 

 

 お世話になりました。 

 地域教育（社会教育）に携わっている方々の地域を愛し、子どもを愛する姿勢が熱く

伝わってきました。 

 １０年たてば本当にすばらしい歴史です。 

 これからのますますの発展祈念いたします。 

P.S. ただ年末は現職教諭はつらいです。年始の会にしませんか？ 

 



 学びの多い２日間でした。 

社会教育に携わった２年間（公民館主事）に出会った人との再会ができてうれしいこと

でした。 

 

 初めての参加ですが、参加者の皆さんの熱気に圧倒されました。 

各活動や想いなどを学べるだけでなく、ネットワークづくりにおいても素晴らしい会だ

と思います。 

今後益々のご発展とご祈念申し上げます。 

 

 仕組みより人間関係づくりが大切との話が（春日市のなんちゅうカレッジ）実に感心

した。（同感） 

 愛大の子供の遊び場（楽しさ）づくり、良い参考になりました。 

 

 日本全国各地域に住む子ども達の健全な育成に向けていろいろな地道な活動が行われ、

取り組まれていることに感銘を受けました。 

 地域の大学生が地域の子ども達の教育に取り組まれており非常に嬉しかった。  

 

 社会や地域のあらゆる世代・立場の人間の接点が「これから」を作るのだと思う。  

 素敵な集会でした。 

 

 今年で３回目の地域教育実践交流集会でしたが、今回も楽しみながら学ばせていただ

きました。 

 交流会でもさまざまな職業の方とお話をさせて頂きました。子どもたちや地域に対し

てしていることは異なっていても、その活動を通してどうなってほしいかであったり、

きっかけの想いなどは共通している者が多いと感じました。本当にたくさんの地域教育

をされている方に出会えて本当に良かったです。 

 ありがとうございました。 

 

 ライフキャリア教育を始めなければと思いました。子供達が自ら動ける環境を作って

いきたいと思います。 

 

 いろいろな方とつながることができてとても楽しかったです。 

 ありがとうございました！ 

 

 他の職種、地域、領域の方のお話を伺うことができて、大変参考になりました。あり

がとうございました。 



 私は今回初めて地域教育実践交流集会に参加させていただきました。初めはすごく緊

張しましたが、だんだん話を聞いていくうちに慣れてきました。また、知らないことが

たくさん知れてよかったです。まず、私は市ケ原高校の発表を聞きました。同じ高校生

とは思えないくらいすごかったです。私も負けないよう頑張りたいです。分散会４の高

校生、ありがとうございました。 

 

 分散会は自分の団体には当たらないようにしてもらいたい。 

この交流会はとてもいいものだったように思います。二次会等あることがわかっている

のであれば、ふろの時間をもって伸ばしてもいいと思いました。 

一次会も分散会ごとではなく自由にしてほしかったです。 

 

 今回初めて地域教育実践交流集会に参加させていただきました。僕は第 9 分散会での

討論がとても印象に残りました。これからに活かしてけることばかりです。  

これからの放送部での活動を頑張っていきたいです。また、今回学んだことをつなげ

ていきたいと思います。 

次回も参加することができたらいいと思います。今回は本当に有難うございました。 

新居浜西高等学校放送部  原 一誠 

 

今回初めての参加でした。 

私は部活動で放送活動をしています。自分たちで地域の問題などを取材し、番組を制

作しています。 

その中で、他の地域の問題や解決に向けての取り組みを知ることができ、とても勉強

になりました。改めて、自分たちが日々の部活動を通して、伝えたい、知ってもらいた

いことを発信していくことの大切さや必要性を感じました。 

また、伝える場があることのありがたさも再確認できました。これからも多くの人に

自分たちの活動を知ってもらえるよう頑張ります。 

愛媛県立新居浜西高等学校  車谷 郁実 

 

地域の問題に対して熱心に、真摯に取り組まれている方々の熱にふれてとても勉強に

なりました。高校生は大人に近くて、でも子供である特別な時期です。高校生が自分た

ちや他の地域について学ぶことはとても大きなことだと思いました。ぜひ高校生、学生

にもっと参加するべき（この実践交流集会に）だと思いました。今後も参加させてくだ

さい。 

愛媛県立新居浜西高等学校放送部  北川 瑠菜 

 

 



 ２回目の大洲でしたが、お酒も飲めるようになり、多くの学びを楽しく聞かせてもら

いました。一番は分散会で聞いた無人島で不足、不便、不自由の中で子供と共に頑張る

姿を見て、同じ大学生として頑張りたいと思いました！ 

自分の将来に生かせそうなものがいっぱいでした！ 

 来年もよろしくお願いします。 

 

 ２日間ありがとうございました。オープニングから箏の演奏や太鼓で楽しく出迎えて

いただき、緊張がすぐに解けました。分散会でもアットホームな温かい雰囲気でほっこ

りした気持ちになりました。学生のうちに多くの世代の方とお話しすることができ、と

ても貴重な時間を過ごすことができました。教育という言葉はあるけど教育に囲われ過

ぎてもいけないと思いました。人のために、育てるためにできることは一つではなくて、

学校だけではないと分かりました。 

 教育に関わっていない人も教育に関わること、特に自分は教育が専門でないけど関わ

りたい、そういう力も大事なのかと思いました。 

 

 新しいつながりが出来ました。違う世代の方々とお話をすることで、また新たな取り

組みや物の見方について知ることができました。大変意味のある交流会になりました。 

 今回は放送部の活動を紹介させていただきました。私たちの活動について今日意味・

関心を持っていただくことができたのでありがたく思っています。今後よりいっそう活

動に励んでいこうと思いました。 

 ありがとうございました。 

愛媛県立新居浜西高等学校放送部  永山みのり 

 

 とても勉強になり、自分の成長につなげることのできた濃い１日でした。分散会では

話しやすい雰囲気で討論をすることができ、意見交換がとても有意義なものとなりまし

た。今回は初めての参加でしたが、全国各地から来た人とも交流することができ、さら

に仲良くなることができましたアイスブレークゲームでは、今までにないような方法で

人と仲良くなれてよかったです。もし次に参加したり、別の討論の機会があれば、もっ

ともっと自分の意見を積極的に言いたいと思います。 

 

 分散会では県外の取り組みについて深く知ることができました。コミュニティスクー

ルについてや地八十八か所まで、たくさんの方と議論を重ねることができました。 

 また放送部の活動についても発表する機会があり、嬉しかったです。 

 他の分散会の話がきけなくて残念でしたが、来年も機会があれば参加したいです。  

 ありがとうございました。 

愛媛県立新居浜西高校  青野 夏月 



 今回の集会に参加できてよかったです。 

 新しい発見がたくさんあり、多くの方と出会うことができました。とても有意義な時

間を過ごすことができて嬉しいです。 

泊まらずに帰ってもったいないのですが、ここでの収穫は今後につなげたいです。 

 ありがとうございました。 

 

 今回参加２回目で、前回来た時より１０倍、１００杯以上有意義な時間を過ごせまし

た。たくさんの大人の方と、色々な話ができてすごく楽しかったです。また機会があれ

ば参加したいです。ありがとうございました。 

 

 歓迎セレモニーでみんなの緊張が解けた気がします。 

 

 ３年間で一番楽しく過ごせた２日間でした。 

 社会福祉を勉強していて、これからも子どもや教育に携わりたいと思います。 

 

 このようなすばらしい分散会参加できて良き！ 

他の発表にはとても参考になりました。また色々な目線から質問されることで新たな考

えもできた。 

 とにかく参加して良かったです！ 

 

 全国、地元の取り組みが生で聴けて感動の連続でした。 

 ありがとうございました。 

 来年もまた来ます。 

 

 １０周年おめでとうございます。 

 いろいろな人たちとの出会いの場、語り合える場として地域の実践者が集う会は、本

当に面白いです！ 

 今回も沢山の気づき＋学びがありました。この集いを四国８８か所に広げてつなげて

いきましょう！（あまりお手伝いできなくてすみません・・・） 

えひめグローバルネットワーク  竹内よし子 

 

このような場を作っていただきありがとうございました。 

 いろいろな所で、色々な場面で、色々な人が一生懸命頑張っていらっしゃる姿に多く

の元気をいただきました。 

 これからの自らの地域、ふるさと、そして日本の未来を考え行動している皆さんの姿

は本当にかっこよく、たくさんの学びを得ました。ありがとうございました。  

たく 
たくさんのお土産

をいただきました 



 分散会１１に参加させていただき、発表者の方だけでなく、他の方の意見を聞き、視

野が広がりました。たくさんの気づきを頂けたと思います。少しずつでも地域に貢献で

きるよう実践に移していきたいです。ありがとうございました。 

 

 新しい出会いと素敵な事例、たくさんのヒントをもらえました‼ 

 

 初めて参加させて頂いたのですが、本当にたくさんの方とお話ができて有意義な時間

を過ごすことができました。他の方が取り組んでらっしゃることを聞いて参考になるこ

とだったり、驚くようなアイディアが多くありました。今自分がやってることだけでな

く話しながら思いついたこと、一緒に新しい取り組みを始められそうなアイディアを話

すことができて、まさに具体的なつながりをつくることができたと思っているので嬉し

いです。人と話すということは、もちろん自分ではない他者と話すということであって、

自分の考えに対して違う考えの方とも触れ合えて、人生においても大きな出会いがあり

ました。 

 

 今回も楽しく刺激的な時間を過ごせました。有難うございました。 

 

 小さな自分に気づかせてもらえる。身の丈でない大きなものばかり見てもだめ。それ

でもいろいろな活動を見せてもらい、魅せてもらい、男気をもらい、ありがとうござい

ました。 

 若いエネルギー、熟した考察、ここの空気はとてもステキですばらしい！  

 また来年、皆さんに会いたい♡ 

 

 実践交流集会の１０年の積み重ねが深みと厚みを生み出していることがよくわかりま

した。実行委員会での真剣な対話の姿が目に浮かびます。ありがとうございました。  

徳島県教委  岩野 

 

今回分散会、そして夕食等を通じて貴重な体験をすることができました。みなさんが

自分の「好き」なことを大事にして仕事をされて素敵だなと思いました。それが教授で

あったり、おやじの会の会長であったりと形は違いましたが、ポジティブな考えをもっ

て生きているのを観て、今後の自分の人生のよい学びになったと思います。ぜひ来年も

また参加したいと思いました。ありがとうございました。 

 

 今回、２日間地域教育実践交流集会に参加させていただき、本当にたくさんの教育に

関わること、人生の中で大事にしたいことなど、色々なことを学ぶことができました。 

 



 私は今回、初めて地域教育実践交流集会に参加して、多くの経験やフロンティア精神

に溢れたお話をお聴きでできて実りある交流会になりました。 

 私はこの交流会を通じて、自分が思い描く地域の理想を考えました。それは地域に住

むすべての人々が、家庭であったり、学校であったり、企業であったり、行政であった

り、そうした存在がアトム化をして、ここにバラバラになってはいけないと思いました。

自分たちの「まち」は「市民」で創り、それを紡ぐ、これが大切であると考えました。 

 その理想を理想で終わらせないよう、地震が地域の人、つまり、人のために何ができ

るかを社会に出てからも常に考えていないといけないと感じました。 

 来年もまた、ここに来たいです。（大学生） 

 

 今年で２回目の参加となりました。 

 昨年も参加しましたが、今年もみなさんのおかげで楽しく過ごすことができました。

参加するたびに新しいご縁をつなぐことができたり、昨年お会いした方と再会したりと、

何か運命的なものを、この大洲では感じることができます。来年もまたこの大洲に帰っ

てきます。 

 ２日間本当に有難うございました。 

ＮＰＯおのみち寺子屋  北山 孔貴 

 

 今年で参加３回目となりました。 

 学生として、毎年、地域で活躍される大人のみなさまのかっこいい姿と、有り難い言

葉をいただき、自分も社会に役立つ１人でありたいと考えさせられます。  

 また来年もよろしくお願いします。 

 

 ２日間、大人のエネルギーを頂くだけでなく、高校生から、たくさんの力を頂くこと

が出来ました。分散会でも課題をどう解決していくかや、「うちのマチにも来てくれ！」

と良い団体を自分のマチに招きたいと称賛したりと、エネルギーがすごいなと思いまし

た。自分のまちが好きだからこその姿なのだと思います。それぞれの立場で「出来るこ

と」をしっかり考えていて負けていられないと思いました。２日間ありがとうございま

した。 

 

 私は地域教育実践交流集会に２回目の参加でしたが、昨年よりも「地域教育とは」と

いう部分を多く考えることが出来ました。形態は様々ですが、どの方も子どもたちのた

めに、地域のためにという想いを強く感じまして、将来小学校の教員を目指している身

として、どの立場からも物事を見ることができるように、このような場にまた来たいと

思います。 

 最後に、中尾先生の“子どものために”という軸がぶれなければすべてが地域教育と



いう言葉がぐっと来ました。これから大学や活動など、様々頑張っていきます。 

 ありがとうございました。 

 

 初めて参加しました。 

 地域を良くしようと活動されている人がこんなにも多くいるのかと思いました。大学

生の方が参加されているのがよかったです。自分の学生の頃よりしっかりとした考えを

持っているので感心しました。 

 実行委員のみなさま、ご苦労様でした。ありがとうございました。 

 社会教育を学べば学ぶほど行政の目標、やり方は間違いではと思っています。学校教

育から社会教育行政に関わるようになり、学校教育と社会教育が協働できるような地域

と学校をつくれるようにしていきたいです。 

 

 社会教育１年生、とても勉強になりました。次回も参加します。 

 

 私は今回初めて地域教育実践交流集会に参加しました。地域のことを本当に良くした

いと思って活動されている大人の皆様は、とても元気でパワフルで輝いていて、かっこ

良かったです。私は、将来、地元に帰って、地元に貢献できる人になりたいと思ってい

ます。今回、地元で活動されている方とお話しさせて頂けて、改めて、地元のために頑

張りたいと思うきっかけになりました。ほかにも、私より倍以上の人生経験のある方と

たくさんお話しさせて頂ける機会は少ないので、貴重な経験になりました。また、同じ

大学生の活躍も良い刺激になりました。今回参加したことで、たくさんのご縁を頂くこ

とができました。参加して本当に良かったです。２日間お世話になりました。有難うご

ざいました。 

 

 （１日目）「食育」という分散会で人が生きるための一番のベースをいかに子どもたち

だけでなく、保護者、教員、高齢者に向けてその大切さを伝え、広めていくことをする

努力が伝わりました。「食」によって、人は、活力を出し、生き生きと生活できるのだと

思いました。子どもの食べ物の好き嫌いが人の好き嫌いにつながり、子どもの感受性の

欠如にもつながっていくことがわかりました。企業からも社会教育を施せることが、す

ばらしく思いました。 

 今回、初めて大洲での地域教育実践交流集会に参加しましたが、こんなにも人々のパ

ワーってすごいんだ、人に伝わっていくんだと思いました。私も自分の地域に生かした

いこと、たくさん発見し、教えていただいたので、すぐに行動に移していきます。本当

に有難うございました。 


