
ナイス福岡 会報 2010 年７月 

前回に紹介した映画 「宝満山」 の中では、宝満山に住む動物たちも紹介

することにしている。山中や山麓一帯に住んでいる哺乳類としては、ニホン

ザル、タヌキ、アナグマ、イノシシ、シカ、ノウサギ、イタチ、テン、モグ

ラ、ネズミ、コウモリなど、県内の山で普通に見ることが出来る動物たちを、

この山でも見かけることが出来る。その中の一種として、ムササビが挙げら

れる。山麓にある竈門神社にもムササビが住んでいる。 

神社境内にはクスノキの大木を含め、色々な樹木が植えられている。これ

らの木々をよく見ると、幹の途中に穴が空いている場所がある。これらの穴は

枝が枯れた場所に開く場合や、鳥や動物達が住み処として開ける場合などがあ

る。これらの穴の一部にはムササビがねぐらとして使っているものもある。ム

ササビが住んでいるかどうかは、木の回りに落ちている落ち葉を見ていくと判

る。落ち葉の中には、動物の噛み跡が残されているものがある。付近の樹木を

見上げると、幹に穴がある場合がある。その一部はムササビがねぐらとして使

っている。この春の夜間に撮影することが出来た写真は、「宝満山研究会」の

ホームページで見ることが可能である。 

竈門神社付近にムササビがいることを見つけたのは、一昨年夏のことであ

る。kuma は、太宰府市教育委員会から頼まれて、夏休みの子ども達の自然観

察会を行った。観察会の場所は、竈門神社の横を流れている汐井川 （原川の

上流＝宝満川の支流） の川の中である。川の中の小石を裏返すと、プラナリ

アやカゲロウ幼虫など、色々な水に住む生きものたちを見ることが出来る。子

どもたちは大喜びをして、小川の中を駆け回っていた。突然、川の側で子ども

たちを監視していた大人達の中から叫び声が上がった。振り向いて見上げる 

と、課長の足にムササビが留まっていた。kuma が「ムササビ君だ」と叫んだ瞬間に、ムサ

サビは横の木に飛び移り、飛びながら樹林の中を上方へ登っていった。坂を走って登って

ゆくと一瞬見失ったが、ある木の上方で幹の穴から外を見ているムササビを見つけ、子ど

もたちに「ムササビ君はあそこにいるよ」と教えて上げた。子どもたちは大喜びをして眺

めていた。 

yumi 

☆夏夜空の流星群情報（一般的なもの）☆ 

☆みずがめ座のデルタ 

７月２０日から８月１０日、極大日は２９日夜から。一時間あたり２０個ぐらい。明るい流星は多くありません。

☆やぎ座のアルファ 

７月１６日から８月２５日、極大日は１日夜から。一時間あたり１０個ぐらい。速度はゆるやかで長い。 

☆ペルセウス 

７月２０日から８月２５日、極大日は１２日夜から。一時間あたり６０個ぐらい。速度速く痕を残す。 

☆７月１３日～１７日にかけて。 

土星・火星・金星・水星（水星だけは地平線ギリギリ）斜めに並び、その横を細く欠けた月があります。 

☆夏の夜空に春の大曲線 

北斗七星・うしかい座のアルクトゥールス・おとめ座のスピカをつなぐ大きな曲線が現れます。 

(大牟田市 中岡) 
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自自然然感感  
１８０ 

季節感 

＃５１ 

浅い山の林縁部に生える。細長い

花が総状に咲き、その姿が戦国武

将の采配に似ているから… 

        『サイハイラン』

  平成２２年６月下旬 

※盗掘の為か、数が激減！場所は

背振山系の何処かです！  

           大塚俊樹
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日本野鳥の会 福岡 主催   ※参加費：100 円（中学生以下無料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本野鳥の会 筑後 主催      ※参加費：100 円（中学生以下無料）    福岡植物友の会 主催 

 

 

 

 

         

三国丘陵の自然を楽しむ会 主催  http://mikunikyuryo.blog107.fc2.com/                                  

 

                                         

  

 

 

 

 

和白干潟を守る会 主催                                  久留米の自然を守る会 主催   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

福岡市油山自然観察の森 主催     ※往復ハガキでの申込方法はハガキに「行事名・行事実施日・住所・氏名・年齢・ 

 電話番号」を記入の上、自然観察センターまでお送り下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        イラストは木村直喜の作です。 
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８／８（日） 

和白海岸探鳥会（福岡市東区） 

時 間：9:00～12:00 

集 合：JR 和白駅前の公園 

問合せ：092-606-0012（山本廣子）

８／７（土） 

親子でチャレンジ！ 

夜の森たんけん 

 

街の明るさから抜け出して、森の静けさ 

や暗闇、生きものの様子などを楽しみま 

す。 

集 合：自然観察センター前  

時 間：9：30～12：30 

対 象：小学生とその保護者 

申込み：往復はがき７／２４必着 

定 員：２０人

問合せ：油山自然観察センター 

参加費:１００円 

〒811-1355 

福岡市南区桧原夫婦石 855-1 

TEL：092-871-2112 

開館 9:00～16:30（月曜休館）

８／１４（土） 

大濠公園探鳥会（福岡市中央区） 

時 間：9:00～12:00 

集 合：ボート乗り場前 

092-573-1827（森健児） 

８／３（火） 

県営春日公園（春日市） 

時 間：10:00～12:00 

集 合：旧公園管理センター前 

問合せ：090-7390-3561（小野仁） 

７／２４（土）８／２８（土） 

久末ダム探鳥会（福間町） 

時 間：8:00～11:00 

集 合：久末ダム多目的広場横駐

車場 (管理事務所下) 

問合せ：0940-33-7846（高原和幸）

７／１８（日）８／２２（日） 

天拝山探鳥会（筑紫野市） 

時 間：9:00～12:00 

集 合：天拝山歴史自然公園 

問合せ：092-920-7112（山本勝） 

 

７／１１（日） 

ネイチャーウオッチング公開予備調

査など  

参加は有料 予約必要 

092-575-3131（北野星二）

７／２４（土） 

クリーン作戦 と自然観察会 

時 間：15：00～17：00   

集 合：海の広場 駐車場なし 

長靴・軍手があると便利 

問合せ：090-1346-0460（田辺スミ子）

７／２４（土） 

守る会定例会議 
時 間：10:30～12:30 

集 合：和白干潟を守る会事務所 

問合せ：092-606-0012（山本廣子） 

７／２５（日） 

親子で発見！ 

沢の生きものウオッチング 

 

サワガニやアメンボ、カエルなど渓 

流とそのまわりの生きものを観察 

します。 

集 合：自然観察センター前  

時 間：10：00～13：00 

対 象：小学生と保護者  

申込み：往復はがき７／１０必着 

定 員：２０人

  

7 月～8 月はお休みです。 

 

 

 

８／１（日） 

今津探鳥会（福岡市西区） 

時 間：9:00～12:00 

集 合：玄洋高校西側道路 

問合せ：092-891-9005（神園道男）

 

７／１９（月）382 回例会  

水辺の自然観察会と魚ッチング   

時 間：9：30～12:30 

集 合：くるめウス 

場 所：くるめウス周辺  

参加費：無料 

持ち物：観察採集用具、水に入れる 

格好、着替え、水筒など 

問合せ：0942-46-8622（古賀） 

 

９／４（土） 

自然観察会（植物･昆虫･野鳥など） 

集 合：小郡市埋蔵文化財調査 

センター前  

時 間：9:30～12:30  

問合せ：092－920-3072（松永） 

要：保険料 100 円 

8 月の観察会はお休みです。 

三国丘陵 検索 ですぐにヒット

します。 

           

           

           

 

           

   観察風景   三国･松永 



 福岡県自然観察指導員連絡協議会／定例総会報告 

福岡県自然観察指導員連絡協議会 事務局   

 

開催日：２０１０年６月２７日（日）    場所：福岡県立春日公園と旧公園管理センター 

その１．公園で自然観察の方法 １０時から１２時まで  参加者１２名 

公園で見かけた生きものの食べる食べられる関係から、生きもののつながりを考えよう。 

公園内の遊水池の機能を持たせた場所で、アメリカザリガニ、サカマキガイ、ジャンボタニシ、シオカラトンボ、シロツメクサ、 

ヒシなど観察した後、参加者全員で観察した生きものを書き出し、その関係を考えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～観察会風景～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆モジズリ☆              ☆アメリカザリガニ☆ 

 

その観察した内容を別紙の用にまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～観察会成果まとめ～ 
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その２．定例総会（１３時から１５時半まで）を旧公園管理センターで開催 

 出席者１７名／欠席の連絡は３名。 事務局長〔小野仁〕の司会進行 

１）冷川昌彦代表の挨拶 

  各会員が所属する団体で、観察会が実施されており、今年度も積極的な活動を展開することをお願いします。 

２）2009 年(200９年 6 月～2010 年 5 月) 活動報告の概要の説明、事務局から有り。 

2009 年 6 月 6 日 天神中央公園その周辺で自然観察会 １6 名参加 

6 月 7 日 天神中央公園ﾆ隣接したアクロス山で自然観察会 午前と午後の２回観察会を 

実施。合わせて約３０名参加。この６／６と６／７の観察会は、食育推進ネットワーク福岡による食育祭 

２００９の中で、自然観察会に協力したものです。 

6 月 28 日 総会開催前 春日公園で自然観察会 １7名参加 

9 月 4･10 日 小笹小学校５年生 校区内での自然観察会 3 名協力 

10 月 24･25 日 環境フェスティバルふくおか 2009 に参加 2 日間でのべ 20 名協力 

 我々の展示場と観察会に参加してくれた市民は、２日間で約６００名 

10 月 30 日 若久小学校５年生油山自然観察の森・自然観察会 ７名協力 

11 月 1 日 能古島で食育推進ネットワーク福岡による自然観察会に協力 ３名協力 

11 月 15 日 春日公園で五感を用いた自然観察会に協力／草木染め実施 約 10 名参加 

2010 年  ２月 26･27･28 日 生物多様性ＥＸＰＯ2010☆自然観察会に協力 

期間中６回実施、参加者は合計１０３名、案内は５名で対応した。 

 ３月２日 春日公園にて、公園の樹木に名前を付けるために、名札作りなどに協力 

４月２４日 福岡市油山市民の森で自然観察会  ８名参加 

☆「三国丘陵の自然観察会」松永紀代子さんを中心に数名の会員達が１年間１０回活動。 

２００９年 7 月１８日 夜の簡保レクセンター跡周辺 三国丘陵の自然観察会９名参加 

9 月５日 簡保レクセンター跡周辺 三国丘陵の自然観察会 ７名参加 

10 月３日 簡保レクセンター跡周辺 三国丘陵の自然観察会 ８名参加 

11 月７日 簡保レクセンター跡地周辺  三国丘陵の自然観察会  ８名参加 

12 月５日 井ノ浦公園 ため池の生きもの 三国丘陵の自然観察会 １４名参加 

２０１０年 1 月９日 簡保レクセンター跡地周辺  三国丘陵の自然観察会  ５名参加 

3 月６日 簡保レクセンター跡地周辺  三国丘陵の自然観察会  ８名 

4 月３日 簡保レクセンター跡地周辺  三国丘陵の自然観察会 １２名 

5 月１日 簡保レクセンター跡地周辺  三国丘陵の自然観察会  ７名。 

６月５日 簡保レクセンター跡地周辺  三国丘陵の自然観察会  １０名。 

☆ 春日公園での観察会は、２００９年７月から毎月第１火曜日に、１０時から１２時まで、日本野鳥の会福岡の 

定例探鳥会に協力する中で進めました。 

○ 親子の日自然観察会 

２００９．１１．１５（日） １０：００～１５：００ 

 福岡県「親子の日」の行事として、県営春日公園において自然観察会と草木染を実施しました。参加者の自己紹介の 

後、秋を満喫しながら 途中でソメイヨシノ、アメリカフウの落ち葉を採取しながら散策しました。 

 昼食後、落ち葉を煮込み、この液でバンダナを染めました。 

○ 樹木名板作成および設置 

 散策する方々から、「樹木の名前が分からない」との意見が寄せられ、散策者に楽しんでいいただけるように 

樹木名板を作成し、それを設置しました。 

 ３月１日 材料の買出し／３月２日 探鳥会の終了後に樹木名板の作成／３月 15 日、16 日 樹木名板の設置 

 樹木名板は４０種、１５０枚を作成して設置しました。 

☆「青葉公園のパークネイチャークラブ」 瓜生さんを中心に数名の会員が１年間７回活動。 

第１回開催 平成 21 年４月１２日 会員参加 11 名   

青葉公園の自然観察・植樹樹木の生長観察「エフコープ環境助成金報告会」壁新聞作成。 

第２回開催 平成 21 年 5 月 23 日 会員・父母・スタッフ 21 名参加 

 「エフコープ環境助成金報告会」にて活動報告 

第３回開催 平成 21 年 7 月 12 日 会員 10 名参加 

 青葉公園の自然観察 ・石油が無くなった時のまちつくり。 

第４回開催 平成 21 年 9 月 13 日 会員 11 名参加 

 青葉公園の昆虫観察・ペットボトルを使用した昆虫つくり 

第５回開催 平成 21 年 10 月 13 日 会員参加 12 名 

 植栽樹木の生長観察、青葉公園の植栽樹木の観察と資料収集          -４- 



  

 クリーンパーク臨海で青葉パークネイチャークラブの活動紹介展示１０月一ヶ月間 

第６回開催 平成 21 年 12 月 13 日 会員・父母・スタッフ 27 名参加 

  出水のツル観察とクレインパークいずみ観覧       

第７回開催 平成 22 年 2 月 7 日   会員９名参加 

 樹木植栽と野鳥観察ポケットブック作成 

5 月 22 日は、「国際生物多様性の日」です。 

その他関連 

 ＊『自然感 くすのき』のシリーズについて、始まり！終わり！続いて！います。 

  ★こげんなことしよります！ ★熊洞居人独言 ★ワンポイント photo 季節感 ★これは何だろう！？ 

  ★ちょっと気になるこんな記事！ ★不連続シリーズ 心に残る自然の一場面 ★私のデジカメ日誌より  

３）《2010 年(2010 年 6 月～20１1 年 5 月) 活動計画》予定 

＊ 九州歴史資料館建設地周辺での観察会 三国丘陵の自然を楽しむ会に協力 

奥山ではなく、すぐ足元にある身近な自然に目を向けてもらうために、今後とも観察会をやっていきます。 

＊鎮守の森観察会の継続 

例えば 福岡市早良区の梅林八幡や西南の杜湖畔公園で観察会。 
＊2010 年青葉パークネイチャークラブの観察会など、青葉公園にて自然観察会他。 

＊身近なフィールド観察会（代表 吉国さん）観察会予定。 

＊環境フェスティバルふくおか 2010〔10/23･24 の２日間〕 協力予定 

＊福岡県営春日公園での観察会協力予定 

＊福岡県筑豊緑地での観察会（７／１１）協力予定 

＊ナイス福岡のホームページ掲示板の活用 

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

『鎮守の森と自然』や『自然と遊ぼう！学ぼう！』などの観察会は継続して実施したい。 

この場所で実施したいという候補地を挙げて下さい。みんなで協力して実施しましょう！ 

その他、自然観察を楽しみたい場所があれば、提案して下さい。 

自由な方法で、そして、みんなで楽しみ、自然保護を考えていきたいと思います。 

毎月１回『第２金曜日の夜』は、定例会で会報発送と情報交換を！是非参加してください。 

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

４）２００９年度会計報告、２０１０年度予算案 

  会計の宮原俊彦から報告。堀謙治・辛島真由美から監査結果の報告「問題なし」。６ページ参照 

５）事務局体制    

《２０１０年度役 員》 

 代表：冷川昌彦 事務局長：小野仁 事務局：藤川渡、田中健二、吉田素子、山本弘子 

 編集：田村耕作、山本勝、松永紀代子、吉田素子 

 会計：宮原俊彦 監査：堀謙治、辛島真由美 

６）その他のお知らせ 

色々な冊子を展示中です。必要なものを持ち帰り、観察会などに役立ててください。 

（財）日本自然保護協会の入会冊子 

環境省の「生きものみっけ」の２０１０年度版冊子 

環境省発行の「日本の野生生物におけるダイオキシン類の蓄積量について」報告書 

福岡市発行の「エコパークゾーンガイドブック」 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

～総会風景～ 
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（収入） （単位:円）

　項目
予算
(a)

決算
(b)

差
（ｂ-a）

備考

繰越金 122,209 122,209 0
会費 180,000 181,000 1,000 会員数９２名（総会時等32千円、郵便振替149千円）
その他 791 47 -744 利息47円
合計 303,000 303,256 256
（支出） （単位:円）

　項目
予算
(a)

決算
(b)

差
（ｂ-a）

備考

総会運営 10,000 1,260 8,740
研修会費 20,000 0 20,000
会報発送 170,000 126,967 43,033 送料61,360円　コピー代64,700円等

事務局費 84,000 70,440 13,560
事務局定額経費12ヶ月＊5千円
ホームページ作製管理1万円

予備費 19,000 0 19,000
合計 303,000 198,667 104,333
収入額-支出額＝次年度繰越金

303,256 - 198,667 ＝ 104,589
104,589 円は次年度繰越金

積立金　（決算）

項目
予算
(a)

決算
(b)

差
(a-b)

積立金 300,000 300,000 0

会計監査報告
　会計報告をいたします。支払い伝票はよく整理され、支出項目も適正に処理されていました。
金額の不備もありませんでした。謹んで報告いたします。

（収入） （単位:円）

項目
本年予算

(a)
昨年
（ｂ）

差
(a-b)

備考

繰越金 104,589 122,209 -17,620
会費 180,000 180,000 0
その他 411 791 -380
合計 285,000 303,000 -18,000
（支出）

項目
本年予算

(a)
昨年
（ｂ）

差
(a-b)

備考

総会運営 10,000 10,000 0
研修会費 20,000 20,000 0
会報発送 140,000 170,000 -30,000

事務局費 80,000 84,000 -4,000
事務局定額経費12ヶ月＊5千円
ホームページ作製管理等

予備費 35,000 19,000 16,000
合計 285,000 303,000 -18,000
積立金　（予算）

項目
本年予算

(a)
昨年
（ｂ）

差
(a-b)

積立金 300,000 300,000 0

２００９年決算報告（２００９年６月１日から２０１０年５月末）

２０１０年予算（２０１０年６月１日から２０１１年５月末）

2010年6月27日



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月９日   筑紫野市平等寺 

杉林でムシヒキがガガンボを捕まえた。この辺り、那

珂川町への抜け道で不法投棄が多い。虫たちの営

みの下には、ごみが散らかっていた。 

６月３０日 筑紫野市塔原南大門池  

リスアカネの♀が畑の細い竹の棒先に止まってい

た。よく観ると、左前足は 1 本だけ残ったクモの糸に

かけて、バランスをとっていた。 

５月７日  筑紫野市天拝坂 

狐谷に今年は咲いたオカトラノオ。昨年は見かけ

なかったので心配したよ。 

６月１日   春日市原町県営春日公園 

以前、このコーナーでカワラバトの日光浴をお伝え

したが、本日はボソガラスの幼鳥が日光浴中でした。

こういう行動は学習の結果なのか？それとも本能的

なものか？どっちだろう。 

６月２０日   筑紫野市武蔵天拝山  

早朝の天神様の径（こみち）で、まだ 5 センチ程の

ニホンヒキガエルの幼体を観た。真砂土の切り通し

の壁にへばりついていた。天拝山にはかなり通って

いるけれど、観たのは初めてである。 

６月２７日 

春日市原町 

県営春日公園 
ナイスフクオカの

総会の日、観察

会で報告があっ

た。私は見ていな

かったので、昼食

後観に行った。 

これって、環境省

の RDB で絶滅危

惧Ⅱ類だし、福岡

県ではⅠA 類で

すよね。 

漢字で書くと「姫

実栗」。 
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２０１０年６／１１定例発送会は、大塚

俊樹・藤川渡・山本勝・山口蘭（飛び入り）・田村耕作

が参加。６月２２日小笹小学校の５年生と、２５日３

年生と、学校と鴻巣山で自然の生きものなど色々と紹

介し、鴻巣山の大切さを案内しました。子供達、途中

にあったナワシロイチゴの赤い実には大変興味を持っ

ていました。中には口に入れた子もいました。森の中、

ふわふわした落ち葉の上をゆっくりと 

歩いてもらいました。梅雨の季節、キノ 

コも多かった。６／２７小雨の中、春日 

公園での観察会とそれに続いた定例総会 

も終了し、一段落です。田字草 

７月上旬筑紫野市の里山で見かけました。ふわふ

わの綿毛のような「生きもの」。 

タラノキのとげの間にいて、葉の裏側へ隠れようと

していました。 

《前回（１７９号）の解答》 

ベンケイソウ科コモチマンネングサの「むかご」でした。葉腋に小さな葉

の付いた「むかご」が地面に落ちることで繁殖します。 

でも、写真のように、きれいな花を 

たくさんつけているのですが、ほとんど 

種子はできないそうです。 

・・・ということは、あちこちで見るこの草 

は、ほとんどがクローンということか？！      

 

出題は「本のむし」でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆事務局からのお知らせ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

インターネット掲示板に会員の皆様の書き込みをお願いします。 

ナイス福岡のアドレスはこのページの一番下に表示しています。 

 

会費振込について  

それぞれの会員の皆様の会員期限をタックシール部分に明記してあります。各自ご確認の上、郵便局にて下記の

郵便振替口座に振り込みをお願いいたします。なお、会計年度は 6 月から翌年 5 月末までです。 

郵便振替口座：福岡県自然観察指導員連絡協議会 01760-9-15783 

年会費：2000 円 

皆に知らせたいことはありませんか？  

皆さんが行っている観察会やイベントの案内、自然保護に関する情報やご意見、お薦めの本の紹介などをお寄せ

下さい。原稿は定例会の一週間前までに事務局にお送り頂くとその月の会報に載せることができます。 

皆さん情報をお待ちしています。 

定例会に参加してみませんか？ 

本会の運営に関する打ち合わせや情報交換、会報の発送作業を原則として 

毎月第２金曜の 18:00～20:00 ごろまで 

自然案内舎㈲クラバードにて行っています。 

会員の方はどなたでも参加できるのでお気軽にお立ち寄り下さい。皆さんのおこしを心よりお待ちしています！ 

次回の定例会は、２０１０年８月１３日（金）午後６時より事務局で行います。８月号の原稿は、８／９（月）

までに届くようにお願いします。なお、原稿を掲載するに当たっては編集担当にお任せ願います。 

※お願い 会報をホームページで見る環境をお持ちの会員は手をあげて下さい。経費節減のためです。 

宜しくお願いします。 
他団体の会報の紹介 

・日本野鳥の会筑後 会報まめわり 第１１１号 １０．０７．０１ 

・北海道自然観察協議会 自然観察 Ｎｏ．95  2010 年 6 月 15 日 

・福岡植物友の会 会報 平成２２年７月号 第５１巻 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 
編集後記 お問合せ：  福岡県自然観察指導員連絡協議会 

（NAIS Fukuoka：The Nature Interpreter Society of Fukuoka)

代表：冷川昌彦／事務局長：小野 仁／ 

編集：田村耕作･山本勝･松永紀代子･吉田素子／会計：宮原俊彦 

〒814-0144 福岡市城南区梅林２丁目１０番２３号 

        ハイツ中村４０１  

自然案内舎㈲クラバード内 TEL & FAX：092-４００ｰ１７６５ 

URL：http://www.kurabird.com/    

掲示板 URL: http://bbs9.fc2.com/php/e.php/~naisfukuoka/ 
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↑これは何だか解かりますか?↑


