
～自己肯定感をもち、遊びや生活を　　

　　　　　　　創り出す力を育てる～

第70回全国幼児教育研究大会

東 京 大 会

　	 令和 4年 8月 2日（火）・3 日（水）
　	 ＜全体会＞ 東京国際フォーラム（東京都千代田区）

　　	 ＜分科会＞ タワーホール船堀　東部フレンドホール

	 　　　　　 江戸川区立船堀幼稚園（東京都江戸川区）

　	 公益社団法人	全国幼児教育研究協会

　	 第 70 回	全国幼児教育研究大会東京大会運営委員会

期 日

会 場

主 催

主 管

 ご あ い さ つ 公益社団法人　全国幼児教育研究協会　理 事 長　福井　直美

第 70 回全国幼児教育研究大会東京大会運営委員長　嶺村　法子

本会は、子どもたちの健やかな成長と幼児教育の振興を目指して設立された「全国モデル幼稚園協議会」が

前身となり、第７０回東京大会を迎えます。今、世界的な感染症の流行が続く中にありますが、子どもたちの

成長していく姿は希望の光であり、地域社会の元気の源でもあります。だからこそ、A I の時代をたくましく

生き抜き、人間らしくクリエイティブに未来を切り拓いていく力を育てる責任を感じます。

この記念すべき第７０回の東京大会では、質の高い乳幼児教育の創造と社会貢献に向けて、たゆまぬ努力を

続けてこられた先輩方の志に思いを馳せ、今やるべきこと、今だからこそできることを共に考え、研鑽を深め

ていけることを願っています。

AIの時代をたくましく、人間らしく生きるために

※幼稚園教諭等のキャリアアップ研修に対応しています。



AIの時代をたくましく、人間らしく生きるために
～自己肯定感をもち、遊びや生活を創り出す力を育てる～

　　大会主題の趣旨

科学技術の進歩により、社会状況は大きく変化し、AI が様々な機器に使われ、人間がこれまで行っ

てきた仕事はほとんど AI がこなすようになるとも言われている。そのような AI の時代となっても、

人間には人間の役割がある。皆が幸せに暮らせるように AI をプログラムし、AI ができないことを行い、

たくましく、人間らしく生きていく力を培っていかなければならない。AI にないものは感性であり、

人間ならではの大切な感覚である。人間はプログラムされていなくても様々な状況や人の心の変化に

気付き、その場で判断し、対応する。また、新たな発想を生み出し、そこで得たことを次に生かすこ

ともできる。だからこそ、できたことを喜び、自信がつき、自己肯定感がもてる。それが人間らしい

ということではないかと考える。

大会テーマ「AI の時代をたくましく、人間らしく生きるために～自己肯定感をもち、遊びや生活を創

り出す力を育てる～」について、乳幼児期にどのような保育・教育が必要なのか、育ちの方向性と環境

の構成や援助の在り方について、全国の仲間と共に学び合いたい。

主　催	 公益社団法人	全国幼児教育研究協会

主　管	 第 70 回	全国幼児教育研究大会東京大会運営委員会

後　援	 文部科学省　全国国公立幼稚園・こども園長会　全日本私立幼稚園連合会	

	 	 全日本私立幼稚園幼児教育研究機構　東京都　千代田区　文京区　台東区　江戸川区

	 	 特別区教育長会　千代田区教育委員会　中央区教育委員会　文京区教育委員会　

	 	 台東区教育委員会　江戸川区教育委員会　東京都国公立幼稚園・こども園長会　

	 	 東京都公立幼稚園・こども園教育研究会　東京都私立幼稚園連合会　

	 	 東京都私立幼稚園教育研修会　東京都公立小学校長会　東京都中学校長会　

	 	 社会福祉法人東京都社会福祉協議会保育部会　東京都国公立幼稚園・こども園ＰＴＡ連絡協議会

	 	 東京都私立幼稚園ＰＴＡ連合会　公益財団法人日本教育公務員弘済会東京支部

期　日	 令和 4 年 8 月 2 日（火）・3 日（水）

開催地　
及び会場
と方法　

 ＜全体会＞ 東京国際フォーラム（千代田区丸の内３－５－１）

	 	 ＜分科会＞ タワーホール船堀、東部フレンドホール

	 	 　　　　　 江戸川区立船堀幼稚園

	 	 　　　　　 方法：対面（1 ～ 6 分科会）　オンライン（1・4 分科会）

参加者	 幼稚園関係者　　こども園関係者　　保育所関係者　　小・中学校関係者

	 	 大学教員　　教育行政関係者　　関係企業　　大学生　　保護者等

参加費	 会員　６,000 円　　会員外　１２,000 円　　学生　1,000 円

日　程　

８月２日
（火）

9:50　10:00　　　　　　　　　　11:30　12:00　　　12:50　　13:40　　　　 　　　　15:00　　　　　　　16:30

受付
施設・保育公開

（６園）
昼食 受付 開会式 講　話 ７０周年記念

スペシャルトーク

８月３日
（水）

9:30　10:00　　　　　　　　　　11:30　　　　12:45　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15:45

受付 分科会 昼食 分科会
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大会主題



第
一
分
科
会

分科会テーマ　

「心を動かし夢中になって表現する」
講　師　国立教育政策研究所
　　　　教育課程研究センター研究開発部
　　　　　　　　　教育課程調査官　小久保篤子
提案者　岩手・盛岡市立太田幼稚園
　　　　　　　　　　　　主任教諭　藤村亜紀子
　　　　佐賀・学校法人佐賀学園神野こども園
　　　　　　　　　　　　　　園長　宮崎　祐治
会　場：タワーホール船堀　４Ｆ研修室
　　　　※オンラインでの参加も可能です。

第
四
分
科
会

分科会テーマ

「言葉からイメージを広げて遊ぶ」
講　師　東京家政大学　　　　教授　加藤　繁美
提案者　秋田・幼保連携型認定こども園
　　　　　　　勝平幼稚園　ひよこ保育園
　　　　　　　　　　　　保育教諭　相原　大樹
　　　　東京・目黒区立げっこうはらこども園
　　　　　　　　　　　　　　教諭　灰野　芽生
会　場：タワーホール船堀　２F蓬莱
　　　　※オンラインでの参加も可能です。

第
二
分
科
会

分科会テーマ

「試したり工夫したりして追求する」
講　師　共立女子大学　　　　教授　田代　幸代
提案者　参加者全員

※参加する方は、試したり工夫したりして
追求していると思う写真を A4 で 1 枚印
刷してお持ちください。

会　場：東部フレンドホール

第
五
分
科
会

分科会テーマ　

「多様性に気付き認め合う」
講　師　聖徳大学　　　　　　教授　河合　優子
提案者　岐阜・大垣市立三城幼保園
　　　　　　　　　　　　　　主任　白濱小由姫
　　　　愛媛・愛媛大学教育学部附属幼稚園
　　　　　　　　　　　　　　教諭　村上　香織
会　場：タワーホール船堀　大ホール

第
三
分
科
会

分科会テーマ　

「チャレンジし、やり遂げる」
講　師　十文字学園女子大学　教授　鈴木　康弘
提案者　栃木・宇都宮大学共同教育学部附属幼稚園
　　　　　　　　　　　　　　教諭　青木　　淳
　　　　宮崎・学校法人富美山学園認定こども園
　　　　　　　延岡望幼稚園　副園長　甲斐佐和子
会　場：タワーホール船堀　小ホール

第
六
分
科
会

ワークショップテーマ

「子どもの発達と生活習慣
　－かしこく、げんきに、きげんよく！－」
講　師　國學院大學　　　　　教授　鈴木みゆき

※午前：講師による親子の活動（「生活リ
ズムカルタ」作り）を見学

　午後：講演
会　場：船堀幼稚園　ホール

開会式
　講話「幼児教育の現状と課題」

講　師　文部科学省初等中等教育局幼児教育課長　　大杉　住子　氏

　70周年記念スペシャルトーク
　　　「鈴木敏夫プロデューサーに聞く ～ジブリの世界に生きる子どもたちの魅力～」

講　師　スタジオジブリ代表取締役プロデューサー　鈴木　敏夫　氏

会場：東京国際フォーラム　

＜公開園案内＞　8月2日（火）10：00 ～ 11：30

＜全体会＞　８月２日（火）

※状況により内容を変更する場合もあります。

＜分科会＞　８月３日（水）
※第一分科会・第四分科会のオンライン参加希望の方は、
　全体会もオンラインでの参加となります。

　　

住　所	 東京都文京区大塚２－１－１
電　話	 ０３－５９７８－５８８１
最寄駅	 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷駅」徒歩８分　
　　　	 東京メトロ有楽町線「護国寺駅」５番出口徒歩８分
☆創立145周年の歴史と伝統のある幼稚園の施設を公開

　Ａ お茶の水女子大学附属幼稚園

　　

住　所	 東京都文京区目白台１－１８－１４
電　話	 ０３－５９８１－３８５2
最寄駅	 ＪＲ山手線「目白駅」徒歩１5分
	 東京メトロ副都心線「雑司ヶ谷駅」３番出口徒歩８分
	 東京メトロ有楽町線「護国寺駅」４番出口徒歩１０分
☆創立116周年の歴史と伝統のある幼稚園の施設を公開

　Ｂ 日本女子大学附属豊明幼稚園

　　

住　所	 東京都千代田区神田司町２－１６
電　話	 ０３－３２５６－１７０９
最寄駅	 ＪＲ山手線「神田駅」北口または西口より
	 東京メトロ銀座線「神田駅」４番出口
	 東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」Ａ２番出口
	 都営新宿線「小川町駅」Ａ２番出口　すべて徒歩５分
☆認可外保育施設と小学校を併設。長時間保育を公開

　Ｃ 千代田区立千代田幼稚園

　　

住　所	 東京都千代田区富士見１－１０－３
電　話	 ０３－３２６３－１００９
最寄駅	 ＪＲ総武線・都営大江戸線・東京メトロ有楽町線・

東西線・南北線「飯田橋駅」徒歩１０分
☆０～５歳児までの乳幼児教育を実践するこども園の保育を公開

　Ｄ 千代田区立ふじみこども園

　　

住　所	 東京都中央区湊１－４－１
電　話	 ０３－３５５１－４４９８
最寄駅	 東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」徒歩７分
	 東京メトロ有楽町線「新富町駅」徒歩８分

☆幼稚園・小学校の一貫した教育を実践する幼稚園の施設を公開

　Ｅ 中央区立中央幼稚園

　　

住　所	 東京都台東区寿１－１０－９
電　話	 ０３－３８４１－４７１９
最寄駅	 東京メトロ銀座線「田原町駅」１番出口徒歩５分
	 都営浅草線Ａ２、Ａ４出口・大江戸線Ａ５出口

「蔵前駅」徒歩８分	
	 つくばエクスプレス「浅草駅」「新御徒町駅」徒歩１０分
☆０～５歳児まで一貫した乳幼児教育の保育を公開

　Ｆ 台東区立ことぶきこども園

70周年記念大会



会場名 アクセス

東京国際フォーラム＜全体会会場＞
東京都千代田区丸の内3丁目5番 1号
【最寄り駅】JR山手線有楽町駅より徒歩1分
　　　　　　JR山手線東京駅より徒歩5分
　　　　　　（京葉線東京駅と B1F地下コンコースにて連絡）

タワーホール船堀＜分科会会場＞ 東京都江戸川区船堀4丁目1番 1号
【最寄り駅】都営新宿線「船堀駅」より徒歩1分

東部フレンドホール＜分科会会場＞ 東京都江戸川区瑞江2丁目5番 7号
【最寄り駅】都営新宿線「瑞江駅」より徒歩2分

江戸川区立船堀幼稚園＜分科会会場＞ 東京都江戸川区船堀6丁目11番 39号
【最寄り駅】都営新宿線「船堀駅」より徒歩10分

宿泊ホテル 住所／電話

❶ くれたけイン東京船堀 東京都江戸川区船堀1-7-19
TEL:03-5674-3111

❷ 瑞江第一ホテル 東京都江戸川区瑞江2-6-16
TEL:03-5243-8000

❸ 秋葉原ワシントンホテル 東京都千代田区神田佐久間町1-8-3
TEL:03-3255-3311

東京駅

有楽町駅

船堀駅

瑞江駅

東部フレンドホール
＜分科会会場＞

タワーホール船堀
＜分科会会場＞

江戸川区立船堀幼稚園
＜分科会会場＞

東京国際フォーラム
＜全体会会場＞

１

２３

新型コロナウイルス感染症の 
対策について

〇マスク着用及び手指消毒の徹底をお願い
いたします。

〇体調がすぐれない方は参加をご遠慮くだ
さい。

〇全体会会場は昼食をとることができませ
ん。分科会会場は昼食用の会議室等をご
利用ください。

〇大会参加費につきまして、開催内容に変
更が出た場合も返金できませんので、ご
了承ください。

会場・宿泊ホテル案内図

公開園案内図

ＡＢ

Ｃ
Ｄ

Ｅ中央区立中央幼稚園

千代田区立
千代田幼稚園

日本女子大学
附属豊明幼稚園

お茶の水女子大学
附属幼稚園 台東区立

ことぶきこども園

千代田区立
ふじみこども園

護国寺駅

飯田橋駅

八丁堀駅

池袋駅

新宿駅

雑司が谷駅

神田駅

東京駅

上野駅 田原町駅

茗荷谷駅

Ｆ



スタッフ⼀同総⼒を挙げてこれに取り組み、万全の準備を致し、ご満⾜頂ける研究大会となりますよう
誠心誠意努める所存でございます。 

東武トップツアーズ株式会社 東京教育旅⾏支店 
 宿泊のご案内

ご案内する宿泊は東武トップツアーズ株式会社東京教育旅⾏⽀店が取扱う募集型企画旅⾏です。お申込みの際
は、専用 WEB サイトの旅⾏条件書を必ずお読みいただきお申し込みください。

宿泊日 令和 4 年８月１日（月）、２日（火）
添乗員について 添乗員は同⾏いたしません。チェックイン手続きはご自身で⾏っていただきます。
最少催⾏⼈員 1 名

下記記載の旅⾏(宿泊)代⾦は、1 室 1 名利用お一⼈様あたり 1 泊朝食付、税⾦・サービス料込の代⾦です。

記号 施設名 住所 部屋タイプ 旅⾏(宿泊)代⾦ 

① くれたけイン東京船堀 シングル

② 瑞江第一ホテル 東京都江⼾川区瑞江 2-6-16 シングル ＠8,080 円 

③ 秋葉原ワシントンホテル 東京都千代田区神田佐久間町 1-8-3 シングル ＠10,450 円 

１枚 ２，０００円（税込） 

 参加費（旅⾏契約に該当いたしません）
会員︓ ６，０００円 ＜全幼研会員（個⼈・団体２名様まで）＞ 
会員外︓ １２，０００円 
学⽣︓ １，０００円 

 公開幼稚園・分科会（旅⾏契約に該当いたしません）
別紙記載の内容よりご希望をご選択ください。

 参加登録料︓お一⼈様につき 550 円(税込)（旅⾏契約に該当いたしません）
参加登録の手数料お一⼈様につき 550 円(税込)を収受致します。
なお取消の際は、参加登録料の返⾦はございません。

第７０回全国幼児教育研究大会のご案内 

拝啓 
この度、 第7 0回全国幼児教育研究大会が東京都で開催される運びになりましたことを心よりお慶び申し

上げます。私ども東武トップツアーズが研究大会にご参加されます皆様の参加申込・宿泊・記念ＤＶＤ販
売などのお手伝いをさせていただくこととなりました。 

 東京都江戸川区船堀 1-7-19 ＠7,750円 

※宿泊予約についてのご注意
・宿泊予約は先着順となります。部屋数に限りがございますので、ご希望に添えない場合もございます。
・全ホテル禁煙となります。
・この度ご用意した宿泊施設は全てシングルとなっております。ツインの設定をご希望の場合は別途マイページ
問い合わせ欄よりご依頼ください。

  「70周年記 念 DVD」販売のご案内（旅行契約に該当いたしません）
 70周年の記 念大会となりますので、記念 DV D をご購入いただけます。
当日販売は行っておりませんので、ご希望の方は事前にお申込みください。
「D VD引換券」を大会当日お持ちください。D VD と引き換えます。



 

 

 
 お申し込み方法 【第 70 回全国幼児教育研究⼤会東京⼤会 専用申込サイト】 

１、下記 URL または QR コードより参加者情報登録の上、お申込みをお願いいたします。 
 
  https://sec.tobutoptours.co.jp/web/evt/70tokyo-zenyoken/ 

 

                     
 

２、お申込み受付終了後、「請求書」「参加券」「DVD 引換券」発⾏は、上記サイト内マイページからご自身にて発
⾏していただきます。郵送はございません。 

 
 

 お申し込み期間とお支払期限について 
１、お申込み受付期間︓５月９日（月）〜６月２４日（⾦） 
２、請求書︓上記サイト内、マイページからご⾃⾝にて発⾏していただきます。 
３、お⽀払い期限日︓７月１日（⾦）まで 
  お支払い⽅法はクレジットカード払いまたは銀⾏振込にてお願いいたします。 
  クレジットカード払いの⽅は WEB 上、マイページより決済手続きをお願いいたします。 
  当社発⾏の領収証をご希望の⽅は、「領収証発⾏依頼書」に必要事項をご記載いただき、メールか

FAX で事前に提出してください。後日郵送にて送付又は、大会当日お渡しさせていただきます。 
４、参加券発⾏方法︓７月中旬頃〜発⾏可能予定（※詳細は追ってご案内します） 
 
 

 変更・取消のご案内 
・お申し込み内容に変更が⽣じた場合、WEB からお手続きをお願いいたします。お電話での受付は⾏

っておりませんので、予めご了承ください。 
・大会参加費、参加登録料については返⾦いたしません。予めご了承ください。 
・下記取消料は、お申し出いただいた日が弊社営業日・営業時間内を基準として適⽤いたします。 
 
【宿泊のお取消しについて】 
・宿泊については、申込数分が 1 つの募集型企画旅⾏となりますので契約成⽴以降解除される場合は 

合計宿泊代⾦に対し下記の取消料を申し受けます。なお、旅⾏開始後のお取消については 100％の 
取消料を申し受けることとなり返⾦はございませんので、予めご了承ください。 

・土曜日、日曜日は支店休業日の為、宿泊の取消については宿泊施設に直接お申し出ください。 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

※ご宿泊当日 12 時までに当⽀店または宿泊施設に取消連絡のない場合は無連絡不参加として取扱い、 
100%の取消料を申し受けます。 
 

宿泊に関する取消料 
旅⾏契約の解除期日 取消料 

旅⾏開始日の前日から ８日前まで 無料 
起算してさかのぼって ７日前〜２日前 20% 

 旅⾏開始日前日の解除 40% 
 旅⾏開始日当日の解除 50% 
 旅⾏開始後の解除または無連絡不泊 100% 
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【70 周年記念 DVD のお取消について】 
 
・別紙「創⽴ 70 周年記念 DVD 申込みについて」の⽤紙をご覧ください。 

 
 
 
 注意事項 

・宿泊や DVD 購入を希望されず大会参加のみの⽅も必ずお申込みください。 
・大会参加費⽤は大会事務局に代わって東武トップツアーズ株式会社東京教育旅⾏支店が申込み代

⾏・収受するものです。 

・申込⽅法についてご不明な点がありましたら、下記に記載の東武トップツアーズ株式会社東京教育

旅⾏支店までお問い合わせください。 

・新型コロナウイルスの感染状況によっては開催内容に変更が⽣じる可能性があります。 

・大会参加費につきましては、開催内容に変更が出た場合も返⾦はできかねますことをご了承くださ

い。 
 

 
【旅⾏企画・実施】 
観光庁⻑官登録旅⾏業第 38 号 一般社団法⼈日本旅⾏業協会正会員 ボンド保証会員 
東武トップツアーズ株式会社 東京教育旅⾏⽀店 
「第 70 回全国幼児教育研究⼤会 東京⼤会 受付」係 
担当︓鍵野・手塚   
〒102-0075 東京都千代田区三番町 5-7 精糖会館 4 階 東京教育旅⾏⽀店  
TEL︓03-5212-7150    FAX︓03-5212-7154 

Email︓70tokyo-zenyoken@tobutoptours.co.jp 
総合旅⾏業務取扱管理者︓安齋 毅 
営業時間 平日 9:30〜17:30（土・日・祝日休業）          客国 22－023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

全幼研の歩みと調査研究 
 
研究団体から一般社団法人、そして
公益社団法人へと発展してきた全幼
研の変遷と意義について、また、日本
の幼児教育を牽引してきた全幼研の
調査研究について、塩美佐枝先生、岡
上直子先生が語ります。 

 

―各支部からのメッセージで綴る― 

エンディング 
 
各支部から笑顔いっぱいの会員が
全国をつなぎます。 
－子どもたちの明るい未来へー 

  
購入方法の詳細につきましては、
裏面をご覧ください。  

 

－全国幼児教育研究協会の70年－－全国幼児教育研究協会の70年－

 

 

  公益社団法人　全国幼児教育研究協会  
 

紙芝居で綴る 

『全幼研誕生物語-幼児教育への

情熱が国を動かす-』 
 
全幼研の前身である「全国モデル幼稚園
協議会」初代会長 浅野寿美子先生の姿
を通して、全幼研の誕生から今をお伝え
します。 
 

 

全幼研の未来 
 
全幼研の未来に向けて会員からのエー
ルを、そして、福井直美理事長より力強
いメッセージをお届けします。 

70 周年を迎えた全幼研。全幼研の歴史は戦後の幼児教育の歩みと重なり合います。 

その歩みは、子どもたちの輝く未来のために、学びを深め貢献したいと願う全国の会員たちによって支

えられてきました。全幼研 70 周年記念 DVD では、全幼研を支える全国の会員の声を交えながら、全幼研

の誕生から現在、そして未来を紡いでいきます。 

全幼研は公私立、幼稚園・保育園・こども園、教育関係者が共に学び合う研究団体です。予測困難な時

代を、子どもたちが自分らしく生きていく力を育むために、全国の会員がつながり、全幼研の 70 年の歴

史を、私たちの力にしていきましょう。 

 

私たちは、未来を生きる子どもたちと毎日
向き合っています。全国の先生方と学び合
っていくことができる場、それが全幼研だ
と思っています。 

 

全幼研は、現場の全ての先生たちが、共に
夢を見、共に考え合い、共に育ち合ってい
く場だと思っています。 

質の向上は行動の変容。変わっていけるっ
てすごいこと。このことを目指して教職員
で頑張っていきます！ 
 

祝

※ 1枚 2,000 円（税込）  

企画・制作 公益社団法人 全国幼児教育研究協会  /  制作協力 幼児教育映像制作委員会 



お名前
お届け先が職場の場合

職場名

住 所
＊お届け先

電話番号
＞場職＜＞人個＜

DVD枚数           枚
１枚2,000円×  枚 ＋ 送料
合計金額          円

備 考

ご不明な点がありましたら、全幼研事務局にお問い合わせください。
TEL０３-３２３９-８０６６ FAX０３-３２３９-００３8 メールアドレス admin@zenyoken.org

①大会参加の場合
・東武トップツアーズの大会参加申込みからお申込みください。
・必要枚数×2,000円を東京大会経費と合わせて一緒にご入金ください。
・入金したことが証明できる「DVD引換券」を大会申込みサイトよりご自身で
 発行していただき、大会当日に会場へお持ちください。
・「DVD引換券」と引き換えにDVDをお渡しします。
②リモート参加の場合
・東武トップツアーズの大会参加申込みからお申込みください。
・必要枚数×2,000円を東京大会経費と合わせて一緒にご入金ください。
・入金が確認されましたら、東京大会資料と合わせて7月19日（火）～29日（金）頃までに
 送付します。
③大会不参加・ＤVDのみご希望の方
・下記のご注文書に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。
・DVDを送付するのに１枚に付き200円かかります。
・ご注文書のお届け先に8月頃にお送りします。DVDを送付する際、納品書・請求書・入金
 先の口座を同封します。品物が届いてから1週間以内にご入金ください。入金がない場合
 はご連絡させていただきます。

創立70周年記念DVDご注文書
全国幼児教育研究協会事務局FAX  ０３－３２３９－００３8

＜キャンセルについて＞
 ①・② … 入金後はキャンセルできません。
 ③ … 事務局にＦAXを送信後は、キャンセルはできません。   ご了承ください。

 大会不参加・ＤＶＤのみご希望の方は、こちらからＦＡＸで申込み↓

申込み締切り…令和４年６月末日

創立70周年記念ＤＶＤ申込みについて


