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9 月 24 日シマウマの子どもが誕生。

名前はエニシ（縁）に 

 

毎年この時期の表紙はマリーゴルド 

これは展望台であふれんばかりに咲いています 

 



ＡＳＡずうぼらだより ８８号 （２０２０年１０月２０日発行） 

 
 

    2  
  

みんなでガイドの日（9 月）報告 

参加者：O さん、O さん、D さん、T さん、T さん、C さん、T さん、H さん、H さん、M さん 

暑さ対策とコロナ対策でスポットガイドをお休みして、「ガイドの引き出しを増やそう」第 2 弾

として今回も研修をさせていただきました。 

 8 月の研修後の振り返りで、次回のテーマを話し合う中で、「お客さんから、動物園の動物が死

んだらどうなるの？と聞かれることがある」という話が出て、今回は安佐動物公園では死んだ動物

はどうなるのかという事を中心に、企画広報課の梅田さんに園内を歩きながらガイドしていただき

ました。 

 

 動物科学館前を出発して、まずはフラミンゴ 

 今年も、オオフラミンゴとコフラミンゴの繁殖に成功し 3 羽が育っています。3 羽が生育してい

るのは安佐動物公園では初めてです。開園時からいるチリフラミンゴ 2 羽は、52 才以上で毎年敬

老の日に表彰しています。 

 続いてヒヒ山 

 年中どこかに赤ちゃんがいます。小さいのと顔がピンク色なので見つけやすいです。アヌビスヒ

ヒにとって「子どもは宝」なので、雄は育児をしているところを見せて、雌にアピールします。時

には子どもの取り合いも見られます。食べ物についても彼らのルールがあります。「食べ物を手に

持ったらそれはそのヒヒの物」で他のヒヒが横取りしようと手を出したらルール違反なのです。 

 サバンナテラスへ～～～キリン 

 最近テレビや新聞などでも取り上げられて注目されている、生まれながらの障害のある「はぐみ」

は、幸い装具がうまくいって天気の良い日などに外に出て、走り回る姿も見られます。身長も 180

㎝から 240 ㎝以上に伸びています。しかし、ずっと装具を付けていると筋肉が弱まるので、今後

は外すタイミングを見極める必要があります。怪我をしたキリコも処置がうまくいって元気に過ご

していますが、まだ万全ではありません。 

 ゾウ舎に移動。マルミミゾウ舎の緑の建物は完成しました。次は運動場に取り掛かるのですが、

完成はまだまだです。運動場が完成したら、秋吉台サファリパークから雄ゾウのダイが来園予定です。 

 調理室は、以前のバックヤード研修でも見せていただきました。ここで、「野鳥が落ちていたの

で」と園に持って来られたというニュースを見たという話になりました。 

「野鳥は家に連れて帰って飼ってはいけません。」しかし、「巣立ちびな」が巣から落ちて自力で

巣に帰れなくなっているとか、何かにぶつかって弱っているということに出会うことは珍しくあり

ません。人情として助けたくなりますが、やはり飼育することはできません。一時的に保護するに

しても、エサを置いておき自分で飛んでいくのを見守るだけに。また、園に保護してほしいと電話

がくることがありますが、基本お断りしています。それでも、人由来の怪我（交通事故、電柱や窓

にぶつかる）や巣が壊れて戻れないという時には園で引き取ることがあります。そのような時、死

んでしまうことも多いので、保護した野鳥のその後は広報しません。 

病院へ移動。園内の動物が病気になったり怪我をしたりしたときは、隔離して治療することがあ

ります。隔離する場所は、獣舎の裏か病院のケージです。（小さめのサイズのケージが病院の前に

いくつかありました。）                           
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死んだ動物は、解剖して死因を調べたりします。その後、毛皮や骨を標本保存することがあり、

保存するための倉庫もあります。標本やサンプルとして保管しない部位については、園内にある焼

却炉にて火葬されます。 

動物園によっては「動物の慰霊碑」があるところもありますが、安佐動物公園にはありません。

動物が死んだとき、一時的に献花台をもうけることはありますが、動物は死んでもさらに動物の研

究や学習に役立てるということで、死んで終わりではないからです。 

ハイラックス舎が病院の近くにあります。広々とした部屋の中でのびのびと過ごし、展示される

日を待っています。妊娠期間７～8 ヵ月で２～４頭の子どもを産みます。冬に出産することが多い

のですが、安佐動物園での研究によると、季節にあまりとらわれないようです。現在約 50 頭いま

す。ハイラックスの群れには雄のボスがいます。喧嘩が絶えず、怪我をしたり死んだりしますが、

特に助けたりせず自然のままにしています。 

参加者の感想です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      （報告：T） 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

初めてしることがた

くさんありました。 

自分のガイド動物の

ことも話していただ

き勉強になりました。 

コロナのために、まだ 1

度もガイドができてい

なかったが、バックヤ

ード、手術室など新た

な経験になりました。 

イベントもバックヤ

ードガイドも中止で、

気力がなくなりそう

だったが、ちょっと元

気がでました。 

普段は自分の担当動物にし

か興味を持たなかったが、

参考になりました。 

焼却炉は心が痛いがい

い勉強になりました。 

ガイドボラとして

どう一歩を踏み出

すか、先輩のガイド

を見たい。 

昔は土に埋めて骨にすると

聞いたことがあるが、今は焼

却炉なんですね。 

研修もソーシャルディスタンス
 

解剖室 
 

解剖室で保管されているサンプル 

ヒヒ山：子ザルと雄ザル イクメン？ 

病院内：バケツの中は骨 
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11 月 1 日（日）みんなでガイドの日：皆さんスポットガイドをしましょう。  

 9 時 45 分ボラ室に集合。参加者と解説動物を確認の後それぞれの場所でガイド

をします。一人では心細い方も、ペアを作って一緒に活動しましょう。  

１2 月 6 日（日）10:00 からホールで連絡会と研修  

        13:30 からいつものようにスポットガイド  

 早くも今年最後の活動日です。コロナ、コロナで振り回された 1 年でしたが、で

きる時にできることからやってみましょう。体調を考え無理はされませんように。 

 
 
 日 時：平成 2 年 10 月 4 日（土）10:00～  

場 所：動物科学館２Ｆ ホール 

 参加者：Ｏさん、Ｏさん、D さん、N さん、K さん、M さん、K さん、O さん、 

T さん、H さん、C さん、T さん、M さん、T さん   企画広報課 梅田さん 

 すっかり秋めいてさわやかな季節になりました。週末には園にたくさんのお客さんも押し寄せ 

ＧＯ ＴＯキャンベーンかＧＯ ＴＯ ＡＳＡＺＯＯの様相です。このままコロナが収まればいい

のにと心から願いますが…そこはまだなかなか。気をもむばかりです。 

 

本日の議題は 

１ 9 月の報告 

  9 月の皆でガイドは、コロナ対策・暑さ対策から梅田さんにガイドをしていただきました。詳

しくは 2 ページをご覧ください。今年ボラになった方の参加もあり嬉しく思いました。早くガイ

ドボランティアとしての活動をしたいとの思いも話されました。自分の担当動物以外の話を聞く

のも、興味深く実りある時間でした。 

２ 10 月からのスポットガイド実施に向けて 

  いろいろな心配に思っていることや、疑問に思っていることや、コロナ対策をどうしたらよい

かなど日頃思っていることを出し合いました。 

 ・シフゾウの所に角が展示してあり、来園者は触っているが大丈夫か。消毒液など置いた方が良

いのではないか。➡お客さんに任せる。自己責任で触ってもらうしかない。 

 ・柵の消毒についても園が完全には出来ない。お客さんの自己責任で。 

 ・フェイスシールドは、蒸れたり声が聞こえにくかったり難しい。➡自分を守るためにして欲し

いが、周りの状況を見て外して休憩することも必要。 

 ・他園（福岡動物園）でのボランティアの様子。前田さんが行ったときは、マスクはしているが

フェイスシールドはしていなかった。 

 ・安佐動物公園は、利益を求めていない施設なので、できるだけ感染のリスクを減らすことを重

視している。飼育係が絶対に感染しないように努めている。そのために今は、飼育係による解説

はしていない。 

 

           11 月・12 月の予定 
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研修「ゾウのトレーニング」 

講師：企画広報課 梅田 拓也 技師  

 

以前、ゾウを担当していたときに撮影していた映像を見てもらいながら、ゾウのトレーニングに

ついて話しをします。 

トレーニング（調教）は、動物に飼育係が必要なことをやらせるのではなく、行動を引き出すと

いう考えで行います。引き出すとは、動物をほめてうまくのせて出来るようにすることです。 

―――動画「朝のあいさつ」――― 

声が聞こえたら行動をします。飼育係は褒めてエサを与えます。動物は「これをしたら、いいも

のがもらえる」と学習します。それを毎日繰り返すと、ノリノリでやってくれます。ここで大事な

のが契約です。「これをしたら必ずエサがもらえる」ことがゾウとの契約です。この契約を飼育係

が守らないと、ゾウは混乱して次にどうしてよいか分からなくなります。いやいややらせると「嫌

なことはしない！」と近寄らなくなってしまいます。 

朝、ゾウは機嫌がいいが、たまには少し機嫌がわるいこともあります。しかし、「その人（飼育

係）が来たらいいことがある」「その人はいい人だ」だから今日もハッピー！！となります。 

調教の時ターゲット棒を使う場合があります。例えば、ターゲット棒を差し出すとゾウは棒に足

を当ててじっとします。飼育係は、その足を洗います。足の怪我から破傷風などの病気にならない

ための大切な動作です。怪我を見つけるとイソジンを塗ります。その間、じっと（ｓｔａｙ）して

いたらｇｏｏｄ➡エサがもらえる。ゾウも飼育係も決めたルールを守ります。（ｓｔａｙ）させて

鎖を外した後にはｇｏ（外に出られる）ハッピー！！ 

メイは安佐動物公園が最初の動物園なので安佐動物公園方式でトレーニングをします。アイやタ

カは他の動物園から来たので前の動物園のやり方から始めました。動物園によってトレーニングの

やり方がバラバラなのは課題です。 

―――動画「運動場で」――― 

メイはサッカーが大好きです。相手をすると喜びます。それはメイにとって、ひたすら楽しい時

間です。ここで飼育係がゾウを叱ってしまうと、せっかくの楽しいコミュニケーションが台無しに

なってしまいます。そうならないように、飼育係は動物を怒らなくていい環境作りを心がけながら

コミュニケーションやトレーニングをします。ますますハッピー！！ 

動物はもともとじっとしていることが苦手です。しかし、足の裏を見たり口の中を見たりするた

めには（健康を保つためには）じっとしてもらうことが必要です。うまくできたら約束のエサでト

レーニングをするのです。 

アイには「エコー」という声掛けがあります。メスであるアイが妊娠しているかどうかを見る時

に必要なトレーニングです。 

ゾウは賢いので、毎日同じトレーニング手順だと、そのうち自分で予測して行動するようになり、

指示→報酬の効果が弱まります。そのため、ゾウが自分で予測した流れとは違う流れでトレーニン

グをすることで、エサに対する効果を高め、指示をちゃんと聞くようにするためです（ただし、や

りすぎると混乱してしまい不信感を抱いてしまうので注意）。 
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声や棒で指示しますが、その「言葉」（ステイ、グッド、ノーなど）を理解しているわけではな

く、その「音の響き」や言う時の「ニュアンス（言い方）」がとても大事になります。言う人が気

持ちを込めていうのです。指示も言い方も曖昧はダメ！ゾウに不信感を持たれてしまいます。それ

は、飼育係によっても差が出ないようにしています。 

 

―――動画「削蹄」――― 

ゾウが病気にならないように、定期的に削蹄をします。時間がある時は、よく見てしっかり丁寧

に。時間が無い時などは、必要最低限で済ませることもあります。足の裏の真ん中は脂肪なので、

削っても痛くはありません。 

―――柵越しのトレーニング・直接のトレーニング――― 

柵越しだと、見られるところ、できることは限定されます。しかし、安全です。 

 直接トレーニングは、細部までしっかり見ることができます。しかし。大きく力の強いゾウ舎の

中に入ることは危険なので二人体制で行います。 

 

ここからは質疑応答 

Ｑ：ゾウの機嫌が悪い時はどうするの？ 

Ａ：ゾウはヒトのように機嫌が悪くなることはあまりありませんが、たまに不安な時などに暴れ

たりすることがあります。その時は、声掛けをしたり、エサを与えたりしますが、それでもダメな

ときは、ほっといて時間がたったら再度声掛けをします。またそういった場合のためにも、トレー

ニングは嫌なことじゃないと思えるようにすることが大切です。 

Ｑ：新しいトレーニングを始める時の苦労は？ 

Ａ：トレーニングは行動分析学を基に行ないます。基本的にトレーニングで新しいことを習得す

る場合、怒ることはできません。怒ったらゾウは楽しくないことと思ったり、訳が分からなくなっ

たりしてうまくいかなくなるからです。ゾウは賢いので、それで助かることや困ることはあります。 

メイは賢いし要領がいい。何かあってもあまり慌てない。アイは比較的単純。その性格の違いも

あるのでそれぞれに合ったトレーニングをすることがとても重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は動画中心だったので画像の掲載が少なく、分かりづらい所申し訳ありません。 

（記録：T） 

サッカーを楽しむメイ 

朝の口内チェック（メイ） 後足の削蹄（メイ） 
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みんなでガイドの日（１０月）報告 

 
・開 催 日：令和２年１０月４日（日） １３：３０～１５：００ 

・天 候：晴れ 

・参 加 者と解説動物：（敬称略）O（シフゾウ）、T（クマ）、C（大鳥舎）、 

N（ゾウ・ダチョウ）、H（キリン） M（クロサイ）、M（ポニー）、 

M・K（ラクダ）、T（記録） 

 気候が良くなり、園内には沢山のお客さんが来られていました。今回もコロナ感染防止の対策を 

しながらですが、スポットガイドができるというだけでも元気がでます。新しいメンバーの参加も

ありました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

以前に比べて、シフゾウまで上がって来られる
お客さんが多くなりました。今日は６組にしっ
かり話をしました。ここには角が展示してある
ので、触る人が多いが大丈夫かと心配になりま
す。シフゾウは今日はずっと座っていました。
担当動物と近くの動物を合わせてガイドできた
らいいな。 
 大鳥舎は人気がないか…なかなかお客さんが立
ち止まってくれない。 
天気が良いので、フェイスシールドは暑かった。 
 
 いつものように、沢山の写真をロープにセットし
てお客さんが寄って来られるのを待っている茶
村さんでした。 

このご時世なので、子供が手すりを触ったりすると気にな
りますね。親が気を付けて手洗いをさせてほしいものです。 
動物がウンチをする場面に合うとラッキー。ウンチから肛
門さらにと話を発展させることができる。 

いつもなら標本を使ってガイドをするが、今は
それは出来ない。標本を見せて、その後消毒し
てもらおうかと持っていったが、一人ではそれ
も難しいのがわかった。お客さんは多かった。 

このご家族に話をした後、自然な感じで家族写

真を写してあげていた N さんでした。 
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写真が撮れなかったのですが、松尾さんがポニーを解説 

 
 
 
 
 
 
 
 いろいろなことが手探りでのガイド活動です。フェイスシールドなどは感染防止のためにやるべ
きことと分かってはいても、暑い時など難しいと感じたり、涼しくなって慣れたらまぁできるかな
と思えたり…。今一番の課題はやはり、実物を使えないことでしょうか。実物があれば黙っていて
もお客さんは寄ってきてくれますから。試行錯誤をしながら、情報を共有しましょう。 
 １１月１２月もスポットガイドを計画しています。可能な方一緒にガイドしましょう。（T） 

写真や図を掲示したり、エサを用意したりしてガ
イドしました。エサはすぐに触れないように、下
の方に置いて、説明の時見てもらうようにしたの
で、自分から触る人は少なかったです。（このやり
方なら大丈夫か） 
ラクダがずっと柵の近くに座ってくれていたの
で、食べ物の反芻の様子などをよく見てもらえま
した。 
お客さんは途切れずに来られたけど、密になるほ
どは集まらずちょうどよかったです。 

ガイドボラになって初めて一人でガイドをしました。 
キリンのガイドは興味を示してくれました。ハグミのことも
話したのですが、知らない人も意外におおかったです。 

これまで３，４回フェイスシールドを付けたので、慣れてきま
した。今日の天候は丁度良く、お客さんも良く通られました。
ニコが水場の近くにいたので、その辺りでお客さんに声をかけ
ました。ハナちゃんのことを知っているお客さんと、ハナちゃ
んの話で盛り上がりました。またやりたいです。 
道案内や、イベント（乗馬体験や抱っこはお休み）情報もでき
る。 

コロナ以前は蹄鉄などを展示しながらガイドをしてい
ましたが、今日は実物なしでおしゃべりだけのガイドを
しました。それは無理だろうと思っていたのですが、こ
れでもできると自信になりました。 
乗馬体験が中止の割には、お客さんが多かったです。 
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             作 業 ボ ラ 活 動 報 告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 　  8月22日（土） （参加者25名）

                  　  ピーチク広場　レストラン前　展望広場　正面入口前の丸鉢に　　

　　　　　　　　　マリーゴールド苗植付け。 　　

　 　  9月 5日（土） （参加者19名）　

　　　　　　　　　　レストラン裏石鉢ノースポール種蒔き

　　　　　　　　　花の塔マリーゴールド植替え後台風１０号接近のため一時撤去

　　　　　　　　　安全な場所に仮置き。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　ヒヒ山前大丸鉢マリーゴールド植替え。

　 　  9月10日（木） （有志８名）　

　　　　　　　　　花の塔復旧作業。
　 　　　

　 　  9月19日（土） （参加者23名）　

　　　　　　　　　　女性陣花柄摘み、液肥施肥。

　　　　　　　　　男性陣ビニールハウスのビニール剥ぎ、パイプ曲り直し。

　 　 10月 3日（土） （参加者21名）　

　　　　　　　　　　女性陣正面入口前丸鉢入れ替えゼラニュウムから　　　　　　　　　

　　　　　　　　　マリーゴールドへ。

　　　　　　　　　　ゾウ舎前スロープ下段、中断にネモヒラ種蒔き。

　　　　　　　　　レストラン裏石鉢の草取り。
　　　　　　　　　　男性陣ビニールハウスのビニール張り。

（報告：重川　一哉）

作業グループの皆さんへ

☆11月･12月活動日の連絡です。

･ 11月7日・１4日・２1日（第一・二・三土曜日）

・ 12月5日･19日（第一･三土曜日）

＊作業の進捗状況により、上記以外に活動日が増える場合

があります。

＊コロナなが衰える気配有りません、引き続き感染防止対策

での活動となります、体調に不安がある時は無理をされま

せんように。

台風対策で花の塔を
一時撤去 

１０月の花の塔 

マリーゴルド 
日々草 
ブルーサルビア 

S 
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作 業 ボ ラ 活 動 報 告 ２ 
 コロナ感染防止対策で活動自粛が緩和され、園内の花壇をどこか

らどのように再生しようかと、頭を悩ませている時に救世主だった

のが、このマリーゴルドの苗です。苗を育てることも諦めざるをえ

なくなり、ハウスの苗床の水やりを中止しました。 

 ところが、このマリーゴルドはそれでも生き抜き育った逞しい苗

です。この苗を、エントランスや花の塔に植えました。 

 咲いたのがこの黄色いマリーゴルドです。去年の夏はシカにヒマ

ワリを食べられたので、夏は黄色いマリーゴルドでシカに対抗する

計画でした。 

 そして、マリゴールド第 2 弾は、いつものオレンジのベルベット

のようなマリーゴルドです。肥料が効きすぎたのか、しばらくは葉

っぱばかり育ち、花が咲かず心配しました。 

 左の写真は、９月６日のぴーち

くパークの前の鉢のマリーゴル

ドです。青々と葉が茂っています。

が、花はぽつぽつ。 

 右の写真は、１０月７日の同じ

くぴーちくパークの前のマリー

ゴルドです。苗から育てた作業ボ

ラ自慢の花です。「咲き誇る」という言葉がぴったりです。 

 もう一つ、傷んだハウスのビニールの修理という宿題が残っており、冬を前に修理に取り掛かる

ことになりました。 

 始めの作業は、敗れたビニール

を取り払う事。高い所に上がる作

業なので、足場がぐらぐらしない

ことを確かめて、安全第一で作業

をすすめました。左の写真はきれ

いさっぱり取り去ったところで

す。こうして見ると、立派な大きなハウスです。 

 次に、男性のメンバーでビニールを張りました。気持ちと力を合わせ

て作業を進め、ようやく全体を新しいビニールで覆うことができました。

（拍手！）プロにも負けない。これで、今年の冬も安心です。 

花の塔には、いろいろな生き物がやって来ます。花の種類がいろいろ

あるので、やって来る生きものも多彩です。花と一緒に生きものも観察

してみてください。               （報告：T）       

                                                  おまけは、花の塔にやってきた蝶 
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＊活動報告 

・９月２７日（第４日曜日） 10：00～14：00 

    羊毛の毛解し。湿式フェルトで作った「さんちゃんグッズ」も集合、ツリーや来年の干支など、
ひつじ村でしか体験できない羊毛でちょっと手遊びなどなど。 

・10月 25日（第４日曜日） 10：00～14：00 羊毛を解す予定です。 

＊活動予定 

・11月 22日（第４日曜日） 10：00～14：00 

12月のイベントはコロナ感染予防対応で中止というこ
とになりました。 
恒例イベント中止で目標がなくなった気もしますが、ぼ

ちぼち手遊びがてら、ひつじの毛を解します。ちょっと早
いかもしれませんが、ツリーの飾りつけもしたいと思って
います。 今年はこれでひつじ村は村じまいです。 

 

 

 

 

ひつじ村は、毎月第４日曜日、安佐ＺＯＯのどこかで村開き。ぴーちくパークで暮らすヒツ

ジたちにもらった羊毛を、洗う、解す、染めるなど、イベントの材料準備が主な作業です。

グループ問わず、興味ある方、通りすがりの見学がてらお茶だけ参加でもＯＫ、住民登録随

時受付中！ 
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動物園ニュース 

 
▷オオサンショウウオが産卵（9/27） 

当園で飼育しているオオサンショウウオが、非公開施設（オ

オサンショウウオ保護増殖施設）で産卵しました。産卵日は令

和 2 年 9 月 27 日（日）、産卵数は約 500 個です。当園での産

卵は平成 30 年 9 月 17 日以来の 2 年ぶりとなります。 
産卵した個体は 1980 年生まれの「イガグリ」（2020 年 11 月

で 40 歳）です。イガグリは 2007 年（平成 19 年）に世界初の

三世繁殖に成功した個体で、今回の産卵は三度目となる三世繁殖です。また、当園での産卵は

1979 年の初産卵以降 101 例目となります。 
 

▷ライオン「ライト」が死亡しました（9/23） 
2007 年の来園以降、当園の繁殖にも大きく貢献し、先日開

催した「動物たちの敬老の日」では長寿動物として表彰状を掲

示するなどして、多くの来園者に祝っていただいたライトです

が、今年の 7 月頃から食欲減退などの体調不良が見られ、8 月

には一時的に持ち直したようにも見えましたが、残念ながら

9/23 の午後に死亡しました。16 歳でした。 
 

▷ペリカン「パックン」が死亡しました（9/12） 
2005 年の来園以降、入退場門すぐそばの展示場で長い間、

入園者の皆様をお迎えしてくれていたパックンですが、9/12 に

残念ながら死亡しました（年齢不明）。なお、パックンが亡く

なったことで当園のモモイロペリカンの展示は中止となりま

す。 
 
 
☆新型コロナウィルスの影響 
新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、以下の通りイベントや一部サービスを中止します。 
 
【利用中止の施設・サービス等】 期間：当面の間 
・ぴーちくパーク内 わくわく広場（わんぱく砦の一部を含む） 
・電動カート ラクラクくん 
・その他「3 つの密」につながる可能性のある施設・サービス等の一部 
 

【中止するイベント等】 期間：当面の間 
・まいにち動物解説 
・エサやりタイム（カワウソ、ヒヒ山） 
・ライオンのえさやり 
・ポニー乗馬 
・テンジクネズミのふれあい 
・バックヤードガイド 
・サンちゃんツアー 
・なかよし動物教室 

 
とりあえずはこの対応ですが、中止を延長する可能性もあります。詳しくはホームページもしくは企画広

報係までお問い合わせください。 


