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日 時 講 師 内   容 

第１回 

７月７日（金） 

13：00～17：00 

今川幸子（ＣＩＬもりおか事務局

長） 

川畑昌子（ＣＩＬもりおか代表） 

●自己紹介・目標設定 

・ 名前、現住所、趣味など自己紹介をし合いましょう。 

・ どんな目標を持ってプログラムを受講しますか？ 

第２回 

７月１４日（金） 

13：00～17：00 

大久保健一（障害者生活支援ＴＩ

Ｊ代表） 

●自立生活ってなに？① 

・ 自立生活運動の歴史を知ろう。 

・ 制度学習   

第３回 

７月２１日（金） 

13：00～17：00 

今川幸子（ＣＩＬもりおか事務局

長） 

川畑昌子（ＣＩＬもりおか代表） 

●障害ってなに？ 

・ 自分の障害を知ろう。 

●フリートーク 

・ 今思っていることを言おう。    

第４回 

７月２８日（金） 

13：00～17：00 

今川幸子（ＣＩＬもりおか事務局

長） 

川畑昌子（ＣＩＬもりおか代表） 

●介助者との関係 

・介助者ってなんだろう？    

第５回 

８月４日（金） 

10：00～16：00 

今川幸子（ＣＩＬもりおか事務局

長） 

川畑昌子（ＣＩＬもりおか代表） 

●調理実習＋ミニフィールドトリップ 

・ 材料を買いに行ってみよう。作ってみよう。 

      場所：おでって調理室＆中三デパート 

第６回 

８月１１日（金） 

13：00～17：00 

今川幸子（ＣＩＬもりおか事務局

長） 

川畑昌子（ＣＩＬもりおか代表） 

●自立生活ってなに？② 

・ 金銭管理 

・ 衛生管理（掃除・洗濯）     

第７回 

８月１８日（金） 

13：00～17：00 

和田英人（ＣＩＬ青森代表） ●家族との関係 

・ 家族は自立についてどう思っていますか？ 

・ あなたは自立について話しをしたことがあります

か？    

第８回 

８月２５日（金） 

13：00～16：00 

今川幸子（ＣＩＬもりおか事務局

長） 

川畑昌子（ＣＩＬもりおか代表） 

●反省と打ち上げ 

・ 自立生活プログラムを受けてどうでしたか？ 

    

ＣＩＬもりおかでは、障害をもつ人が地域で普通に生活することを目指し、さまざまな取り組み

を行っております。 

 そのひとつとして本年は、７月から８月にかけて「自立生活プログラム講座」を開催します。自

立生活プログラムは、障害者の自立生活に必要な「介助者との関係」「金銭管理」「制度の活

用法」などについて当事者同士で学ぶ場です。受講される方にさまざまな生活のノウハウを伝

え、いろいろなことを考えたり体験したりすることを通じて、地域で生活していくために必要な力

を少しずつ身につけてもらうことを目的としています。自立を目指している方、興味がある方、

ご参加お待ちしています。 

 

【日   程】 ２００６年７月７日（金）より毎週金曜日 全８回 

【場   所】 ふれあいランド岩手、市内公民館、プラザおでって 他 

【参加資格】 ・自立生活に興味のある、身体障害をもっている方 

・できるだけ全ての講座に参加できる方 

【定   員】  ６名（定員を越えた場合は選考させていただきます。） 

【費   用】  参加費 全講座８，０００円（各講座１．０００円）＋調理実習費１，０００円 

【介   助】 ・介助が必要な方は、基本的にご自分でお探しの上ご参加ください。 

         ・参加者の障害の状況によっては、参加者の承諾を取った上で、講座の中に介助者

に入ってもらう場合もあります。 

【申込方法】   

必要事項を記入の上、郵便ま

たはファクス、メールでお申し

込み下さい。 

【申込〆切】 ６月１９日（月） 

 

【主   催】  ＣＩＬもりおか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込申込申込申込みみみみ・・・・問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先 

ＣＩＬもりおか  担当：今川 

 

〒020-0011 岩手県盛岡市

南仙北二丁目 27-1 

鈴木ビル１階２号室 

TEL&FAX：０１６－６３６－０１３４ 

Mail: 

cil_morioka@ybb.ne.jp 
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２００６年 自立生活プログラム講座 

参加申込参加申込参加申込参加申込みみみみ書書書書    

名前  年齢 歳 性別 男・女 

住所 

〒 

 

 

 

ＴＥＬ              ＦＡＸ 

Ｅ－ｍａｉｌ 

 

所属 個人・団体         団体名（          ） 

障害名 種  級 

障害の状態。また

参加中に留意すべ

きことがあればお

書き下さい 

 

補装具 １．手動車椅子  ２．電動車椅子  ３．杖  ４．その他（   ） 

介助者について １．介助者を連れてくる（介助者名       ） ２．介助者なし 

受講目的・目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【申申申申しししし込込込込みみみみ〆〆〆〆切切切切；；；；6/196/196/196/19】】】】    

申込申込申込申込みみみみ先先先先：ＣＩＬ：ＣＩＬ：ＣＩＬ：ＣＩＬもりおかもりおかもりおかもりおか    

TEL&FAXTEL&FAXTEL&FAXTEL&FAX：：：：０１６０１６０１６０１６－－－－６３６６３６６３６６３６－－－－０１３４０１３４０１３４０１３４    

Mail:Mail:Mail:Mail:cil_morioka@ybb.ne.jpcil_morioka@ybb.ne.jpcil_morioka@ybb.ne.jpcil_morioka@ybb.ne.jp    

    

※ 当申込書によって取得した個人情報は講座参加の確認や情報提供以外には使用いたしま

せん。 
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                                 川畑昌子 

 

 「重度の人たちへの思いを大切に大事に思っているよと言うメッセージを伝えたい。

言葉に困難を抱えている人の伝えきれない思いは、大変強く毎日の生活の中で、詰まっ

て来ていると思う。だからこそ、吐き出す事の大切さを知って欲しいし、重度の人こそ

もっとお互いにつながる、近づき会うことを意図的にやって欲しい。それを伝えられた

ら」という、安積遊歩さん（くにたち援助為センター）、鈴木絹江さん、渡部貞美さん（福

祉のまちづくりの会）３人のリーダーによる、身体丸ごと体当たりのすばらしい講座を、

１月－３月の厳寒期にも負けずこの盛岡の地で実施できたことは、ＣＩＬもりおかの歴

史に残ることでしょう。 

 前期は、フィリピンからの研修生、ミッシェル フェルナンデとマルロン・フランシ

スコ・エケルナーをお迎えし、講座が進められました。人と人が繋がるということは、

言語ではない、身体や心がふれあうことを通してできるのだと実感しました。フィリピ

ンという国の今と、障害者を取巻く厳しい状況や、その中でも障害者の支援に取組んで

いるおふたりの生の声を聞く時間が持てました。日本からの支援物資を売って、その売

上げ金を活動費に当てているということです。ＣＩＬもりおかでも、日用品を収集しフ

ィリピンに送ることをミッシェルとマルロンと固く手を握り約束させていただきました。

この会報をお読みの皆様、お宅の押入れに眠っている、ぬいぐるみ（おもちゃは喜ばれ

るそうです）、シーツやタオル、半袖シャツ（フィリピンの気候には半袖が良いそうです）、

等ありましたら、ＣＩＬもりおか事務所までお届け願います。皆様からの善意は箱いっ

ぱいになり次第、責任を持ってフィリピンに送らせていただきます。 

 後期は、前期の講座をさらに深め、「身体の声を聞く」「すなおに」というリーダーの

言葉を大切にしながら、感情の出し方を学びました。 

 今回の集中講座は、２倍の時間をかけて通常のプログラムを行なう特別バージョンで、

中身の濃い内容となりました。講座開催にあたり、広域協会の協力、事務局を勤めてく

れたスタッフ、参加者に同行して下さった介助者の協力がありました。ありがとうござ

いました。 

 

 

 

 

  

 

今年のお花見会には、２１名の参加がありました｡宮城県名取市ＴＩＪから沢井直美さ

んも駆けつけて下さいました｡公園のしだれ桜は五部咲き程でしたが、お天気に恵まれ、

他のお花見客集団のにぎやかな様子も横目に見つつ、春の一日を過ごしました｡ 

 

 

「お花見会」 

盛岡市 金戸いづみ 

 

 キャラホールでのお花見会はとっても楽しかったです。キャラホールの近くの公園で
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桜を見に行きました。桜がまだ咲いてないので残念でした。公園で野球を見たのでとっ

てもすごかったです。仲間の皆と楽しく過ごせて本当に良かったです。お弁当は「めん

こい弁当」を食べておやつはだんごを食べておいしかったです。私の普段の仕事は「し

いのみホーム」で毎日フルーツキャップとストレッチを頑張ってます。ステンシルとビ

ーズを作っています。９月に「しいのみ祭」があります。すてきなお店で売っています

ので来てください。お待ちしております。ミントは毎月１回行きます。音楽はどんな音

楽がでてくるのかとっても楽しみです。皆と楽しく音楽を頑張りたいです。私の趣味は

音楽を聞くことです。大好きな歌手は夏川りみさんです。盛岡であったコンサートは２

回も行ってきました。大好きな歌は「涙そうそう」と「花」と「音神（天の子守唄）で

す。２４時間テレビのテーマソングの「サライ」も大好きです。ふたつのＣＤもありま

す。かんそう文を書くのが初めてですので一杯書いていてもうおしまいです。 

「感想文」 

障害者生活支援ＴＩＪ 沢井直美（宮城県名取市） 

 

 盛岡の花見に初めて参加して、日頃あまりお付き合いない方とお話しできたのは、と

ても私にとっては、いい経験だったと思います。また、高橋律子さんが本格的に入るこ

とは、私にとっても嬉しいです。ＣＩＬ盛岡の発展を心よりお祈りします。ありがとう

ございました。 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 

  

いづみさん、お花見会の感想と作業所での様子を聞かせていただきありがとうござい

ました。また、ＣＩＬもりおかへの行事にぜひ参加下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２００５年３月～２００６年２月）のキャンペーン期間中に、ＣＩＬもりおかに投函いただいたレ

シート金額の総額が７１４，６３４円になりました｡この金額の１％の７，２００円に相当する商

品を助成いただけるということで、事務所で使う遮光カーテンと加湿器を５月３日に寄贈いた

だきました。ＣＩＬもりおかに投函いただいた皆さまに厚く御礼申上げます｡  

今後とも、毎月１１日にはイオン盛岡にて、黄色いレシートの投函をよろしくお願い致します｡ 

 

 

＜＜＜＜おおおお願願願願いいいい＞＞＞＞私たちの団体は、現在全国のジャスコで行われているイエローレシートに参

加しています。毎月１１日の日は、レシートが黄色いので、イエローレシートと呼ばれ、

この日のイエローレシートを参加団体 BOX に投函すると、レシート合計金額の１割の

金額の物が、参加団体へ寄贈されます。イオン盛岡で１１日買い物をする際は「ＣＩＬ

もりおか」へ投函して下さいますよう、ご協力お願いします。 
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この春より、ＣＩＬもりおかに３名のＮＥＷ ＦＡＣＥが加わりました。ほぼ１ヶ月の研

修を経て、これから介助者としてのスタート地点に立っている、みなさんから自己ＰＲと今

後の抱負をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

吉田 功二 

【【【【自己自己自己自己ＰＲ】ＰＲ】ＰＲ】ＰＲ】自立生活支援センター・もりおか及びＣＩＬもりおか

に新人介助者として働いている吉田です。趣味は音楽鑑賞、映画鑑

賞、ドライブ、旅、スポーツです。なかでもスポーツが好きでよく

運動しています。くわえて、いろんなジャンルのスポーツが好きな

ので、それらについて話すことも好きです。また、長い暇がとれた

ら日本全国の都道府県を旅してみたいと計画してます。今のところ

１９都道府県を周ったところなので先は長そうです｡    

【【【【これからのこれからのこれからのこれからの仕事仕事仕事仕事にににに対対対対してのしてのしてのしての抱負抱負抱負抱負】】】】仕事についてはまだまだ慣れな

いことばかりで戸惑いもあるのですが一日一日をしっかり頑張りた

いと思います｡介護という今まで一度も経験したことのない仕事で

すが利用者にとって空気のようにそこにいるのが普通である存在に

なれればいいなと思います｡また、仕事をしながら自分自身も成長し

ていけたらとかんがえています。ゆっくりとでもいいので、利用者

さんと信頼関係を築きたいです。そして、自立生活支援センター・

もりおか及びＣＩＬもりおかの発展に貢献できればと思います｡今

後よろしくおねがいします｡ 

佐々木 崇 

【【【【自己自己自己自己ＰＲ】ＰＲ】ＰＲ】ＰＲ】佐々木崇 昭和５４年４月８日生まれ ２７才 盛岡市出

身 

性格：おとなしい。責任感が強く几帳面な面もあり、あまり感情を表に

出さない。 

趣味：ドライブ、音楽鑑賞  スポーツ：ボウリング  特技：家事 

これからはいろいろな人と接する機会があると思いますが、人の話しを

よく聞き、分らない事はそのままにしないで、分かるまでやっていくと

いう気持ちを大事にしていきたいです。どうぞよろしくお願いします。 

【【【【これからのこれからのこれからのこれからの仕事仕事仕事仕事にににに対対対対してのしてのしてのしての抱負抱負抱負抱負】】】】仕事に対しての経験が浅いので、少

しずつ経験を積み、利用者との信頼関係を作っていき、自分自身が成長

していけるようにやっていきたいと思います。 

 北本 大輔 

【【【【自己自己自己自己ＰＲ】ＰＲ】ＰＲ】ＰＲ】少しおっちょこちょいな所がありますが、

自分なりに精一杯頑張っていこうと思っています。人と

話をするのがとても大好きなので気軽に声をかけてく

ださい！みなさん宜しくお願いします。    

【【【【これからのこれからのこれからのこれからの仕事仕事仕事仕事にににに対対対対してのしてのしてのしての抱負抱負抱負抱負】】】】明るく・楽しく・元

気の良いヘルパーに！    
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事務局長 今川幸子 

〔不定期連載〕第一回のテーマは「今後の交通バリアフリー法」 

 ２０００年に交通バリアフリー法（高齢者と身体障害者等の移動円滑化を促進する法律）

が施行されてから５年が経過しており今年中にも新法が可決し試行が予定されてるようです。 

 現段階でまだ議論されているようですが新法の特徴としては、建物のバリアフリーを求め

た「ハートビル法」と合体させた法律になるようです。また身体障害者だけとは限らずに知

的や精神の障害を持った人も対象とするように法律も「身体」の表記が取れて、障害者と表

記されるような動きになると話題として出ていました。 

 一見、ハートビル法と合体して一体化したバリアフリーとなった感じに思えますが、ハー

トビル法自体には効力があまりないところが多く、たとえば今年はじめにお騒がせした「東

横イン問題」がありました。ハートビル法ではスロープを設ける義務等の記載がされてはい

るのですが、宿泊室まではバリアフリー化して下さいとは記載されておりません。このため、

宿泊目的で利用したいのに利用できないというバリアが何故か生まれてしまう法律でありま

す。このため、新法について国会で審議されることになっております。一番大事なことは法

律の中身であります。バリアフリーを望む法律として、どのような乗り物も、どのような建

物も障害者という理由では断ることのできない法律となってもらいたいものです。 

 盛岡の路線バスのバリアフリー状況ですが、平成１７年度の岩手県交通の低床バスの保有

数は７１両（内訳不明）。岩手県北バスは低床バスの保有数４６両（スロープ付き２１両）と

確認しました。＜確認先：岩手運輸支局 平成１７年度交通アドバイザー会議より＞ 

 また車両のバリアフリー化だけではなく、バス停留所の時刻表にどのバスが車椅子対応の

バスなのかわかるように、その運行時間に網掛けされた工夫がされました。盛岡市内にある

1960 年開業、自動車ターミナル法の適用第 1 号施設の長い歴史を持つ盛岡バスセンター内

には、建物の中に新しく車椅子トイレができました。 

徐々にではありますが、バス車両やバス停留所、バスセンターなど盛岡市内での交通バリ

アフリー化が進んでいるのは大変良いことです。新法

の動きが気になりますが、今後も障害者にとって外

に出やすい環境作りが推進されることを願います。 
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第第第第ⅣⅣⅣⅣ期期期期（（（（18.18.18.18.1.281.281.281.28----11118888....5.285.285.285.28）ＣＩＬ）ＣＩＬ）ＣＩＬ）ＣＩＬもりおかもりおかもりおかもりおか活動報告活動報告活動報告活動報告 

０１月３０日 障害者自立支援法に関する交渉／４名 

０１月３１日 個別ＩＬＰ 

０２月０１日 運営委員会／３名 

０２月０２日 個別ＩＬＰ   

０２月０６日 船引町支援費裁判署名協力１２０名の署名を郵送 

 全国自立生活センター協議会主催「所長セミナー」（大阪）／１名 

０２月０７日 全国自立生活センター協議会主催「所長セミナー」（大阪）／１名 

 支援費交渉／３名 

０２月０８日 全国自立生活センター協議会主催「所長セミナー」（大阪）／１名 

 個別ピアカン 

０２月１３日 ＣＩＬ小平主催「日常生活支援従事者養成研修」講義研修／２名 

０２月１４日 ＣＩＬ小平主催「日常生活支援従事者養成研修」講義研修／２名 

 個別ＩＬＰ 

０２月１５日 運営委員会／３名 

 日常生活支援従事者養成研修講義研修実施／３名 

０２月１６日 個別ＩＬＰ 

０２月１８日 移送サービス会議／３名 

０２月１９日 もりおか障害者自立支援プラザ訪問／２名 

０２月２１日 個別ＩＬＰ 

０２月２１日～ 

０２月２３日 

自薦ヘルパー推進協会主催「ＣＩＬ空白県向けＩＬＰ研修」参加／１名 

講師：小泉信治、久保田さおり、竹島圭子（ＣＩＬ小平） 

 支援費交渉／２名 

０２月２５日 障害者自立支援法説明会実施／３０名 

講師：藤田博文（自立生活センター日野） 

０２月２８日 個別ＩＬＰ 

０３月０１日 支援費交渉／３名 

０３月０５日～

０３月０７日 

ピア・カウンセリング４０時間集中講座（後期）実施／受講９名 

講師：安積遊歩（くにたち援助為センター）渡部貞美（福祉のまちづくりの会） 

０３月０９日 岩手日報社取材／１名 

０３月１２日 交通バリアフリー全国集会（大阪）／１名 

０３月１４日 個別ＩＬＰ 

０３月１５日 個別相談 

０３月１６日 個別相談 

０３月２３日 個別ＩＬＰ 

０３月２７日 福祉有償運送に係る担当者会議出席／１名 

０３月２８日 個別ＩＬＰ 

０３月２９日 介助者面接 

０３月３０日 個別相談 

０４月０３日～ 

０４月０４日 

自薦ヘルパー推進協会主催「空白県ＩＬＰ補習講座」／２名 

講師：小泉信治、久保田さおり、竹島圭子（ＣＩＬ小平） 

個別ＩＬＰ 

０４月０６日 日常生活支援従事者養成研修実施 

０４月１０日 個別相談 

０４月１１日 個別ＩＬＰ 

０４月１３日 個別相談 

０４月１４日 日常生活支援従事者養成研修実施 

０４月１５日 ＴＳＫ総会出席／１名 

０４月１７日 重度障害者ホームヘルプ協会主催「障害者自立支援法研修会」（東京）／１名 

０４月１８日 重度障害者ホームヘルプ協会主催「障害者自立支援法研修会」（東京）／１名 
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０４月１９日 新人介助者研修実施 

０４月２０日 介助者面接 

０４月２１日 介助者面接 

個別ＩＬ 

０４月２２日 新人介助者研修実施 

０４月２５日～ 

０４月２７日 

日常生活支援従事者養成研修実施 

自薦ヘルパー推進協会主催「ピア・カウンセリング集中講座」／受講２名 

講師：中原えみ子、塚田芳昭（ヒューマンケア協会） 

０４月２６日 障害者自立支援法システム説明会出席（花巻市）／１名 

０４月２８日 日常生活支援従事者養成研修実施 

０４月２９日 わくわくお花見会実施（都南公民館キャラホール）／２１名 

０５月０２日 個別ＩＬＰ 

新人介助者研修実施 

０５月０３日 ジャスコイエローレシートキャンペーン贈呈式出席／１名 

０５月０８日 新人介助者研修実施 

０５月１１日 個別ＩＬＰ 

０５月１４日～

０５月１７日 

自立生活センターくれぱす主催「長期ピア・カウンセリング講座」／受講１名 

０５月１６日 全国障害者介護保障協議会電話会議出席／１名 

０５月１８日 調理ＩＬＰ 

０５月２０日 個別ＩＬＰ 

０５月３０日 介助者面接 

｡｡｡｡ﾟ゚゚゚｡｡｡｡♪♪♪♪    ･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･☆☆☆☆。。。。ﾟ゚゚゚｡｡｡｡･ﾟ･ﾟ･ﾟ･ﾟ        ＣＩＬＣＩＬＣＩＬＣＩＬもりおかもりおかもりおかもりおか        ｡｡｡｡ﾟ゚゚゚｡｡｡｡♪♪♪♪    ･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･☆☆☆☆。。。。ﾟ゚゚゚｡｡｡｡･ﾟ･･ﾟ･･ﾟ･･ﾟ･    

事務所開所時間 １０：００～１７：００（月～金） 

           相談・問い合せ  面接相談１０：００～１７：００ 

            電話相談１０：００～２２：００ 

            電子メール＆手紙相談 随時受付 

 

 
 
 
 
 

 

＜介護保険・支援費制度については…＞ 

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    自立生活支援自立生活支援自立生活支援自立生活支援センターセンターセンターセンター・・・・もりおかもりおかもりおかもりおか        

ヘルパーステーションヘルパーステーションヘルパーステーションヘルパーステーション・・・・それいゆそれいゆそれいゆそれいゆ 

・支援費居宅介護事業所 ・介護保険訪問介護事業所 

020-0863盛岡市南仙北2丁目27-1 鈴木ビル1階2号室    電話／fax：019-636-0134 
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ＣＩＬもりおか第４期会員募集中 

当 団 体 の 趣 旨 を ご 理 解 い た だ き 支 援 し て い た だ け る 会 員 を 募 集 

し て い ま す 。 当 団 体 の 会 報 を 送 ら せ て い た だ き ま す 。 

    

正会員正会員正会員正会員（（（（購読料含購読料含購読料含購読料含））））一口一口一口一口                    ２２２２，，，，００００００００００００円円円円    

賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員                    一口一口一口一口        個人個人個人個人    １１１１，，，，００００００００００００円円円円    

                                                    団体団体団体団体    ５５５５，，，，００００００００００００円円円円    

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 振込先  盛岡信用金庫都南支店 

 口座番号 ０１７８３６２ 

 口座名   「ＣＩＬもりおか代表川畑昌子」 

編集後記  「口からうんちが出るように手術してください」 

（小島直子著 コモンズ 2,000 年 1,700 円） 

『この著書は脳性小児麻痺の著者が、排泄の苦労や自立のノウハウを伝えている。この

中で、自立１０年近くを振りかえり自立生活もついつい惰性に流されておざなりになる

危険性を語っている。「ある子に突然言われた。“なおちゃんのありがとうには、心がこ

もっていない。”正直ショックだったが、彼女はそう感じたのだから仕方がない。言われ

てみれば、してくれたことに対するお礼の言葉としてしか伝えきれていなかったのかも

しれないと反省した。～中略～この日を境に「ありがとう」を言うときは、お礼のみな

らず感謝の意としても使うようにしている。たった５文字のこの言葉のもつ意味は深

い。」』 

日頃から、感謝の言葉や気持ちを相手の心に届けたいと感じているが、難しい事もある。

不器用でも自分なりの表現で、相手に届く感謝の気持ちを伝えていきたい。（ま） 

第Ⅳ期（18.1.21-18.5.30）入会、入金いただいた方々です。 

      


