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【記者発表会見資料】 

平成 28 年 1 月 13 日 

 報道各位 

The Gary Player Invitational, SOK Japan 実行委員会 

 

 

～開催概要のご案内～ 

 

 このたび、2016 年 3 月 19 日（土）、21 日（月・祝）、22 日（火）の 3 日間にわたり、世界のゴルフ界のレ

ジェンドであるゲーリー・プレーヤー氏が来日し、「The Gary Player Invitational presented by MAZDA」を

開催することとなりました。 

 

 本企画は、東日本大震災の被災児童自立支援プロジェクト「Support Our Kids」のチャリティの主旨ゲーリ

ー・プレーヤー氏が賛同し、震災から 5 年目を迎える 2016 年に東北の復興促進の力になりたいとして来日、同

じくこの趣旨に賛同した多くの関係者のご協力とともに実現する世界的なチャリティ企画です。 

 親日家としても知られるゲーリー・プレーヤー氏は自身でもチャリティ組織を主宰しており、これまでの

SOK の活動に共鳴し、自身の活動と共催という形で今回の夢の企画が実現しました。 

 本企画は衆議院議員前復興大臣の竹下亘氏を実行委員長に、また Support Our Kids の発起人でもある読売

巨人軍前監督の原辰徳氏を実行委員サポーター代表に迎え、ゲーリー・プレーヤー氏による『セレブリティチ

ャリティゴルフ』、『キッズゴルフクリニック＆対抗戦』といったスペシャルプログラムや、実行委員でありラ

グビートップリーグのヤマハ発動機ジュビロ監督の清宮克幸氏を交えた『経営者セミナー～How to Win～』、

森高千里さんによるスペシャルライブや、ゲーリー氏ほか世界のセレブリティのサイングッズなどが出品され

る『チャリティオークションディナー』などのプログラムが予定されております。 

 

 また、本企画の開幕プログラムとして 3 月 19 日（土）に作曲家の三枝成彰氏の監修によるチャリティコンサ

ートがサントリーホール大ホールで開催されます。世界に羽ばたく 15 歳の天才ヴァイオリニスト服部百音（も

ね）、17 歳のチェリスト水野優也と世界で活躍中の福島県南相馬市の女子中高生合唱団「MJC アンサンブル」

が被災地代表として、一堂に会するという注目のコンサートです。作曲家の三枝成彰氏がこの企画趣旨に賛同

し音楽界として、世界に誇る本邦初の期待の組み合わせを監修し実現する運びとなりました。 

 

なお、本企画は全てチャリティとして実施し、収益の一部を東日本大震災の被災児童の自立支援活動、特に海

外へのホームステイ資金に充当致します。 

 

（※SOK＝東日本大震災被災児童自立支援プロジェクト Support Our Kids の略称） 
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【開催概要】 

 

開催日時：2016 年 3 月 19 日（土）、21 日（月・祝）、22 日（火） 

開催場所：サントリーホール、武蔵丘ゴルフコース、品川プリンスホテル、霞ヶ関カンツリー倶楽部、 

     グランドプリンスホテル新高輪 

主催：The Gary Player Invitational, SOK Japan 実行委員会 

共催：Support Our Kids 実行委員会 

特別協賛：マツダ株式会社 

協賛：株式会社ブルボン、株式会社コーセー、サントリー酒類株式会社、株式会社ゴルフパートナー 他 

協力：プリンスホテル、霞ヶ関カンツリー倶楽部、ゲーリー・プレーヤーゴルフアカデミー、 

メイ・コーポレーション、日本舞踊芸術文化協会、アゼリーグループ、東北福祉大学、 

株式会社クロス・ビー、GTF 実行委員会、ゴルフダイジェスト社、TBS、TOKYO MX、TOKYO FM、

JFN、読売新聞社、※申請中含む・順不同 

後援：復興庁、防衛省、外務省、埼玉県、川越市、SOK ホームステイプログラムにご協力いただいている 

大使館（ニュージーランド大使館、アイルランド大使館、ベルギー大使館、オーストラリア大館、 

サンマリノ大使館、スイス大使館、英国大使館、カナダ大使館、米国大使館、フランス大使館、 

ポーランド大使館） ※申請中含む・順不同 

企画運営：NPO 法人 次代の創造工房 

※2016 年 1 月 13 日時点 

 

【プログラム概要】 

 

プログラム① 3/19 チャリティコンサート               於：サントリーホール 

プログラム② 3/21 セレブリティチャリティゴルフ           於：武蔵丘ゴルフコース 

プログラム③ 3/21 経営者セミナー ゲーリー・プレーヤーwith 清宮克幸 於：品川プリンスホテル 

プログラム④ 3/22 チャリティキッズゴルフ＆対抗戦          於：霞ヶ関カンツリー倶楽部 

プログラム⑤ 3/22 チャリティオークションディナー          於：グランドプリンスホテル新高輪 

 

【Support Our Kids（SOK）とは】 

 

未曾有の大災害からの復興が、10 年、20 年、それ以上かかるとも言われる中、大人はもちろん、将来的に被

災地の復興の担い手となる子ども達の早期自立と復興のリーダー育成は、復興に必要な課題のひとつだと考え

ます。しかしながら、被災地の子どもたちは、精神的な不安、経済的な不安、親や家族を亡くしたことによる

将来への不安、長期的な仮校舎・仮設住宅での生活からくる環境的な不安など、様々な不安を抱えながら生活

しております。子どもたちが、自ら気づき・考え・行動していく、また地元に対して郷土愛や誇りを持ち、将

来的に復興活動に参画していく為には、全く新しい環境や経験、心の支えになる温かな心の交流、そして何よ

り継続的な支援と、その輪を拡げていくことが必要であると私たちは考え、各国の駐日大使館の理解と協力の

もと、被災児童自立支援プロジェクト「Support Our Kids」を 10 年間（2011 年～2020 年）の継続事業とし

て立ち上げました。ひとりでも多くの子どもを出来うる限り早い段階で自立させていくためには、継続した支

援が必要です。本プロジェクトへのご理解とご協力を切にお願い申し上げます。 
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【各プログラム予定】 

 

プログラム① チャリティコンサート  一般参加 

日時：2016 年 3 月 19 日（土） 19：00～20：30 

場所：サントリーホール大ホール 

対象：来場者 約 2,000 名 

エグゼクティブアドバイザー：三枝成彰氏 

出演者： 服部百音（ヴァイオリン）ピアノ伴奏 河地恵理子、水野優也（チェロ）ピアノ伴奏 鈴木慎崇 

         MJC アンサンブル（合唱団／福島県南相馬市、指揮 金子洋一・ピアノ伴奏 佐々木寛子） 

演奏曲目：服部百音／バガニーニ：24 のカプリス第 17 番、サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン 他 

     水野優也／サフマニノフ：ヴォカリーズ 他 

参加費：一般 5,000 円、子ども 3,000 円 （全席指定） 

購入方法：1 月 18 日（月）よりローチケ HMV で販売開始予定（http://l-tike.com/support_our_kids） 

内容：作曲家の三枝成彰氏の監修によるチャリティコンサート。世界に羽ばたく若手最有望 15 歳の天才ヴァイ

オリニストの服部百音（もね）、17 歳チェリストの水野優也、被災地を代表して世界で活躍中の福島県

南相馬市の女子中高生合唱団 MJC アンサンブルが一堂に会する。 

   

【三枝 成彰氏】（さえぐさ しげあき） 

 作曲家。東京音楽大学客員教授。代表作としてとして、オラトリオ「ヤマトタケル」、 

オペラ「千の記憶の物語」、ヴァイオリン協奏曲「雪に蔽われた伝説」、「レクイエ 

ム～曾野綾子のリブレットによる」、「太鼓についてー太鼓協奏曲」、カンタータ「天 

涯」等の作品がある。震災後は公益社団法人 3.11 震災孤児遺児文化・スポーツ支 

援機構代表理事として震災復興支援活動に取り組む。 

 

【服部 百音】（はっとり もね） 

1999年生まれ（現在 16歳）。2009年ヴィエニアフスキー国際ヴァイオリン・コンクー 

ル史上最年少第 1位及び特別賞受賞。2015年スイス、ボリス・ゴールドシュタイン国 

際ヴァイオリン・コンクールグランプリ受賞。現在、ザハール・ブロン・アカデミー 

（スイス）に在籍。東京音楽大学附属高等学校特別特待奨学生。世界に通用する若手 

最有望ヴァイオリニストとして注目を浴びている。 

 

【水野 優也】（みずの ゆうや） 

 6歳よりチェロを始める。第 67回全日本学生音楽コンクールチェロ部門高校の部第 2 

位。第 83回日本音楽コンクールチェロ部門第 3位。2013・14・15年度桐朋学園大学音 

楽学部チェロアンサンブル・サイトウ奨学生。チェロを河地正美、常光聡、倉田澄子 

の各氏に師事。室内楽を原田幸一郎、北本秀樹、磯村和英、毛利伯郎、漆原啓子、山 

崎伸子に師事。桐朋女子高等学校音楽科（男女共学）3年在学中。 

 

【MJCアンサンブル】 

2009 年 6 月 南相馬と周辺の中学生、高校生を対象に南相馬市の古い酒蔵を復元した

銘醸館を拠点に結成。2012 年プレデンシャル・ボランティアスピリット賞受賞。2013

年防衛大臣特別表彰地域再生大賞特別賞受賞。 

http://l-tike.com/support_our_kids
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プログラム② セレブリティチャリティゴルフ   

日時：2016 年 3 月 21 日（月・祝） 7：30～15：30 

場所：武蔵丘ゴルフコース 

対象：各界の著名人、プロゴルファー、スポンサー各社関係者 約 160 名 

内容：各界で活躍されているセレブリティ、大使館をはじめ SOK をご支援いただいている方々160 名が参加し

チャリティゴルフトーナメントを開催。ゲーリー・プレーヤー氏も参加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム③ 経営者セミナー ～How to Win～ ゲーリー・プレーヤー with 清宮克幸  一般参加 

日時：2016 年 3 月 21 日（月・祝） 19：00～20：30（開場 18：30） 

場所：品川プリンスホテル アネックスタワー 『プリンスホール』 

対象：経営者 約 200 名 

出演者：ゲーリー・プレーヤー氏、清宮克幸氏（ラグビートップリーグ・ヤマハ発動機ジュビロ監督） 

参加費： 15,000 円 

購入方法：1 月 18 日（月）よりローチケ HMV で販売開始予定（http://l-tike.com/support_our_kids） 

内容：メジャー大会通算 9 勝を挙げ、男子ゴルフ史上 3 人目の「キャリア・グランドスラム」達成者となる 

など、アフリカ大陸出身のプロゴルファーのパイオニアとして活躍してきたゴルフ界を代表する偉人の

１人であるゲーリー・プレーヤー氏の経営者セミナーを開催。後半は昨年 10 月に開催されたラグビーW

杯で、ゲーリー氏の故郷である南アフリカと激戦を繰り広げた日本ラグビー界の名将、ヤマハ発動機ジ

ュビロ監督清宮克幸氏との「How to Win」をテーマにしたトークセッション。 

 

【ゲーリー・プレーヤー氏】 

南アフリカ・ヨハネスブルグ出身のプロゴルファー。メジャー大会通算 9勝を挙げ、男子

ゴルフ史上 3人目の「キャリア・グランドスラム」達成者となった。アフリカから登場し

た最初の本格的なプロゴルファーとして活躍してきた、ゴルフ界を代表する偉人の 1人で

ある。また自身が主宰する世界的チャリティ組織「Gary Player Invitational」にて世界

中でチャリティ活動を展開している。 

 

【清宮 克幸氏】（きよみや かつゆき） 

早稲田大学、サントリーラグビー部で主将を務めるなど中心選手として活躍。引

退後は早稲田大学ラグビー蹴球部監督に就任し、5年連続で関東大学対抗戦全勝優

勝、大学選手権も 3度制覇し、早稲田ラグビー復活の原動力となる。その後、サ

ントリーラグビー部へ監督として復帰。監督 2年目にサントリー初のトップリー

グチャンピオンへと導く。現在はヤマハ発動機ジュビロで監督を務める。 

 

http://l-tike.com/support_our_kids
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プログラム④ チャリティキッズゴルフ＆対抗戦  一般参加 

日時：2016 年 3 月 22 日（火） 7：30～14：00 ※予定 

場所：霞ヶ関カンツリー倶楽部 西コース（一部） および練習場 

対象：東北被災地、埼玉県、各国大使館関係の児童・生徒（小学 3 年～中学 2 年） 

   クリニック／東北被災地 30 名、全国 70 名  計 100 名 （小学 3 年～小学 6 年） 

   対抗戦／東北被災地選抜 15 名、埼玉・全国・大使館選抜 15 名  計 30 名（小学 5 年～中学 2 年） 

参加費：クリニック／5,000 円  ※東北被災地児童と同伴者は無料招待（参加費・交通宿泊費含む） 

    対抗戦／10,000 円 ※東北被災地児童・生徒と同伴者は無料招待（参加費・交通宿泊費含む） 

購入方法：1 月 18 日（月）よりローチケ HMV で販売開始予定（http://l-tike.com/support_our_kids） 

内容：東北被災地の児童を中心に、地元埼玉県、駐日各国大使館関係、日本全国から募集した児童を交えて、

ゲーリー・プレーヤー氏による「ゴルフクリニック」と「ゴルフ対抗戦」を開催。他に数名のトーナメ

ントプロが参加。クリニックは、100 名を 5 グループに分け実施。（1 レンジ 5 名×20 打席）対抗戦は、

被災地チーム 2 名＋全国チーム 2 名の計 4 名を 1 組とし、各チームのトータルスコアで競う。 

参加特典：大会参加記念品（キャディバッグ、クラブセット、キャップを予定） 

※クリニック参加者には、(株)ゴルフパートナーよりキャディバッグ、クラブハーフセットをプレゼント 

※対抗戦参加者には、(株)ゴルフパートナーよりキャディバッグをプレゼント 

※キャップは参加者全員にプレゼント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「キッズゴルフクリニック」参加キッズ募集要綱 

 

本企画のメイン企画として、ゴルファー憧れの聖地・霞ヶ関カンツリー倶楽部（2020 夏季オリンピックゴルフ

競技開催会場）で、ゲーリー・プレーヤー氏の手ほどきにより開催する「キッズゴルフクリニック」の参加者

を下記のとおり募集致します。 

 

１、日時 2016 年 3 月 22 日（火）8:00～14:30 （集合・受付 7:00～ 解散 14:30 予定）  

集合場所：霞ヶ関カンツリー倶楽部 ロビー 「SOK キッズゴルフクリニック」受付  

※参加児童と同伴の保護者、一緒に受付をさせて頂きます  

 

２、会場 霞ヶ関カンツリー倶楽部 埼玉県川越市大字笠幡 3398 ホームページ:www.kasumigasekicc.or.jp  

 

３、募集人数 合計 100 名（被災地招待枠 30 名含む）、抽選方式で決定  

 

４、講師 ゲーリー・プレーヤー氏、GP ゴルフアカデミースタッフ、国内プロゴルファー  ほか 

http://l-tike.com/support_our_kids
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５、参加資格 現在小学 3 年生～6 年生（9 歳～12 歳）の男女児童 

※2015 年 12 月 11 日現在の学年  

※いずれも、保護者が必ず同伴できること  

※未経験者可  

 

６、持ち物 グローブ・シューズ（スパイク不可）・運動できる服装（アンダーシャツ等）  

※懇親会にて軽食をご用意致しますので昼食は不要です  

 

７、参加特典 大会参加記念品（キャディーバッグ、クラブ、帽子を予定）  

 

８、参加費 5,000 円（税込）  

※参加費の一部は、東日本大震災被災児童自立支援活動に充当されます。  

※参加する児童の参加費と保護者、同伴者の観戦費を含みます。  

※現地までの交通費、宿泊費等の諸経費は、ご自身の負担になります。  

 

９、応募方法 オンライン応募ホームより応募いただくか、応募用紙と同意書をこちらよりダウンロードの上、

必要事項をご記入いただき、下記 Support Our Kids 事務局に郵送または FAX でお送りください。 

   郵送先： 〒102-0083 東京都千代田区麹町 2-12-6 ミツリ麹町ビル 3F  

The Gary Player Invitational, SOK Japan 実行委員会 

FAX： 03-3222-1169  

 

10、一次募集締め切り  2016 年 1 月 末日 

 

11、注意事項  

・ゴルフ場内会場では、霞ヶ関カンツリー倶楽部の諸規定を厳守し、係員の指示に従って行動してくださ

い。  

・指定エリア以外は立入禁止です。指定エリア以外の施設はご利用になれません。  

・クリニックに参加するお子さんは、参加特典の大会記念キャップを着帽して参加していただきます。（ウ

エア上下、シューズは各自でご用意ください）  

・同伴者は、2 名までご入場になれます。同伴者は係員の誘導に従い、ゴルフ場内の観戦エリアおよび所

定エリアのみご入場していただけます。  

・その他、当日の会場内の案内表示、配布物の注意事項をご覧ください。  

・当日は、クリニック終了後、クラブハウス内にて懇親会を開催します。同伴者もご入場いただけます。 

 

 参加募集のご案内はこちら 

http://support-our-kids.org/ja/img/kids-golf-clinic-detail.pdf 

 

 オンライン応募ホームはこちら 

http://support-our-kids.org/ja/form.html 

 

 郵送用応募用紙と同意書のダウンロードはこちら 

http://support-our-kids.org/ja/img/kids-golf-clinic.pdf 

http://support-our-kids.org/ja/img/kids-golf-clinic-detail.pdf
http://support-our-kids.org/ja/form.html
http://support-our-kids.org/ja/img/kids-golf-clinic.pdf
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プログラム⑤ チャリティオークションディナー  一般参加 

日時：2016 年 3 月 22 日（火） 開場 18：00 開演 19：00  

場所：グランドプリンスホテル新高輪 「飛天」  

対象：一般来場者 約 1000 名 

参加：ゲーリー・プレーヤー氏 ほか  

オークショニア：白石康次郎氏（海洋冒険家） 

オークション品：決定次第オフィシャル HP で発表 

※2015 年のチャリティには、デレク・ジータ、ボブ・ディラン、ウサイン・ボルト、U2、ボン・ジョヴィ、

マニー・パッキャオなど世界のセレブリティのサイングッズなどの出品実績有り。またヤフーオークションで

のインターネットオークションも併催予定。       

司会：秋沢淳子（TBS アナウンサー） 

価格：一般 15,000 円、親子 20,000 円 

購入方法：1 月 18 日（月）よりローチケ HMV で販売開始予定（http://l-tike.com/support_our_kids） 

内容：Support Our Kids をご支援いただいている世界のセレブリティのアイテムが出品される「チャリティオ

ークション」を実施。オークショニアは海洋冒険家の白石康次郎氏。また森高千里さんによるミニライ

ブなど、スペシャル企画が盛りだくさん。 

 

【森高 千里さん】（もりたか ちさと） 

1987年 5月 25日シングル「NEW SEASON」でデビュー。1989年に「17才」でブレイクを

果たす。独自の視点から描かれる歌詞の世界観や、楽器演奏もこなすアーティストとし

て独自の立ち位置を確立し、男女を問わず多くのファンを獲得。代表曲として「雨」、

「私がオバさんになっても」、「渡良瀬橋」、「私の夏」、「気分爽快」、「ララ サンシャイ

ン」など数々のヒット曲を生み出す。2012年 5月 25日に 25周年を迎え、25周年から

の企画を続々と進行中。昨年 2014年は夏フェスにも参加。10月から大阪・名古屋・東

京で「森高千里 Autumn Tour 2014 ～LOVE～」ライブハウスツアー。12月 17 日には初のクラブでライブ

を行った。2015年 4月からは、BS-TBS「地球絶景紀行」ナレーション、10月からはフジテレビ「Love 

Music」で司会を務める。7月 24日東武伊勢崎線足利市駅は到着のメロディ、JR両毛線足利駅は発車の

メロディが『渡良瀬橋』になる。7月 29日のフジテレビ「FNS夏のうたまつり」では、歌唱と司会を務

めた。キッコーマン、大幸薬品、アサヒビールに続き、10月から 

コーセーの CMが始まった。 

 

【白石 康次郎氏】（しらいし こうじろう） 

海洋冒険家。1994年に史上最年少ヨット単独無寄港世界一周を達成。2000年のキャメル

トロフィーに日本代表のひとりとして参加。2006年単独世界一周ヨットレース「5 

OCEANS」クラス Iに日本人初挑戦し、2007年 4月 30日に総合 2位の成績でゴールする。

2008年 4月 10日、ヨットでの太平洋横断最速記録を更新した。2016年秋、ヴァンデ・グ

ローブ（単独無寄港世界一周ヨットレース）への参戦を表明。 

 

 

※プログラム内容については、変更が生じる場合がございます。変更が生じた場合は公式ホームページにて都

度ご報告致します。 

 

http://l-tike.com/support_our_kids
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【大会ロゴ・出演者宣材写真】 

 

本企画の大会ロゴ・ポスタービジュアル・出演者宣材写真は下記 URL よりダウンロードをお願い致します。 

データ形式：JPEG 

 

 

             

 

(A)大会ロゴ               （B）ポスタービジュアル 

                                      

 

 

 

 

 

ゲーリー・プレーヤー氏①    ゲーリー・プレーヤー氏②        清宮 克幸氏 

   

 

 

 

 

 

 

                       

三枝 成彰氏        服部 百音さん        水野 優也さん        

           

 

 

 

 

 

 

MJC アンサンブル         森高 千里さん 

ダウンロードはこちら http://firestorage.jp/download/0dab3a232ca423f9d91ef43ab6e4922814c9e70c 

※ダウンロードが上手くいかない場合は、大変お手数ですが、事務局までお問い合わせ願います。 

 

http://firestorage.jp/download/0dab3a232ca423f9d91ef43ab6e4922814c9e70c
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【チケット販売について】 

 

『チャリティコンサート』『経営者セミナー～How to Win～ゲーリー・プレーヤー with 清宮克幸』 

『キッズゴルフクリニック』『チャリティオークションディナー』の各種チケットは 1 月 18 日（月）より

ローチケ HMV で一般販売を開始致します。 

※ ＣＮプレイガイド、チケットぴあ、他プレイガイドでも随時販売予定 

 

 

【お問い合わせについて】 

 

 

【各種チケットに関するお問い合わせ】 

ローチケ HMV 

WEB サイト http://l-tike.com/support_our_kids 

TEL 0570-000-777 

 

 

 

【本企画に関するお問い合わせ】 

Gary Player Invitational , SOK Japan 事務局 

03-6272-6252 ／ sok@jidai.or.jp 

http://support-our-kids.org/gpi 

〒102－0083 東京都千代田区麹町 2-12-6 ミツリ麹町ビル 3Ｆ 

（特定非営利活動法人 次代の創造工房 内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://l-tike.com/support_our_kids
mailto:sok@jidai.or.jp
http://support-our-kids.org/gpi
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バリアフリー案内 

 

特定非営利活動法人 まちの案内推進ネット（大阪府大阪市中央区 理事長 岡田 光生）の協力のもと、だ

れでも気軽にお越しいただけるよう、「チャリティコンサート」と「チャリティオークションディナー」に於

いて、下記のような会場最寄り駅のバリアフリー案内と周辺駐車場よりのアクセス案内を、2 月中旬にイベ

ント公式ページに公開いたします。是非、ご来場時にご活用下さい。 

 

[案内図イメージ図] 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「えきペディア」： 迷いやすい都心ターミナルと地下鉄全駅をバリアフリー案内する NPO法人まちの 
案内推進ネットの 事業ブランド名 

「えきペディア MAP 」：駅のバリアフリー施設と経路をシンプルに表現した立体 MAP  
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■ えきペディア MAP＿地下鉄 MAP 

駅での移動経路がわかりやすいバリアフリー重視のマップ、地下鉄国内全７４６駅を案内 

◎ホームから出口まで、移動経路がわかりやすい 

◎エレベータやバリアフリートイレを見つけやすい 

◎都営とメトロなど交差駅は一図で表現 

◎JR や私鉄への乗換え経路も、改札まで案内 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ えきペディア ターミナル MAP 

地上･地下が一目でわかり、観光やショッピング、高齢者や障がい者、子育て世代の外出に！ 

◎複雑なターミナルの地上地下を一つのマップで表現 

◎交通機関を全て掲載 

◎乗換えの経路やエレベータを探しやすい 

◎駅の改札から出口や周辺施設への経路がわかりやすい 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


