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蓼科湖からの蓼科 山

ご 挨 拶
会長

脇田

宏

蓼科に夏がやってきます。カラマツや白

尽力されてきた方のご努力を考えると、一

樺などの樹々から聞こえる小鳥のさえず

時休止と決断することは苦渋の選択でし

り、餌を求めて駆け回るリスなどが目に浮

た。しかし、蓼科会の発展には収支バラン

かんできます。親子連れで闊歩する鹿の群

スのとれた運営が欠かせないと結論され

も見られます。新緑は日毎に濃くなり、八

たのです。誠に申し訳ありませんが、ご理

ヶ岳の岩峰が青空に映えていることでし

解いただきたいと願っております。

ょう。高山植物も咲き揃い、蝶も舞ってい

次に、蓼科会の会則が現状に即したもの

ます。

ではないことから、改定に向けて入念な作

ここに会員のみなさまのご健勝を願い

業が行われました。今回の会報に同封され

ご挨拶申し上げます。

ている説明文と改正案をお読み下さり、総
会でのご審議をお願いいたします。

この会報が届く頃には、夏の計画を考え
ていらっしゃるかと存じます。蓼科会では

さらに支出の中で会報発行に関わる経

数々の楽しい企画を立ててみなさまの参

費が大きいことも問題となっていました。

加をお待ちしています。どうかご家族、ご

これに対して、担当の方が新しい印刷方式

友人をお誘い合わせて行事にいらして下

を採用して下さり、大幅なコストダウンが

さい。

実現し、内容も充実したものをお届けする
ことができるようになりました。

ここで、この一年間の蓼科会の活動につ
いて手短にお伝えします。新しい幹事の

この夏には 8 月初めから、日付順にテニ

方々をお迎えした幹事会は非常に強力と

ス大会、幹事会、バーベキュー大会、地元

なり、様々な問題について議論を交わし、

懇談会、総会、午餐会、お蕎麦会、お別れ

行動してきました。

会、旅行会などの行事が開かれます。

はじめに、蓼科会の財政状態を把握し、

それに加えて、今年の新しい企画として

会費収入に見合った事業計画を立てるこ

「夏の蓼科講演会」を開催することになり

とが第一の方針になりました。この中で音

ました。総会が開催される８月８日、午餐

楽会の開催について詳細な検討が行われ

会の後にみなさまが興味をもたれる話題

た結果、今年の開催は休止とすることとし

を専門家から伺うという企画です。今回は、

ました。音楽会は蓼科会の象徴ともなって

国宝「縄文のビーナス」、「仮面の女神」

いて、楽しみにされている会員や地域の方

を所有する茅野市尖石縄文考古館の守矢

も多数いらっしゃることは充分に認識し

昌文館長に縄文文化についてのお話を伺

ていました。また、これまで企画と実施に

うこととなりました。質疑応答の時間も十
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分にとってあります。どうか、午餐会に出

啓夏さんをお招きして、御柱の歌などを楽

席なさらない方もご来聴ください。

しむ会を考えております。
繰り返し申し上げます。どうか、みなさ

また、総会前夜のバーベキュー大会には

まお誘い合わせの上ご参加下さい。

「茅野市縄文ふるさと大使」で歌手の葦木

「二人三脚」 蓼科会に入会して
小野 茂子
昨年の夏の事です。入会された加古さん

うに過ごすかを考える上で、気心の合う友

にお話を伺い、その日に脇田御夫妻にお目

人をいかに作るかが大切と思っております。

にかかり、早速入会させていただいた小野

そして、温暖化の進んだ昨今、東京の夏
はたえがたく、夏の平均 24、5 度の蓼科の

茂子と申します。
すぐに「コンサ－ト」そして「そば打ち

環境は本当にありがたく感じます。

会」と楽しませていただきありがとうござ

私共夫婦はお互いにおぎない合わない

いました。

とくらせないような状態になっており、小

家族の事情もあり、蓼科に山荘があって

学生の運動会ではありませんが「二人三脚」

も長らく 1、2 週間程しか活用できません

の歩みになっております。片方が早かった

でしたが、この３、4 年は夏に 2 ヶ月余り

り、強くひっぱったりしますと、たちまち

滞在するようになり、多くの方々と知り合

バランスをくずして転んでしまいます。そ

いになれました。夫婦共々に老後をどのよ

こでいや応なしにオイッチニ オイッチニ
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と同じ歩調にもどします。

会をしています。作品としては古典、芥川

今のところ、目的がそんなに違わないの

龍之介「くもの糸」から現代物、随筆、詩

で続いておりできるだけ長くこの状態が

など多方面にわたっております。年寄りに

続くことを願いながら日々を送っており

も、きょういく（ところがある）と、きょ

ます。

うよう（がある）が必要と云われており、
日々出かけるようにしています。

今年の 1 月に東京で開かれた新年会に風
夫の肇は、囲碁、音楽鑑賞、麻雀などで

邪をおして参加させていただきとても素

脳トレをしております。

敵な皆様と交流できましたこと嬉しく思
いました。

これからの夏に向かって蓼科の生活を

私の趣味は読書、音楽、写真、朗読など

満喫したいと願っております。このような

ですが、今は朗読に力を入れております。

私達ですが、皆様どうぞ宜しくお願い申し

東京で 10 人程の仲間と、年に 1、2 回発表

上げます。

新年会
板倉幸枝
新年会が 1 月 28 日（土）に、恵比寿の

た。会長のご挨拶・乾杯・初めて参加され

メゾン プルミエール アット ロビンズで

た方々のご紹介、そして、会員の方がお持

ひらかれました。関西からもお出かけくだ

ちくださった昭和の蓼科の写真も上映さ

さり、28 名が集まりました。

れました。あちこちから「なつかしい！」
と声があがり、思い出話にはながさきまし

まず、見晴らしの良いテラスで、お店の

た。お料理は、彩りも盛り付けもきれい、

ご好意の食前酒をいただきながら歓談。こ

とてもおいしく、堪能しました。

の季節にしては暖かく、高台からの眺めも
良く、お話もはずみ、たいへんもりあがり

楽しい時間はあっという間に過ぎ、予定

ました。楽しいランチを予感させるテラス

時間をオーバーしまたの再会をお約束し

でのひとときのあと、新年会が始まりまし

て閉会いたしました。

蓼科会ホームページより
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幹事会の報告
12 月 8 日幹事会

3 月 14 日幹事会

日時 平成28年12月8日13:00〜15:45

日時 平成29年3月14日13:00〜15:45

場所 板倉邸

場所 板倉邸

出席者 相澤良枝、浅石郁子、浅石弘道

出席者

（板倉峰子）、岡森しのぶ、下坂秀樹、下

（板倉峰子）、岡森しのぶ、小澤文穂、下

村芳正、下村ひろ子、脇田宏、脇田紀久子

坂秀樹、下村芳正、下村ひろ子、脇田 宏、

浅石郁子、浅石弘道、板倉幸枝、

脇田紀久子

議事
１．会報に関する件

議事

浅石幹事から冬号発刊について内容、

１．会則改正に関する件

費用などについて詳細な説明があった。

下坂幹事より検討を重ねてきた最終

印刷後発送は 12 月下旬を予定する。次

改正案（１月配布済み）について懇切な

号発刊について意見交換を行った。

説明があり、さらに修正を加えた改正案

２．会則改正に関する件

を総会に諮ることとした。

下坂幹事より配布済みの改正案につ

２．会報の発刊に関する件

いて説明があり、板倉敏和氏のコメント

浅石幹事より次回会報に関する編集

が披露された。各幹事からの意見を加え

方針が述べられ、項目（執筆担当者）は

て最終案を作成し、次回幹事会で決定す

以下の通り。原稿締切日は 6 月 1 日、会

ることとした。

報発送は７月初旬。

３．来年夏の音楽会開催休止に伴い、午餐

1) 会長挨拶 （脇田）

会後の行事について意見交換を行った。

2) 会則改定に関する説明（下坂）

４．次回幹事会

3) 行事報告

平成 28 年３月 24 日（金）13:00 より

幹事会報告（岡森）
新年会の報告（板倉）

板倉邸で開催

4) 行事予告
テニス（矢野）、幹事会（岡森）、
バーベキュー会（下村）、地元懇談会（岡
森）、総会（岡森）、午餐会（岡森）、
お蕎麦会（板倉）、旅行会（脇田紀）、
お別れ会（相澤さんにお願いしました）。
5) エッセイ（森俊一郎さん）
6) 新入会員紹介（小野茂子さん）
7) 「蓼科会今昔、蓼科昨今」のような
題でどなたかに原稿を依頼する（未定）
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8) 別冊「蓼科会会則（案）」（下坂）

2) 午餐会の席で「お話を伺う会」を設

３．その他

けることが提案された(担当小澤幹事)。

1) 下坂幹事より今年度会計収支及び
次回幹事会は平成 29 年 8 月 7 日（月）

会費納付状況についての説明があった。

10:00 より銀のポストで開催

「蓼科会規約（会則）」改正を８月総会に諮ります
担当幹事
前号・平成 28 年冬会報で検討状況をご

下坂秀樹

改正案は本会報に同封した「蓼科会会則」

報告した「蓼科会規約」の改正案が、3 月

（案）としてまとめましたのでご確認いた

24 日の幹事会で承認されました。

だければと存じます。

改正は、現行規約（平成 10 年 8 月実施）

本改正案を 8 月 8 日に蓼科で開催する総

をベースとして尊重しつつ、時代や実態に

会にお諮りしますので、総会にご出席いた

見合うように一部条項の改正あるいは削

だきご意見等を頂戴できればと存じます。

除をいたしました。今回の改正の目的は、

ご出席いただけない場合には同封の委任

蓼科会の継続と発展、新入会員の増加、活

状にてご意向をお聞かせいただければと

動の活性化を図ることにあります。従って

存じます。

主な改正点は、蓼科会を次世代に引き継ぎ

今回の規約改正が、蓼科会行事への参加

易くするための会員資格の改正、より開か

会員の増加、若手世代の入会促進、さらに

れた蓼科会を目指しまた実態に合わせる

は地元等の方々との友好増進に繋がり、蓼

ように組織と運営の見直し、そして財政基

科会の発展に寄与することを願っており

盤を安定させる一助として任意寄付制度

ます。

の採用等です。

以上規約（会則）改正についてご紹介申

具体案につきましては同封の、◎蓼科会

し上げます。今後とも蓼科会活動につきま

規約（会則）の改正について及び「蓼科会

してご理解、ご支援、ご協力を賜りますよ

会則」(案)をご覧いただきたいと思います。

うよろしくお願い申し上げます。
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本年度会議等の開催
１．幹事会開催通知
通常総会に先立ち、幹事会を開催します。

場所：銀のポスト

役員の方、並びに会員の方は奮ってご参加

議題：蓼科会会則改定案、総会の進め方、

ください。

夏の行事の打合せ、その他

日時：8 月 7 日（月）10 時から

２．通常総会開催通知
平成 29 年度の通常総会を開催いたしま

議題：平成 28 年度事業報告及び会計報告、

す。多数の会員のご出席をお願いします。

蓼科会会則改定の件、平成 29 年度

日時：8 月 8 日（火）

事業計画、その他

10 時

地元懇談会

11 時

第 56 回通常総会

プール平バス停から送迎バスが 9 時 40
分に出ますのでご利用ください。

場所：親湯 1 階レストラン（椅子席）

３．午餐会
総会に引き続き行います。

なお、午餐会の直前のキャンセル（8 月

場所：親湯 1 階レストラン（椅子席）

6 日以降）は、会費のご負担をお願いする

会費：3,500 円（ワンドリンク付き）

ことになります。
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４．夏の蓼科

講演会
１時 30 分から 3 時

新しい企画として、午餐会の後に尖石遺
跡を中心とした縄文文化についてのお話

申込期限：8 月 1 日

を伺う会を開きます。質疑応答や懇談の時

会場：ホテル親湯宴会場

間もありますので、午餐会に出席なさらな

演題：「縄文の文化」（仮）

い方もご参加ください。

講師：茅野市尖石縄文考古館

日時 平成 29 年 8 月 8 日（火）

館長 守矢 昌文氏

親

睦

会

１．テニス大会
今年で 21 回目となります。コートを 3

場所：東洋観光プール平テニスコート

面用意してお待ちしています。

試合形式：ダブルス（組合せは当日決定）

テニスを通じて蓼科での親睦の輪を拡

会費：1,000 円（ボール、昼食、ビールパ

げることがモットーですので、会員以外の

ーティー代込み）

方もお誘いしてのご参加をお待ちしてい

申し込み期限：8 月 1 日

ます。

申し込み先：岡森しのぶ
090-222-07694

日時：8 月 5 日（土）10 時から

２．バーベキュー大会
バーベキュー大会は、今年で 7 回目にな

ＳＢＣ信越放送「スワンダフル」のパー

ります。

ソナリティーなど、自然や花などをテーマ

昨年は、鹿肉、岩魚、完熟トマトなどい

にしたアルバムを多数発表
2010 年 御柱のうた「御柱」を発表

つもとは違う食材も増えました。
焼きそば名人も現れ、皆様に好評でし

初めての企画ですが、皆様に楽しんでい

た。毎年恒例のステーキ（信州牛）も用意

ただける事と思っております。

いたします。

今年も皆様のご参加をお待ちしており

そして今回 シンガーソングライター葦

ます。ご参加の方は、ハガキにてお申込み

木啓夏（あしき ひろか）さんにご登場し

ください。

ていただく事になりました。

日 時 8 月 7 日（月）

≪プロフィール≫

場 所 プール平東洋観光（株）広場

茅野市在住

会 費 大

人

2,000 円

小学 6 年生まで 1,000 円

茅野市縄文ふるさと大使
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ソフトドリンクは、用意いたしますがア

【雨天決行】

ルコール類は、各自ご用意ください。

３．お蕎麦会
日時：H29 年 8 月 10 日（木）16 時～

会費：400 円

場所：消防会館 １階

参加人数：40 名ぐらいまで

４．お別れ会
日時：8 月 18 日（金）14 時～

今年もテーマは決めません。どうぞご自

場所：銀のポスト（プール平）

由にご歓談下さい。

会費：実費

５．蓼科会旅行会へのお誘い
期日：平成 29 年 8 月 21 日（月）

旅行会は例年通り東洋観光（株）主催の
バスツアーに参加させていただきます。今

行先：乗鞍山頂畳平

年の旅行は乗鞍岳で、信州の美しい山並み

乗鞍スカイラインを通り畳平バスター

とお花畑が見られることと思います。概略

ミナルまで行き、富士見岳登山（片道約 40

は以下の通りですので、ご希望の方は東洋

分ほど）とお花畑散策 食事の後、飛騨大

観光（株）の窓口（阿部様

0266-67-2100）

鍾乳洞を巡る
集合：蓼科プール平事務所前 ：午前 7：00

までお申込み下さい。尚、費用、帰りの時
間などは、近く決るとのことです。

総会ならびに行事への出欠は同封のハガキで 8 月 1 日までにご返送ください。
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信

州

と

「みすずかる信濃の国」と謳われた信州、

私
かぶらき

ゆたか

蕪木

豊

急に雨が降ってきて、家の小学校４年生の

長野県。

女の子に傘を持って迎えに行くよう頼ま
れました。村道を２、３０分歩くと白樺林

いま、改めて、これまでの人生を振り返

の中に急勾配の緑色の屋根をいただいた、

ったとき、私に大きな影響を与えたのは、

まるで龍宮城を想わせる素適な校舎が建

信州という土地との出会であるといえま

っていました。

しょう。大学３年生の夏、重いリュックを
担いで出かけた、信州の学生村での生活で

山あいの、ほんの一握りの空間に建つ、

す。

村立大野川小・中学校。私は林の中に入り、
しばし放課の時を待っていました。いつし

「都会の学生に、涼しい高原の中で勉強

か雨も上がり、急に明るい日差しが林の中

を」と、信州の各地に、各家庭で机と電気

にパーっと広がって、雨に洗われた白樺の

スタンドを準備して部屋を開放した学生

白い幹がまばゆいばかりに光ってきまし

村が出来たのは、昭和３０年代の後半です。

た。そして、それが木々の間から見える緑

昭和３９年７月、私はその中で最も山深い

色の校舎に映え、見事なコントラストを描

村を選び訪ねました。長野県南安曇郡安曇

き出したのです。私はその美しい情景に目

（あずみ）村（現松本市）の番所の集落。

を見張りました。見上げると、いままで立

松本から島々まで松本電鉄に乗り、そこか

ち込めていた白雲が山肌を這うように昇

ら梓川沿いに、いまは大きなダムが出来て、

っていく。「至福の時」という言葉は、こ

上高地や飛騨高山に抜ける観光ルートと

ういう瞬間を言うのでしょうか。私はその

して道路も立派に舗装されていますが、当

場に佇んでいる自分が、何かとても幸運に

時は、崖っ縁の細いデコボコ道をバスに揺

思えてきました。

られて行きました。途中、上高地方面への
道と別れ、夏でも雪渓の残る乗鞍岳の、標

私のお世話になったお宅は、まだ 20 歳

高１３００～１５００メートル付近に広

代の若いご夫婦の小さな家でした。しかし、

がる高原地帯です。上高地が急峻な V 字谷

そのご主人、山で働く福島立衛氏の自然を

であるのに対し、乗鞍はゆったりとした穏

愛する純な心と澄んだ瞳に接するにつれ、

やかな山容で、山麓には５月には水芭蕉が

東京の焼け野が原の下町に育った私は、都

咲き、白樺の木々の間を雪解けの清冽な小

会の喧騒の中での生活と全く異なる自然

川が流れる一の瀬牧場があります。

の中での生活に、一気に魅せられてしまい

７月下旬、信州の学校は夏休みが短く、ま

ました。

夏の夜、火の気のない囲炉裏を前に、

だ授業が行われていました。そんなある日、
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「将来、さらに奥地の鈴蘭地区に山小屋

がまさに私と信州を結びつけるきっかけ

を建てたい！」と熱っぽく語る福島立衛

となりました。乗鞍は東京からは余りに

氏の姿に、若かった私たちは感動しまし

も遠く、知人からの勧めもあり、45 年前

た。氏の名前をとって「立衛会」という

に蓼科に掘立小屋を作り、以来、四季折々

会をつくり、帰京後、皆でアルバイトを

楽しんでおります。

して、わずかばかりのお金を贈りました。

日本の屋根と言われる信州。それは、

数年後、小さな「からまつヒュッテ」が

まさに私の青春の想い出の場所であり、

完成し、ＮＨＫの朝の「カメラリポート」

いまなお自分を取り戻してくれる場所で

の時間でも紹介されました。私たちに夜

もあります。

食まで作ってくださった奥さんの「ふよ」
さんはその後、蕎麦打ちの名人として食

この度、脇田

宏会長様から投稿をと

通の故渡辺文雄氏に「これぞ、幻の蕎麦」

いうお話をいただき、会員として日の浅

と言わしめ、雑誌やテレビでも毎年紹介

いにもかかわらず、僭越を省みず思いつ

されるほどでした。その後、病院生活を

くままに記させていただきました。

余儀なくされ廃業し、6 年ぐらい前に他
申し遅れましたが、私は皆様の地区か

界されました。残されたご主人の福島立

らは離れております蓼科牧場のつつじヶ

衛氏も病に侵されましたが、今も山に一

丘に陋屋を構えている者です。何年か前

人で住んでいらっしゃいます。5 年前に

の夏のコンサートに友人の友人が出演す

訪ねたとき、ヒュッテで使っていた布団

るとの連絡を受け、丁度蓼科におりまし

が湿気で使えなくなったので、庭先で何

たので聴きに伺った折に、前会長様から

枚も何枚も焼いて、その炎が上がってい

地区は違ってもどうぞとお誘いを受け、

くのを見ているうちに、なぜか思わず涙
が頬を伝わったと静かに語っていました。

入会させていただきました。どうぞよろ
しく、お願い申し上げます。

信州の学生村でのひと夏の生活。それ
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『ビートルズと昭和の蓼科』
森 俊一郎
唐突ながら、ザ・ビートルズが『サージ

の桜丘というあたり）。ご存知の通り当時

ェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・ク

は高速ができたと言っても大月まで、あと

ラブ・バンド』というロック史に残る名作

は笹子トンネルも含めて一般道、しかもか

アルバムを 1967 年 6 月 1 日にイギリスで

なりの部分が砂利道だったのではないだ

発売してから今年は丸々50 年。前半には

ろうか？何時間かかっていたのか子供だ

70 歳超えたポール・マッカートニーも来日

った自分にはわからないが、おそらく今の

して元気にライヴをやって行った。そう、

倍以上はかかっていたはず。当時運転して

そして去年 2016 年はそのビートルズがそ

くれた両親に今さらながら感謝！

のキャリアの中で唯一日本に来た 1966 年
から 50 年。
そんなことを 50 周年の豪華なパッケー
ジの『サージェント…』を眺めていて、さ
て、自分が今年から 50 年前何をしていた
かを思い出してみた。
1967 年はまだ 8 歳から 9 歳になる年で、
当然洋楽にはまだ目覚めていない。まして
やその前年、ビートルズが来日していたこ
とすら知らず、テレビで歌謡曲を聞いてい
たのが関の山。もったいなかったなあ〜。
さて、そのころ。夏休みといえば蓼科。
夏休みのほとんどを蓼科の山荘で過ごし

高原ホテルのプールにて

ていたのが小学生の頃。午前中に宿題をあ
る程度やってしまえばあとは自由。今はな

小学生時代が終わるとそれほどベタで

くなってしまったが高原ホテルのプール

夏中来ていることはなくなり、大学時代は

に入り、その後先代のご夫婦がやられてい

かなり疎遠に、社会人になるとしばらくは

て、古い建物だった時の万葉堂へ行ってチ

まったく来られない時もあった。その間は

ャーハンかラーメンを(中学生からはその

親たちがけっこう長い時間を夏に過ごし

両方)食べて、さらにまた友達と遊ぶ、とい

ていたようだ。

う今の自分が見て羨ましすぎる夏休みだ
った。オムライスも美味しかったなあ〜。

そして娘ができると建て替えをし、2 階
建てで部屋も増やした。その娘も大人にな

ただ、今でこそ東京から中央道南諏訪経

ったが、今では家族で 5 月の連休に山荘オ

由で 3 時間で来られる蓼科（ちなみに我々

ープン、その後 10 月の末までは特にスケ

の山荘はプール平の上、ピラタスよりも下

ジュールの入っていない週末は金曜の夜

11

中から日曜の晩御飯までを蓼科で過ごす

こどもの頃からあったものはずいぶんな

ことが増えて来た。このスケジュールだと

くなってしまった(最近では万葉堂のとな

行きも帰りもまず渋滞にハマることはな

りの一久もなくなった)。今年は蓼科湖のゴ

く、ひたすらリラックスできるのと、東京

ーカートまでなくなってしまったし、これ

の猛暑から逃れられるので体は楽。食事は

は大人になってからの思い出だけど、数年

朝と土曜の夜に作るが大半は家から材料

前のマリーローランサン美術館の閉館も

を持ってくるので、足りないものを

寂しい。けれども、そんなことすべて記憶

A-CORP か自由農場に買いに行く以外は、

は鮮明、こうして書き残して行くことも大

あまりハードではない山歩き、というかウ

切なのだろうなあ、と思う今日この頃。

ォーキングをしているのがここの日常。蓼
蓼科高原。僕はここが、何年経っても、

科湖から横谷峡入り口、女神湖と蓼科第二
牧場、車山肩から車山山頂、竜神池から尖

何 10 年経ってもあまり変わらないところ

石遺跡、御泉水公園、苔の美しい白駒池、

が 大 好 き …今 年 も よろ し く お願 い しま

八島湿原、車山湿原から物見石までなどな

す！

どをその時の気分と体調と気候を考えて
歩いている。自然に抱かれて、余分なこと
は考えない貴重な時間。
プール平にかつてはあった高原ホテル
をはじめとするホテル、コックドール、パ
ンのボンジュール、東洋観光の地下にあっ
たお肉屋さん、もっと遡れば万葉堂の裏手
の楽焼屋さん(お店の人たちの顔は今も記
憶に鮮明、赤い塗料だけ別料金、てことも)、
食材がけっこう豊富な魚徳さん、今もお店

城の平

はそのままだが三五十屋さんの豆腐など、

家の前の道からは何の障害物もなく蓼科山が見えました
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親湯のプールにて

会 報 原 稿 募 集
会報に会員皆様の近況、ご趣味、行事に参加なさった感想、随筆、写真など、
会員皆様のご活躍を掲載して参りたいと存じますので、奮ってご寄稿をよろし
くお願い致します。
原稿送付先：113-0033

文京区本郷 1-28-32-903 浅石 弘道
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蓼科の植物 ショウジョウバカマ、ニッコウキスゲ、コメバツガザクラ、イワカガミ
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平成 29（2017）年度会費納入のお願い
同封の振替用紙で納入のほど、よろしくお願いいたします。
会

費：2000 円

納入先：郵便振替

00120 - 5 - 133236
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