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私と大連と後援会との出会い 
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私が日中児童の友好後援会の初代理事長、川畑文憲氏

（1924～2010年）に大連市内のホテルで江原孔江さんか

ら紹介されたのはいつのことだっただろうか。 

手帳を見ると、私が初めて大連市に行ったのは、某保険

会社の健康プロジェクトの仕事で、1994年であった。大

連市の衛生局と上海市の中医学研究所を訪ねた年で、それ

から毎年、北京、大連、上海と訪ねた。この間、大連市衛

生局の薬膳パーティに江原孔江氏が大連駐在の方々を連

れて大型バスで乗り付け参加してくれたのは 1995 年の

翌年、1996年頃のことだったように思う。 

大連賓館（旧大連大和ホテル）のロビーで川畑氏に紹介

された際、私が建築家前川國男（1905～1986年）の秘書

だったと言うと、すかさず、叔母の浜口ミホ（1915年～

1988年、大連生まれ）は前川國男建築設計事務所の所員

だったと言う。その懐かしい名前を聞いて急に川畑氏に親

近感を覚えた。 

浜口ミホ氏は、大連では海関（中国税関）のレンガ造り

の洋館の官舎育ちだそうだが、1937年東京女子高等師範

学校（現御茶ノ水女子大学）を卒業後、東京帝国大学工学

部建築学科の聴講生となり、修了後、前川事務所に入所し、

建築を学んだ。1945年に建築士法が施行され、日本で初

の一級建築士を取得した女性建築家となった。前川事務所

時代に後に東大教授になる浜口隆一氏と出会い結婚。戦後

浜口ミホ建築研究所を設立。1955年の日本住宅公団（現

都市再生機構）の設立と同時に公団住宅のキッチン周りの

設計等でモダン志向の女性建築家として活躍。著書に

1949年「日本住宅の封建性」相模書房）等がある。 

私の前川氏秘書時代の1985年、最晩年の前川を訪ねて

きた浜口ミホ氏が、夫妻でスペインに移住することを前川

に伝えていたが、その時ミホ氏は70歳になっていたと思

う。何と勇気ある決断と前川もそう思ったようだったが、

私も感慨深いものがあった。川畑氏の発言から、浜口氏が

大連育ちと知り、そうした決断ができるのは大陸育ちの逞

しさからかもしれないと、聞いて納得した。当時、日本は

バブル景気時代で、建設省（現国交省）が快適な老後生活

をスペインで過ごそうと推奨し、浜口氏も建設省の委員で

あったので真っ先に試そうとしたようだが、すぐに食生活

の違いを理由に日本に戻ってきたという話であった。トラ

イ・アンド・エラーもまた、大陸育ちの逞しさの表れにち

がいない。 

大陸育ちに共通する逞しさは、この

日中児童の友好交流後援会において

も会員諸先輩の女性達に通じるよう

に思うがいかがだろうか。かく言う引

き継ぐ世代も同様かもしない。 

私と大連を繋ぐものとして、前川國

男が 32歳の 1937年に開催された大

連市公会堂の競技設計に応募し、1等

になっていることも挙げられる。 

前川の没後、紹介された元住友合資会社の設計部（現日

建設計）に勤務していたという 91 歳の男性が、20 代の

頃に、その競技設計に応募し第2等になった。前川案のパ

ースには大連市内に立つ忠霊塔が描かれているが、ほかの

案には描かれておらず、審査委員長だった当事の東大教授、

岸田日出刀や前川が大連を訪れていることから、これは二

人だけが知る暗黙の印に違いないと、当時の設計競技集を

見せてくれた。しかしながら、2等案でも当時としては十

二分過ぎる賞金がもらえて嬉しかったとも語っていた。実

際、応募要項には忠霊塔に向かって建つと記されており、

当時大連を訪れた者は少なかったかもしれないが、審査評

には、前川案の平面計画が圧倒的優位であるとされていた。 

しかし、2等になった彼には、こうした疑問が残ってい

たようだ。それを、秘書だった私に語ることできっと気が

晴れたに違いない。そして、私が初めて大連に行き、宿泊

した高層ホテルの窓から忠霊塔らしきものを小高い丘に

立つのを見たが、すでに発展した大連では戦前と違いそう

目立つものではなかった。 

こんなご縁から2010年、日中児童の友好交流後援会の

理事になった。日本人には馴染みある緩やかな丘が連なる

美しい地・大連も、今では高層ビルが林立し、日本と同じ

ような発展を遂げている。本協会の第２世代となる私達が

これから何ができるのかを真剣に考えなければならない

だろう。◆

特定非営利活動法人日中児童の友好交流後援会 
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特別寄稿 

 
 日中の子ども達の文通交流で最も重要な担い手は翻訳ボランティアの皆様です。黄程陽さんは日本語から中国語への翻訳を長年支援してきており、

大変豊富な経験をお持ちです。今年度最初の手紙が日本側交流校から数百通がほぼ同時に届き、猛暑の夏にも拘らず、一生懸命翻訳してくださいま

した。今年度の日本の子ども達の手紙について、感想をお寄せいただきました。 

 

 

 

子どもたちの気持ちをそのままに 
 

黄 程陽 

 
 2018年の夏は「史上最暑」と言われて、埼玉県の熊谷市を始

め数々のホットスポットで最高気温の記録を次々と更新してき

ました。おまけに、台風あり、豪雨あり、記憶に残る夏かと思

っています。 
 

届いた大変な量の手紙 
 こんな夏に、後援会から子どもたちが書いた手紙が届きまし

た。しかも、一通ではなく、鷹番小と高輪台小と御田小の三校

分が次から次へとやってきました。終わってみると、なんと260

通をも超える手紙を翻訳したことになりました。私にとっては、

暑い夏の記録に並び、熱い戦いの記録も作ったことになりまし

た。（笑） 

 蒸し暑い天気の中、エンドレスのような翻訳作業には、言う

までもなく苦労をしましたが、その分の楽しみも存分に味わい

ました。ここでその一部を皆さまにご報告いたします。 
 

翻訳サイトが対応できない子どもたちの手紙 
 「今、フリーの翻訳サイトがいっぱいあって、そんなに苦労

しなくてもいいじゃない」と思っている方がいらっしゃるでし

ょう。実は筆者も試しに翻訳サイトを使ってやってみましたが、

やはり出来上がった文書は使い物になりません。いくらＡＩが

進化していると言っても、文章の中の気持ちが伝えてこないか

らです。さらに、子どもたちの手紙には特徴があって、翻訳ソ

フトは対応できないからです。 
 

子どもの手紙はピュアそのもの 
 さて、子どもたちの手紙にはどんな特徴があるのでしょう

か？まずは、子どもたちは純粋です。大人のようにあれを考慮

したり、これを考慮したりすることがありません。手紙には思

ったまま書いてあります。そして、よく「子どもは風の子」と

言われ、つまり思考や文章も飛んでいくことがあります。まし

て、まだ小学生ですから、字が間違ったり、文法が誤ったりす

ることが当たり前です。 
 

翻訳に配慮――子どもの気持ちをそのままに 
 では、これらの特徴的な手紙を翻訳するには何をどのように

注意すればいいですか？ 

筆者は子どもたちの気持ちをそのまま伝えることが何より大

事だと思っています。 

翻訳の基本となりますが、「何も足さない、何も引かない」で

すね。しかし、それだけでは物足りません。やはり、お互いの

国も違いますし生活や感情の表現にも差があります。これらの

ことを考えて、言葉の一対一にこだわらなく、同じ気持ちを相

手に伝えられるように工夫を凝らしなければなりません。そし

て、誤った文書をケースバイケースで対応します。明らかな書

きミスに対し、修正してあげます。一方、文法的には正しくな

いが子どもっぽい表現に対し、極力そのまま翻訳します。こど

も一人一人には言葉づかいの個性がありますので、これがある

からこそ生き生きと子どもらしさが文通の相手に伝わっていき

ます。 
 

娘に相談――読みづらい子どもたちの字 
 もう一つ大変なのは手紙が読みにくいことです。子どもたち

の字が濃く書かれたり、薄く書かれたりします。また、字には

個人の書き癖が入ります。さらに、原稿をスキャンし、微妙な

ところはますます微妙になってしまい、じっと見ても読み取れ

ません。この場合は、筆者がいくら頑張っても読めないが、娘

に頼んだらスイスイ読んでくれて本当に不思議かなと感じてい

ます。やはり子どもには子どもの気持ちが通じているでしょう

か。例えば、つぎの文に引っかかってしまい、進まなくなりま

した。 

「○○さんはお体みのころなもをしていますか？」 

悩んだ末、娘に頼み、見てもらうことにしましたが、彼女は

何気なく 

「○○さんはお休みのころなにをしていますか？」と読み終

わって、「っで？」と聞き返されました。これで絶句！大人の頭

ってやはり硬いですね！ 
 

失敗談も語る子どもたち 
 子どもたちの感情は率直なものです。手紙には、学校生活や

授業、夏季学園に対する期待、友達との遊びのことがいっぱい

書かれています。 

そして、自分の住まいや家族、まれに失敗談まで書く子もい

ます。ある男の子がこのような手紙を書きました。 
 

「ぼくは、工作で１回おバカなことをしてしまいました。それ

は、水ですべって友達の足にのりがくっついちゃっていいあい

をしていたら友達の足にぼくの足がくっついてとれなくなった

ことがあります。それとなぜか弟のめんどうを見ていたらねつ

を出したことがあります。それと、登校しているときにトイレ

行きたくなったので、トイレがおわってせっけんで手を洗おう

としたらおしすぎて、目に入ったことがあります。」 
 

まぁ、ほんとうに正直な子ですね。 
 

一日でも早く届けたい 
「処暑」の季節がすでに過ぎたにもかかわらず、暑さ

はなかなか去ってくれません。夏休みも終わりまして、

一日でも早く日本の子どもたちの手紙が中国の子ども

の手元に届けられるよう願っています。 

 
（二○一八年九月） 
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コラム：肖輝先生の現代大連事情 
 

現代版孟母三遷？ 
 

「学区房」という言葉をご存知ですか？ 

日本の皆さん、「学区房」という言葉を聞いたことがありますか。中国にはこの言葉を知らない大人はいないと思います。特に親たちの

神経を尖らせるホットな言葉です。「学区房」というのは、中国の都市で教育水準の高い小中学校を囲む指定地域の住宅のことを指し

ます。 
 

名門学校付近の価格上昇 
ここ数年、中国の経済的格差についてよく指摘されていますが、教育の格差も目立っています。名門小中学校は一流大学への進学率

が高いので、親たちの関心が集まります。しかし、名門小中学校は少ないし、一定の地域に限られています。また、戸籍制度上でその指定

地域に住宅を持たない限り、名門小中学校へは入学できません。不動産開発会社は「学区房」という概念を酷使し、物件に高い値段を

つけています。「学区房」は不動産価格高騰の要素のひとつともいえるでしょう。 
 

我が家付近の環境も激変。。。 

我が家の地域はこの2，3年、不動産価格が２倍ぐらいに高騰しています。それはやはり新たな名門小中学校が誕生し、指定地域の物

件がたくさん買い求められているからです。また、そのため、閑静な住宅街にもかかわらず、朝晩には毎日のようにラッシュ状態になります。

その理由は登校と下校を迎えるマイカーが急に増えることです。 
 

教育格差 
「学区房」はいま、住宅価格を左右する要素として、中国の社会問題になっています。中国政府は指定地域の区画を撤廃したり、小中

学校の教育水準を全面的に高めたりする動きを示していますが、教育の格差を完全になくすことはまだまだ先のことでしょう。◆ 

 

 

朋友会だより 

 

趙洋洋さんからのプレゼント 
 

本年 2 月に夫の翔さんを伴って来日した天津在住の趙洋洋さんか

ら暑中見舞いが届きました。「会報白玉第41号」2018年3月15日

号に掲載した趙洋洋さんの来日ですが、このたび絵画が贈呈されて

きました。 

1996年5月30日～6月6日まで第4次旅順九三小学訪日団の団

員として小学 6 年生の時に来日した趙洋洋さんが夫の孔憲翔さんと

ともに春節明けの2018年2月末から3月にかけて 1週間ほど休暇

で来日したのですが、それを機会に、夫の孔さんが日本語を勉強し

はじめたそうです。そして書いてくれたすばらしい手紙と絵が入っ

ていました。 

 とてもつい最

近習ったとは思

えない筆跡で、

感動しました！ 

 本当にすばら

しいお手紙と絵

を有難うござい

ます！ 

 お二人の次回

の来日を楽しみ

にお待ちしてい

ます。 
 

http://blog.canpan.info/ryojun/img/IMG_2732.JPG
http://blog.canpan.info/ryojun/img/E8B699E6B48BE6B48BE38195E38293E3818BE38289E381AEE6898BE7B4992018.8.12.JPG
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追悼  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                             

（写真：神崎龍志） 

 

日中交流の宝 盛中国さん（77）逝く 
 

 大連在住の肖輝理事からWeChatで悲報が届いたのは9月7日の夜のことでした。本後援会の特別名誉顧問のような盛中

国・瀬田裕子ご夫妻は、2013 年、文通交流校のひとつである東京都目黒区立鷹番小学校の創立 80 周年にあたり、北京のご

友人たちを伴って信じられないくらい多数の中国伝統楽器のプレゼントを携え訪問してくださいました。記念のコンサートも、

瀬田裕子夫人のピアノ伴奏とともに体育館で演奏してくださり大きな感動をよんだのは、ほんの5年前のことでした。盛中国

さんは、中国で最も有名なバイオリニストで中国だけでなく世界的に有名な音楽家です。瀬田裕子夫人がたまたま本後援会の

文通交流校のひとつである鷹番小の卒業生だった、というご縁での実現でした。日中友好の架け橋として毎年２回来日し都内

でコンサートを開催していらっしゃり、新潟県燕三条市との30年以上に亘る交流も語り継がれることでしょう。 
 

盛中国氏略歴 （Sheng Zhongguo） 

 1941年、当時の四川省重慶市生まれ。幼少から才能を発揮し、1960年にモスクワ音楽学院に学んだ。1962年にチャイコ

フスキー国際音楽コンクールで栄誉賞を受賞。帰国後、文化大革命の時代を経て1980年から音楽活動を再開。国政助言機関

の中国人民政治協商会議（政協）委員を2008年まで４期務めた。中国バイオリン学会元会長。2000年9月日本国から日本

及び中国に於ける演奏活動による日中文化交流への貢献が認められ、瀬田裕子夫人ともども夫婦で日本外務大臣表彰を受賞。 
  

 中国の新浪新聞の報道によると、9月13日10時45分、中国

の告別式が北京市郊外の八宝山葬儀場で執り行われたとのこと

です。告別式の間に会場に流されたのは、チャイコフスキーの《D

長調バイオリン協奏曲》で、盛中国氏が1980年にオーストラリ

アのシドニーオペラ劇場の公演に招かれた際に録音されたもの

だったとのことです。盛中国夫人の瀬田裕子さんの哀しみは想像

を絶するものがありますが、ご遺体の美しい笑顔をご覧になり、

来世でもきっとまた夫婦になりましょうと語りかけた、と報道さ

れています。盛中国氏は生前瀬田裕子さんとの関係を、恋人であ

り夫婦である関係と語り二人の関係は4文字で表せば「信任理解」

である、と述べていたとのことです。 

盛中国氏のご冥福を心からお祈り申し上げます 
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45点もの中国伝統楽器、日本の小学生たちに贈呈さる 
 秋晴れの気持ちのよい日となった2013年11月19日（火）。駐日本国中華人民共和国大使館公使呂克儉閣下が臨

席し、午前10時40分から目黒区立鷹番小学校の体育館で「中国伝統民族楽器贈呈式」が開催されました。楽しみに

この日を待っていた全校児童約400名が見つめるなか、ずらりと45点のたくさんの中国楽器のプレゼントが並びま

した。 

 

北京から贈呈のため来日 

この贈呈のためだけに北京から 7 名が来日しました。18 日の午後成田空港に到着。贈呈する楽器をそれぞれの手

荷物で、大量のダンボールやスーツケースに詰めて運んできたのです。一行は、盛中国氏を会長とする「中国社会科

学院中国音楽社会研究会」の人々で秘書長や北京の最大の楽器店社長など総勢9名。 

 開会時歓迎の挨拶をした目黒区立鷹番小学校村尾知昭校長は、昨年の鷹番小学校創立 80 周年記念の際記念コンサ

ートをしてくれた盛中国さんと瀬田裕子さん（鷹番の卒業生）の演奏会について再度感謝の意を表明。そのイヴェン

トがきっかけとなって、盛さんたちが今回の大量の中国伝統楽器をご寄付くださることになったことを児童たちに紹

介しました。 

 

「音楽に国境はないんだよ」 

その後、盛中国氏の中国語の挨拶を瀬田裕子さんが逐次通訳し、挨拶しました。鷹番小学校は日中友好の文通活動

を、特定非営利活動法人日中児童の友好交流後援会の主催で、21年も続けていることに感動し、さらに音楽を通じて

友好を深めてもらいたい、とのメッセージを児童たちに話しました。「音楽には国境はない」こと、「音楽は心と心の

交流」であることを力強く強調され、子どもたちも大きな拍手を送りました。 

 

目黒区長からの感謝状 

 目黒区長からの感謝状が授与され、盛中国氏・瀬田裕子氏からは贈呈品の目録を校長先生にお渡ししました。 

 その次に、北京の楽器店社長さんが瀬田さんの通訳で檀上に立ち、このたびの盛中国さんのご提案を受け、中国社

会科学院中国社会音楽研究会としてたくさんの楽器を贈呈するに至った経緯を紹介したあと、自分自身の人生の目標

として、一生涯で 10 万個の楽器の贈呈を子供たちにしていきたい、との決意を披露。いままですでに、中国国内ば

かりでなく、アメリカ、フランス、フィリピン、シンガポール等、世界中の子ども達に楽器を贈呈してきたことを紹

介。今回、日本で初めてみなさまに贈呈する御縁ができたことがとてもうれしい、と話しました。 

 

鷹番小からも御礼 

 鷹番小学校からのお礼の表現として、鷹番小学校の PTA でもあり桜美林大学の声楽科准教授の薄宏氏がバリトン

で歌を披露。すばらしい歌声に会場は酔いしれました。 

 

さあ、音を聞いてみよう！ 

 さあ、いよいよ楽器の紹介です。社長さんが陳列されている楽器ひとつひとつを手にとって紹介が始まりました。

音をひとつひとつ、少しずつ出しながら、詳しく説明が始まり、床に座っている子どもたちは、のびあがりながら、

一生懸命瀬田さんの通訳を聞いていました。葫芦丝の紹介になったとき、「ためしに吹いてみたい人」と瀬田さんが

子どもたちに声をかけたところ、大きな声で全員が手をあげ、体育館は大騒ぎとなりました。ハイ、ハイ、ハイっと

元気な声が響き渡ると、訪日団の方々にも大きな笑顔。子どもたちが大盛り上がりになった様子をみて、みなさん、

ほっとされていました。 

 

盛さんも飛び出して演奏 

声が出始めたので、もう止まりません。みんな、のびあがったり、手をあげたり、大騒ぎです。盛中国さんは我慢

できなくなった様子で壇上から急いで降りてきて、立派なケースに入った二胡を紹介し、その場で弾いてくださいま

した。 

 

広がる、広がる、感動の輪！ 

 楽器がすべて紹介され、全員で集合写真をとりました。子どもたちも訪日団も後援会も、みんなが一体となって楽

しむことができ、やはり音楽は心をひとつにするものだ、と大感動の輪が広がりました。 

盛中国氏追悼特集 

「会報白玉第33号」2014年3月15日発行掲載記事より 
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特定非営利活動法人日中児童の友好交流後援会                                        白玉42号 

盛中国氏追悼特集 

 

 

 

 

思い出のアルバムから 

目黒区立鷹番小学校創立80周年記念コンサート より 

2013年11月19日 
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特定非営利活動法人日中児童の友好交流後援会                                        白玉42号 

（本ページ写真：神崎龍志） 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛中国氏↑↑瀬田裕子夫人、↑呂克倹中国大使館公使 
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特定非営利活動法人日中児童の友好交流後援会                                        白玉42号 

 

「大連ガイドブック」原稿 
 

大連のガイドブック制作への協力 
「初めまして。上海ベスト広告の新井田朗子と申しま

す。この度、大連空港集団様のご依頼で『大連の街ガ

イドブック』（日本語）を製作することになりました。」 

と元気なメールが飛び込んできたのは2018年7月9

日のことでした。本後援会の紹介をガイドブックに掲

載してくださるとのことで、2014 年 4 月に

「Wherever大連」という現地のフリーペーパーの編

集長武井克真さんもご一緒に面会させていただいた

ところ、瞬く間にコンパクトにまとめられた見開きの

楽しいページの初稿が送られてきました。 

新井田さんは自己紹介によると「1999年より大連

に赴任し 5 年ほど航空会社に勤務した経験がありま

す。2011年に上海で広告会社を設立し、主に日中双

方のインバウンド事業に携わっております。常々より

大連を紹介するガイドブックの製作に関わりたいと

思っていました。私が大連に滞在していた間に色々な

方のお話に触れ、世代交代がされていく中で大連への

思いを繋げられたらと思っていたからです。この度、

大連を対外的に知ってもらいたいとの強く思ってい

らっしゃる大連空港集団様よりガイドブック製作の

ご依頼をいただいた次第です。」と詳しい経緯も語ら

れました。後援会関係者として羽田澄子さんをご紹介

したところ、羽田先生の記事も見開きで掲載してくだ

さったとのことです。9 月 20日から 23日に東京ビ

ッグサイトで開催された「ツーリズEXPOジャパン

2018」出展時に本ガイドブックを配布されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2018年度通常総会 
 

今年度の通常総会は、5月24日（木）の18時から19

時まで、銀座事務所で開催されました。会員数は 80 名、

出席者数48名(内、表決委任者数38名)で、すべての議案

が了承されました。 

当日の出席者は江原規由理事長、成川育代副理事長、榊

原淳子専務理事、佐藤由巳子理事、勝尾修理事、奥野竜太

郎理事、許曼麗会員、黄程陽会員、濱淵雅子会員、そして

江原孔江事務局長の10名でした。 

徐々に会員数が減少する中、創立26周年目を迎えた本

後援会はいままでどおりの文通活動を展開。日中双方の学

校現場や教育環境が変化するなか、訪日団の派遣および受

入について、双方のニーズの検討を始めていただき、新し

いステージに合った相互交流の方向を探っていきたいと

思います。今後とも何卒よろしくご支援賜りたくお願い申

し上げます。 

 

2018年度 文通交流 
 

 今年度の文通交流活動も順調にスタートしています。日

中双方とも、時代の変遷とともに学校のニーズが変わり、

今年度の参加校はそれぞれ3校ずつの参加です。東京都目

黒区立鷹番小学校と大連市旅順九三小学校、東京都港区立

御田小学校と大連市普蘭店区駅前小学校、そして東京都港

区立高輪小学校と大連市中山区実験小学校の６校が参加

しています。すでに第１回目の往復が終了し、中国からの

２回目の手紙の到着を待っています。 

今年度の文通参加者数は以下のとおりです。 

目黒区立鷹番小４年74名、5年71名合計145名 

港区立御田小 4年64名、5年60名合計124名 

港区立高輪台小４年82名 

旅順九三小４年4年74名、5年71名合計145名 

普蘭店区駅前小４年64名、5年60名 合計124名 

大連市中山区実験小４年82名         合計702名 

 

2018年度 訪日団 
 

 例年5月または6月ごろに受入ている旅順九三小から

の訪日団ですが、本年度は諸事情により年度末に受入をす

ることを予定しており、すでに旅順九三小からは6名の小

学6年生の名簿が送付されてきています。 

本後援会の訪日団活動が始まったのは四半世紀前にな

り、日本も中国も経済的・社会的環境が大きく変わってき

ています。本年は日中関係も平和友好条約締結40周年、

中国の改革開放も40周年という節目の年です。今迄どお

りの訪日団の派遣・受入でいいのか、双方の学校で半年間

よく検討していただき、実施に対する主体的な希望が確認

されました。年度末の受入が楽しみです。 

 

 

 

 

 

編集後記  
今号もまた訃報をお知らせすることになりました。瀬田裕子さんは

目黒区立鷹番小学校の卒業生だったこともあり盛中国氏は多大な

る支援をしてくださいました。故板倉哲郎名誉理事長夫人からも多

額のご寄付が送金されてきました。本後援会の活動はささやかでは

ありますが友好を願う多くの日中双方の人々の願いがこもった会

であることに改めて感動し先人達に想いを馳せています。（月季） 


