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今月の内容→東京スカイツリー泊旅行/チケット斡旋/カルチャー講座/プレゼントコーナー/ほか

2012 年

神戸市立須磨海浜水族園　様より
須磨海浜水族園ご招待券を５組１０名様にプレゼント

●旅 行 日　平成２４年９月１日(土)～２日（日） １泊２日
●参 加 費　事業主・被共済者  　　　　　　　　５０,０００円（参考：一般料金　６４,０００円）
　　　　　　同伴家族　大　人　　 　　　　　　５５,０００円
　　　　　　　　　　　小・中・高校生　　  　　４７,０００円
　　　　　　　　　　　幼児（ベット利用)　　　４５,０００円
　　　　　　　　　　　幼児（添い寝)　　　　　２５,０００円
　　　　　　　　　　　幼児（０歳～２歳）　　　 １,０５０円　※保険料のみ
　　　　　　　※同伴家族の対象者は、配偶者および第１親等の血族になります。
　　　　　　　※宿泊は洋室ツインルーム（２名１室）です。１名１室の場合は上記料金よりお１人様３,１５０円増
　　　　　　　※３名１室の場合はエキストラベッドになります。
●対 象 者　事業主・被共済者と家族の方３名まで
●食　　事　朝食１回･昼食２回（１日目：江戸前天ぷら／２日目：月島もんじゃ）･夕食１回
●宿　　泊　コムズ銀座　　
●添 乗 員　同行いたします。
●募集人数　４５名（最少催行人員 ２０名）
●申込締切　７月２０日（金）申込み多数の場合は抽選になります。
●申込方法　高松商運株式会社までＦＡＸにてお申し込み下さい。

 １日目

高松空港　　　　　　羽田空港 　　 浅草寺・仲見世通り 　　浅草駅　　　とうきょうｽｶｲﾂﾘｰ駅

東京スカイツリー　　　東京ソラマチ　　　とうきょうｽｶｲﾂﾘｰ駅

浅草駅　　　ホテル　　　権八（西麻布店） 　　 ホテル（コムズ銀座泊）

 ２日目

ホテル　　　江戸東京博物館 　　 月島（商店街散策） 　　

お台場（ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ，ｱｸｱｼﾃｨ，ｳﾞｨｰﾅｽﾌｫｰﾄ） 　　 羽田空港　　　　    高松空港

※雨天などによる視界不良の際もコースは通常通り運行いたします。（なお，その際も返金，割引はいたしません。） 
※東京スカイツリーは，団体で予約しています。今回は第一展望台までのチケットです。第２展望台ご希望のお客さま
　は別途料金（１,０００円）のお支払いが必要となります。（団体所要時間は，第一展望台８０分）
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☆下町情緒たっぷり！・昼食

休憩 夕食 ☆銀座中心地で宿泊！

☆今話題のお台場自由行動

☆江戸の歴史を観光

☆今，日本一話題のスポット!! ☆新名所散策

昼食

東京スカイツリーと東京名所めぐり東京スカイツリーと東京名所めぐり

　●旅行企画 ・ 実施

　●お申込 ・ お問合せ先

高松商運株式会社　　担当／大倉　昌泰
〒７６０-００１９　
高松市サンポート１ｰ１　高松港旅客ターミナルビル８階
観光庁長官登録旅行業第２６３号 JATA 正会員 　取扱管理者 / 矢野　太哉

ＦＡＸ　087-851-2233
ＴＥＬ　087-822-2323

１泊２日

ご家族の対象は，
配偶者および第１親等の血族までです。

第１親等とは？
●場　　所　高松テルサ１階トレーニング室
　　　　　　※駐車場無料
●利用時間　午前９時から午後９時まで（時間制限なし）
●斡旋冊数　５０冊（なくなり次第終了）お一人様２冊まで
●申込締切　７月２５日（水）
【お申込み方法】
別紙申込書によりウェルぱる高松事務局へ FAXまたは郵送でお願いします。
トレーナー相談日はテルサHP http://www.t-terrsa.jp に検索してください。

回数券（１２枚綴り）
一般価格４，２００円

高松テルサトレーニング割引券斡旋

（１回あたり１８３円）

なんと !

。
高松市サンポート１ｰ１　高松港旅客ターミナルビル８階
観光庁長官登録旅行業第２６３号 JATA 正会員 　取扱管理者 / 矢野　太哉

ご家族の対象は，
配偶者および第１親等の血族までです。

旋 ご家族参加型の対象者についてご家族参加型の対象者についてご家族参加型の対象者について

配偶者

本 人父 母

子

※配偶者の父母・祖父母・兄弟・甥姪は，対象外になります。

レオマウォーターランドレオマウォーターランド

ホテル外観

ツイン



締切 ７月２０日（金）

締切 ７月１５日（日）

公演日時：平成２４年８月２６日（日）　１３：００開演
場　　所：サンポートホール高松 ３階　大ホール
斡旋料金：おとな（高校生以上）　　３,５００円（一般価格４,５００円）
　　　　　　こども（４歳から中学生）   ２,８００円（一般価格３,５００円）
斡旋枚数：各３0枚（お1人様２枚まで）
対 象 者：事業主および被共済者
申込締切：７月２０日（金）

わかりやすい語り口で創りながらも，本格的なクラシカルバレエとして振り
付けられた作品。素晴らしいダンサーたちが織りなす「シンデレラ」を，ぜひ
ご家族でお楽しみください。

公演日時：平成２４年８月２６日（日）　１３：００開演
場　　所：ミューズホール（高松市西宝町二丁目６－４０）
斡旋料金：２,０００円（一般価格３,０００円）　
　　　　　全席自由席　未就学児入場不可
斡旋枚数：３０枚（お１人様２枚まで）
対 象 者：事業主および被共済者
申込締切：７月２０日（金）

番組でおなじみの地元香川県高瀬町出身の落語家 桂こけ枝。人を引き込む独特の
風貌とほのぼのとした語り口が大好評！
また，今年は，ＦＭ香川開局２５周年を記念して，特別ゲストに上方落語会の
次世代を担うホープ・桂米團治を迎えます。

ＦＭ香川開局25周年記念
桂こけ枝上方落語の世界～SPECIAL GUEST 桂米團治～

ＦＭ香川開局25周年記念
桂こけ枝上方落語の世界～SPECIAL GUEST 桂米團治～

新国立劇場バレエ団
こどものためのバレエ劇場シンデレラ

新国立劇場バレエ団
こどものためのバレエ劇場シンデレラ

公演日時：平成２４年９月１日（土）　１４：００開演
場　　所：アルファあなぶきホール　大ホール
斡旋料金：一般　１,０００円（一般価格１，５００円）　
　　　　　学生　　 ２５０円（一般価格５００円）
　　　          全席自由席
斡旋枚数：各３０枚（お1人様２枚まで）
対 象 者：事業主および被共済者
申込締切：７月２０日（金）

子どもたちで結成されたオーケストラ。昨年１０回目の節目を迎え，
新たな１０年に向けて「カルメン」で華やかに幕を開けます。
子どもたちの熱演にどうぞ暖かいご声援をお送りください。

ＫＪＯ第11回定期演奏会ＫＪＯ第11回定期演奏会 シド　TOUR2 0 1 2『Ｍ＆Ｗ』シド　TOUR2 0 1 2『Ｍ＆Ｗ』
NEW ALBUM「Ｍ＆Ｗ」を８/１リリース！
ヴィジュアル系の枠に留まることなく，独自の詞世界と一度聞いたら忘れられ
ないメロディーラインで幅広いファンを獲得中！！

公演日時：平成２４年９月２２日（土・祝）　１４：００開演
場　　所：アルファあなぶきホール　小ホール
斡旋料金：７,０００円（一般価格８,０００円）
　　　　　     全席指定　未就学児入場不可　
斡旋枚数：３０枚（お1人様２枚まで）
対 象 者：事業主および被共済者
申込締切：７月２０日（金）

いまなお多くの読者に愛される山本周五郎の名作「初蕾」。「優しさ」と「思
いやり」，人間同士の「信頼」をテーマに創り上げた舞台を，豪華キャストが
演じます。

出演：山本陽子・藤田朋子・芦川よしみ・美木良介・江原真二郎　ほか

松竹特別公演「初蕾」松竹特別公演「初蕾」

公演日時：平成２４年１０月２０日（土）　１７：３０開演

場　　所：サンポートホール高松　大ホール

斡旋料金：５,５００円（一般価格７,０００円）
　　　　　　　全席指定

斡旋枚数：２０枚（お1人様２枚まで）

対 象 者：事業主および被共済者

申込締切：７月２０日（金）

50 回目のバースディ 7/11 にリリースされる 3 年ぶりのニューアルバム
『Life is Beautiful』を引っさげ，高松公演が決定 !!

宝くじコンサート 大阪交響楽団演奏会宝くじコンサート 大阪交響楽団演奏会

公演日時：平成２４年１０月２７日（土）　１８：００開演
場　　所：丸亀市民会館
斡旋料金：一般　　　　２,５００円（一般価格３,０００円）　　　
　　　　　高校生以下　１,０００円（一般価格１,５００円）
                    全席自由席
斡旋枚数：各３０枚（お1人様２枚まで）
対 象 者：事業主および被共済者
申込締切：７月２０日（金）

指揮者：松下京介　　解説者：岡田寛
ソリスト：若井健司（テノール）/渡辺理香（ソプラノ）/藤井睦子（ピアノ）
宝くじによる特別料金です。聴衆を熱く感動させるその演奏をお楽しみ下さい。

松竹大歌舞伎松竹大歌舞伎

公演日時：平成２４年１１月２５日（日）
　　　　　昼の部　11：30開演　　
　　　　　夜の部　15：30開演
場　　所：丸亀市民会館
斡旋料金：Ｓ席　５,５００円
            （一般価格7,０００円）Ｓ席指定席
斡旋枚数：各３0枚（お1人様２枚まで）
対 象 者：事業主および被共済者
申込締切：７月２０日（金）

公演日時：平成２４年９月２２日（土・祝）　１８：００開演
場　　所：アルファあなぶきホール　大ホール
斡旋料金：５,０００円（一般価格６,３００円）
　　　　　　  全席指定　４歳以上有料　

斡旋枚数：３０枚（お1人様２枚まで）
対 象 者：事業主および被共済者
申込締切：７月２０日（金）

藤井　フミヤ
Fumiya Fujii Concert Tour 2012 Life is Beautiful

藤井　フミヤ
Fumiya Fujii Concert Tour 2012 Life is Beautiful

開催日時：平成２４年９月２７日（木）
　　　　　　　　１８：３０～　前菜+お飲物
　　　　　　　　１８：４５～　津軽三味線演奏（約30分）
　　　　　　　　１９：３０～　食事(懐石)+フリードリンク
斡旋料金：１０,０００円（一般価格１２,０００円）
　　　　　　　　（料理・お飲物・ショーチャージ・サービス料・消費税込）

リブランド記念　日本料理「瀬戸」・
スカイレストラン「フィオーレ」津軽三味線と秋の賞味会

リブランド記念　日本料理「瀬戸」・
スカイレストラン「フィオーレ」津軽三味線と秋の賞味会

出演：中村橋之助，片岡孝太郎，片岡亀蔵，中村児太郎　他
演目：１　歌舞伎のみかた　
　　　２　御所桜堀川夜討　弁慶上使　　　　
　　　３　手習子　長唄囃子連中

公演日時：平成２４年１０月６日（土）　１６：００開演
場　　所：アルファあなぶきホール　大ホール
斡旋料金：６,５００円（一般価格7,５００円）　
　　　　　　  全席指定　未就学児入場不可

斡旋枚数：３０枚（お１人様２枚まで）
対 象 者：事業主および被共済者
申込締切：７月２０日（金）

昭和の名曲をカバーした「VOCALIST VINTAGE」が大ヒット中！
四国では高松だけのスペシャルライブ！
しっとりとした大人のライブをお楽しみください。

德永　　明
HIDEAKI TOKUNAGA CONCERT TOUR 2012

德永　　明
HIDEAKI TOKUNAGA CONCERT TOUR 2012

指揮：田中一嘉

日本料理「瀬戸」 西嶋東光 料理長 賞味会

開催日時：平成２４年９月２７日（木）
　　　　　　　　１８：３０～　ディナーコース+フリードリンク
　　　　　　　　１９：３０～　津軽三味線演奏（約30分）
斡旋料金：８,０００円（一般価格１０,０００円）
　　　　　　　　（料理・お飲物・ショーチャージ・サービス料・消費税込）

スカイレストラン「フィオーレ」ラグジュアリーナイト

会　　場：ＪＲホテルクレメント高松
斡旋枚数：各２0枚（お1人様２枚まで）
対 象 者：事業主および被共済者
申込締切：７月２０日（金）

津軽三味線奏者　山口　晃司
細川たかしをはじめとした歌手の
バック演奏。吉田兄弟の弟，吉田健一
プロデュースの津軽三味線ユニット
「疾風」メンバーとしても活動中。

ゆかたｄｅお出かけしましょう！



３

①事業所毎に取りまとめ，締切日を確認の上，別紙申込書によりウェルぱる高松事務局へ FAX または郵送で
　お申込ください。
②受講対象者は，すべて事業主および被共済者です。
③申込み多数の場合は，お一人様単位で抽選し、結果をお知らせします。
④受講が決まり次第，【受講決定のお知らせ兼受講料納入のお願い】文書を郵送しますので，受講料をお振込み
　またはご持参ください。

カルチャー講座の申込方法

①事業所毎に取りまとめ，締切日を確認の上，別紙申込書によりウェルぱる高松　事務局へFAXまたは郵送でお申込ください。
②申込み多数の場合は，お一人様単位で抽選し，結果をお知らせします。
③購入が決まりましたら，通知文を郵送します。
　※購入の決定後は，買取販売のためキャンセルができませんのでご注意ください。
④当選者の座席指定は，事務局の方で決めさせていただきます。ご了承の上，お申　込みください。
⑤当選通知文が届きましたら，郵送ご希望の方は，期日までに，チケット代金と発送料３００円を足した金額を事務局
までお振込ください。（振込手数料は　会員様ご負担になります。）※通常どおりテルサでの引換えも可能です。
⑥郵送ご希望の方は，振込金額を確認後，チケットを事業所へお送りします。

前売り入場券割引斡旋の申込方法 締切 ７月２０日（金）締切 ７月２０日（金）締切 ７月２０日（金）

締切 ７月１５日（日）締切 ７月１５日（日）締切 ７月１５日（日）

開催日：平成２４年８月２２日～１０月２４日　水曜日
　　　　１０：３０～１１：３０　全１０回
受講料：７,０００円（一般料金１０,０００円）
講　師：米山　水聖(みみな)　（実用英語技能検定１級取得）

「英語でのスムーズなコミュニケーションをとりたい！」と考える
人の中級～上級者向けの英会話クラス。
実践で役に立つ英語力を磨いていきましょう。

「英語での ム ズな ミ ケ シ ンをとりたい！」と考え

みみな先生の S t e p  u p  E n g l i s h 顧先生のやさしい中国語～あいさつから始めよう～

顧先生の基礎から学ぶ中国語～すぐに使えるビジネス会話～ うたごえ喫茶

はじめてのフォークギター ウクレレを弾いてみよう♪

みみみみみみみみみみななななな先先先先先生生生生生のののの SSSSS ttt eeee pppp  uu pppp  EEE n gggg l ii ssss hみみな先生の S t e p  u p  E n g l i s h

開催日：平成２４年８月２９日～１０月３１日　水曜日
　　　　１９：００～２０：３０　全１０回
受講料：７,０００円（一般料金１０,０００円）
講　師：顧　惠芳（中国上海出身）

初めて中国語を学ぶ方向けの講座です。
一番大事な発音をしっかり学び，日常でよく使う基本的な単語・
会話を勉強していきます。

顧顧先先先先先先生生生生生生ののののやややややさささささしししししいいいい中中中中中国国国国国語語語語～あ～あ～あいさいさささつかつかつかかから始ら始ら始らら めよめよめよめ う～う～う～う顧先生のやさしい中国語～あいさつから始めよう～

開催日：平成２４年７月１２日～９月１３日　木曜日
　　　　１９：００～２０：３０　全１０回
受講料：７,０００円（一般料金１０,０００円）
講　師：顧　惠芳（中国上海出身）

中国語で一番大切な発音を一から学び，上海出身の先生と基礎から
楽しく学んでいきましょう♪

顧顧先先先先先生生生生生のののの基基基基基礎礎礎礎かかかかからららら学学学学学ぶぶぶぶ中中中中中国国語～す～す～すすすぐにぐにぐに使え使え使え使え使 るビるビるビビビジネジネジネススス会ス会 ～～～～ 使えるビビビビ ネジ ス会ス会話話

中国語で一番大切な発音を一から学び，上海出身の先生と基礎から
楽しく学んでいきまし う♪

顧先生の基礎から学ぶ中国語～すぐに使えるビジネス会話～

開催日：平成２４年１０月２７日　土曜日
　　　　１８；３０～２０：３０
受講料：１,０００円（一般料金１,２００円）ドリンク付き　歌詞集はお貸しします。
歌唱リーダー：溝口　勲

カラオケと違ってみんなで歌えるから恥ずかしくない！
そして何よりストレス発散！！一度体験してみましょう♪

ううううたたたたたごごごええええ喫喫喫喫喫茶茶茶茶茶茶うたごえ喫茶

開催日：平成２４年１０月５日～１１月３０日　金曜日
　　　　２０：００～２１：００　全８回
受講料：４,５００円（一般料金６,８００円）
講　師：溝口　勲

入門者・初心者対象。
年齢に関係なくどなたでもご参加いただけます。 ※楽器の貸出し可能。

はははははじじじめめめめてててててののののフフフフフォォォーークククククギギギギタタタターはじめてのフォークギター

開催日：平成２４年１０月５日～１１月３０日　金曜日
　　　　１８：３０～１９：３０　全８回
受講料：４,５００円（一般料金６,８００円）
講　師：溝口　勲

内容も簡単なコード練習からはじめていくので初心者でも安心！
※楽器の貸出し可能。

ウウウウウクククククレレレレレレレレレをををををを弾弾弾弾弾弾いいいいててててみみみみみよよよよようううう♪♪♪♪ウクレレを弾いてみよう♪

日　　　程　　８月４日（土）☆８月４日は【石あかりロード２０１２】の開催初日☆　
時　　　間　　１５：３０～２１：００（着付け・食事・石あかりロード全行程含む）
　　　　　　　　（１５:３０高松テルサ→１８:００郷屋敷→１９:１０石あかりロード→2１:００高松テルサ着予定）
　　　　　　　　※雨天の場合、石あかりロード行程変更可能性あり
行　　　程　　高松テルサ（着付け） →（バス） 郷屋敷でお食事 → （バス） 石あかりロード散策 → 高松テルサ
料　　　金　　２,５００円！！（食事代・バス代すべて込み）　（一般価格３,５００円）
定　　　員　　２０名程度
　　　　　　　　事業主・被共済者および家族の方（同伴家族２名まで）
　　　　　　　　※同伴家族は，中学生以上で，配偶者および第2親等まで。
準　備　物　　ゆかた･小物･下駄一式
着付け講師　　大山　京子（日本着付学術会芸術委員･山野流着装教室準皆伝講師）
申込み方法　　別紙申込書（カルチャー講座申込書）によりウェルぱる高松事務局へFAXでお申込みください。
　　　　　　　申込者多数の場合は抽選になります。

ゆかたｄｅお出かけしましょう！ゆかたｄｅお出かけしましょう！ゆかたｄｅお出かけしましょう！
夏といえば…浴衣！
自分で気軽に着る方法を教えてもらって， 粋な浴衣姿でお食事に行きましょう♪
堪能した後は， 夕暮れ時の 『むれ源平石あかりロード』 を散策！！

※写真はイメージです。

昨年の「ゆかたdeお出かけ」より

男性の方もぜひ！
浴衣を着て，お食事をして，
石灯りロードを散策しましょう♪



４

新規加入事業所のご紹介★応募券★
７・８月号

神戸市立須磨海浜水族園　様より
須磨海浜水族園ご招待券を５組１０名様にプレゼント
神戸市立須磨海浜水族園　様より
須磨海浜水族園ご招待券を５組１０名様にプレゼント

好奇心を刺激する感動・体験水族園。
３／２０には，新施設 アザラシ " ふれ愛 "
プール「シールピース」がオープンし，これ
までよりもアザラシのさまざまな行動をみ
ることができます。是非，じっくりとアザラ
シを観察しに、ご来園ください。

◆◆プレゼント応募方法◆◆
官製ハガキに①希望のプレゼント名②郵便番号，住所，氏名，電話番号，事業所
名③ウェルぱる高松に対するご意見・要望などをご記入の上，下記の住所まで
お送りください。（左下欄の応募券を必ず貼付けてください。）
締切：７月２０日（金）必着　当選者は発送をもってかえさせていただきます。
〒761-0113 高松市屋島西町２３６６－１　ウェルぱる高松事務局

神戸市立須磨海浜水族園
〒654-0049
神戸市須磨区若宮町１-３-５
☎０７８-７３１-７３０１
http://www.sumasui. jp

お申し込み、お問い合わせは下記へお願いします。
　　高松市中小企業勤労者福祉共済事業 (高松テルサ内 )
　　ウェルぱる高松事務局  http://www.t-terrsa.jp
　　〒761-0113  高松市屋島西町 2366 番地 1
　　ＴＥＬ(087)844-3516　ＦＡＸ(087)844-3524
　　　平成２４年６月１日現在　
　　　　　　　事 業 所　　 ７９５社
　　　　　　　被共済者　８,０２１人

むしむしと暑い日が続きますね。
クールビズ，実行していますか？事務局は今年もクールビズ実行
中です。暑さに負けず，ホットな情報をお届けしていきます。
皆さんも夏バテなどしないように気をつけましょう♪

ご紹介くださった事業所が「福祉共済ウェルぱる高松」に
加入された場合，加入した事業所の従業員数に応じて，
紹介された方に Iruca カードを進呈します。
ご説明には事務局がお伺いいたします。

新規加入を希望する事業所を

従業者規模
１人～９人

１００人以上
３０人～９９人
１０人～２９人

Iruca カード
５,０００円相当

２２,０００円相当
１２,０００円相当
７,０００円相当

Iruca カードは，電車，バスだけでなく，登録店でのお買い物にも
ご利用できます。

住所：香川県丸亀市綾歌町栗熊西４０-１　
TEL：０８７７-８６-１０７１
対象：会員と同伴者３名まで
営業時間：１０：００～１７：００
(土日祝・８月１日～１９日の期間の営業時間は，ＨＰ等でご確認ください。)
※営業期間は平成２４年７月１日 (日 )～平成２４年９月９日 (日 ) となります。
※お客様の安全を最優先するため，「悪天候」「メンテナンス」による運休・入場制限・お客
　様入園後の臨時閉園を行う場合がございます。その場合，入園料及びフリーパス，乗り物
　券の返金は致しかねます。
※ナイター料金は割引適用外です。

株式会社かがわ魚食サービス　様

ありがとうございます。

事業所のＰＲ広告をさせていただきます。
約８,０００人を抱える会員様に届くため，販売促進や利益向
上・事業所のイメージアップ　につなげられます。
当企画は福利厚生サービスや地域産業・経済の発展を目的と
しています。
【プレゼント商品】
約５,０００円相当以上の商品を提供していただきます。（事業
所のオリジナル商品には限りません。図書券・商品券・ビール
券なども可）
※ウェルぱる高松への掲載料金は無料です。

プレゼントコーナーで
事業所・お店のＰＲをしませんか？

プレゼントコーナーで
事業所・お店のＰＲをしませんか？

プレゼントコーナーで
事業所・お店のＰＲをしませんか？

東京スカイツリーと東京名所めぐり東京スカイツリーと東京名所めぐり

ご家族参加型の対象者について

W e l p a l   T a k a m a t s u   P r e s e n t s割引指定店が増えました！

●プールパス（入園券+プール）
　　大　人　３，５００円→２，９００円
　　子ども　３，０００円→２，４００円
●ハッピーパスポート（入園券+劇場+乗物券+プール）
　　大　人　４，５００円→３，８００円
　　子ども　４，０００円→３，３００円

特　
　

典

☆7月 1日ＯＰＥＮ☆

レオマウォーターランドレオマウォーターランドレオマウォーターランドレオマウォーターランドレオマウォーターランド 約６,０００平方メートルの敷地に中四国最長２６０ｍの流水プールや四国初と
なる冒険プールなど楽しさいっぱいの新感覚プールです。

※他の割引との併用不可

事業所のＰＲ広告をさせていただきます

しをしのＰＲお店のＰＲを・お
プレゼントコーナプレゼントコーナントコーププレゼントゼントプレゼントコーナ
・事業所・業事 所・事 ・事業所・ のＰお店のＰＲのＰお店ののお店 ＰＲお Ｐお店のＰＲ ししをしををををし

　子ども　４，０００円→３
※他

ＰＲＥＳＥＮＴ募集！


