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自立生活センター 自立の魂 ～略して じりたま！～ 

「分け隔てのないインクルーシブ・スタジアムを考えよう！！」 

2021年 3月 20日（土） 
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当日のプログラム 

１３：３０ 開会のあいさつ              

１３：４５ バリアフリートーーーーク 
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    自立生活センター 自立の魂 ～略して じりたま！～  

１４：２５ こんなバリアがあって困った！ 私のバリア体験記 
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  自立生活センター 自立の魂 ～略して じりたま！～ 代表 
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  自立生活センター 自立の魂 ～略して じりたま！～ 

小 野 和 佳
 お の  か ず よ し

  自立生活センター 自立の魂 ～略して じりたま！～ 

１５：００ 休 憩 

１５：15 ディスカッション 「誰もがともに笑い、驚き、感動できるスタジアムとは」 

１６：００ 感 想 

１６：３０ 閉会のあいさつ 終了  

 

・はじめに 

われわれ自立生活センター 自立の魂 ～略して じりたま！～は障害当事者が地域での

よりよい生活を実現するための様々なアプローチからの支援、後押しを行っている団体で

す。 

その活動の一環として、CTMというイベントを実施しています。 

 

 【Consideration ＝ 思いやり／Thinking ＝ 考える／Mass ＝ 集まり】 
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以上の 3 つのキーワードを要に実施しているこのイベントは障害の有無に関係なく、あ

らゆる垣根を越えてフラットに話ができる場を作ることを目的に、これまでも「インクル

ーシブ防災」、「インクルーシブな映画鑑賞」といったテーマでわれわれじりたま当事者メ

ンバー、地元の学生を中心とした参加メンバーとともに活発な議論を交わしてきました。 

 

 

 

 

 

・今回のテーマ 

初のオンライン開催となった今回の CTM のテーマは「インクルーシブなスタジアム」。

本来であればオリンピック・パラリンピックイヤーとなるはずであった 2020年は新型コロ

ナウイルスの世界規模での蔓延という災禍と重なり、延期を余儀なくされました。年をま

たいだ今なお感染の猛威はとどまることを知らず、本年においても予定通り延期された大

会が無事開催できるかどうかも危ぶまれている状況にあります。 

 

新型コロナウイルスは感染すると人体に大きな影響を及ぼし、場合によっては命の危機

をもたらします。そのため、われわれは「ソーシャルディスタンス」を常に意識し、実践

することを要求されるようになりました。これまで大多数の人にとって耳慣れない単語だ

ったこの言葉は瞬く間に世界中の人々の意識の中に浸透していきました。 

 

周囲の人の健康と命を守るために必要な「ソーシャルディスタンス」は、同時に会いた

い人に会いたいときに会えない、喜びや感動を共有できないことによって大きな孤独をひ

とりひとりの奥底に膨らませていることもまた事実です。われわれは昨年から今年にかけ

て思い思いのやり方でそのような感情を埋め合わせる方法を模索してきたように思います。 
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しかし、今多くの人が抱いている孤独感はこれまでも障害当事者の日頃から経験してき

ている感情に似ているのかもしれません。建物内のバリアや安全上の理由によって至る場

面で障害当事者は他の人たちから分け隔てられ、異なる対応を強いられてきました。われ

われ障害当事者がバリアフリーを訴える理由も、単に利便性の向上を望む以上に障害の有

無を超えてともに生きることができる社会をつくるというその一点にあります。 

 

 現在のコロナ禍が晴れて終わった後、ソーシャルディスタンスはその距離を限りなくゼ

ロに縮め、スタジアムには再び以前のような歓声が戻るでしょう。そのとき、障害当事者

の強いられているソーシャルディスタンスも一緒に解消されるような未来をみんなで考え

ようという意図で今回の企画を立ち上げました。 

 

・当日の模様 

3 月 20 日（土）の CTM 本番ではじりたまの障害当事者メンバー4 名に加え、神奈川県

内にキャンパスのある 4 校の大学から集まった学生を主に全部で 7 名の参加者、さらに当

日のトークゲストとして株式会社オリエンタルコンサルタンツの吉田雅俊さん、合計 12名

の参加者の顔がオンライン画面上に一同に揃いました。 

 

ほとんどの方が CTM には初の参加ということで、まずじりたまの鶴田より CTM の開

催の経緯の説明を含め、開会の挨拶が行われました。 

 

「ソーシャルディスタンスというのは社会的バリアによる距離にも当てはまると思うの

です。例えば健常者が普通に行けるような場所でも障害者だと階段などのバリアによって

行動範囲に差が出てきてしまいます。新型コロナウイルスの感染防止にはソーシャルディ

スタンスは必要な事ですが、健常者と障害者の間にある様々なバリアが原因によるソーシ

ャルディスタンスを無くしていく事も大切なのではないでしょうか？」 

 

・BF トーーーク 

続けて、最初のプログラムである「BFトーーーク」が始まりました。ここでは、株式会

社オリエンタルコンサルタンツの吉田雅俊さんとじりたま当事者メンバー岩切玄太が、バ

リアフリー（BF）をより身近に感じていただくためのトークセッションを行いました。現

行のバリアフリー法がわれわれの暮らしにどのように反映されているのか？また、不足し

ている部分は何なのか？をおさえながら、今回のテーマであるインクルーシブ・スタジア

ムを考えるための足掛かりとなるような話題の提供を心掛けました。 
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吉田さんは長年、公共交通や観光コミュニティの分野でバリアフ

リーやユニバーサルデザインの普及を推進する業務に携わっており、

様々な立場の当事者や事業者双方の包括的な視点に立った考え方で

課題に向き合われています。その活動の一環として行われている交

通事業者向けの BF プログラム「交通サポートマネージャー研修」

にじりたまメンバーが講師・アドバイザーとして関わらせていただ

いており、そのご縁で今回お招きさせていただくことが叶いました。 

 

《バリアフリー法の遍歴》 

 

 一般的に建物や道路のバリアフリーが検討される際にはバリアフリー法の内容が必ず参

照されます。そこで BF トーーークのとっかかりとして、吉田さんの方より現在のバリア

フリー法に至るまでの変遷、その意義について説明がありました。 

 

日本ではもともと建築物を対象とした「ハートビル法」（平成 6 年）と移動、経路等を

対象とした「交通バリアフリー法」（平成 12年）が分かれて存在しており、それが統合さ

れる形で現在の「バリアフリー新法」が平成 18年に施行されました。ここでは、真のバリ

アのない社会を実現するためには道路、交通、建築物の全的なバリアフリー化が必要だと

いう観点が盛り込まれたこと、加えて身体障害者のみならず、知的障害者・精神障害者・

発達障害者を含むすべての障害者を対象としたバリアフリー化を目指すことが法の理念に

明文化されたことが大きな変化だと言えるでしょう。 

 

 ・・・しかし、一方でまだまだ不完全な部分もあります。ここ 10年あまりで駅や百貨店

等の大型施設にエレベーターが設置されていることは当たり前の風景となり、その周辺の

路面のフラット化など移動の面、特に多くの人がスポットを結ぶ移動経路ではバリアフリ

ー化が大きく進展しました。ですが、一歩街の中心部から外れた途端、そこには整備され

ていない歩道が昔ながらの姿で存在しており、日常の生活圏内で必ず利用する小規模店舗

の内にも十分なバリアフリーが徹底されているところは数少ないのが現実です。現在のバ

リアフリー法は大規模施設にしか適用がなされないという点に最大の課題があるのです。

また、障害当事者が他の者と平等にその施設を利用すること＝ともに生きるために必要な

バリアフリー基準も希薄であり、目的の場所までたどり着くことができたとしてもその中

で利用に制限が生じるようなバリアに直面することもしばしばで、その典型として今回の

テーマとして取り上げたスタジアムがあります。 
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《バリア珍百景？？》 

 

日頃から障害当事者が遭遇しているバリアの中には「何も手つかずの（配慮がない）状

態」で存在しているものと「バリアフリーが上手く機能していないために」生じ得るもの

とに分けられます。岩切からは「バリア珍百景」と銘打って、実際に街中に存在している

様々なバリア、特に残念な BF の事例をクイズも

交えて紹介しました。 

隣接する駐輪場からはみ出た自転車にはばま

れて触れられる位置までたどり着けない《点字

音声案内板》、背が高すぎて上半分の時刻表が

見えない《バス停》、階段を上った先に設置さ

れている《エレベーター》・・・誰が？いつ？

どのように使用するか？がしっかり想定されて

いないために、せっかくのバリアフリーが台無

しになってしまう。そのような事態を避けるた

めに予め考えておくべきいくつかのポイントも

あわせて提示しました。 

 

4つのポイント 

 

《設備へのアクセシビリティ》 

・・・せっかくバリアフリー設備が設けられていても、使用に制限がかけられていたり手の届

きにくいスペースにあったりすることが多い。必要な人が必要なときにいつでも使いやすい

設備であることが求められる！ 

 

《サイトラインの確保》 

・・・前の座席の観客が立ち上がっても視界が遮られないように、座席の高低差や手すりの

位置の工夫が必要！ 

 

《勾配》 

・・・段差解消にスロープは有効な設備だが、取り付け方や角度によっては危険や困難が生

じることがある。 

 

《障害者が含まれていない建築設計》 

・・・健常者目線で組み立てられる建築、まちづくり。その設計段階から障害当事者の目線が

取り入れられることで誰にとっても移動しやすい街に！ 

バリア珍百景クイズ 
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《沖縄県のユニバーサルツーリズム》 

 

続いて、吉田さんからは普段の業務で携わっている沖縄県のユニバーサルツーリズムの

取り組みと現地でのハード・ソフト両面における空港から観光スポット全域にまたがった

バリアフリー事例の紹介がありましました。 

 

すべての人が楽しめるよう創られた旅行であり、 

高齢や障害等の有無にかかわらず、誰もが気兼ねなく参加できる旅行 

 

 

 吉田さんから語られた上のようなユニバー

サルツーリズムの理念は、「より多くの人が

／同じ場所で／楽しみを共有する」を実現す

ることを目標としているという意味でインク

ルーシブ・スタジアムを考えるためのアイデ

アや指針が多く含まれていました。 

 

 《全国に先行する沖縄県のすごいところ！》 

 

ユニバーサルツーリズムは観光庁の政策として全国に普及が進められていますが、すで

にそれに先駆け平成 19年に『観光バリアフリー宣言』を掲げ、県が一丸となりその理念を

実現するための取り組みを進めてきました。大前提として設備面でのバリアフリー環境を

整えるのはもちろんのこと、観光に訪れるひとりひとりの障害やニーズに適した充実の旅

を実現するために事前の相談や情報提供を請け負う窓口を各所に設置することも大変重要

となります。その取り組みの一つとして設けられた「沖縄県観光バリアフリーポータルサ

イト／バリアフリーOKINAWA」では県内の観光スポットや旅客施設、医療施設を主にバ

リアフリー設備の有無をマップ上に集約しており、旅の計画づくりの段階で参考として利

用できるようになっています。さらに、那覇空港ではしょうがい者・こうれい者観光案内

所という専門の窓口が全国で初めて設置され、バリアフリーに対応した宿泊施設、介護タ

クシー、レンタカーに関するスムーズな移動の手配など旅の玄関口から旅の終わりまで存

分に満喫してもらうためのひとりひとりにあった観光をともに考え、提案するサポートを

行っています。また、最適なバリアフリー情報提供のための意向実態調査や観光バリアフ

リーセミナーなど障害当事者とともにバリアフリー設備の改良、誰もがともに楽しめる観

光プランの検討、よりよい接遇マナーの向上に尽力しています。 
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●様々な利用者を想定する。 

みんなが一緒に楽しむことができる環境づくりに。 

● つくる段階で考えることがベスト。 

つくった後でも、工夫やアイデアで対応できる。 ハード＋ソフト 

● 当事者の視点で考えることが大切。 

 

観光を提供する側のみで色々と配慮を設えるのではなく、観光を楽しむ側が協同で意見

やアイデアを出し合いながらよりよい観光の形の実現を目指していく沖縄県のユニバーサ

ルツーリズムの取り組みは、「楽しい」を突き詰めることが結果的に地域振興と地域のバ

リアフリーの両方を推し進めることになるという実例をわれわれに示してくれました。 

 

 

・こんなバリアがあって困った！ 私のバリア体験記 

 実際に障害当事者が日常の中でどのような困りごとに直面しているのか？ライブ鑑賞、

野球観戦、ショッピングのそれぞれの場面での実際に体験したバリアについてじりたまメ

ンバーが車いすユーザーの当事者目線で語りました。 

 

 

 じりたま代表 磯部 浩司 「ライブ会場における車いす席のエピソード」 

 

 

 

 

 

 

長年にわたり洋楽ロックの大ファンで、大物バンドの来日公演にしばしば足を運んでいます。

会場では多くの場合車いすユーザーの座席スペースはある決まった一か所に指定されている

のですが、それは必ずしも見やすい（眺望の確保された）座席であることを意味しません。 

用意されたスペースは一番端っこや最後尾に位置していることもしばしばで、加えて、その

ようなライブではたいていの場合客席はスタンディング形式となっており、他の観客が立ち上

がると車いすの目線からはステージ上の模様がほとんど何も見えなくなってしまいます。 

他の観客であれば座席の選択の自由が与えられている場合であっても、車いすユーザーは

入手したチケットのグレードに関係なく決められた「見えない場所」に通されてしまいます。 
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商品を手に取るとき通常の形のカゴが車いすだと使いにくいので、手提げ袋タイプのものなど

選択肢があるとよいかなと思います。また、昨今の新型コロナウイルス感染防止のため多くの場

所に設置されている手指消毒液やカメラ付き検温器も歩行者の高さに備えつけられているため、

なかなか届きません。 

 鶴田 愼之介 「横浜スタジアムの VIP ルームで野球観戦をした時の思いがけない出来事」

 

 

その名の通りグラウンド全体が一望できる見晴らし抜群のバルコニー席が設置されている

のですが、鶴田の車いすではそのバルコニーに出るためのガラス扉の開閉幅が狭く、さらに

固定席の位置によって通路がふさがれてしまい肝心のバルコニー席まで出られないという事

態が生じてしまったのです。結果的に、室内に取り付けられた TV で観戦するという非常にも

どかしい体験をしました。 

 

 

 

 小野 和佳 「普段のショッピングの場面での困りごと」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このように、同じ車いすユーザーであっても、使用している車いすのサイズ、障害の違

いによって体験は様々です。しかし、生活していると至るところで思いがけないバリアと

直面するということは共通してしまいます。 

ですが、同時に 3 人からは困難な状況下で受けた喜ばしい対応、いわゆる合理的配慮に

関する体験談も語られました。 
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☆実際に体験した好事例☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

☆前の座席の観客が立ち上がったためステージが遮られたとき、会場のスタッフが通路側

（視野を遮るものがない）にずれてもよいですよ、と耳打ちしてくれた！ 

☆客席の一番隅でライブを観ていたところ、ステージ上のミュージシャンが 

わざわざ目の前までやってきて握手してくれた！ 

☆事前に車いすであることを伝えると、VIPルーム内の段差を 

解消するためのスロープを用意されていた！ 

☆とある商業ビルの上層階に店舗を構えるカフェを利用していたとき、カフェの店員さんが間

もなくエレベーターの稼働時間が終わってしまうことを知らせてくれた上で、 

「お帰りの際は私から警備の担当者にエレベーターを動かすよう伝えておきますので、 

どうぞごゆっくりされてください」と丁寧に言ってくれた！ 

小野 

鶴田 

磯部 



 

11 

 

・ディスカッション① 

 そして、プログラムはいよいよ参加者全員によるディスカッションに移りました。ディ

スカッション一つ目のテーマは「自分が経験したバリア」。今までの話をもとに身の回り

の生活の中を振り返って、ライブやスポーツ観戦、普段の買い物などの場面でそれぞれ感

じるバリアを挙げてもらいました。 

 

 参加者のみなさんはご自身の学生生活やバイトでの経験に引き寄せて、実感としてのご

自身の言葉でたくさんの意見や気づきを語ってくださいました。 

 

当事者として感じるバリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当初は当事者の目線に立った意見が多かったものの、次第に障害当事者の感じるバリア

は同時に自分たち自身もどこかで感じている困難なのではないか？という観点での意見が

出るようになりました。 

 

誰もが感じるバリア 

 

 

 

  

 

・車いすだと座席が選べない 

（見たい場所で見られない） 

 

・学校内など目につきにくいちょっとした段差こそ日常の中ではバリアとなっている 

 

・車いす対応のバスが開発されたものの便数が限られているため利用がしづらい 

・高いところに陳列された商品は手に取りづらい 

 

・バスの運賃表や電光掲示板の文字が見づらい 

 

・階段の手すりがないところは怖い 
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ディスカッションを通じて、バリアフリーが全ての人にとって関係あるものだというこ

と、障害者／健常者と普段分けて考えられる両者が実は共通の感覚を肌身で感じていると

いうことに自ずと全員が思い至ることができました。 

 

 意見の中には環境、設備の面の問題にとどまらず、自分の中に見え隠れする「心のバリ

ア」を丁寧に言葉にしてくれた方もいました。 

 

 

 

 

 

 

 オリエンタルコンサルタンツ吉田さんからはバリアには主に 4 つの種類「物理的なバリ

ア／制度のバリア／情報のバリア／心のバリア」があるといわれているが、みなさんの口

から自然とそれぞれの項目に当てはまる内容の気づきが網羅されていたこと、様々な視点

で身の回りを見ることができていることが指摘されました。 

 

・ディスカッション② 

最後のディスカッションではいよいよ理想の「インクルーシブ・スタジアム」の夢を全

員で語り合いました。 

 

 ここまで非常に活発に意見や発言が交わされ

ていましたが、いざ「具体的な提案」を形にし

て述べようとするとやはり急に難しくなり、ど

こから手をつけたらよいかわからなくなります。

もしかすると、実際のスタジアム（やその他の

建物）の設計段階でもこのような難しさに施工

主の人たちも直面しているのかもしれません。 

 

 そんな中、話の切り口として参加者の

一人の方から話題に上ったのは座席、そ

して通路の問題。そもそも車いすが自由

に座席の選択、移動ができないのも客席

全体に存在している階段が大きな要因と

なっています。加えて、車いすは使用し

バイト中であれば積極的に声を掛けられるのに、普段の生活の中だと道端などでなかなか

困っている人に声を掛けるのを躊躇してしまう自分がいる 
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ておらずとも歩行に若干の不安がある人たちにとってもスタジアムの急な階段は非常に危

険で、かつ手すりがないところがほとんどなので、バランスをとりながら昇り降りに大変

な苦労をすることとなります。そして話を進めていくうちに、スタジアムの通路の狭さ、

行き来のしにくさは障害の有無を問わず誰もが感じている困難だということがわかってき

ました。 

 もう一点は、設備面の他にスタジアムスタッフの配置、誘導について。ほとんどの場合、

会場入り口にいるスタッフに要望すれば指定の座席まで誘導を行ってもらえますが、一度

席についてしまったらその場から離れてしまうので、それ以降トイレなどの用で席を立ち

たいと思っても誘導を頼むことが難しいという実情があります。場合によっては、安全の

ため？車いす席が仕切られてしまうこともあるので、移動の自由が制限されてしまうので

す。 

 入り口から客席までのバリアフリールートの整備は間違いなく必要なものですが、同時

に観客席、スタジアム内での自由な移動についても同様に確保されなければなりません。

そのためには、スタジアムの構造や客席の配置（そもそも階段は必要？固定席は必要？）

などといった抜本的なハード面での検討とともにスタッフの増員や予め「呼び出しボタン」

を希望する観客に配るなど人と人との間で生み出すことができるアイデア、ソフトにおけ

る工夫も重要なのかもしれません。 

 

 ディスカッションの時間にも限りがあり、それ以上議論を進めることはできませんでし

た。しかし、誰もがともに楽しむことができるスタジアムを考えることを通じて、バリア

フリーでインクルーシブな空間を想像する楽しみ、そしてそれを実現するための最初の一

歩はすべての人のすぐ手の届く範囲に散らばっているという実感が集まった全員で共有で

きた貴重な時間となったのはないかと思います。 
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・CTM終了後の振り返り 参加者の感想 

 

CTM 終了後、参加者の方々には振り返りアンケートを配信しました。みなさんからいた

だいたご回答の中から一部をご紹介いたします。 

 

〇BF トーーークについて 

 

・日本では当事者の意向が反映された設備環境が整っていないことを再認識した。 

 

・設備環境以前に少し寄り添えれば取り除き可能なバリアの例もたくさん紹介されていた

のでバリアの要因は結局人なのだと感じられた良い機会だった。 

 

・当事者の目線と、専門家の方からの目線両方のお話を聞くことができて興味深かったで

す。 

 

・法整備は進めど、既存の設備はどうするか、サイトラインについてなど、馴染みのない

お話をわかりやすく聞くことができ満足です。 

 

・今回参加をしている中で、そもそも障害って何だろう、自由って何だろう、平等ってな

んだろうという疑問が頭の中に浮かびました。 

 

・障害当事者、支援者双方の立場から現在の障害者を取り巻く社会課題について理解する

ことができました。また、ジョークも交えたお話で、とても楽しく学ぶことができました。 

 

・バリア珍百景をみて、バリアフリーにすることは大変なことなのかもしれないと思いま

したが、アメリカのバリアフリーがすすんだスタジアムのことや、沖縄でバリアフリーに

楽しむための設備や備品を知り、知識や思いがあれば実現できるものなのだと思いました。 

 

〇「こんなバリアがあって困った！ 私のバリア体験記」 

 

・サイトライン確保や手すりの設置条件など国際的な基準に比べて日本は後れをとってい

る実情も障害者の存在が排除された形で考えられているのだと感じた。 

 

・誰もが、当たり前に選択肢を持つこともバリアフリーの一つなのではないかとお話を聞

いて感じました。 
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・いかに自分が想像するのには限界があるのか、いかに当事者の方々の話を聞くことが大

切なのかということに改めて気が付きました。 

 

・自分だけでは気づかなかった様々な意見が出てきて、視野が広がりました。今後自分が

何気なく外に出たときに、そうしたバリアに目を配ろうと意識する良いきっかけになりま

した。 

 

・すべてを同じ条件にすることは不可能だと思うので、平等にというよりは、みんなが楽

しめるように、とみんなが考え方を変えていけたらいいのになと思いました。 

 

〇ディスカッションについて 

 

・ポジティブな意見を私はあまり考えつけず、どうしてもバリアの面だけに考えが向いて

しまってそれを是正するためにはどうしたらよいのか、解決策を出せなかった。 

 

・具体的なアイデアを出すことはできなかったものの、問題点を浮き彫りにして、ディス

カッションでさらなる理解を深められたと考えています。 

 

・とても面白かったです。自分では思いつかないような面白い案や、確かに！と思えるよ

うな案がたくさんでました。 

 

・ディスカッションというよりかは、主催者の方々の意見を聞く比重が大きく、学生から

の意見が出にくいと感じました。また、zoom という環境もあり、気軽に発言がしにくか

ったことも要因としてあると思いました。 

 

・学生が考えるにあたり、自分を○○障害者の立場に置き換えて自分事として考える経験

は意味があるのかなと思います。 

 

・私自身はあまり意見を出すことが出来なかったのですが、皆さんの意見を聞くことでな

るほどと思うことが多くあり、楽しかったです。 
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・最後に 

 

現在、未曾有のコロナ禍に見舞われているこの世界で人は改めて「ともに生きる」こと、

「いかにしてともに生きていくべきか？」ということを考えざるを得ない日々を過ごして

います。そのようなタイミングでお集まりいただいた参加者のみなさんとともにこのよう

な企画が実現できたことは非常に意義深いことであったと心より実感しています。 

 われわれじりたまとしても日頃より「バリアフリーはあらゆる人にとって必要なものだ」

というメッセージを常に発信してきているつもりでしたが、こんなにも多くの部分で全員

（障害の有無を超えて）が感じている困難―バリアが重なっているということは正直なと

ころ驚きでもありました。ひとりひとりがより生き生きと暮らすことができるまちづくり、

インクルーシブな社会づくりのためには真のバリアフリーが欠かせないのだということを

改めて実感でき、今後の活動により力が湧いてきました。 

 

今まで開催してきた形とはまったく違う CTM となり、企画周知の段階から試行錯誤が

続きました。オンラインでのディスカッションの時間においては、それぞれの方がもう少

し話しやすい環境づくりを工夫すべきではなかったかと反省点もあります。しかし、新た

な出会いが築くことができた喜びと、言葉を交わし、思いを共有することで得ることがで

きる力に改めて気づくことができました。 

 

改めまして今回の CTM にご協力くださった株式会社オリエンタルコンサルタンツ吉田

さん、並びにご参加いただいたみなさんには心より厚く御礼申し上げます。 

 


