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PHOTOGRAPHER
ホームヘルプサービス事業所「どんぐり」

特定非営利活動法人とむての森
代表理事 平賀貴幸

秋になりました︒朝晩の冷え込みも
少しずつ強くなって来ています︒新
型コロナウイルスの新規感染者数も
北見市を含めたオホーツク圏では少
しずつ減少し︑９月 日の時点では
久しぶりに新規感染者がゼロになる
など落ち着きを取り戻しつつありま
す︒人の流れも少しずつ増えてきて
いますが︑引き続き感染症への警戒
は続けなくてはなりません︒とむて
の森では引き続き感染防止対策を続
けながら活動を続けて参ります︒さ
て︑コロナ禍の影響は私たちのライ
フスタイルに大きな変化を与え︑さ
まざまな業種に強い影響を及ぼしま
した︒新しい暮らしのスタイルやI
CTの活用など︑さまざまな変化も
これからさらに加速していくだろう
と思われます︒私たちはこうした対
応にも気を配りながら活動を進めな
くてはならない状況にあることを自
覚しつつ︑１人ひとりの利用者さま
やご家族の状況を見つめなおし︑必
要なサービスの構築や転換を進める
ことも視野に入れながら取り組んで
行きたいと思いますので引き続きご
理解とご支援をどうぞよろしくお願
い致します︒
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Thank You For The
Blessings Of Nature

自然の恵みに感謝
みんなの畑 こんね

文：佐藤千鶴子

日本で最初に紅葉が始まる北海道。秋の登山やキャンプを
楽しむ方、紅葉狩りを楽しむ方、紅葉を見ながらウォーキ
ングやランニングを楽しむ方…。10 月に緊急事態宣言が解
除され、昨年よりも行動範囲が広がり外での活動を楽しむ
事も増えました。この時期の天気の良い日は最高に気持ち
がいいですよね！ちょっとイライラした時でも外の空気を
吸うと何だかすっきりします。短い北海道の秋を満喫しな
がら冬支度も進めていきたいと思います。こんねの畑では
9 月・10 月とイベントが続きました。 【9 月 19・20 日】
こんねの畑で最大の面積を誇るかぼちゃ。そのかぼちゃの
収穫を二日間行いました。今年は春先の低温、夏の高温・
干ばつで収穫量は過去最悪…。とまで覚悟していたのです
が収穫時期に雨が続いた事で、平年並み（いや、それ以上かもしれません！）で沢山採れました。お手伝い頂いた皆様ありがとうございました。 【10 月 2 日】
収穫祭を開催しました。今年は開催しない方がいいのか。と悩んだ時期もありましたが感染対策を徹底し開催することに！当日は朝まで雨が降り不安ではあり
ましたが、11 時スタートの頃にはすっかり雨もやみ、次々とお客様が来てくださいました。「今年も楽しみにしてたよ」とのお声も頂きました。お忙しい中お
越しくださった皆様本当にありがとうございました。来年も開催しますよーーー！！ 【10 月中旬】大豆の刈り取り作業を行いました。今年の暑さは半端ない！
花が咲いても実が付く前に落ちてしまう…。あー今年、枝豆は無理か。。。と、お盆頃にそんな事を思っていたのですが、気温が落ち着いたお盆明けに一気に実
が付き始めメンバーが大好きな枝豆の収穫もできました。残りは大豆として刈り取り。大豆は長い冬の作業として大事な物の一つなんです。毎年思う事。こん
ねの畑でこうして収穫しそれを販売する。それが当たり前になっているところも少しあるのかな。土があって、水があって、太陽がある。人の力、メンバーの
協力も必要ですが、やっぱり自然の力！ですよね。自然の恵みに感謝感謝です。今年ももう少し畑の作業が残っています。メンバーと力を合わせて頑張りたい
と思います。

猛暑の夏を乗り切ったスタッフに
感謝と冬に向かってエールを！！

Survive The Hot Summer And Thank The Staff
For The Winter! !!

今年の夏は雨も少なく猛暑続き！！お盆が過ぎてもなかなか涼しさを感じることができず大変な毎日でした。
夏休みで朝から夕方まで支援が続く児童課のスタッフ。高温下のキッチンやビニールハウス内で、利用者さん
の健康を気遣いながらの作業が続いた就労訓練課のスタッフ。暑さ対策に加えて感染防止対策、ノロウイルス
対策と、日々頑張ってくれた各事業所のスタッフには感謝しかありません。そこで、今年の猛暑を乗り切って
くれたスタッフに感謝の気持ちを込めて、9 月末に慰労品を配布しました。今回は、5 月に配布して大好評だっ
た「ときわホルモンの焼肉セット」と、 普段はなかなか購入することが出来ない北見の老舗和菓子店「大丸の
カステラ（大）」のいずれかを選ぶことができる選択制にしました。スタッフの家族構成は様々ですので、選択
できるということをとても喜んでくれました。
“美味しい焼肉を食べて”“甘くてしっとりのカステラを頬張って”
この夏の疲れが癒されたあとは、すぐにやってくる極寒の冬に向けてまた頑張っていただけることを願ってい
ます。コロナとの戦いはまだまだ続きます。これからも一緒に頑張っていこう！！

会員募集

私たちは皆様のご協力で
福祉活動を行っています。
・とむての森のサービスを利用してみたい方
・ヘルパーのお仕事をしてみたい方
・応援してくださる方
日本財団様が運営している「夢の貯金箱」は、みなさんの「夢」を集めて
大きくし、本当に支援を必要としている人たちに届ける貯金箱です。とむ
ての森では本部隣のベーカリーカフェ ローフ前に「夢の自動販売機」を設
置しています。この自動販売機で飲み物を購入すると、１本につき１０円
が夢の貯金箱に寄付される仕組みとなっています。お近くにお越しの際は、
ぜひご協力をお願いいたします。

とむての森は、イオン北海道（株）イオン北見店様の「イオン・デー」
に実施されている「イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン」に
登録をさせていだたいています。毎月１１日は「イオン・デー」です。
イオンで買い物をして、黄色いレシートを「とむての森」のBOXに
入れてくださいね。よろしくお願いいたします。

正会員
会員
ボランティア
賛助会員（一口）

7,000円 / 年 （総会議決権あり）
2,000円 / 年 （総会議決権なし）
2,000円 / 年 （総会議決権なし）
3,000円 / 年 （総会議決権なし）

※詳しくは、お問い合わせください。

そのままでいい

in one WORD...

田口久人

ことばひとつで…
生活支援事業所「ほっぷ」 文：喜多村恒夫

（株）ディスカバー・トゥエンティー
https://d21.co.jp/book/detail/9
78-4-7993-2039-6

言葉一つで考え方は変わります。考え方が変われば、見えるものが変わります。事実が同じでも、別の見方や受
け止め方ができるようになります。（まえがきより）最近読んだ本から、励まされたり、気づかされたり、感動
したり、反省させられたりした言葉がありましたので、その一編を紹介したいと思います。

「言い訳は返ってくる」
やらない理由を

忙しさのせいにしたら

できない理由を

年齢のせいにしたら

わからない理由を

頭のせいにしたら

うまくいかない理由を

心はなくなる
老けていく
誰も助けなくなる

他人のせいにしたら

成長しなくなる

言い訳はすべて自分に返ってくる
一つでも減らすことが
幸せにつながる

Do Your Best,
But Be Prepared For The Worst!

最善を尽くせ、
しかし最悪に備えよ！

ホームヘルプサービス事業所「どんぐり」 文：差波敏彦

朝晩の冷え込みが段々と厳しくなってきましたね。短い秋もあっという間に過ぎ
ていきました。今年の紅葉は葉っぱの状態も良く、例年よりも見ごろだったよう
です。話は変わりますが、コロナウイルスのワクチン接種を希望されている方々
は、皆さん 2 回目が終わった頃だと思います。これから経済を回すため、一人一
人が約 2 年間の自粛生活で溜まりにたまったストレスや鬱憤を晴らしたいと、行
動が活発になることと思います。しかしながらワクチン接種 2 回目が終わっても
重症化しにくくなっただけで、まだまだ感染リスクがあり、後遺症や重症化の恐
れがあります。それに加えて症状が無いがために知らず知らずのうちに周囲に影
響を及ぼす可能性があり、3 回目のワクチン接種が数か月後に控えていると言わ
れています。油断せずこれまで通りの感染予防を徹底して行きたいと思います。
人生何が起こるか分かりません。最善を尽くせ、しかし最悪に備えよ！私が中学
生の頃、恩師からの言葉です。

皆様からたくさんのご寄付をいただきました。
ご協力に感謝し、
大切に使わさせて戴きます。
ありがとうございました。

●斎藤勝義 様

●白石由美 様

●上西 様

●八巻ひとみ 様

●多田るみ子 様

●笠井典子 様

・ 野菜

・ トイレットペーパー、ティッシュペーパー
・ アルミ缶

・ トイレットペーパー
・ きゅうり
・ おもちゃ

●馬渕由美 様

●木村友佳 様

●ときわホルモン 様

●田中楓 様

●西川涼太 様

●坂下誠克 様

●乾夏樹 様

●後藤浩美 様

●千葉真弘 様

●小椋利枝 様

●蛯子克代 様

●瀬口春華 様

●三輪久美子 様

●牧野温子 様

●金田一文人様

●岸本和代様

●安藤初男 様

●岩佐千香 様

●有澤昭 様

・トイレットペーパー、ティッシュペーパー、アルミ缶
・ アルミ缶、トイレットペーパー、ティッシュペーパー
・ ティッシュペーパー
・ アルミ缶
・ 野菜

・ シール

・ おもちゃ

・ トイレットペーパー
・ タオル
・ お菓子

・ トイレットペーパー、ティッシュペーパー
・ トイレットペーパー、ティッシュペーパー
・ トイレットペーパー

・ 令和３年度 会員（議決権なし / 寄付金あり）
・ 令和３年度 会員（議決権なし / 寄付金なし）

・ トイレットペーパー、じゃがいも
・ 布マスク

・ アルミ缶、トイレットペーパー、ティッシュペーパー

・ 令和３年度 会員（議決権なし / 寄付金あり）
（2021/09/16 ~ 10/15 現在）

ANXIETY / GROWTH

不安・成長

Is it AUTUMN
or WINTER now?

放課後等デイサービス事業所「のーむ」
文：小栗直樹

秋なの？冬なの？

小栗です！！皆さんには報告が遅くなりましたが、

放課後等デイサービス事業所「にんぐる」
文：鹿野杏介

9 月から『にんぐる』→『のーむ』に異動となりま
した。数年ぶりの『のーむ』ということで、まず

こんにちは、みんなの鹿野です。さて、色々迷う

感じたことは『にんぐる』と比べ、子供たちの学

11 月ですね。11 月って、秋ですか？冬ですか？

年が一回り大きいことです。そのため、関わり方

旧暦では霜月ですが、霜って、、、また秋なのか冬

に関しては『にんぐる』の子どもたちと比べて、

なのか分からぬ表現ですよね。なんか気になっち

少し変わっていくのかなと思っています。また、

ゃって、鹿野君ネットで調べちゃいました。なん

殆どの子ども達とは会ったことがありますが、初

でもググればいいと思っています。ネットで調べ

顔合わせの子がいたり、数年ぶりに話す子どもた

たところによると、旧暦では冬だけれども、現在

ちもいました。そういった子どもたちとの関わり

では気象庁的には秋に入るそうです。ためになっ

も深めていきたいとも思っています。『のーむ』に

たねぇ〜。コロナで外出もままならぬ昨今、今ま

異動となってまだ数ヶ月のため不安な部分もあり

で読まなかったタイプの本を読んでみたり、家で
出来る新しい趣味探しをしたりと「飽き」の来な
い「秋」にしましょう！

ますが、いちスタッフとして精一杯頑張りたいと

Before You Know It

思います。また、子どもたちの成長をしっかりと

いつの間にか

見届けながら、自分も成長していきたいと考えて
いますので、宜しくお願いします。それにしても

放課後等デイサービス事業所「ぽっくる」
文：田中豪樹

…久しぶりに会った子どもたちは声変わりをして

少し肌寒い秋から肌に刺さる位寒い冬に向かって

いたり、身長がとても伸びていたり、発言や行動

いるこの時期、安くなったハロウィン商品とこれ

等が成長していたりしてビックリしました ( 笑 )

から増えていくのであろうクリスマス商品が混在
している時期、なんとなく不思議な感じがします
ね。最近の出来事でハッとしたことをお話しした
いと思います。ぽっくるの子ども達に「もう少し

Introducing The NINGLE.

「にんぐる」を
ご紹介します。
日中一時支援事業所「つくしんぼ」
文：豊嶋泰輔

児童課スタッフの中で特に色々な事業所に行く機
会が多い私から見た各事業所の様子を数回に分け
て書いています。今回は放課後等デイサービス事
業所「にんぐる」です。主に公園町にあるこうえ
んハウスで過ごしています。児童発達支援および
放課後等デイサービス事業所「にんぐる」として
サービスを提供しています。平日のほか祝日も開
所しており、私も祝日に勤務することがあります
が、一緒に絵本を読んだり、ボールで遊んだり、
とにかく元気で活発なにんぐるっ子と遊んでいる
と、フレッシュなエネルギーを感じます！新しい
利用者さんも入ってきますが、みんな仲良く同じ
屋根の下で過ごしています。平日は毎日おやつの
時間があり、それを楽しみにしている子も多いよ
うです。もちろん活動も！『DVD 鑑賞』や『読み
聞かせ』では座って集中して観てくれています。
たまにしか顔を覗かせない私ですが、名前を覚え
てくれて一緒に遊んでくれるのが嬉しいです。ま
たこうえんハウスでたくさん遊びましょう！

でハロウィンだね。田中さんの子ども頃はどうだ
った？」と聞かれ、そういえばと思い返してみると、
僕の子どもの頃はハロウィンを楽しむといった習
慣は無く、父親に「今日ハロウィンだね。」と言う
と何言ってんだコイツという顔をされたのを覚え
ています。ぽっくるの子どもには「昔は無かった
んだー」と言うと不思議な顔をされました。今は
当たり前のように行なっている事も昔は違ったり
その逆もあったりします。何か子どもの何気ない
一言で深く考えさせられた、そんな出来事でした。

つぶやき

就労支援事業所「すてっぷ」
ベーカリーカフェ LOAF

戸井田 修一

utter -

- My M

がお話しします。

よく間違えられるのですが「といた」です。最後の『田』は濁りません。ゲーマーな私の趣味の話にお付き合いください。最近映画
で『ファイナルファンタジーⅩⅣ光のお父さん』というものを見ました。話の内容は父親と息子が打ち解けていくよくある感動もの
ですが、そのためのツールにネットゲームの FFⅩⅣが出てきてその中で話が進んでいきます。ネットゲームのいい所が描かれている
ので、見るとやってみたくなるかもしれません。ノンフィクションと聞いて驚きました。この歳になって何でゲームをやっているの？
とみなさんが聞きたくなるその辺りをうまく伝えることができないかと、無い頭を捻って考えてみました。最近は e スポーツと言わ
れ持ち上げられているところも目にしますが、まだまだマイナーな世界なんだと思います。ゲームといってもジャンルが様々で、私が
よくやっているものは勝ち負けがはっきりしていて自分のレベルがある程度わかるものが多いです。古いものだとLOL、最近なら A
PEXなどが入ってきます。こういったゲームは勝ち負けによってランクが付き、ランクが高くなればより上手い人と対戦できるよう
なシステムになっています。今はネットがあるので世界中の人とできる機会があり、上手くなればなるだけその世界のトップ層と対
戦できる機会があります。年齢を気にせず誰かと競い合うことができるというのが楽しくて、上手くなればネットで見ていた世界の
人達と一緒にできるようになるチャンスが誰にでもある。そんな所がゲームに嵌まったきっかけかもしれません。念のため福祉的な
お話も ( 笑 ) ゲームに限らずですが、こういった世界大会などの大規模なものはチャリティー要素があり、ゲーム内のアイテムを買
うことなどでその一部を寄付金にできたり、またその使い道を寄付したプレイヤー達が任意で地域と支援の形態を選べるというよう
なシステムになっています。少しでも世の中の役に立ってくれるといいなと思います。お家時間が増えた今でもネットを通せば離れ
ている家族や友人、そして知らない誰かとも楽しく共有できることは意外と多くあるのかもしれません。
NEXT…
児童課を背負って立つ男
10 月から「緊急事態宣

Basal Metabolism Is
Going Down

基礎代謝は
落ちていくものさ
移動支援事業所「とろっこ」 文：山川圭一

言」が解除され、市内
の公共施設、カラオケ
店が再開し、利用者さ
んの行き先はいつもの

気は優しくて力持ち（？） 小栗直基です！

［ おねがい ］

引き続き新型コロナ対策として不織布のマスクの着用、屋外活動時の気温や
状況に合わせた服装、水筒やタオル、エコバッグ等の持ち物のご用意をお願
いいたします。また支援に関しまして日時･時間などの変更がありましたら、
お早めにご連絡をいただけますようお願い申し上げます。

ところに落ち着き、普段通りに活動することが出来ています☆さて今回
の雑談は「運動支援」について。最近の移動支援で運動といえば、東陵
公園や東武店内、本部周辺などをウォーキング、トレセンでバドミント
ンやバスケット、市民プールで水泳や歩行が主な活動ですが、以前は道
立体育センターのトレーニングマシンを使って筋トレ運動をしたり、東
トレセンがあった時はフットサルをしていました。また少数の利用者さ
ん限定ですが、登山、ボウリング、スキー、スケート、打ちっぱなしゴ
ルフ、イオン店内の階段の上り下り等の希望もありました ( 笑 ) 今では
コロナ禍の影響で完全予約制になり行かなくなった場所や、 運動出来る
場所自体がなくなったり、スタッフの減少や高齢化に伴い対応できなく
なった支援もあります。それでも移動支援の総利用回数の約50％が運動
支援を行っている状況です。ということで、これから年を重ねるたびに、
運動支援を希望する方が増えていくと予想されます。動けるスタッフが
いるうちに！今以上にスタッフ不足になる前に！手遅れになるその前に！
まずは進んで運動をはじめて健康になりましょう☆やる気がある運動希
望の利用者さんがいましたら、早めに声をかけてくださいね ( 笑 )

たくさんの

ありがとうを
伝えたい

7 月にたくさんの「虫よけミスト 森の肌守り」の寄贈を頂いた「ナチュ

I WANT
TO SAY
A LOT OF

THANKS

ラルサイエンス様」から今度は「桑の葉きれい青汁」と「オリゴトリー
トメントミルク」が届きました。「ナチュラルサイエンス様」からの寄贈
は 3 度目となります。今回は、猛暑の夏を乗り切ってくれたスタッフに
青汁とトリートメントを、パン工場や畑作業時に大量の汗で髪が傷んで
いるであろう「すてっぷ」と「ほっぷ」の利用者さんにトリートメント
を、それぞれ配布させていただきました。コロナ禍に届く思いがけない
寄贈品は、スタッフや利用者さんたちを笑顔にしてくれます。今回の寄
贈にも感謝の気持ちを持ちながら、これから迎える極寒の冬を乗り切っ
ていきます。「ナチュラルサイエンス様」ありがとうございました。

忙しかった畑作業も終わり、キ

AUTUMN Is The Season
Of Savings

ッチンとパン工場、アトリエに

秋は備えの季節

分かれ作業する時期が来ました。

就労支援事業所「すてっぷ」 文：田中ちえみ

現在、すてっぷの利用者さんは

20 名！ 3 か所に分かれたとしても、気を付けなければ密状態になってしまうため、
本部ではサロンや本部 2 階での清掃作業、事務所の一角を作業スペースとしてなる
べく分散を心がけています。今回は本部 2 階清掃をご紹介します。入居者さんのい
る本部 2 階の廊下・台所・トイレ・浴室等の清掃は利用者さん 2 名がペアで行い、
比較的簡単なゴミ取り・モップ掛け作業を後輩利用者さん、少し難易度の高い洗面所・
トイレ掃除を先輩利用者さんが担当することが多いです。以前は施設外就労として
老人ホームの清掃をしていましたが、コロナウイルスの関係で休止して 2 年近くが
経ちます。その時に施設外の清掃を行っていた利用者さんたちはやはり手際が良く、
また後輩が入るとその作業の指導も行っていた為、今は２階清掃の後輩指導も担っ
ています。その日の各自の分担表と、掃除の仕方の細分化された工程表を見ながら
後輩利用者さんたちは徐々に自分で行う部分を増やし、やがて先輩に見守られなが
ら一人で出来る様になり「もう見守りがなくても出来ます！」と自信を付け、汚れ
が残っていないかなどチェックを受けつつ習得していきます。 1 人でできる自信が
付くまでのペースは人それぞれ。早くに自信を付け、チェックで汚れ残りを指摘さ
れ掃除し直しながら習得していく人、
「まだちょっと一人では無理です」と 1 歩を踏
み出すまでに時間がかかる人もいますが、目指すところは同じです。励ましながら、
自信を持って出来ることを増やしていける時期にしていきたいですね！外に（畑に）
どんどん出て作物を作り出す作業と、事業所の中で細かい工程を習得していく作業。
どちらも頑張っている利用者さん達です。

TOUGH DAYS

厳しい日々
ベーカリーカフェ LOAF

文：戸井田修一

毎年のことですがこの季節になると年末・正月が目の前
に迫ってきて今年は一体何をしただろう？と考えるよう
な時期です。飲食店であるローフにとっては厳しい日々
が続いております。緊急事態が明けて飲食のお客様も戻
りつつあるのを見ていると、テイクアウトもいいけれど
やっぱりお店で出来立てのものをおいしく食べたいとい
う人は多いんだなぁと思います。私もメンバーさんも焼
き立てのパンを毎日並べますし見ているけれど、いっつ
もコレおいしそうだよね〜などと言っています ( 笑 ) あ
っという間に12月になってしまうので早めに今年のオー
ドブルの販売のお知らせです。２〜３人前という少し小
さめのサイズが欲しいという意見を多く聞いていたので
例年通りの４〜５人前とは別に２〜３人前の小さめサイ
ズもご用意致しました。クリスマスまでの間には風味が
徐々に馴染んで変わっていくシュトーレンを少しずつ食
べて待つというのもいいんじゃないでしょうか？遅くて
も月末にはお店に並ぶ予定ですが早めのご予約をお願い
致します。みんなで 1 つ 1 つ丁寧に心を込めて作る１年
の集大成のような商品達です。みんなの成長を感じても
らいたい。去年より今年。今年より来年が 1 番となるよ
うなそんな思いの詰まったローフの料理をお届けできる
ようにこれからも頑張っていきたいと思います。

みなさまへ
ご寄付のお願い
とむての森では、日頃より皆さまからい
ただくご寄付の数々に本当に助けられて
います。心から御礼を申し上げます。引
き続きよろしくお願いいたします。

就労支援事業所「すてっぷ」より

本部事務局より

トイレットペーパー
ティッシュペーパー

未使用の
バスタオル

メンバーさん達が使用します。よろしけ
ればご寄付よろしくお願いします。

（防災時に使用します）

とむての森では、各事業所に防災グッズ
を常備していますが、先日実施した備蓄
品の一斉点検時に「バスタオル」が必要
との声で、法人内の在庫確認をしたとこ
ろ不足しておりました。そこで皆様にお
願いです。ご家庭で眠っている「未使用
のバスタオル」はありませんか？
皆様のご協力をよろしくお願いいたしま
す。

PCR検査について
ワクチン接種が進んだためか、オホーツク管内の感染者も減少傾向となっていますね。緊急事態宣言も終了しましたが、冬に向けて感染拡大となら
ないよう気を引き締めなければいけません。北見市の新型コロナウィルス感染症対策として、北見市内の福祉事業者を対象に定期的に実施されてい
る PCR 検査で、9月に実施された検査でも、とむての森は全スタッフの陰性が確認されていますことをご報告いたします。北見市の無料検査実施も
9 月をもって終了となりました。行政の支援に心から感謝するとともに、今後も引き続き感染防止に努めてまいります。皆様のご協力をよろしくお願
いいたします。なお、とむての森では、10月末時点でワクチン接種希望の全スタッフ
（全体の 94％）
が 2 回目の接種を終了したことをご報告いたします。
（未接種者 6％はアレルギー等で接種不可、服薬で自己対策者）

スタジオブレーメン
文：伊藤栄一

10 月 11 日〜24 日までの１４日間、ニセコ
町の SEED BAGEL & COFFEE COMPANY 様にてスタジオブレーメンのアーティス
ト９名が展示販売会を開催しました。店主の
平野様には約 2 年前にもお世話になりました。
今回は有名企業の社長や海外の方が多くご来
場するとのことで鮮やかな色使いが得意なア
ーティストをご提案しました。手放したくな
い作品も出品しましたが、世界に旅立ってい
くことを願い、気持ちを切り替えてカレンダ
ー製作に入っていきました。

@seedbagel

