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　謹んで新年のご挨
拶を申し上げます。
昨年中は、当協会の
諸事業に格別のご支
援とご協力を賜り、
心より厚く御礼申し
上げます。
　さて、今年 4 月
30 日で元号『平成』
は終わりを告げま

す。5月 1 日から新天皇が即位し新元号にな
りますが、4月 1 日に発表される漢字二文字
が何になるか今から楽しみです。昨年は北海
道や大阪北部の地震、西日本豪雨や台風、記
録的猛暑など自然災害が多く発生したことも
あり、未来永劫、穏やかさを意識した漢字に
なるとの予想もあるようです。
　我々情報サービス産業業界では、今年も
ＩｏＴ、ＡＩを活用したデジタル化、自動化
が進み、また今後更に、モバイルネットワー
ク 5Ｇを背景に新たなサービスが増えていく
ものと思われます。私たちの身の回りの生活
環境は日々変化し、また仕事でも「働き方改
革」を基本としたワークスタイルの多様化が
進みます。自然環境では穏やかさを求めつつ、
ＩＴ業界では今年もイノベーションの嵐が吹
き荒れるでしょう。その中で生き残っていく
には、常に最新技術を身につけ、時代の変化
に適応していく必要があります。それには最
新情報をいち早くキャッチし、それを基に商
品として具現化できる技術力が必要です。
　群馬県情報サービス産業協会では、年間を
通して研修会・講演会・セミナーなど各種イ
ベントを開催しております。最新の技術・情
報をより速くみなさまに展開することを心が
けておりますので、積極的なご参加をお願い
申し上げます。
結びに、関係各位の更なる飛躍とご健勝を祈
念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただき
ます。

　新年おめでとうご
ざいます。
　皆様におかれまし
ては、日ごろから本
県の産業振興施策の
推進にあたり、格別
の御理解と御協力を
賜り、厚く御礼申し
上げます。
　昨年は、日本貿易

振興機構（ジェトロ）の群馬貿易情報センター
が 7月に開所し、県内企業の海外ビジネス展
開の可能性が広がりました。
　また、30 年上期の工場立地件数・面積に
おいて、いずれも本県が全国一位となりまし
た。
　本年は、来春の開所に向け整備中の群馬コ
ンベンションセンター「Ｇメッセ群馬」の建
設を着実に進め、交流人口の増加による経済
需要の喚起や女性・若者が活躍できる雇用の
場の創出に繋げて参ります。
　さて、近年ますます発展する情報分野は、
高速大容量の第 5 世代移動通信システム
“5 Ｇ” の実用化が見込まれるなど、新産業創
出が大いに期待されております。また、学校
教育においても学習指導要領が改訂され、将
来を担う有能な若者の育成を目指して、来年
から小学校でプログラミング教育が始まりま
す。従来から人材育成に注力され、技術研修
やフォーラム等を開催されている貴会の存在
はこれまで以上に重要になってくると考えら
れます。
　皆様には、今後も時代の流れを的確に捉え、
情報サービス産業の振興を通じて、県内の産
業活性化に向けて一層の御協力を賜りますよ
うお願い申し上げます。
　結びに、群馬県情報サービス産業協会の更
なる御発展と、会員の皆様方の御健勝を祈念
しまして、新年のあいさつといたします。

会長　松下　弘明 部長　向田　忠正

一般社団法人　一般社団法人　群馬県情報サービス産業協会群馬県情報サービス産業協会 　群馬県産業経済部

新年のご挨拶
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新春講演会

　1月24日(木)前橋テルサ8階「けやきの間」において、協会発足から28回を数えます新春講演会
が開催されました。本年は、各業界から注目を集める自動運転の最先端技術の開発を進めていて、
2020年には、決められたエリアで全ての操作を自動化する「レベル4」の実用化を目指している、
群馬大学大学院教授であり、群馬大学次世代モビリティ社会実装研究センターのセンター長であ
ります、太田直哉氏にお話を伺える大変貴重な機会になったことから、来賓及び会員各社から、

139名の参加をいただきました。参加者から、「身
近でありながら、群馬大学の活動・実力を知らな
いものだなと感じ、これからは、群馬発で盛り上
げていきたい。また、その先進的な取り組みを誇
りに感じるとともに、本県経済発展の大きなイン
パクトになると思いました」等、その意欲と取り
組みに感銘の声が多く寄せられました。

　新春賀詞交歓会が1月24日（木）前橋テルサ9階「つつじの間」におい
て、平成最後となる本年のスタートを祝い、開催されました。ご来賓及び
会員の皆様116名の出席をいただきました。まず協会を代表し松下弘明会
長より、新年の挨拶、次にご来賓の県産業経済部長代理商政課長角田淑江
様、前橋市長山本龍様よりご祝辞をいただきました。行政・マスコミ・関

係団体より12名のご来賓の紹介の後、真塩仁志副会長の挨拶と乾杯の音頭により懇談となりまし
た。多くの皆様にご参加いただき、新春の華やかさと和やかな雰囲気の中、会員相互の情報交換
や親睦を深める場となりました。なお、新春講演会にて講演いただきました、群馬大学大学院教
授太田直哉様にもご出席いただきました。中締めは、瀬下文彦副会長に挨拶
とご発声をいただき、威勢の良い一本締めでお開きとなりました。
　ご来賓、そして会員の皆様に多数ご出席いただき、華やかさと熱気に包ま
れ、盛況な会になりましたこと、心より御礼申し上げます。本年もどうぞよ
ろしくお願い申し上げます。

群馬県産業経済部　商 政 課 長　角田　淑江様
群馬県産業経済部　商政課補佐　佐俣　宏明様
群 馬 県 企 画 部　情報政策課長　延命　敏勝様
群馬県産業支援機構　専 務 理 事　石川　利一様
上 毛 新 聞 社　事 業 局 長　高橋　　徹様
特定非営利活動法人 ITC 群馬　副 理 事 長　小池　国夫様

前 橋 市 長 山本　　龍様
前 橋 市　情報政策課長　新井　　剛様
前 橋 市　情報政策課課長補佐　生形　高広様
群馬県中小企業団体中央会　総 務 課 長　須藤　芳孝様
日刊工業新聞社群馬支局　支 局 長　古谷　一樹様
 （順 不 同）

賀詞交歓会

出席いただきましたご来賓  （順不同）

「自動運転技術と群馬大学での研究」
 講 師　群馬大学大学院理工学府電子情報部門教授

群馬大学次世代モビリティ社会実装研究センター
 センター長　太田直哉氏
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　ＧＩＳＡ人材育成研修は、会員企
業と県内ＩＴ企業の人材育成及びレ
ベルアップのための支援事業として
実施しています。今年度は、マネジ
メント系と技術系合わせて3講座を
高齢・障害・求職者雇用支援機構よ
り、「生産性向上支援訓練事業」と
して認定を受けて、会員各社により

安価に提供できました。例年、人気の講座が多く、今年度も技術系・マネジメント系、いずれも
好調な参加状況で191名に受講いただきました。定評ある講師のもと実習やグループ討議は、現
場においてもすぐに活用や実践ができる内容であるとの、受講者のアンケート結果からも、高い
評価を得ている研修です。来年度も皆様のニーズに沿った企画を提案いたしますので、ぜひ、地
元で良質なＧＩＳＡ研修を体験してください。

　平成30年10月24日（水）前橋テルサホールにおいて、第27回ぐんま情報化フォーラムを開催
しました。まず、講演に先立ち、開会式では松下弘明会長の挨拶に続き、ご来賓の県産業経済部
長代理商政課長角田淑江様、前橋市長代理前橋市政策部情報政策担当部長大野誠司様よりご祝辞
をいただきました。講師の株式会社ＮＴＴドコモ群馬支店長船越健志氏に、5Ｇの基本から5Ｇの
特長をいかした最新事例の紹介をいただきました。速さと快適さの進化を続けるモバイルネット
ワーク、2020年にはいよいよ5Ｇ時代に突入します。参加者からは「5Ｇの特長や活用シーンがと
てもイメージしやすく、ソリューション協創についての実例を交えた説明は、非常にわかりやす
く理解することができました。また、5Ｇによって今まで以上に便利になることがよくわかる講
演でした。ぜひ、5Ｇの特長を体験できるという環境、“5Ｇトライアルサイト”も体験してみたい
です。」等々多くの感想をいただきました。

テーマ　「ドコモが描く５Ｇ・ＩＣＴによるソリューション協創」

ＧＩＳＡ人材育成研修全８講座開講
（技術系４講座・マネジメント系４講座）

第27回ぐんま情報化フォーラム　－５Ｇが創る近未来－

講　師講　師
　株式会社　ＮＴＴドコモ　株式会社　ＮＴＴドコモ
　群馬支店長　船越　健志氏　群馬支店長　船越　健志氏

◇2019年度のご案内は、メールとホーム◇2019年度のご案内は、メールとホーム
ページで8月初旬を予定しています。ページで8月初旬を予定しています。
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ＧＩＳＡ新人研修ご案内ＧＩＳＡ新人研修ご案内　　“他社同期からの刺激”“他社同期からの刺激”　　日程　平成31年4月18日（木）・19日（金）2日間日程　平成31年4月18日（木）・19日（金）2日間

≪会員会社には、メールでご案内、詳細は事務局へお問い合わせください。≫≪会員会社には、メールでご案内、詳細は事務局へお問い合わせください。≫
　情報サービス業界に就職した同業他社同期が、チームを編成し、緊張感と活気あふれるビジネスシミュレーショ　情報サービス業界に就職した同業他社同期が、チームを編成し、緊張感と活気あふれるビジネスシミュレーショ
ン研修が特色のＧＩＳＡ新入社員研修。他社同期からの刺激は本研修の醍醐味でもあります。ン研修が特色のＧＩＳＡ新入社員研修。他社同期からの刺激は本研修の醍醐味でもあります。

会　場　群馬県勤労福祉センター　ＪＲ前橋大島駅（北口）から徒歩15分・ 駐車場　約200台会　場　群馬県勤労福祉センター　ＪＲ前橋大島駅（北口）から徒歩15分・ 駐車場　約200台
受講料　15,000円／テキスト代・2日間の昼食(飲物付)等を含みます。対象者　新人・既卒受講料　15,000円／テキスト代・2日間の昼食(飲物付)等を含みます。対象者　新人・既卒

　就職情報交換会は、情報サービス産業への
理解をいただき、学校と企業がそれぞれの動
向を熟知して、継続的に両者の情報交換や信
頼関係づくりの場としていただくことを目的
に開催し、今回で16回目となります。ここ数
年、売り手市場を実感する学校側からは、概
ね順調な就活の状況が紹介されました。学校
側からの質問には、2021年以降の採用スケ
ジュールやインターンシップの各社のコンセ
プト及び取組み状況等があり、それぞれ担当
者より丁寧に回答いただきました。採用環境
は毎年変化し、その課題も多くありますので、
ＧＩＳＡの就職情報交換会が少しでもお役立
ていただけたのではないかと思います。

（2018.11.13　ビエント高崎　６０２号室）◇申込順
学校　17校　17名
前橋工科大学
共愛学園前橋国際大学
帝京大学
東京情報大学
神奈川工科大学
立正大学
中央大学
東日本デザイン＆コンピュータ専門学校
群馬県立女子大学
高﨑健康福祉大学
上武大学
高崎商科大学　高崎商科大学短期大学部　
東京電機大学
日本工業大学
太田情報商科専門学校
中央情報大学校
日本工学院八王子専門学校

企業9社　17名
（一社)群馬県情報サービス産業協会会長
日本情報産業㈱
システム開発㈱
㈱高崎共同計算センター
リード㈱
システム・アルファ㈱
コンピュートロン㈱
㈱スリーアイ
㈱ジーシーシー
㈱両毛システムズ
ＧＩＳＡ事務局長・事務局

ビジネスセミナーⅠ　「日立の人工知能のご紹介」
◇開 催 日　平成30年9月26日（水）
◇開催場所　群馬県勤労福祉センター　第3会議室　◇参加者　38名
◇講 　 師　株式会社　日立製作所　サービスプラットフォーム事業本部

デジタルソリューション推進本部　ＡＩビジネス推進部
主任技師　里村　隆一氏

ビジネスセミナーⅡ　
「人とＡＩのコラボレーションがもたらすワークスタイルの革新」
 ～様々な現場で共創が進むデジタル化への取組み～
◇開 催 日　平成30年11月20日（火）
◇開催場所　群馬県勤労福祉センター　第4会議室　◇参加者　22名
◇講 師　東芝デジタルソリューションズ株式会社ＲＥＣＡＩＵＳ　事業推進部

エバンジェリスト　香川　弘一氏

　将棋のタイトル戦でも大変有名な老舗旅館「陣屋」に提供する東芝の「リカイヤス」は、ス
タッフ間の指示や会話の音声が文字となり、全員に確実に共有され、そのデータが蓄積されてい
くことで、より細やかなサービスを提供でき、顧客満足度を生み出すという活用実例等々をご紹
介いただきました。開発までの試行錯誤も大変興味深いものでした。



6

我が社の

①社内の他部署から制作依頼を受け、Web デザイン、グラフィックデザイ
ン、必要があれば写真撮影も行っています。
②写真を撮ることです。遠くへ出かけることもありますが、カメラを持っ
て近所を散歩することが多いです。季節の植物を見つけたり、外の匂い
を嗅ぐことで心にゆとりを持つようにしています。運動も好きなので、
月に 1度会社のバドミントンサークルで汗を流しています。
③会社ホームページのリニューアルデザインに携わらせていただけたこと
です。どういった人に見てほしいのか、どんな印象を与えたいかなど、
何度も打ち合わせを重ねデザインを作成しました。公開された時の感動は今でも忘れられませ
ん。
④入社から約 1年が経過し、まだまだスキル不足を痛感しています。今後はユーザと会社の架け
橋になるようなデザインを創っていくために、先輩方からデザインスキルを学び自分のものに
できるよう努力します。

●株式会社日東システム開発　企画デザイン室　田中　佑佳 「とどまる所を知らない好奇心」

①以前までは自社製品のテストやプログラム修正を行っていましたが、現
在は別プロジェクトの外部設計書作成を行っています。

②趣味はドライブに行くことです。入社後に車を購入したことをきっかけ
に、休日に目的地を決めてドライブをしに行くのが好きになりました。
まだ群馬県内しか運転したことがないので、今後は県外へもドライブし
に行きたいと考えています。
③初めて業務でコーディング作業を行った際に、プログラムを設計書通り
に動かせたことです。当初はプログラミング経験がほとんど無く、知識
も全くありませんでした。しかし、先輩方に指導して頂き、作成したプログラムの確認と修正
を重ねた結果、想定通りに動かすことができました。達成感と成長を感じる事ができ、非常に
嬉しかったです。

④技術・知識を身に付けて、少しでも会社に貢献することです。現在は先輩社員の指導のもとで
仕事を行っているのですが、ほとんど貢献できていない状況です。そのため、少しでも早く先
輩方のように技術や知識を身に付け、自分の力でできることを増やすことを目標とし仕事に臨
んでいきます。

●株式会社クライム　プロダクト事業部　製品開発部　飯樋　奈緒 「日進月歩」

①現在は、社内インフラのセキュリティ監視や、地方公共団体様のネット
ワーク保守を行っております。最近不審メールのキャンペーンが行われ
ていますので、受信した場合には開封しないよう気をつけてください。
②最近の趣味は、ゲームと掃除です。ゲームは一時期離れていたのですが、
デスクトップ PCを買ってからは止まらなくなりました。バトロワ系が
結構好きです。掃除に関しては、一人暮らしを始めてから床に落ちてい
るほこりが気になってしょうがないので、クイックルワイパーハンディ
タイプを常備しています。
③入社後一番うれしかったことは、資格試験に合格したことです。情報セキュリティマネジメン
トという資格で、試験の難易度は高くありませんが、業務に必要な知識を身に着けることがで
き、勉強した甲斐がありました。次は更に上の資格に挑戦してみようと思います。
④今後の抱負は、私一人でお客様との応対ができるようになる、というものです。今はまだ新人
ですが、あと半年すれば後輩ができることを考えると、恥ずかしい姿は見せられませんので、
業務に必要な知識をつけ、経験を積んでいきたいです。

●株式会社両毛システムズ　ＩＤＣサービス部　牛久保皓平 　「その場のノリにのれ」

　　　　　　　　フレッシュさんフレッシュさん
①現在の仕事の内容　②趣味（特技）　③入社後一番うれしかったこと　④今後の抱負（夢）
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一般社団法人群馬県情報サービス産業協会会員名簿　正会員　　49社

［平成31年1月現在（50音順）］

社　　　名 役　　職 代表者名 〒 所　在　地 電話番号 ＦＡＸ
1 ㈱アイエムエス 代表取締役 尾高　一秀 379-2145 前橋市横手町222-2 027-226-1311 027-226-1313
2 ㈱アイメックス 代表取締役 山口　　豊 379-2312 みどり市笠懸町久宮382-51　　 0277-32-3338 0277-32-3339
3 朝日印刷工業㈱ 代表取締役社長 石川　　靖 371-0846 前橋市元総社町67 027-251-1212 027-253-3475
4 ㈱アドテックス 代表取締役社長 佐藤　弘男 370-1201 高崎市倉賀野町2454-1 027-320-2800 027-320-2333
5 荒瀬印刷㈱ 代表取締役社長 内藤　賢治 370-0077 高崎市上小塙町733 027-343-4132 027-343-8319
6 ㈱オオタヤ 代表取締役社長 都丸　和俊 371-0855 前橋市問屋町1-10-7 027-251-5217 027-251-5238
7 ㈱ＯＰＥＮＥＲ 代表取締役 原澤　徹夫 372-0011 伊勢崎市三和町2742-3 0270-23-0616 0270-21-3999
8 ㈱クライム 代表取締役 金井　　修 370-0841 高崎市栄町16-11　高崎イーストタワー13Ｆ 027-395-5001 027-395-5002
9 ㈱クラフト 代表取締役 眞下　　剛 371-0804 前橋市六供町875 027-289-3680 027-289-3689
10 ぐんぎんシステムサービス㈱ 代表取締役 田島　　篤 371-0846 前橋市元総社町171-1　ぐんぎんリースビル4Ｆ 027-289-6000 027-210-7160
11 ㈱群　電 代表取締役社長 木村　清高 371-0805 前橋市南町1-10-10 027-224-1681 027-223-3334
12 ㈱群馬電子計算センター 代表取締役社長 松平　　緑 379-2154 前橋市天川大島町1180　プロセシングセンター4Ｆ 027-261-5057 027-263-1682
13 ㈲コムウェア 代表取締役 濱田　博文 373-0801 太田市台之郷町601-2 0276-48-0811 0276-48-0815
14 コンピュートロン㈱ 代表取締役社長 高橋　譲治 103-0023 東京都中央区日本橋本町4-8-14 03-3243-1611 03-3243-0861
15 サンデンシステムエンジニアリング㈱ 代表取締役 瀬下　文彦 372-0801 伊勢崎市宮子町3450-8 0270-21-9641 0270-21-5757
16 ㈱シーエスエム 代表取締役社長 島崎　真澄 370-0845 高崎市新後閑町4-8 027-310-3311 027-310-3355
17 ㈱ジーシーシー 代表取締役社長 松下　弘明 379-2153 前橋市上大島町96 027-263-1637 027-261-1445
18 システム・アルファ㈱ 代表取締役 廣山　武雄 371-0847 前橋市大友町2-23-5 027-253-1800 027-255-1540
19 システム開発㈱ 代表取締役 狩野　弘幸 379-2234 伊勢崎市東小保方町3992-35 0270-62-5543 0270-20-2088
20 ㈱システムハウスグローバル 代表取締役 浅川　大道 375-0016 藤岡市上栗須479-1 0274-23-8258 0274-24-4075
21 情報システム㈱ 代表取締役社長 高井　紀充 370-0018 高崎市新保町46 027-350-1277 027-350-1278
22 ㈱スリーアイ 代表取締役 池田　康雄 370-0857 高崎市上佐野町1085-3 027-324-6711 027-324-9588
23 ㈱総合電子計算センター 代表取締役社長 松本　長光 370-0807 高崎市歌川町72 027-327-1500 027-327-0921
24 ㈱高崎共同計算センター 代表取締役社長 井上　　彩 370-0854 高崎市下之城町936-20 027-381-8700 027-310-1127
25 ㈱たけのうち電器 代表取締役 竹之内正行 378-0051 沼田市上原町1756-381 0278-23-8111 0278-22-3668
26 学校法人中央総合学園 理 事 長 中島慎太郎 370-0841 高崎市栄町13-2 027-324-8511 027-325-8820
27 ㈱テクノソレイユ 代表取締役 齋藤　英男 370-0851 高崎市下和田町4-10-2 027-328-2313 027-328-2314
28 電通システム㈱ 代表取締役社長 嶋方　智之 370-0073 高崎市緑町2-12-8 027-361-3211 027-362-8311
29 ㈱東芝　関信越支社 支 社 長 郡　　博敏 330-0802 さいたま市大宮区宮町1-114-1　ＯＲＥ大宮ビル 048-640-1106 048-640-1193
30 トッパン・フォームズ㈱ 所 長 宮田　雄啓 370-0849 高崎市八島町58-1　ウエストワンビル8Ｆ 027-324-3861 027-324-4875
31 ㈱トムスシステム 代表取締役社長 阿部　文明 371-0222 前橋市上大屋町16-13 027-230-4100 027-230-4101
32 ㈱ナブアシスト 代表取締役社長 望月　明夫 371-0846 前橋市元総社町521-8 027-253-1633 027-253-1589
33 日産車体コンピュータサービス㈱ 代表取締役社長 大野　真也 254-0042 平塚市明石町2番20号 0463-22-7760 0463-21-8150
34 ㈱日東システム開発 代表取締役社長 青木　　稔 373-0012 太田市清原町5-8 0276-37-8285 0276-37-8292
35 日本情報産業㈱　前橋支社 代表取締役社長 田島　　浩 371-0024 前橋市表町2-5-1　 027-224-8311 027-224-8345
36 日本電気㈱　群馬支店 支 店 長 阿部　賢一 371-0024 前橋市表町2-9-9 明治安田生命前橋表町ビル 027-243-8080 027-243-8086
37 ㈱春木堂 代表取締役社長 鈴木伸一郎 371-0855 前橋市問屋町1-9-7 027-252-2345 027-252-2344
38 東日本電信電話㈱　群馬支店 支 店 長 小林　　誠 370-8666 高崎市高松町3 027-326-0646 027-320-1541
39 ㈱日立製作所北関東支店 支 店 長 上田　充宏 330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-10-16　シーノ大宮ノースウィング 048-647-0051 048-643-3407
40 富士通㈱　群馬支店 支 店 長 近藤　秀樹 370-0841 高崎市栄町14-5　内堀ビル 027-325-1212 027-323-4483
41 ㈱プランニング 代表取締役 町田　英之 371-0817 前橋市橳島町161-5 027-290-3232 027-290-3233
42 ㈱前橋大気堂 代表取締役会長 降旗　栄二 371-0023 前橋市本町2-2-16　 027-231-1661 027-234-3221
43 ㈱本島ビジネスセンター 代表取締役社長 本島久仁倫 370-0829 高崎市高松町12 027-322-4673 027-325-0612
44 ユニオンシステム㈱ 代表取締役 石井　國雄 371-0805 前橋市南町2-38-4　ＡＭビル3Ｆ 027-243-7022 027-243-7026
45 リード㈱ 代表取締役社長 塚越　智和 379-2154 前橋市天川大島町3-60-1 027-263-3234 027-263-3380
46 ㈱リサージュ 代表取締役社長 五十嵐　敦 379-2121 前橋市小屋原町1419-3 027-280-8125 027-280-8129
47 ㈱両毛インターネットデータセンター 代表取締役社長 大澤　祐一 376-8503 桐生市広沢町3-4025 0277-40-2090 0277-40-2107
48 ㈱両毛システムズ 代表取締役社長 秋山　　力 376-8502 桐生市広沢町3-4025 0277-53-3131 0277-52-0188
49 ㈱両毛ビジネスサポート 代表取締役社長 横室　和明 376-0013 桐生市広沢町2-2961 0277-70-6600 0277-70-6605



新年明けましておめでとうございます。昨年は “災”という漢字一文字で表されたように、さまざまな
苦難のあった一年でしたね。今年はラグビーのワールドカップが日本で開催されます。そして10月

には消費税率が10％へ引き上げられ、2020年1月にはWindows７のサポート終了と、我々協会参加企業様においては大きな
ビジネスチャンスが見込める1年になりそうな年です。しかしながら、年明け早々に世界的なＣＰＵの供給不足で需要と供
給のバランスが崩れて波乱の幕開けとなってしまいました。そんなスタートでどうなる？どうする？2019年！！という感
じで今回の筆初めとさせていただきます。皆さまがWinWinな関係になれるようお祈りして、今年もよろしくお願いします。  

降旗　崇

編 集 後 記


