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きっかけきっかけきっかけきっかけ

市市市市のののの事業である事業である事業である事業である助産師助産師助産師助産師・・・・保健師保健師保健師保健師によるによるによるによる新生新生新生新生

児訪問指導を通して、初めての子を出産し戸惑児訪問指導を通して、初めての子を出産し戸惑児訪問指導を通して、初めての子を出産し戸惑児訪問指導を通して、初めての子を出産し戸惑

いと不安・緊張の中で必死に子育てをしているいと不安・緊張の中で必死に子育てをしているいと不安・緊張の中で必死に子育てをしているいと不安・緊張の中で必死に子育てをしている

お母さん達に出会ったことでした。お母さん達に出会ったことでした。お母さん達に出会ったことでした。お母さん達に出会ったことでした。

市の事業としての訪問市の事業としての訪問市の事業としての訪問市の事業としての訪問はははは生後生後生後生後2222ヶ月までのヶ月までのヶ月までのヶ月までの2222

回回回回だけでした。それだけでした。それだけでした。それだけでした。それでは、満足な支援もフォローでは、満足な支援もフォローでは、満足な支援もフォローでは、満足な支援もフォロー

も出来ないと感じ、仲間と共に助け合い子育ても出来ないと感じ、仲間と共に助け合い子育ても出来ないと感じ、仲間と共に助け合い子育ても出来ないと感じ、仲間と共に助け合い子育て

していけるような場を提供していくボランティアしていけるような場を提供していくボランティアしていけるような場を提供していくボランティアしていけるような場を提供していくボランティア

活動を開始しました。活動を開始しました。活動を開始しました。活動を開始しました。



活動の原点活動の原点活動の原点活動の原点 ～～～～ 心のケアに思いを込めて心のケアに思いを込めて心のケアに思いを込めて心のケアに思いを込めて

子ども達の笑顔は、ママ達が笑っていること子ども達の笑顔は、ママ達が笑っていること子ども達の笑顔は、ママ達が笑っていること子ども達の笑顔は、ママ達が笑っていること

ママ達の笑顔の源は、パパ達の笑顔・・・ママ達の笑顔の源は、パパ達の笑顔・・・ママ達の笑顔の源は、パパ達の笑顔・・・ママ達の笑顔の源は、パパ達の笑顔・・・

家族が笑顔に家族が笑顔に家族が笑顔に家族が笑顔になななな

れるれるれるれる地域・社会、地域・社会、地域・社会、地域・社会、

それが私たちのそれが私たちのそれが私たちのそれが私たちの

活動の原点です。活動の原点です。活動の原点です。活動の原点です。



活動の原点活動の原点活動の原点活動の原点 ～～～～ 心のケアに思いを込めて心のケアに思いを込めて心のケアに思いを込めて心のケアに思いを込めて

Nobody’s Perfect

• 完璧な親なんていない！

ウイズアイの子育て支援の原点ウイズアイの子育て支援の原点ウイズアイの子育て支援の原点ウイズアイの子育て支援の原点

• 完璧な親や完璧な子どもなど、存

在しないのです。

• ですから大事なのはベストをつくす

ことです。そして必要なときには、

まわりから助けを借りることです。

出典：Nobody’s Perfect JAPAN ホームページより



メンタルメンタルメンタルメンタル

ヘルスヘルスヘルスヘルス

ママママママママ

ママママママママ

ママママママママ

ママママママママ

パパパパパパパパ
パパパパパパパパ

パパパパパパパパ パパパパパパパパ

地域サポート地域サポート地域サポート地域サポート

保育サポーター保育サポーター保育サポーター保育サポーター

保育専門家保育専門家保育専門家保育専門家

保育士保育士保育士保育士

ピアサポートピアサポートピアサポートピアサポート

若いママ・パパ若いママ・パパ若いママ・パパ若いママ・パパ

医療専門家医療専門家医療専門家医療専門家

助産師・保健師助産師・保健師助産師・保健師助産師・保健師

ネットワーク化ネットワーク化ネットワーク化ネットワーク化

独自事業独自事業独自事業独自事業

助成事業助成事業助成事業助成事業市受託事業市受託事業市受託事業市受託事業

活動の原点活動の原点活動の原点活動の原点 ～～～～ 心のケアに思いを込めて心のケアに思いを込めて心のケアに思いを込めて心のケアに思いを込めて



ああああ ゆゆゆゆ みみみみ

H  H  H  H  ７年７年７年７年 ボランティア活動開始ボランティア活動開始ボランティア活動開始ボランティア活動開始 ひろば事業ひろば事業ひろば事業ひろば事業

H11H11H11H11年年年年 育児講座、自主サークル作り育児講座、自主サークル作り育児講座、自主サークル作り育児講座、自主サークル作り

H13H13H13H13年年年年 サークルネットワーク化事業サークルネットワーク化事業サークルネットワーク化事業サークルネットワーク化事業

H14H14H14H14年年年年 産後産後産後産後うつのうつのうつのうつの予防事業予防事業予防事業予防事業

H15H15H15H15年年年年 清瀬市より子育て支援事業の受託清瀬市より子育て支援事業の受託清瀬市より子育て支援事業の受託清瀬市より子育て支援事業の受託

H16H16H16H16年年年年 パパの育児参加事業パパの育児参加事業パパの育児参加事業パパの育児参加事業

H17H17H17H17年年年年 ひろば事業の拡大、課題を持つ家庭支援ひろば事業の拡大、課題を持つ家庭支援ひろば事業の拡大、課題を持つ家庭支援ひろば事業の拡大、課題を持つ家庭支援

H18H18H18H18年年年年 NPONPONPONPO法人化法人化法人化法人化 ２年保育の会発足２年保育の会発足２年保育の会発足２年保育の会発足

H19H19H19H19年年年年 食育事業、発達促進事業、自主保育の会食育事業、発達促進事業、自主保育の会食育事業、発達促進事業、自主保育の会食育事業、発達促進事業、自主保育の会

H20H20H20H20年年年年 子育て支援「あいあい」の家設立子育て支援「あいあい」の家設立子育て支援「あいあい」の家設立子育て支援「あいあい」の家設立 以後、助成事業多数以後、助成事業多数以後、助成事業多数以後、助成事業多数

「在宅主婦のミニ保育」「シングルマザーの会」等「在宅主婦のミニ保育」「シングルマザーの会」等「在宅主婦のミニ保育」「シングルマザーの会」等「在宅主婦のミニ保育」「シングルマザーの会」等

H21H21H21H21年年年年 独自事業の拡大独自事業の拡大独自事業の拡大独自事業の拡大

「ママご飯」「パパのためのベビーマッサージ」等「ママご飯」「パパのためのベビーマッサージ」等「ママご飯」「パパのためのベビーマッサージ」等「ママご飯」「パパのためのベビーマッサージ」等

H22H22H22H22年年年年 清瀬市つどいの清瀬市つどいの清瀬市つどいの清瀬市つどいのひろば２か所受託ひろば２か所受託ひろば２か所受託ひろば２か所受託

「緊急一時保育事業」「緊急一時保育事業」「緊急一時保育事業」「緊急一時保育事業」等等等等

H23H23H23H23年年年年 コミプラひまわり専用講座室・保育室の設置コミプラひまわり専用講座室・保育室の設置コミプラひまわり専用講座室・保育室の設置コミプラひまわり専用講座室・保育室の設置

他団体連携協働事業開始他団体連携協働事業開始他団体連携協働事業開始他団体連携協働事業開始 「こころと身体のケア講座」等「こころと身体のケア講座」等「こころと身体のケア講座」等「こころと身体のケア講座」等

H24H24H24H24年年年年 清瀬市清瀬市清瀬市清瀬市より野塩出張ひろば受託より野塩出張ひろば受託より野塩出張ひろば受託より野塩出張ひろば受託

助成事業多数助成事業多数助成事業多数助成事業多数 「０歳児の虐待防止＆養育支援プロジェクト」等「０歳児の虐待防止＆養育支援プロジェクト」等「０歳児の虐待防止＆養育支援プロジェクト」等「０歳児の虐待防止＆養育支援プロジェクト」等



絆づくり事業絆づくり事業絆づくり事業絆づくり事業

親子の絆親子の絆親子の絆親子の絆

家族の絆家族の絆家族の絆家族の絆

地域の絆地域の絆地域の絆地域の絆
・・・・新米新米新米新米ママと赤ちゃママと赤ちゃママと赤ちゃママと赤ちゃ

んの会んの会んの会んの会

・・・・ベビーマッサージベビーマッサージベビーマッサージベビーマッサージ

・・・・すくすくすくすくすくすくすくすく親子教室親子教室親子教室親子教室

・・・・絵本絵本絵本絵本であいあいであいあいであいあいであいあい

のむらさんと遊ぼうのむらさんと遊ぼうのむらさんと遊ぼうのむらさんと遊ぼう

・・・・赤ちゃん赤ちゃん赤ちゃん赤ちゃんわらべうわらべうわらべうわらべう

た講座た講座た講座た講座

・・・・おっぱいおっぱいおっぱいおっぱいママの会ママの会ママの会ママの会

・・・・自然卒乳自然卒乳自然卒乳自然卒乳をめざすをめざすをめざすをめざす

ママの会ママの会ママの会ママの会

・・・・パパパパパパパパの為のベビーの為のベビーの為のベビーの為のベビー

マッサージマッサージマッサージマッサージ

・・・・パパママパパママパパママパパママ・すくすく・すくすく・すくすく・すくすく

クッキングクッキングクッキングクッキング

・・・・パパママ講演会パパママ講演会パパママ講演会パパママ講演会

・・・・大人大人大人大人の性教育講座の性教育講座の性教育講座の性教育講座

・・・・アルバムアルバムアルバムアルバムつくりつくりつくりつくり講講講講

座座座座

・・・・子育て子育て子育て子育てサークルサークルサークルサークル

ネットワーク化事業ネットワーク化事業ネットワーク化事業ネットワーク化事業

・・・・幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園情報交換情報交換情報交換情報交換

会会会会

・・・・同級生同級生同級生同級生サークル交サークル交サークル交サークル交

流会流会流会流会

・・・・働く働く働く働くママの会・育ママの会・育ママの会・育ママの会・育

休中のママの会休中のママの会休中のママの会休中のママの会



自助グループ育成自助グループ育成自助グループ育成自助グループ育成

・・・・双子双子双子双子／／／／三つ三つ三つ三つ子の会子の会子の会子の会

・・・・シングルマザーシングルマザーシングルマザーシングルマザーの会の会の会の会

・・・・アドバンスママアドバンスママアドバンスママアドバンスママの会の会の会の会

（わが子と出会うのに長い時間（わが子と出会うのに長い時間（わが子と出会うのに長い時間（わが子と出会うのに長い時間を要したを要したを要したを要したママたちの会）ママたちの会）ママたちの会）ママたちの会）

・・・・アラフォーママアラフォーママアラフォーママアラフォーママの会の会の会の会

・・・・アトピーっ子アトピーっ子アトピーっ子アトピーっ子ママの会ママの会ママの会ママの会

・・・・小さく小さく小さく小さく産まれた子のママ達の会産まれた子のママ達の会産まれた子のママ達の会産まれた子のママ達の会

・・・・ジュニアーズママジュニアーズママジュニアーズママジュニアーズママの会の会の会の会

・・・・ ママ達でママ達でママ達でママ達でおしゃべり会おしゃべり会おしゃべり会おしゃべり会

グループワークグループワークグループワークグループワーク手法を手法を手法を手法を取り入れ、取り入れ、取り入れ、取り入れ、同じ様同じ様同じ様同じ様

な事で悩んでな事で悩んでな事で悩んでな事で悩んでいるママいるママいるママいるママ達を達を達を達をつなつなつなつないでいく。いでいく。いでいく。いでいく。



預かり事業預かり事業預かり事業預かり事業

定期一時保育定期一時保育定期一時保育定期一時保育

緊急一時保育緊急一時保育緊急一時保育緊急一時保育
場所：場所：場所：場所： あいあいの家／ひまわりあいあいの家／ひまわりあいあいの家／ひまわりあいあいの家／ひまわり

決まった場所、友達、大人と過ご決まった場所、友達、大人と過ご決まった場所、友達、大人と過ご決まった場所、友達、大人と過ご

す安心感の中で、子どもの成す安心感の中で、子どもの成す安心感の中で、子どもの成す安心感の中で、子どもの成

長・発達を促したいとの目的。長・発達を促したいとの目的。長・発達を促したいとの目的。長・発達を促したいとの目的。

場所：場所：場所：場所： あいあいの家あいあいの家あいあいの家あいあいの家

申込：申込：申込：申込： 前日前日前日前日4時まで時まで時まで時までにににに電話電話電話電話

在宅主婦の子育てを応援した在宅主婦の子育てを応援した在宅主婦の子育てを応援した在宅主婦の子育てを応援した

い・・それが形になり、あいあいい・・それが形になり、あいあいい・・それが形になり、あいあいい・・それが形になり、あいあい

サポート事業が生まれた。サポート事業が生まれた。サポート事業が生まれた。サポート事業が生まれた。

社会福祉振興助成事業社会福祉振興助成事業社会福祉振興助成事業社会福祉振興助成事業



ひろば事業ひろば事業ひろば事業ひろば事業

下宿つどいの下宿つどいの下宿つどいの下宿つどいのひろばひろばひろばひろば

10時～時～時～時～15時時時時 月曜休月曜休月曜休月曜休

第第第第1・・・・3木曜日木曜日木曜日木曜日手遊び手遊び手遊び手遊び

第第第第2・・・・4水曜日読み聞かせ水曜日読み聞かせ水曜日読み聞かせ水曜日読み聞かせ

野塩つどいの野塩つどいの野塩つどいの野塩つどいのひろばひろばひろばひろば

10時～時～時～時～15時時時時 月曜休月曜休月曜休月曜休

第第第第1・・・・3木曜日木曜日木曜日木曜日読み聞かせ読み聞かせ読み聞かせ読み聞かせ

赤ちゃん専用のひろば赤ちゃん専用のひろば赤ちゃん専用のひろば赤ちゃん専用のひろば

「ベビーの会」「ベビーの会」「ベビーの会」「ベビーの会」

場所：場所：場所：場所： あいあいあいあいあいあいあいあい／／／／ひまわりひまわりひまわりひまわり

13時半～時半～時半～時半～15時時時時

あいあいあいあいあいつどいのあいつどいのあいつどいのあいつどいのひろばひろばひろばひろば

毎週月曜日毎週月曜日毎週月曜日毎週月曜日

上の子には外遊びを取り入れ、赤上の子には外遊びを取り入れ、赤上の子には外遊びを取り入れ、赤上の子には外遊びを取り入れ、赤

ちゃんはちゃんはちゃんはちゃんは、お留守番、お留守番、お留守番、お留守番。思いっきりママ。思いっきりママ。思いっきりママ。思いっきりママ

を独占して発散を独占して発散を独占して発散を独占して発散。親子。親子。親子。親子制作・リトミッ制作・リトミッ制作・リトミッ制作・リトミッ

ク・読みク・読みク・読みク・読み聞かせなど聞かせなど聞かせなど聞かせなど。。。。お弁当お弁当お弁当お弁当交流交流交流交流

昼食持参・汁物（すいとん等昼食持参・汁物（すいとん等昼食持参・汁物（すいとん等昼食持参・汁物（すいとん等））））



リフレッシュ事業リフレッシュ事業リフレッシュ事業リフレッシュ事業

ひまわりパン焼き講座ひまわりパン焼き講座ひまわりパン焼き講座ひまわりパン焼き講座

手作りママの会手作りママの会手作りママの会手作りママの会

フラワーアレンジメントフラワーアレンジメントフラワーアレンジメントフラワーアレンジメント

スィーツデコ・トールペイントスィーツデコ・トールペイントスィーツデコ・トールペイントスィーツデコ・トールペイント

スクラップブッキング講座スクラップブッキング講座スクラップブッキング講座スクラップブッキング講座



心と体のケア講座心と体のケア講座心と体のケア講座心と体のケア講座

バランスボール＆産後エクササイズバランスボール＆産後エクササイズバランスボール＆産後エクササイズバランスボール＆産後エクササイズ

ヨガ講座ヨガ講座ヨガ講座ヨガ講座

アロマ講座アロマ講座アロマ講座アロマ講座

クイックマッサージクイックマッサージクイックマッサージクイックマッサージ

ヘルシー・イヤーマッサージヘルシー・イヤーマッサージヘルシー・イヤーマッサージヘルシー・イヤーマッサージ

茶道茶道茶道茶道体験体験体験体験講座講座講座講座

（他団体提供事業）（他団体提供事業）（他団体提供事業）（他団体提供事業）



みんなが保育士・みんなが生徒・みんながみんなが保育士・みんなが生徒・みんながみんなが保育士・みんなが生徒・みんながみんなが保育士・みんなが生徒・みんなが先生先生先生先生

親同士をつなげ知り合いを増やしていくお手伝い！親同士をつなげ知り合いを増やしていくお手伝い！親同士をつなげ知り合いを増やしていくお手伝い！親同士をつなげ知り合いを増やしていくお手伝い！！！！！

これこれこれこれまでも・今も、していることまでも・今も、していることまでも・今も、していることまでも・今も、していること



これから、したいことこれから、したいことこれから、したいことこれから、したいこと

世代を超えた絆づくり・支えあうまちづくり世代を超えた絆づくり・支えあうまちづくり世代を超えた絆づくり・支えあうまちづくり世代を超えた絆づくり・支えあうまちづくり

・預りあいっこのお部屋・預りあいっこのお部屋・預りあいっこのお部屋・預りあいっこのお部屋

ママたちの預かりあい支援ママたちの預かりあい支援ママたちの預かりあい支援ママたちの預かりあい支援

・多世代間交流ひろば・多世代間交流ひろば・多世代間交流ひろば・多世代間交流ひろば

あいあいひろばを地域に開放あいあいひろばを地域に開放あいあいひろばを地域に開放あいあいひろばを地域に開放

積極的な地域交流積極的な地域交流積極的な地域交流積極的な地域交流



うめのたけサロンうめのたけサロンうめのたけサロンうめのたけサロン（高齢者との交流）（高齢者との交流）（高齢者との交流）（高齢者との交流）

すっかり仲良しに！すっかり仲良しに！すっかり仲良しに！すっかり仲良しに！

★★★★ 作品のライト点滅作品のライト点滅作品のライト点滅作品のライト点滅 ★★★★

高齢者は、ママへ作品の高齢者は、ママへ作品の高齢者は、ママへ作品の高齢者は、ママへ作品の

作り方を教えるグループと、作り方を教えるグループと、作り方を教えるグループと、作り方を教えるグループと、

奥で赤ちゃんを世話する奥で赤ちゃんを世話する奥で赤ちゃんを世話する奥で赤ちゃんを世話する

グループに分かれ活躍。グループに分かれ活躍。グループに分かれ活躍。グループに分かれ活躍。

ママは、子どもから離れママは、子どもから離れママは、子どもから離れママは、子どもから離れ

ちょっと息抜き。ちょっと息抜き。ちょっと息抜き。ちょっと息抜き。

クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス

作品作り作品作り作品作り作品作り

信愛の園信愛の園信愛の園信愛の園

よろずよろずよろずよろず

健康教室・健康教室・健康教室・健康教室・

うめのうめのうめのうめのたけたけたけたけ

サロンサロンサロンサロン

にてにてにてにて



寝ちゃい寝ちゃい寝ちゃい寝ちゃい

ましたねましたねましたねましたねええええ
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赤ちゃん赤ちゃん赤ちゃん赤ちゃん

のののの

お世話お世話お世話お世話

うめのたけサロンうめのたけサロンうめのたけサロンうめのたけサロン（高齢者との交流）（高齢者との交流）（高齢者との交流）（高齢者との交流）



高齢者と子育てママ高齢者と子育てママ高齢者と子育てママ高齢者と子育てママ

絆づくりに必要な絆づくりに必要な絆づくりに必要な絆づくりに必要な

コミュニケーション技法は同じコミュニケーション技法は同じコミュニケーション技法は同じコミュニケーション技法は同じ

自分と相手の人権を尊重した上で、自分と相手の人権を尊重した上で、自分と相手の人権を尊重した上で、自分と相手の人権を尊重した上で、

自分の意見や気持ちを自分の意見や気持ちを自分の意見や気持ちを自分の意見や気持ちを

誠実に、率直に、対等に表現する誠実に、率直に、対等に表現する誠実に、率直に、対等に表現する誠実に、率直に、対等に表現する

アサーティブネス (Assertiveness )



高齢者と子育てママ高齢者と子育てママ高齢者と子育てママ高齢者と子育てママ

高齢者と子育てママの絆づくり高齢者と子育てママの絆づくり高齢者と子育てママの絆づくり高齢者と子育てママの絆づくり

期待される効果期待される効果期待される効果期待される効果

・・・・ 赤ちゃんの無垢な笑顔に癒される赤ちゃんの無垢な笑顔に癒される赤ちゃんの無垢な笑顔に癒される赤ちゃんの無垢な笑顔に癒される

・・・・ 子育てママの役に立てる喜びは、自信と生きがいにつながる子育てママの役に立てる喜びは、自信と生きがいにつながる子育てママの役に立てる喜びは、自信と生きがいにつながる子育てママの役に立てる喜びは、自信と生きがいにつながる

・・・・ 地域で若い世代から声を掛けられる喜びを得る地域で若い世代から声を掛けられる喜びを得る地域で若い世代から声を掛けられる喜びを得る地域で若い世代から声を掛けられる喜びを得る

・・・・ 地域との繋がりを感じる生活は、孤独からの解放につながる地域との繋がりを感じる生活は、孤独からの解放につながる地域との繋がりを感じる生活は、孤独からの解放につながる地域との繋がりを感じる生活は、孤独からの解放につながる

・・・・ 多くの知恵袋をいただき、お年寄りの力を見直す機会になる多くの知恵袋をいただき、お年寄りの力を見直す機会になる多くの知恵袋をいただき、お年寄りの力を見直す機会になる多くの知恵袋をいただき、お年寄りの力を見直す機会になる

・・・・ 人生の先輩からの言葉は、子育てや生活の悩みからの開放につながる人生の先輩からの言葉は、子育てや生活の悩みからの開放につながる人生の先輩からの言葉は、子育てや生活の悩みからの開放につながる人生の先輩からの言葉は、子育てや生活の悩みからの開放につながる

・・・・ 高齢者の心身の状況を高齢者の心身の状況を高齢者の心身の状況を高齢者の心身の状況をままままじかに見、高齢者への思いやりの心が生まれるじかに見、高齢者への思いやりの心が生まれるじかに見、高齢者への思いやりの心が生まれるじかに見、高齢者への思いやりの心が生まれる

・・・・ 自分が高齢になった時の姿を想像し、今から子どもとの関係性を考えるよ自分が高齢になった時の姿を想像し、今から子どもとの関係性を考えるよ自分が高齢になった時の姿を想像し、今から子どもとの関係性を考えるよ自分が高齢になった時の姿を想像し、今から子どもとの関係性を考えるよ

うになるうになるうになるうになる

高齢者高齢者高齢者高齢者

子育てママ子育てママ子育てママ子育てママ





子ども子ども子ども子どもがいるからこそ知り合がいるからこそ知り合がいるからこそ知り合がいるからこそ知り合

えた・・えた・・えた・・えた・・ ・・・・

子ども子ども子ども子どもが出会わせてくれた縁が出会わせてくれた縁が出会わせてくれた縁が出会わせてくれた縁

を大事にするを大事にするを大事にするを大事にすることことことことはははは、我が子、我が子、我が子、我が子をををを

大事にすることに大事にすることに大事にすることに大事にすることにつながつながつながつながるるるる。。。。

おおおお わわわわ りりりり にににに （１）（１）（１）（１）



助けあう助けあう助けあう助けあう「お互い様」の経験「お互い様」の経験「お互い様」の経験「お互い様」の経験

を積み、地域で我が子は育てを積み、地域で我が子は育てを積み、地域で我が子は育てを積み、地域で我が子は育て

られたという思いを味わった母られたという思いを味わった母られたという思いを味わった母られたという思いを味わった母

親親親親達達達達は、は、は、は、ゆくゆくはゆくゆくはゆくゆくはゆくゆくは次の世代の次の世代の次の世代の次の世代の

子育ての子育ての子育ての子育ての支援支援支援支援者者者者として力として力として力として力を発を発を発を発

揮し出す・・揮し出す・・揮し出す・・揮し出す・・・・・・

おおおお わわわわ りりりり にににに （２）（２）（２）（２）



私たちの私たちの私たちの私たちの18年年年年の継続のの継続のの継続のの継続の力力力力は、は、は、は、

自分達のまちを住みやすいま自分達のまちを住みやすいま自分達のまちを住みやすいま自分達のまちを住みやすいま

ちに変えている。ちに変えている。ちに変えている。ちに変えている。

そう信じて、これからも活動しそう信じて、これからも活動しそう信じて、これからも活動しそう信じて、これからも活動し

ていきたいと思いますていきたいと思いますていきたいと思いますていきたいと思います。。。。

おおおお わわわわ りりりり にににに （３）（３）（３）（３）



ご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。


