
 

E.R.F.C.清里ミーティング報告号 

 

実行委員長の豆蔵です。今回で 26 回目を数

える「ERFC 清里ミーティング」は直前までさ

んざん「週末は雨」と言われていた天気予報を

覆した奇跡的な晴天の下、満員御礼の約 100台

の参加車を迎えて開催されました。皆さま、ご

参加、ご協力ありがとうございました。 

当日朝は氷点下４℃！まだ牧草地の霜が融

けきらない時間から続々とお集まりくださる

参加者の皆さん。専用駐車場となったキープ協

会 清泉寮の牧草地に整然と並べられたロード

スター。今年から新たにＮＤを加え、青空と八

ヶ岳、そして遠くに見える富士山を背景にした

その風景を見て今年もついにこの時が来たな、

とようやく実感した次第。(遅っ！) 

おかげさまでマツダからは昨年に引き続き

６名のゲストと２台のＮＤをお迎えさせてい

ただきました。ミーティングのメインは午前中

に開催される恒例のトークイベント。全国随一

の文科系イベントを称する清里ミーティング

の名物となっておりますが、今回はまず前半で

デザイン本部の岡村貴史さんから、ＮＤ開発凍

結が解けたあたりからのＮＤデザイン黎明期

から発表までの検討の様子を初公開と言う興

味深い写真なども交えながらご紹介いただきました。例えば「70mm」って数字で聞いても実感しに

くいところも実際のデザインでどう印象が変わるかなんてことも見せていただきながら、ロードス

ターの(そしてマツダの)デザインへのこだわりとその狙いがまさに腹に落ちるようなお話でした。 

後半は例年どおりに参加者との質疑応答に。デザイン面への質問は引き続き岡村さんがお答えい

ただき、例えばもっとスポーツカーらしいこだわったデザインはやりたいこともあるけれどデザイ

ンの方針以外にもより多くの人に乗ってもらうために考えなきゃいけない部分があるなど、車作り

の難しさもお話しいただきました。 

また多くの人が気になる「2.0Lエンジン」への質問などにはパワートレイン開発本部の松原敏雄

さんや、昨年に引き続きご参加いただいた商品本部の山口宗則さんからのご回答がありました。



「1.5Lありきで開発したのではなく、

1t を切ることを目標として開発した

結果、目指すパフォーマンスを 1.5L

で得ることができた。ロードスターに

は 1.5L が最もバランスの取れたエン

ジンだと我々は確信しています」との

ご回答。参加者からの「国内では絶対に出さないか？」との質問には、山口さんからは「国内では

出しません！」との明確な回答がありました。でもまあ、ごにょごにゅごにょって話も若干ありま

したが、それはまあ会場だけの話ってことで。(苦笑) 

その他にもボディーカラーについて、タイヤについ

て、そして兄弟車となるあの車のプロジェクトの影響

について。去年よりも歯切れよく開発の皆さんの本音

をお聞きできたかなぁと思っています。(山口さんは

「去年も本音でしゃべったつもりなんだけど」と仰っ

てましたが..)また、参加者の皆さんから事前にいただ

いた「こんなＮＤがみたい。こんなオプションが欲し

い」と言うアンケートについては会場では時間の都合

でごく一部の紹介に終わってしまいましたが、集計し

たものをゲストの皆さまにお渡ししましたので今回の質疑応答内容とともに、今後参考にされなに

かの形で反映されることもある・・・かも？！ 

ここで午前の部を終わり昼食時間となりましたが、一部の熱

心な皆さんはメインホールでゲストとともにランチミーティン

グを開催していらっしゃいました。駐車場でもＮＤを囲んで参

加者とゲストとが熱心に言葉を交わしていたのが印象的でした。 

そうそう。去年、じゃんけん大会の「ＮＤを必ず買う人限定」

で勝ち抜いた諸星さんもチーフデザイナーの中山さんからの約

束の商品を持って、約束通りＮＤで参加して下さいました。さ

て、このＮＤはちゃんと娘さんのものになるのか父の趣味の一

台に加えられてしまうのかｗ 

お昼のフリータイムを挟んで、閉会式前には午後の

お楽しみ！全員参加のじゃんけん大会！！ 

マツダさんやＲＣＯＪの水落さんからの協賛品に

加え、今年も参加者の駒場さんがご提供くださった根

付などのロードスターグッズ、広島のＪ５８Ｇご提供

のＮＡ用リアウィンドウ保護用タオル(福田さんデザ

イン)、さらにはお米(！)から福田さんご夫妻手作り

の鏡やクッションなどの各種お土産まで。皆さん、なにか手にしていこうと（もしくは一回でいい

から大王に勝とうと ^^;）この日一番の(？)本気です。しかしじゃんけん大王が何度も完全勝利し

てしまい、まさに大王としての面目躍如ｗｗ 

そうこうするうちにあっという間に閉会挨拶の時間がやってきました。次回もたぶんいつも通り

の清里ミーティング。あ！ＮＤのプラモデルやラジコンも出たことだし、来年は久々に『なんでも

展覧会』やろう！ってスタッフが張り切ってますので皆さまよろしく。(笑) 

ではまた来年、清里でお会いしましょう！ 

（まめぞう） 



 

では、引き続き各スタッフからのレポートをば。 

「胸躍る琴線に触れる色とは」 

第２６回 ERFC清里ミーティングにご参加の皆様、

当日はお楽しみいただけましたでしょうか？当日は

壇上の横で何だか偉そうにぶつぶつとつぶやいてい

た総合司会担当（？）の藤井といいます。しかしま

あ、進行はグダグダだわ、セリフは噛むわでもの凄

くお聞き苦しい場面が多々ありで、本当にお恥ずか

しい限りでした。ちょっとだけ言い訳すれば、前日

にいきなりやることになったもので、心の準備が出

来ていなかったから、ということでしょうか。そん

な点を反省しつつ、来年もしまたこの役を拝命する

ことがあれば、ジャンケン大王さまの呼び出しを始め、空気を読んで(笑）進めていきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

今回の講演会はデザイン本部の岡村さんのお話を中心として、NDのデザインの成り立ちになど、色々

と聞けない逸話をうかがうことができたわけですが、個人的にはやっぱり色の話が気になりました。ND

ってカラバリがかなり残念じゃないですか。もちろんソウルレッドを始め魅力的な配色でもあるとは言

いたいところですが、やっぱりスポーツカーとしては地味すぎる。大事になことですから二度言います

が、地味すぎます。発売前からこの案件はものすごく気になっていたのですが、案の定な結果だったの

でその点のみではがっかりでした。 

でも今回、岡村さんのお話を聞いて、「パッションな色は考えている、考えているから～」というよ

うな言質を聞けたことは、今後たとえ毎年恒例なお正月の限定車だけとはいえ、例えば黄色とか黄色と

か黄色とかが出るかもしれない～と考えておいてもいいということですよね。 

スポーツカーはやっぱり明るくてはっきりした色が似合うと思うのですよ。確かにロードスターの魂

動デザインをより良く見せる色には、ある程度考えばならないところもあるかもしれませんが、なーん

か華がありませんよ今のカラバリはｗｗ 

まあ、まだ今年の５月に出たばかりですし、これからいろいろな展開が予想される NDですから、そ

の中で色展開もきっと実現されるんだろうなと信じています。 

私がかつて乗っていた NAの J2リミ、サンバーストイエローの NDがもし実現されたなら…そん時は

たとえ貧乏でもすごく前向きに考えますので、とりあえずよろしくお願いしますね、マツダ様 

（ふじい） 

 

「きちんと『ななめ』」 

駐車場・弁当掛け紙作成担当の前田です。今回の「駐車

場の並び」はいかがだったでしょうか。朝っぱらから大き

な声で「フロントを揃えたいので、最後はチョ～ゆっくり

で・・・」などとメガホンで叫んでいたヤツです。その理

由は、今回の駐車場の目標を「フロントラインを真っすぐ

に」と掲げたからなんです。まぁ、皆さんからしてみれば

「そんなことど～でもいいから早く駐車場に入れてく

れ！！」と、お思いの方もいらっしゃったかも知れません

が、これは、駐車場が「滑りやすい緩やかな傾斜地」であ

るということから、いわゆるひとつの避けて通れぬ「清里

ミーティングの儀式」ということでご容赦ください。 



前日作業のガイドラインの「ヒモ張り」も、今回はさらに真っすぐになるよう注意しながら設置しま

した。元々は駐車場の立地条件から発生した駐車方法ですが、どうせ停めるなら、フロントノーズを一

列真っすぐ揃えて、参加者の皆さんがご自分の愛車を含め、駐車場の写真を撮った時に、よりきれいに

カッコよく写るように、との思いから行ないました。そしてミーティング当日の参加者のみなさんのご

協力とも相まって、手前みそではありますがかなりイイ線いったのではないかと駐車場スタッフ一同、

胸を撫で下ろしました。そんな我々の気持ちを少しでもくみ取っていただけたら幸いです。 

そして弁当掛け紙ですが、例年クルマをメインで描いてるんですが、今回はあまり得意ではない「人

物」を入れてみました（福田夫妻と虫谷さんが入っていたのは偶然です）。だんだん年を取って人恋し

くなったのかも。いつもと違う雰囲気の掛け紙になりました。次回も皆さんに楽しんでいただけるよう、

今から題材を検討します。また清里で会いましょう。 

（まえだ） 

 

「次回こそは家族そろって清里へ！」 

お弁当担当＠さっちゃんです。 

当日家族そろっての参加を楽しみにしていたのです

が、娘の保育園のお泊り会と重なってしまい「お泊り会

に行く！」というかわいい娘の一言で、今年の清里を断

念せざるを得ませんでした。 

皆様にお会いし、お弁当の感想や、当たりくじが一個

だった件のお悲しみのお気持ちも直接伺いたかったの

ですが、現地入りできず、伺えず、で、本当に残念です。 

来年の事を言うと鬼が笑う、といいますが・・・あ？

まめさん、笑ってますか？？ 

皆様のお気持ちは、きっと鬼が・・・もとい、まめさんが（笑）良い方向にむかわせることでしょう

(*^_^*) 

思えば当時２歳の息子のおみやげ配りに始まった親子参加も、もう 13年間つづいているんですね～。 

中三の息子は、今年も中学校の授業を終えて一人で電車に乗り清里入りしています。かわいい（と言

うと「ウザッ」といわれますが）息子は本当に清里のイベントが大好きです。それもこれも、参加され

る皆様の雰囲気があたたかいからかもしれませんね。今年、自分がいけなかった分、ゲストの皆様への

感謝の思いが一段と深い母、さっちゃんです。本当にありがとうございました。皆様への感謝の想いと、

来年こそ娘がお泊り会にならないように、という祈りを込めて・・・ 

「次回こそ！清里でお会いしましょう♪」 

（さっちゃん） 

 

「申し訳ありませんでした。」 

駐車場係で、斜め４５度駐車誘導をしていた長谷川（浪ちゃん）です。 

今年の清里は久しぶりに冷え込んだ朝で、ゲートオープン前７時の時点では自分のロドスタは凍りつ

き、牧草地も霜で真っ白・・ 

ここ数年は暖かい日が多かったので油断してましたが、標高の高い地の厳しさを思わせる朝でしたね。 

ただでさえ斜度があって晴れてても牧草で滑るのに、綺麗に安全に時間も掛けずに並べるのは結構大

変なんですが皆さんの心遣いのおかげで今まで以上に良い風景が出来上がったのではなかってでしょ

うか？ 

停めた直後に「これで大丈夫ですか？」と沢山の方に声掛けてもらったり、ミーティングとは関係な

い観光客から「綺麗に並べてあるわね～」なんて声も聞こえたり、その一声がとても嬉しく、ありがと

うございました！ 



誘導が終わった後の自分はといえば、前日のスタッフとゲストの皆さんとの前夜祭で飲み過ぎてしま

い、二日酔いと睡魔に襲われダウン。 

皆さんを誘導してたときは、気合と根性で頑張っていたのですが・・ 

集合写真にも気がつかず、お昼ご飯も（朝ご飯も）食べられないありさまで、ほとんど車の中で寝て

たという失態。（寒さと寝不足で体調も良くなかったのかも） 

せっかくのミーティングなのに、見苦しい姿を見せてしまい申し訳ありませんでした。 

来年はあのようなことにならないよう、体調も整えて飲み過ぎないよう気をつけますので、来年も皆

さんご協力をお願いしますね。 

（浪ちゃん） 

 

「バロメーター？」 

受付担当のつのやまです。 

今年は怪我もなく（注：昨年は直前に足の小指を骨折）、無事にミーティング当日を迎えられる・・・ 

と思ったら、当日は雨の予報。自分が元気に役割をこなせるのはいいけれど、青空を楽しんでもらえ

ないのは残念だと気をもんでいたところ、ギリギリで高気圧がうっちゃりをかまして（！）素晴らしい

晴天に恵まれました。 

会場の入り口で毎年がんばってくれていたてるてる坊主も今年はお休み。青い空の下、キレイに並ん

だロードスターがよく映えてしみじみと美しかったですね。 

昨年のイベント受付は駐車場でしたが、今年は例年通りホールで行いました。そこで気づいたことが

ひとつ。 

受付に現れる参加者の方の多くが、なぜか息が荒いのです。イベントを楽しみにしてもらえるのは嬉

しいけれど、朝からそんなぁ・・・と思っていたところ、ある参加者の方のおかげで謎が解けました。 

あまりにゼイゼイされているので声をおかけしたところ、

「さ、さか・・・坂が・・・」坂？あっ、そうか！ 

駐車場とホールの間には坂があります。これがまた一見そう

でもないのに実際登ってみるとけっこうキツイという食わせ

もの。 

ワタシも駐車場を見に行ってホールへ戻る時にしっかりゼ

イゼイいう羽目になりました。 

とはいえ清里でイベントを実施する限り、この坂とのおつき

あいは続きます。つまりこの坂が上れなくなったらスタッフ引

退・・・？ 

でもまだまだそうはなりたくない！あの坂をバロメーターとして気をつけます。まあそもそもオープ

ンカーとの生活は体力勝負ですし。 

皆さんも、また来年元気に坂を上ってお越し下さいね。 

（けーこさん） 

 



「清里の朝」 

ミーティング当日１１月１日、朝６時半に起き、窓の外を見ると一面の霜。少しばかり、昔の清里ミ

ーティングを思い出しました。 

大型バスで国内外から観光客が押しよせる一大観光地とな

った清泉寮ですが、清里ミーティングを始めて間もないころ

は、ずっと素朴なものでした。石ころだらけのケネディグラ

ウンドにロードスターを並べて、隙間風が入るメインホール

でのトークイベント。大量発生したヤスデをホウキで掻き出

したことや、雪のちらつく日もありました。 

時が経ち、もういつからか記憶が怪しくなってますが、牧

草地にロードスターを並べ、温かい会議室をメイン会場とす

る今のスタイルになりました。そして温暖化の影響か、我々

スタッフも穏やかな清里の朝を迎えることが多くなりました。

それが普通と思っていたのです。 

ただし、このキリッとした寒い朝も決して悪いものではありません。 

我々スタッフは、昔からあるキャビンに前泊して、会場やおみやげの準備を行い、ゲストをお迎えし

てと、前日からあわただしく動き回りますが、 

昔と違う楽しみの一つは前日夜と当日朝の食事です。 

以前は清里ミーティング会場の隣の２Ｆのレストランで取っていましたが、新館ができてからは新館

１Ｆのレストランとなりました。 

かつての素朴さはなくなり、非常に洗練され、ちょっとやりすぎの感すらありますが、地元の新鮮な

食材を中心とした料理はゲストの皆さんにも非常に好評です。ゆっくりと朝食が取れれば、もっとおい

しく感じられるのでしょうが、のんびりと一泊するのはまだ先になりそうです。 

（片貝） 

 

「一年の計は」 

今年も大勢の方に参加いただけました。本当にありがとうございます。 

E.R.F.C.清里ミーティングは、ごく初期の数回を除き、参加台数を制限させていただいてます。実は

初回なんて、受付時間も決まってないズルズルの運営だったんですけど、まぁそんな昔話はさておきま

して（笑）。どなたか、台数制限するのは駐車場の広さで決めているような話をされていた様なのです

が、実際のところは、ホールに座っていただける人数に限界があり、どうしてもそれを根拠に台数制限

せざるをえないというのが本当の話でございます。清里高原という場所柄、天気が悪いと逃げ場が無く

なるので、全員がホールを利用していただけることを大前提にしているのです。おかげさまで、今年も

雨の心配はしなくてすみましたが。 

もっとも、あれ以上の台数を我々のパワーで捌くのが困難なのは明白です。なので今後も１００台限

定で募集させていただくことになると思います。といっても、申し込み開始前にエントリーしてくるの

はやめてくださいね。 

さて、以前も書いたと思うのですが、実際に１００台を越えた応募をいただいたのは昨年が初めての

ことでした。ＮＤのアンベール会場の一つに選んでいただことによる特需（！）だと固く信じていたの

ですが、なんと今年は昨年より２日も早く１００台目の応募を超えました。なんということでしょう、、、

というか、なんでですか？ 

ということで、今年あの牧草地に並んだロードスターは９０台とちょっと（我々スタッフのロードス

ターも数台並べさせていただいております。）。ロードスター以外もあわせると１００台ご参加いただき

ました。例年に増してきれいに並んだ（自画自賛？！）ロードスターですが、やはりＮＡが一番多くて

３４台、ＮＢ２３台、ＮＣ２０台、ＮＤ１３台でした。ちなみに皆さんのクルマと一緒に並べたスタッ

フのロードスターはすべてＮＡです。 

毎年ＮＡの台数が一番多いのですが、それでも少しずつＮＡの参加台数は減ってきてます。更に今年

からはＮＤでの応募がありますので台数バランスがどう変わるのか楽しみにしていました。数台かなぁ

と勝手に想像していたＮＤの台数は、あっさりこちらの予想を上回る１３台（素晴らしい！）だったの

で、その分ＮＡ、ＮＢが減り、そしてＮＣが若干増えた、というのが２０１５年の傾向でした。毎年同



じ方がいらっしゃるわけではないのですが、不思議なことに台数の傾向って毎年似ていました。それが

ＮＤの発売に伴いついに変わってきました。順調にＮＤユーザが増えている証？なのでしょうか。 

それにしても、ＮＡ乗りの方、メンテナンスがだんだん大変になってきましたよね。それはやがてＮ

ＢやＮＣにも。。。 

自分は割れてきた革シートのまま一年乗ってしまいましたし、ボディーの傷も直せずにいます。それ

はシートやボディの傷の前に、やらねば動かなくなるメンテナンス課題が嬉しいくらい（悲しいくら

い？）順繰りに出てくるからに他なりません。 

でも、次に何をどう直そうって考えているのも（お金のことを別にすれば）結構楽しかったりします

し、これも、まぁ、クルマ遊びの一部ですよね、ご同輩！ 

ということで、また一年ロードスターで楽しもう！と、ミーティングが終わる度に気持ちを新たにし

ます。それはあたかも私のロードスターカレンダーが、１０月末か１１月初旬に始まってるかの様に。 

さぁて、次は車検だ・・・ 

（つのやま） 

 

今回のジャンケン大会でＲＣＯＪご提供の三次 50thミーティングオフィシャルラベルワインを

勝ち取った青木さんからこんなメールをいただきました。 

掲載の承諾をいただきましたのでここにご紹介させていただきます。 

 

ERFCスタッフの皆様へ 

清里ミーティングに参加した神奈川の青木です。 

この度は素敵なミーティングを有難うございました。 

ジャンケン大会の際に話しましたが、ミーティングの直前に追突事故に

遭い欠席しようか迷っていました。 

でも久しぶりに ERFCの皆様含めてお会い出来る人もいますし、自宅

でくすぶっているのも嫌でしたので思い切って出席しました。 

ミーティング当日は安全第一とせっかくなので楽しもうがテーマでし

た。 

午前の部での質疑応答ではマツダの岡村様に色とデザインについて日

頃気になっていたことを伺えて良かったです。 

鼓動デザインはカッコ良くて私に似合うにはハードルが高いですが、

NAのカッコ良いけど可愛いデザインがNDの正面下から見たとぼけた感

じに継承されていると知って嬉しかったです。 

そして「魂の色」を見つけられるよう濃い人生を送りたいですね（笑） 

ジャンケン大会では、全塗装完了の翌日に無車検（=自賠責の無保険）

車に追突された運の無い男な私でしたが、まさかの勝利に両手を挙げて喜

んでました！ 

ジャンケン大王から勝者に対して「今年の運を使い果たした」とのコメ

ントに清里にたどり着く前に使い果たしてると凹んでましたが、まだ運が

残っていたとは本人驚きでした。 

頂きました RCOJ賞の「三次試験場 50周年マツダファンミーティ

ングのワイン」は赤と白の二種類ですので、私自身とロードスターの

快気祝いの時に飲みます。 

本当に有難うございます。 

今回は天気と心の晴れを用意して頂き有難うございました。 

また 7年後と言わず来年も参加したいです。 

以上、失礼します。 

 

ほんとに大変でしたね。でも、ワインゲットはきっと吉兆の証！運やツキは気持ち次第だって言いま

すから、ここから一気に上昇気流に乗っちゃいましょう！ 

来年が楽しみですね！ 

 



さて、今回のレディース通信は千葉の吉野さんがご提供くださったハヤトウリのクッキングレポート。 

「レディース通信 ～隼人瓜～」 

例年、じゃんけん大会の賞品にどうぞと、おいしいお米を提供し

てくださっている吉野さんから、今年はもうひとつ大きな袋をいた

だきました。中身は山盛りのハヤトウリ! 熱帯アメリカ(ってどこ?)

原産の別名センナリウリだそうです。明るいパステルイエローをし

た洋梨のようなシルエット。吉野さん曰く「漬物でも炒め物でもな

んでもイケるよ」と。ふむふむ。初めてのものはわくわくします♪ 

ピーラーで皮をむき、ちょっとぬるぬるする実を半分に切ると大

きな種がひとつ。オトコマエな姿ですね。熟れているものは軽く塩

でもみ、浅漬けにしましょう。次は炒め物を。玉ねぎと豚肉を炒め、

八割程度、火が通ったところでハヤトウリを投入。しゃきしゃきと

した食感を残すため、豚肉からでた脂が廻る程度にさっと炒めるく

らいがいいでしょう。味付けは悩んでコンソメと風味付けのお醤油

を少々。黒胡椒をたっぷりとふりました。おみそ汁は鰹といりこの

出汁(パックになって売っているものは、とても便利です!)と、冷蔵

庫にあった笹カマも良い出汁になるので入れました。それから長ね

ぎ。彩りとしては緑が欲しかったのですが、あいにく冷蔵庫には何

もなくて残念。 

ここで浅漬けをつまみ食いです。ああぁ、美味しいですねぇ。し

ゃきしゃきの食感、淡泊だけど滋味がある。炒め物は豚肉の旨みと

良くなじんでいます。おみそ汁は良く出汁を含み、ほっとする味になりました。くせがなく、ほんとうにど

んな料理にもイケそうです。八百屋さんで見つけたら、今度はグラタンにしてみたいなぁ。器ごと食べられ

るグラタンも楽しそう。 

吉野さん、ごちそうさまでした。初めてのハヤトウリ、大変おいしくいただきました。皆さんはどうやっ

て召し上がりましたか？。 

（しのぶ） 
 

『編集後記』 

豆蔵です。プレスの編集終盤にＮＤが「2015-2016 日本カー・オブ・ザ・イヤー」を受賞したとの

ニュースが入ってきました。マツダとしては２年連続、ロードスターとしてもＮＣから２代連続の受

賞です。関係者の皆さま、本当におめでとうございます。 

自分の乗るＮＡが世に出てから四半世紀を経て、マシンとしての性能は当然上がっているんで

しょうけど、人馬一体の楽しさは代々受け継がれてきたことも、それを実現するために多くの人が

本気で取り組んできたことも清里ミーティングをはじめとしていろいろなイベントで見聞きしてきた

から、ただの旧型オーナーでしかない私にも本当に嬉しいニュースでした。 

清里の会場でも ERFC 顧問（え？）の福田さんからも「ND のデザインは私の想像を超えた

130％の出来です！」ってお褒めの言葉もありましたしね。そして今回、「ＮＤを手に入れたので参

加してみたい」とオーナーズミーティングデビューされた方も少なからず居たのも主催するものと

して嬉しい出来事でした。 

さて、今回は閉会挨拶で早々に「来年もやるよ！」と宣言しましたが、当然まだ何も決まっておりません。あえて言うなら本文にも書いたように

久々に模型を中心にした『なんでも展覧会』をやろうかと目論んであります。時間は充分にあります。腕にご自慢の皆さんも、そうでない皆さんも、

もちろん模型でなくてもかまいませんのでロードスターへの思いを込めた一品でのご参加お待ちしております。 

では、また来年、清里でお会いしましょう。 

（E.R.F.C.清里ミーティング実行委員長 兼 編集担当：まめぞう） 

 


