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　みなさま明けましておめでと
うございます。
　2022年は、2が3つも重なり
ます。2022年2月22日には、2
が6つも。2022年の幸福を願わ
ずにはいられません。人類はコロ
ナ禍からの出口を見出すことが
できるのでしょうか。コロナ禍か

らの出口とともに注目されるのは、気候危機からの出口
です。
　2021年10月31日から11月13日まで、イギリスのグ
ラスゴーで開催されたCOP26（国連気候変動枠組条約第
26回締約国会議）では､ 大きな前進がありました。2015
年のパリ協定では、産業革命前と比較して平均気温の上
昇を2度以内に抑えること、できれば1.5度以内に抑える
ことを目標としていましたが、今回は、「世界の気温上昇
を1.5度に抑えることを追求する」と目標を引き上げまし
た。各国の国別目標も5年に1回見直すことにしていまし
たが､ 今後は毎年見直すことになりました。
　人口63万人、都市圏人口約120万人のグラスゴーは
スコットランドの中心都市。日本に置き換えれば､ 東北
地方における仙台のような街です。蒸気機関の発展に大
きく貢献したジェームズ･ワットは、グラスゴー大学な
ど、グラスゴーを拠点に活躍しました。電力などの単位
としてワットが使われているのは、彼の功績を讃えての

ことです。産業革命を牽引した都市の一つグラスゴーで、
COP26が開催されたこと自体、とても興味深いことです。
　産業革命の推進力となったエネルギー源は石炭でした
が、現在気候危機対策上世界的にもっとも問題視されて
いるのが石炭火力発電所です。COP26の合意文書でも、
CCS（二酸化炭素を分離･貯蔵する技術）などのような
排出削減策を設けていない石炭火力発電所の「段階的削
減」が明記されました。主要国は「段階的廃止」を求め
ましたが、中国･インド･日本などの反対で「段階的削減」
と表現は緩められました。
　東北電力の仙台火力1･2号機が2007年に燃料を天然ガ
スに転換して以降、宮城県内には石炭火力発電所が1基
もありませんでしたが、2017年10月から関西電力と伊
藤忠商事の関係会社による仙台パワーステーション（11.2
万kW）が稼働し、18年からは石巻市でも日本製紙によ
る石巻雲雀野発電所という14.9万kWの石炭火力発電所

（3割バイオマス混焼）が操業を開始しています。震災復
興の名のもとに、世界から厄介物扱いされている石炭火
力発電所が被災地の空を汚し始めたことはきわめて遺憾
なことです。
　気候危機は産業革命の影の部分の最たるものと言えま
す。プラスチック、原子力発電所、インターネット等々、
いろいろな文明の利器に、光と影の両面があります。光
と影を峻別することは、環境とくらしを守る第一歩でも
あります。

産  業  革  命  の  光  と  影

MELONとは 公益財団法人 みやぎ･環境とくらし･ネットワーク—通称『MELON』。
1992年の地球サミットをきっかけに翌’93年に誕生しました。緑と水

と食をとおして環境とくらしを考え、地域と地球環境に寄与しようと多くの市民、学者、
知識人、協同組合、企業、団体で作られたNGO（非政府組織）です。地域と地球環境を
守るため１人ひとりの参加と協力をつなぎます。

MELON会員募集
MELONの活動は会員の会費で支えられています。
MELON会員特典
　⃝MELON主催イベントに会員割引で参加できます。
　⃝ごみや水、緑や食、自然エネルギーや企業の環境の取り組みなどをテーマに勉強

会や見学会を行う部会に参加できます。
　⃝ボランティアや部会に参加するごとにボランティアポイントが１個もらえ、５個

集まると1,000円分のMELON商品券と交換できます。
　⃝MELONの活動や環境情報を掲載した情報紙をお届けします。
　⃝メールアドレス登録で、会員同士の情報交換ができるメーリングリストに登録できます。
〜入会希望の方は事務局までお問合せください〜
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ストップ温暖化センターみやぎ通信　Vol.93

「Go To 脱炭素セミナー宮城県　 
2050年ゼロカーボン社会実現へ　NOW OR NEVER！ 今しかない！」開催しました！

冊  子  作  成  中  ！

　2019年12月に宮城県は2050年二酸化炭素排出実質
ゼロの宣言を行いました。その後、県内では気仙沼市、
富谷市、美里町、仙台市、岩沼市、名取市が宣言を行っ
ています。（2021年12月現在）
　気候危機を回避するための「本当の変革」が求められ
る中、宮城県内の取組・施策を共有し、2050年実質ゼ
ロを達成するために求められる市民活動の在り方や、各
主体との連携の在り方について探るセミナーを開催しま
した。
　初めに宮城県から脱炭素社会実現に向けた取り組みにつ
いて講演を行い、その後宮城県内の企業や団体から脱炭素

に向けた取
り組みにつ
いて事例紹
介を行いま
した。
　オンライ
ンのみでの
開催でした

　ストップ温暖化センターみやぎでは昨年度に実施し
たうちエコ診断から宮城県民1人当たりの二酸化炭素
排出量などを集計しています。そのデータを盛り込ん
だ冊子を作成中です！
　うちエコ診断の結果の他に、冷暖房の使う時間を1
時間減らした場合やシャワーを使う時間を1人分短く
した場合などの省エネ行動でどれくらい電気代やCO2

が減るのかといった具体的な数値や地球温暖化による

が、質疑
応答では
多くの方
から宮城
県の政策
や事例紹
介に対し
てもっと
詳細を知りたい！といった質問をいただき最後まで脱炭
素について考える濃い時間となりました。
　「Go To 脱炭素セミナー宮城県」は気候ネットワーク
のウェブサイトにて資料や動画も見ることができます。
ぜ ひ ご 覧 く だ さ い！（URL：https://www.kikonet.
org/event/2021-10-28-2）
　また、ストップ温暖化センターみやぎでは10月31日
～11月13日にイギリス・グラスゴーで開催された国連
気候変動枠組条約第26回締約国会議 （COP26）に関連
したセミナーを2月12日（土）に開催します。
　新型コロナウイルスの影響により約2年ぶりに開催され
たCOP26。気候危機を回避するために必要な水準に至る
ため2030年までの取り組みが重要とされています。その
ために国際会議の中でどんなことが決まったのかをお話し
してもらう予定です。その他、さまざまな団体がウェブ等
で発信していますのでそちらもチェックしてみてください！

影響なども盛り込む予定です。
（小学5～6年生向けの内容）
　2022年1月発行を目標に現在
スタッフ全員で作成中ですので
乞うご期待！
　冊子を読みたい！という方は
ストップ温暖化センターみやぎ
までご連絡ください。

日　時：10月28日（木）14:00～16:00
場　所：Zoomウェビナー
参加者：117名
共　催：気候ネットワーク

登壇してくださった皆様

脱炭素セミナー開幕！
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日　時：11月6日（土）
場　所：Zoomウェビナー
参加者：約50名
講　師：竹中雅治氏（登米町森林組合参事）
 及川結氏（森林セラピスト）

日　時：10月23日（土）
場　所：仙都会館（仙台市青葉区）
参加者：16名
講　師：
　　ケンタロ・オノ氏（一般社団法人日本キリバス協会）
　　金鋼一氏（東北地方環境事務所　環境対策課）
　　岡内啓悟氏（ 東北地方環境事務所　環境対策課
 〈併任〉資源循環課）
　　加川綾乃氏（ 宮城県環境生活部　環境政策課
 地球温暖化対策班　技師）

今年度、 第1回推進員候補者養成研修を開催しました！

『森林トークイベント～森林の豊かさと林業、 環境を考える～』が開催されました！

　「森林トークイベント
～森林の豊かさと林業、
環境を考える～」が開催
され休日にもかかわら
ず、多くの人に参加して
いただきました。
　まずは、NHKの朝の
連続テレビ小説「おかえりモネ」で林業考証を担当され
た竹中雅治さんから、樹木の活用方法やドラマ撮影の裏
側についてお話いただきました。たくさんのスタッフが
いて、とても大掛かりな撮影だったそうです。また、東
日本大震災のときに活躍した、どんな家具にも変身する

万能な「組
く

手
で

什
じゅう

」（組立家具）についても紹介していた
だきました。
　次に、森林セラピストの及川結さんから森林セラピー
の魅力や効果、県内でおすすめの森林セラピースポット
などについて教えていただきました。ドラマで主人公の
百音が体験していたことで認知度が上がった森林セラ
ピーを思わず体験したくなりました。
　「おかえりモネ」の裏
話から森林セラピーま
で、森林の魅力がたっぷ
りと詰まった1時間半で
した。コロナ禍で何かと
ストレスが溜まる時代、
たまには密を避けられる
森林に行って、自然の豊かさを全身で浴びながらリラッ
クスするのもよいですね！

（CSOラーニング生　小野寺友芽）

　宮城県では地球
温暖化防止のため
の正しい知識・対
策を普及させるた
め県内で活動する
推進員を募集して
い ま す。10月23
日（土）、今年度の第1回地球温暖化防止活動推進員候補
者研修が行われました。会場とZOOMでの開催で、16
名の方が参加しました。

　今回は4人の講
師の方々にお越し
いただきました。
ケンタロ・オノさ
んからはキリバス
を通じた環境の現
状と私たちが与え
ている影響について、環境省東北地方環境事務所の金鋼
一さんと岡内啓悟さんからは私たちの取り組むことがで
きる具体的な行動について、宮城県環境生活部環境政策
課の加川綾乃さんからは環境問題に対して宮城県が行っ
ている政策について、お話いただきました。積極的に質
問などが挙がり、相互理解の場になりました。
　今回の研修を通して、環境問題について理解を深める
ことができたと感じます。全3回の研修を終えると、推
進員として活動することができます。推進員として環境
問題について伝える人が増えていくことは重要なことで
あると感じました。

（CSOラーニング生　原子大二朗）

会場とZOOMでそれぞれ参加しています！

質問にて理解を深めています。

講師の竹中雅治さん

講師の及川結さん

3

MELON情報紙 140 号



　今回は、産業廃棄物中間処理施設である宮城県森林組
合連合会のウッドリサイクルセンターを訪れました。
　ウッドリサイクルセンターの役割について詳しいお

話を宮城県森林組合連
合会業務部の我妻剛さ
ん、ウッドリサイクルセ
ンター所長の櫻田友貴さ
ん、資源活用課の大山舜
さん、鎌田裕子さんに伺
いました。
　我妻さんは「森林の未

来を開拓する価値創造組織として、森林バイオマス資源
の有効活用を推進し、循環型社会の構築を目指しており
ます。」とおっしゃっていました。施設には林地残材・
松食い虫被害材などが産業廃棄物として送られてきま
す。それらは破砕処理の後、再利用に向けて、大きさご
とにラージ・ミドル・スモールの3つに選別されます。
これらはバイオマス燃料や堆肥燃料、マルチング材料（植
物の地表面を覆い、雑草の発生や病害虫の発生を防ぐも
の）として生まれ変わります。
　宅地造成や国道の
開通などで発生する
産業廃棄物の処理を
行うウッドリサイク
ルセンターは重要な
存在であると感じま
した。処理工程につ
いて、現場で丁寧に
説明していただき、とても有意義な時間となりました。

（CSOラーニング生　原子大二朗）

MELON会員団体訪問記　第9弾

【訪問情報】
■訪 問 日：10月27日（水）
■訪 問 先：
　　　宮城県森林組合連合会ウッドリサイクルセンター
■取 材 先：
　　　宮城県森林組合連合会業務部　我妻剛さん
　　　ウッドリサイクルセンター所長　櫻田友貴さん
　　　資源活用課　大山舜さん　鎌田裕子さん

　いつも夫婦喧嘩が絶えない長屋の熊五郎・お松夫
婦の仲裁に入った旦那が、昔、中国のある人が大き
な甕

かめ

に怒りと屈辱を閉じ込めていたので、出世した
らしいという話をして、この夫婦を諭

さと

します。
　そこで、夫婦はなんと、お互いに悪態や悪口をお
かみさんの縫った袋の中に閉じ込めて、ひもで縛っ
てしまっている。大声で互いを罵ってはいるが、隣
の人が行ってみるとニコニコしている。これがたち
まち町の評判になり、いろんな人がその袋を借りに
来たので、袋はパンパンに膨れ上がってしまった。
　あるとき、へべれけに酔った寅さんがやってきて、
その袋を無理やり借りたが、堪忍袋の緒が切れてし
まった。さあ・・・。
　さて、「火消し」の話に戻りましょう。コロナ禍で
生活が立ち行かなくなってしまった人がたくさんい
るというのに、環境を軽視する軍隊への来年度の『お
もいやり』予算を増額して２千数百億円にするとい
う話です。これでは、私たちにまた新しい堪忍袋を
縫えといっているようです。もう、堪忍袋の緒はとっ
くの昔に切れてしまっているのにです。

　「火事と喧嘩は江戸の華」と言われますが、落語
にも火事や火消しの場面や話題がでてきます。「火
消し」に関連したことから話しを始めましょう。
　昨年8月、沖縄県宜野湾市の米軍普天間飛行場で
発がん性がある、有機フッ素化合物PFOSやPFOA
を公共の下水道に放出したというニュースがありま
した。製造・輸入の禁止となっている有毒の有機フッ
素化合物はこれ以前にも何回か基地外に流失されて
いました。しかも、あろうことにそのことがすぐさ
ま公表されていなかったということです。こんな「火
消し」は、とても堪忍できるはずがありませんね。
　そこで今日は、三代目三遊亭金馬の「堪忍袋」（NHK
落語名人選36「三代目三遊亭金馬」、ポリドール、
1993年）という話しを聞いてみましょう。

「ならぬ堪忍しないが肝心」
落語篇㉒
三遊亭金馬「堪忍袋」
石垣政裕（MELON理事）

我妻さんからウッドリサイクルセン
ターついて教えていただきました。

ロータリースクリーンによる選別作業
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各 協 同 組 合 か ら の お 知 ら せ
MELONの協力団体である各協同組合が取り組んでいる、環境に関する情報をご紹介します。

「たべるたいせつ料理教室 」
ハレの日の簡単スピードお赤飯を作ってみませんか

目指せ100人！
環境リレートーク

 

 

第83人目の執筆者
Xavier Colombet/

ザビエ コロンベットさん

（アースバックハウスビルダー／
Tsatsahouse ツァツァハウス）

訳　粟津 そよ子さん

強くなります。またもう一つの利点は、一人の指導
者がいれば、コミュニティで建てられるシンプルさ
があり、またそれを伝え合って教え合うこともでき
ます。材料も世界中で手に入るものです。できる限
りセメントを使わず、土をメインに使うこと、プラ
スターにも石灰を使うことで、できる限り環境に与
える影響を少なくしています。私達はこのアース
バック工法で、人々に、巨額なお金をかけずに、自
分たちの手で住処を建てることから、自信と活力を
与えられたらと思います。また、地震の多い日本で、
このような建物が避難所として役立てられないかと
思っています。何かそのモデルとして建てさせてい
ただける機会があれば、ぜひ連絡をください。

… 次号執筆者紹介 …
河崎 雅人さん　河崎 由紀子さん

自然農園マユコベ

　はじめまして。Tsatsahouse（徳島県名西郡神
山町）のザビエ・コロンベットです。私は、アース
バック工法の建築をカリフォルニアで学び、その後
インドネシア、インドでの活動を経て今日本に移住
しています。このアースバック工法は過去の土の建
築からもヒントを得ながら、新しいテクニックを交
えつつ考えだされたものです。土を土嚢袋に入れ、
固め、それをコンパスにそって層にして積み上げま
す。その過程で、層と層の間に有刺鉄線を挟むこと
で、圧縮と張力が働き、地震、台風、洪水にとても

　日本には年中行事のほかに、「誕生」や、「成人」、「結婚」、「還暦」など人生の節目にあたる日がありま
す。その中で、もち米を蒸して食べる習慣（赤飯）はハレの食事としてお祝いの席には欠かせませんし、
地域によって様々な食べ方もあり、伝統的な食文化です。しかし近年このような食文化は薄れつつありま
す。今回は、失敗なく誰でも簡単にできるお赤飯の作り方をお知らせします。祝いごとの時に食べるいろ
いろなパターンがある郷土食としての、全国のバラエティ豊かな赤飯も紹介していただきます。
１．日　時 1月20日（木）～3月末までユーチューブで公開配信 予定時間　約15分
２．講　師 遠藤敦子さん（管理栄養士）　 
  乳業メーカーの料理教室・仙台市ガス局料理教室等で講師を務めています
３． 実施期間中に、アンケートに答えてくれた方の中から
 抽選で20名に「めぐみ野」みやこがねもち1.4kgをプレゼント！
４．こちらのURLもしくは二次元コードよりお入りください。
※（『たべるたいせつ料理教室』を選択してご覧ください）
 URL： https://www.youtube.com/channel/UCaIgJLMwVbje3wXjIfrx2fA

〜みやぎ生活協同組合〜
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　前回は、カリキュラムと教科横断的な学習プログラム
の話、グリーンカーテンの取り組みを紹介しました。今
回は、海洋ごみの学習例を紹介します。

学校の先生とともに学習プログラムを
考える

　「SDGsの授業をしてほしい」という要請が仙台市立
七郷小学校6年生の先生方と研究主任の先生からありま
した。学校を訪問して打合せを行い、SDGsの中でも
最大の課題の一つである海洋ごみを取り上げることにな
りました。七郷小学校の学区には荒浜海岸があります。
MELONの４R推進部会が定期的に行っている調査活
動によると、荒浜海岸には他の地域と同様に大量の海洋
ごみが落ちています。世界的な課題が自分たちの住んで
いる地域にも起きていることに目を向けさせる学習で
す。先生方と学習プログラムを検討し、教材を準備して
授業に臨みました。当日は、CSOラーニング生の大学
生にアシスタントをしてもらいました。

海洋ごみの問題を自分事として捉えさ
せるために

　「2030年、すしネタから魚がなくなってしまうかも」
という投げかけから入り、原因の一つとして海洋ごみを

取り上げました。４R推進部会が荒浜海岸の3m四方で
囲んだ砂浜から収集した一握りのマイクロプラスチック
ごみを見せた後、その数が483個もあったことに子ど
もたちは驚いていました。
　次に、一人一人に袋に入れた海洋ごみを渡して観察し
ました。カキの養殖で使う豆管、お菓子の包み紙、たば
このフィルター、発砲スチロール、プラスチックの原料
であるレジンペレットなど、何のごみなのかについての
質問に答えていきました。
　その後、各自が端末のChromebookを開いて、学校
の隣にある公園に落ちていたごみの写真と、海洋ごみを
比較しました。公園に捨てられたごみが風に吹かれて用
水路に落ち、水に流されてやがて海に行ってしまうこと、
海洋ごみの問題は、自分たちの生活の仕方に関係してい
ることに子どもたちは気が付きました。
　今後は、海洋ごみについての意見文を書いて、さらに、
まちづくりの学習を行っていく予定だそうです。子ども
たちの活躍に期待します。
　暗中模索で始めたSDGs教育プロジェクトですが、
このように学校の先生方の思いや地域の課題に沿った取
り組みにしていくことが大切であることが分かりまし
た。次年度も、持続可能な取り組みとして継続していき
たいと思います。

SDGs教育プロジェクト～防災・気候変動環境学習の創造と実践

海洋ごみを手に取って観察する子 端末で公園のごみの写真を見る子

すしネタがなくなるかもの投げかけ SDGsの話

MELON情報紙 140 号
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　現在の便利で豊かな社会は同時にごみを大量に
発生させます。今話題のSDGsの為にはごみの４R

（Reduse,Reuse,Recycle,そしてRefuse）は必須です。
　私は10年程前に小さな家庭菜園を始めましたが、そん
な折４R推進部会を知り、自分の食べた果物等の生ごみの
堆肥化を始めました。僅かですがごみの減量と有効利用と
なり、一石二鳥で楽しいです。
　また、ごみ焼却工場やプラごみ・古紙の処理プラント、
そして最終処分
場 等 の 見 学 会
に参加し、仙台
市のごみ処理の
現状を把握する
ことが出来まし
た。特にプラご
みはベルトコン
ベヤーに乗り、
作業者により手分別されていました。
　一方ここ10年来、日本でそして世界で大きな問題に
なっているのがプラスチック廃棄物です。特にこれが海

に流出すると海
洋プラ問題とな
ります。この問
題を４Ｒ推進部
会でも重視し、
数年前から仙台
市荒浜海岸でプ
ラごみの調査・
回収をしていま
す。
　近年はボランティアにより定期的に回収され、一見砂
浜には大きなプラごみは見当たりませんが、砂を篩

ふる

って
みるとプラスチック小片が多数出てきます。現在そして
将来世代に大きな問題を生じるかも知れません。レジ袋
削減などから始めて、少しでもプラスチックの使用を削
減し、地球の廃プラ汚染を防ぎたいですね。やはり環境
活動は楽しくないと長続きしませんので、これからも楽
しく活動したいと思っています。

（4R推進部会部会長　根岸誠）

　地元のNPO 石母田ふる里保全会 副理事長 渡邊 哲さ
んに加美の水文化を案内していただきました。
　初めは、 「セミッ渕」 と呼ばれる場所を訪れました。こ
こは鳴瀬川の川幅がこの近域で最も狭い場所であるとこ

ろから、そう呼ばれてきたそうです。かつては、この 「セ
ミッ渕」 から取水していたため、「蝉堰」という堰の名に
なったそうです。
　昔の取水口であった「木戸口」にのぼり、入水口を開
けてトンネル水路を探検しました。
　そして、台崎縁切地蔵尊を訪れました。ここには蝉堰
工事の頭梁であった海老田新蔵人𠮷安の次男、喜七郎が
眠っています。蝉堰の工事は困難を極め、ついには喜七
郎少年が人柱に立って犠牲となりました。ここを訪れる
と長年治らなかった病と縁が切れるとのことで、この名
前となっているそうです。
　最後は洞雲寺を訪れました。ここには海老田新蔵人𠮷
安のお墓があり、それは、蝉堰と喜七郎少年の眠る台崎
縁切地蔵尊の方角を向いていました。

部会だより～「4R推進部会」

加美町水の神さま調査 ■訪問日：10月24日（日）
■調査先：加美町

蝉堰取水口

定期的に海洋ごみ定点調査も実施

10/2　広瀬川一斉清掃にも参加しました！
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　会員の皆さんの環境への思いやイベントに参加しての
感想を声にしていきます。

編 集 後 記
■  SDGsの目標13「気候変動に具体的な対策を」と言われて、

何に取り組めばよいかということで、小学生が取り組む対策の
教材制作を行っています。（亀崎）

■  10/1よりMELONのスタッフとなりました。総務・経理を担
当しております。これから環境のことについて、いろいろ学ん
でいきたいと思います。よろしくお願いします。（高橋未紀枝）

■  2021年10月に育児休業期間が終了し復職しました。育児に専念
したこの数年、かけがえのない時間を、本当にありがとうござい
ました。今後は仕事も子育ても精一杯がんばります。（小山田）

 

ボランティアポイントカード制度
をご活用ください

MELON協力商品券とは

〈会員状況〉
490名

法人 55
任意団体 9
個人 426

2021年12月1日現在

　会員の方には、「MELONボランティアポ
イントカード」を発行しています。部会・プ
ロジェクトの例会出席、作業やイベントでの
お手伝いをすると、１ポイント差し上げます。
5つ貯まると1,000円分のMELON協力商品
券と交換できます。

　みやぎ生協、日専連仙台で発行している商
品券です。金額の一部がMELONに寄付され、
環境保全活動にいかされます。宮城県内の日
専連加盟店及びみやぎ生協の各店舗でご利用
になれます。

MELONイベント情報
これから開催を予定しているイベント・会議をご紹介します。

イベント一覧（1月～4月まで）

1/25（火） 情報センター例会

1/29（土） 水部会例会

2/12（土） COP26報告会in仙台

COOL CHOICE にご賛同をお願いいたします！
地球温暖化対策のために、今できる「賢い選択」。

　「COOL CHOICE」は、脱炭素社会づくりに貢
献する製品への買換え、サービスの利用、ライフ
スタイルの選択など、温暖化対策に資する、また
快適な暮らしにもつながるあらゆる「賢い選択」
をしていこうという取り組みです。

　身近な生活のなかで、未来のために、今選択で
きるアクションを選ぶ。

　あなたも、ぜひ「COOL CHOICE」にご賛同く
ださい！

　12/9の講師派遣で体験してもらったリメイク
キャンドルの試作品です♪
　楽しんでもらえたかな？

　部会のメンバーで水文化調査に参加し、自分の住ん
でいる地域に豊かな資源があることにあらためて気づ
きました。これからも農業、環境、歴史について学び、
自然豊かな地域を守り続けたいと思います。
 （加美町在住　水部会メンバー）

COOL CHOICE
賛同登録用
QR コード

賛同はこちらからMELON
インスタグラムも
フォローよろしく
お願いします！

『今月の1枚』
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