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サマーミュージックステーションとは？ 
  「サマーミュージックステーション」は、音楽好きのこども達に夏休みを利用して、

日頃接することのできない第一線で活躍する演奏家に指導を受ける場（本物の音楽に触

れる機会）や一般見学者が楽器を体験する場を提供することで、自己のスキルアップに

つなげるとともに、もっともっと音楽を好きになってもらおうと企画したものです。平

成 1６年から毎夏、神戸市北区の「しあわせの村」において開催しています。 

201９年は、1２９名の合宿参加者と一般見学者が集まり、講師によるミニコンサー

トや参加者全員による全体合奏、楽器体験コーナーなどを行いました。 

 

 

主催：サマーミュージックステーション実行委員会  
  実行委員会は、神戸市ＰＴＡ協議会（神戸市立の小学校・中学校・高校の各ＰＴＡ連

合会）をはじめ、神戸市立の小学校・中学校・高校の教育研究会音楽部・芸術部、神戸

市と音楽家の先生方により構成。 

                                    

    

 実行委員長    斉田 好男（指揮者・神戸大学名誉教授） 

実行副委員長  宮本 慶子（神戸ﾏﾘﾝﾊﾞｿｻｴﾃｨ代表・大阪音楽大学元講師：ﾏﾘﾝﾊﾞ奏者） 

 
サマーミュージックステーション実行委員会 

（事務局：神戸市市民参画推進局 文化交流部 文化交流課内） 

（令和元年 9 月現在） 
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練習場所：シルバーカレッジ 神戸市北区しあわせの村 

 

宿泊場所：野外活動センターあおぞら  
                          

参加者数：1２９名 

小学生１６名、中学生７７名、高校生３６名 
 

スケジュール（令和元年 8 月１８日(日)～2０日(火)の 2 泊 3 日） 

初日  13:00～13:30 開校式 

        13:30～15:00 講師によるミニコンサート 

     15:00～16:30 レッスン１ 

19:00～20:30 レッスン２ 

2 日   9:00～12:00 レッスン３ 

        13:00～1６:３0 レッスン４ 

19:０0～20:30 レッスン５ 

３日 9:00～12:00 レッスン６ 

        12:30～13:30 楽器体験コーナー 

     13:30～15:30 修了演奏会（パート別・全体合奏）、閉校式 

      終了後お別れ会 

 

後  援：神戸市・神戸市教育委員会  特別協力：神戸市シルバーカレッジ 

協  力：神戸市吹奏楽連盟、株式会社ヤマハミュージックリテイリング 神戸店 

協  賛：神戸市立小学校ＰＴＡ連合会、神戸市立中学校ＰＴＡ連合会、 

神戸市立高等学校ＰＴＡ連合会、神戸市音楽家協会、兵庫県音楽活動推進会議 

 

＜指導してくださった講師の先生＞ 

フルート          待永  望  大阪芸術大学大学院元教授 

オーボエ          清水  明  相愛大学・同志社女子大学・大阪音楽大学講師 

クラリネット        小川 哲生  県立西宮高等学校音楽科・神戸山手女子高等学校音楽科講師 

サクソフォン        石田さと子  フリーランスプレーヤー 

トランペット        茶屋 淳子  神戸山手女子高等学校音楽科講師 

ホルン           伏見 浩子  大阪音楽大学講師 

トロンボーン        松下 浩之  神戸山手女子高等学校音楽科・大阪音楽大学講師 

ユーフォニアム（チューバ） 中西  勲  大阪音楽大学講師 

マリンバなど         宮本 慶子   神戸ﾏﾘﾝﾊﾞｿｻｴﾃｨ代表・大阪音楽大学元講師 

打楽器             越川 雅之  京都フィルハーモニー室内合奏団・神戸山手女子高等学校音楽科講師  

和太鼓           松村 公彦  「和太鼓松村組」リーダー 

全体合奏指揮        斉田 好男  神戸大学名誉教授 

              

＜アシスタント＞ 
小松 加奈（リーダー）          稲川 はるか（リーダー） 

山本 葉菜子（リーダー）             北村 沙希（フルート）  

寺本 純子（クラリネット）       岩崎 友輔（サクソフォン） 

吉岡 眞由子（ホルン）         伊藤 千紘（トロンボーン） 

服部 直士（ユーフォニアム）      平井 穂乃香（マリンバ） 

山崎 千紘（マリンバ）         蓬莱 奈央（打楽器） 

櫻井 裕介（和太鼓）          髙井 皓太郎（和太鼓） 
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◆フルート（待永先生／ピアノ 辛島先生）  ◆オーボエ（清水先生） 

 

     
                                                

◆クラリネット（小川先生／ピアノ 辛島先生）◆サクソフォン（石田先生／ピアノ 辛島先生） 

 

    
 

 ◆トランペット（茶屋先生／ピアノ 辛島先生） ◆ホルン （伏見先生／ピアノ 辛島先生） 
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◆トロンボーン（松下先生／ピアノ 辛島先生）◆ユーフォニアム・チューバ（中西先生、服部さん／ピアノ 辛島先生） 

                     

    
  

◆マリンバ（宮本先生、小松さん／セッション 斉田先生、越川先生、山本さん、稲川さん、蓬莱さん、平井さん） 

 

    
 

◆打楽器（越川先生）            ◆和太鼓（松村先生、櫻井さん、髙井さん） 
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 ◆フルート                  ◆オーボエ 

 

   
 

◆クラリネット                ◆サクソフォン 

 

   
  

◆トランペット                ◆ホルン 

 

   
 

 

和太鼓 
フルート 
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◆トロンボーン                ◆ユーフォニアム・チューバ 

 

   
 

◆マリンバ                  ◆打楽器 

 

   
                                              

 ◆和太鼓                    
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開催期間中、サマーミュージックステーションの今後の継続のため、募金活動をいたしましたとこ

ろ、１００，５６０円もの募金をいただきました。 

  みなさまの温かいご支援に感謝し、継続にむけて活用させていただきます！！ 
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参加したこども達の想いのこもった感想文 
（令和元年度参加のこども達の感想文原文から抜粋） 

 

■先生方にお伝えしたいこと(自由に) 
 

(フルート) 

・たくさん、できていないことを教えてくれて、ありがとうございました。 これからは、教えてもらったことを学

校でも行って、成長していこうと思います。 

・来る前と来た後では、音色がとても良くなって自分でもびっくりしています。一つ一つ丁寧に教えて下さっ

てとてもきれいな姿勢で吹けるようになりました。 3 日間ありがとうございました。 

・私にとって初めてのサマーミュージックステーションだったので、緊張していたのですが、先生のおかげで

とても楽しい思い出になりました。フルートをもっと好きになれました。本当にありがとうございました!! 

 
（オーボエ） 

・今年もとてもきれいで華やかな選曲で吹いていて気持ちよかったし楽しかったです。普段一人で練習してい

るので刺激になったし、本当に楽しかったです。 

・学校や個人のレッスンでは体験することのできない、貴重な時間をつくってくださり、感謝でいっぱいです。 

・お忙しい中、3日間割いて下さってありがとうございました。3年間参加させていただきましたが、どの年も本

当に楽しく、アンサンブルの良さや楽しさを実感できました!! 

 
（クラリネット） 

・３日間、ご指導ありがとうございました。私は、今３年生で先輩がいないので、最近楽器の上達にも伸び

悩んでいました。しかし、今回このサマーミュージックステーションに参加し、先生や上級生の方々の音を

聴いて、学んだ多くのことを今後の練習に生かしたいと思います。 

・個人で１人ずつ丁寧に教えて下さってありがとうございました。 

・３日間基礎のやり方や曲の吹き方等、本当に様々なことを教えていただきありがとうございました。また

次の練習から教えてもらったことを意識して取り組みたいと思います。 

 
（サクソフォン） 

・初めて参加したのですが、たったの３日間で自分なりに成長することができたと感じました。  

・今までプロの先生に教わったことがなかったので、とても貴重な経験になりました。１人１人面談していただ

いたり、アドバイスを頂いたり、本当にありがとうございました！ 

・普段は教えてもらえない細かいこともたくさん教えて頂いて、知識が増えたし、レッスンもとても楽しくてあっ

という間の３日間でした。 ありがとうございました。 

 
（トランペット） 

・普段聞けないこともたくさん聞けて、すごくよかったです。レッスンも本当に楽しかったです。 

・３日間お世話になりました。この３日間の思い出は一生忘れません。 

・たくさん大切なことを教えてくれて、ありがとうございました。また来たいです！ 

 
（ホルン） 

・今年は知らない人が多く心配しましたが、友達もでき、先生からたくさん学ぶ事ができて楽しかったです。来

年も参加したいです。ありがとうございました。 

・普段学校の部活ではしていなかったことなどを教えていただけてよかったです。今後の部活にも役立てて

いこうと思います。 

・初めて参加させて頂いたのですが、プロの音に感動しました。その音に近づけるように精一杯頑張ります。 
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（トロンボーン） 

・この３日間、先生の音を聴いているだけでも自分の音が良くなったことがとても分かりました。色々なコツ

や吹き方など勉強になることばかりで、来て良かったと思います。 

・本当にたくさんの技術を教えて頂き、吹きやすくなるコツ、質問に答えて頂いた上、個人レッスンまでして

いただいてとても充実した３日間でした。本当にありがとうございました。 

・分かりやすく教えてくださりありがとうございました。場の雰囲気もとても良く、楽しい３日間でした。来年も

ぜひ参加したいです。 

 
（ユーフォニアム・チューバ） 

・三日間、とても楽しく充実していました。これから、練習や合奏で言われたことを意識して吹くようにします。

来年も上手くなって来ます。応援してください！ 

・先生の教え方がすごくおもしろかったです。分かりやすかったです。 

・色々なことを教えて下さり、ありがとうございます。とても貴重な体験ができた３日間でした。 
 

（マリンバ） 

・ご教授してくださりありがとうございます。この経験を活かし、今後の部活等に力をそそごうと思います。

四本の持ち方すら知らなかったのですが、この短い期間で成長を感じます。またいっぱい練習してここに

来るので、そのときはよろしくお願いします。 

・初日は全然できなかったけど、先生方が隣で教えてくれたのでできるようになりました。また来たいと思

います。 

・基礎練習もしっかり練習できたし、頭を使うことが多くて、すごく勉強になりました。曲の表現の仕方を何

度も教わったり、はやい部分のたたき方を教わったりできたので良かったです。この３日間で学んだこと

をしっかり活かしたいと思います。 

 
（打楽器） 

・打楽器の基本的なことからプロの技まで、幅広い技術を教えてくださりありがとうございました。また、お

もしろい話などもしてくれて場を盛り上げてくださり、色々お世話になりました。 

・最初はみんなについていくのがやっとで、あまりできませんでした。けれど、先生の教えのおかげで、み

んなについていけるようになり、少しずつできるようになりました。この３日間、とても楽しかったです。家

でも練習をして、もっと上手くなりたいです。 

・来年も越川先生でありますように!!!! 

 
（和太鼓） 

・初めて和太鼓をしたのでみんなのレベルについていけるか不安だったけど、毎回のレッスンを笑顔でで

きました。来年も参加したいです。 

・この３日間部活とは全く違う環境で練習して学べた事がすごく多かったです。今回初参加だったのですが

どの先生も優しく教えて下さりありがとうございました。すごく楽しかったです。 

・優しく、ご丁寧に指導して下さってありがとうございました。知識、技術共に殆どなかったのですが、先生

方のお陰で最後まで下手ながら演奏しきることができました。また、色々と質問や相談もしましたが優しく

教えて下さって本当にありがとうございました。 
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■レッスンについて 
 

(フルート) 

・１つ１つ一から教えてくださって、とても丁寧で分かりやすくて、とても良い音色になれました！ 

・たくさんのことを、楽しく短期間で学べたので良かったです。 

・日々からできることも教えてくださって嬉しかったです。 

 
（オーボエ） 

・やる前は長いなと思っていたけど、いざレッスンが始まると一瞬で終わってしまってもっとしたいなと思って

いました。先生の教え方も上手だったので、早く上達することができてよかったです。 

・一人での練習と大人数での練習とは全然違い、とまどうこともありましたが、先生に丁寧に教えていただい

たので助かりました。 

・最初は曲が難しく大変でしたが、パート練習で協力して合わせることができ、曲ができていく楽しさを感じま

した。先生にはフレーズのとり方、音色など細かい所まで教えていただき勉強になりました。 

 
（クラリネット） 

・あまり時間がなくてもできる基礎を教えていただけたので、時間がなく基礎練の優先順位がわからないとい

うことがなくなると思います。 

・同じ楽器の人が２０人以上いて、その人達と３日間一緒に過ごし練習できたので、とても新鮮でした。 

・基本を一から教えていただいてすごく勉強になった。 
 

（サクソフォン） 

・１人１人に目を向けて、細かいアドバイスを頂けて、自分にとって大きな成長につながりました。また、他校

の人の技術なども分かって、「もっと部活に打ちこまなければ」と思うことができました。 

・普段体験できない大人数のサックスでのアンサンブルができたのが楽しかった。いい経験になった。楽器

や演奏方法を一から学び直せたのもよかったと思う。 

・マウスピースやリードの選び方など、今まで知らなかったことも教えて頂き、これからの基礎練の仕方も変

えたいなと思いました。 
 

（トランペット） 

・笑顔でとっても楽しかったです。 

・自分が知らない事を色々教えてくださったので、とても勉強になりました。 

・持ち方によって、音色のきれいさが全然違うことが分かりました。これからも気をつけます。 
 

（ホルン） 

･とても教え方が上手で、下手な自分でも上達への道を見つけることができたと思います。 

・始めにロングトーンをする事でいい音がでる事を知り、知らなかった事がたくさん知る事ができました。 

・練習するスピードが速くてついていけない所もあったけど、何度も練習するとできるようになってよかっ

た。 

 
（トロンボーン） 

・個人のレッスンの時間があって嬉しかった。個人的に苦手な所を改善する事ができた。休憩時間もあり、し

っかりとレッスンが受けられた。 

・分かりやすく、専門的なことまで、教えてくれてよかったです。個々にそれぞれで時間を決めて教えてくれる

のがとてもよくて、いい時間でした。 

・苦手な所など、親身に話をして頂きありがとうございます。おもしろく、楽しく、すごく充実した三日間を過ご

すことができました。 
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（ユーフォニアム・チューバ） 

・詳しいことがわかって嬉しかったです。前より吹くのが好きになりました。 

・練習などについての疑問がどんどん解けていってとてもすっきりしました。これからの練習に活かします。 

・普段とは違った練習ができてよかったです。 
 

（マリンバ） 

・必死になって練習したせいか、すごく時間が短く感じました。でも、たくさん練習して、集中することができ

ました。 

・少し専門的なことを教えてもらったり、1 日中楽器を弾けたりと、充実した２泊３日を過ごすことができ、と

ても楽しかったです。 

・全体的に上達していると感じられた時が、特に気持ちよかったです。 

 
（打楽器） 

・説明だけでなく実際に楽器をたたいてくれたり、近くに来て一緒に演奏してくれたりしたので、すごく良く分か

りました。 

・細かい事まで理解でき、とても充実しました。 

・とても例えが分かりやすくて、楽しかったです。 
 

（和太鼓） 

・分からないリズムがあってもすぐに教えてくれたり、何回も間違えてしまう小節があったとき間違えにくく

なる方法なども教えてくれたりして良かった。メンバーの中で友達もできたので楽しかったです。 

・たたき方など部活でも使えることがあった。友達とも仲良くなれたし楽しかった。 

・基礎からアクセントのつけ方等まで、幅広くとても充実した練習ができた。 

 

 

■ミニコンサートについて 
 

（フルート） 

・とてもきれいな音色で初めて聴いたときは驚きました。フレーズことの音色の移り変わりがとてもきれい

でした。 

・優しい音で聴き込んでしまいました。頭にすっと入ってくる音で私もこんな風になりたいと思いました。 

 
（オーボエ） 
・素晴らしい先生方の演奏を一度に聴き、耳が癒されました。 とても感動しました！ 

・たくさんの楽器の１本ずつの演奏・音色を聴くことができ、充実した時間でした。 

 
（クラリネット） 
・５分という時間制限の中で演奏することが、プロの人はすごいなぁと思った。 

・自分が吹くクラリネット以外の楽器のプロの方の音も聴けて良かったです。同じ管楽器でも、表現の仕方

に違いがあり、とても勉強になりました。 

 
（サクソフォン） 
・プロの先生方の演奏を生で聴くことが出来て、とても貴重な体験になりました。足の使い方や息の使い

方など、実際に見てたくさん新しい発見がありました。見ても聴いても楽しくて、とても良かったです。 

・普段聴くことのできないプロの演奏を間近で聴き、こんな風に吹けるようになりたいと目標になりました。 
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（トランペット） 
・トランペットの音を聞いて、「え!? 同じ楽器なのか!? 」と思ってしまいました。 

・それぞれの音色とかプロってすごいなぁと思いました。 
 

（ホルン） 
・プロの音は、僕らの音と違って音色と音程がとてもきれいで、このような音に近づきたいと思いました。 

・プロの演奏は普段聴けないので、良い機会になりました。 
 

（トロンボーン） 
・プロの演奏が聴けてよかったです。全ての楽器の音やコンサートソロでも、２，３個の楽器しかなかったり

するので、１時間くらいで吹奏楽の楽器と和太鼓の演奏が聴けて良かったです。 

・色々な楽器の演奏を聴けた、いい時間でした。 
 

（ユーフォニアム） 
・どの先生も、自分のイメージを持ち、とても楽しそうで、聴いている方もとても楽しかったです。 

・普段、一堂に集うことの少ない先生方の演奏を聴けて光栄でした。 

 
（マリンバ） 
・プロの演奏を目の前で聴くことができて、色んなことが学べたし、楽しめたので、良かったです。すごくパ

ワーがあって感動しました。 

・どの先生の演奏もとても上手で、すごかったです。マリンバの演奏は、途中から入ってきた打楽器もあり、

とても良かったです。 

 
（打楽器） 

・各先生方がとてもひきつけられる音楽で楽しかったです。演奏だけで酔ってしまいそうでした！ 

・見たとき、「めっちゃすごいし、楽しそう！でもこんなんできるんかな。」と思いました。 

 
（和太鼓） 
・とても迫力があって、音もいい音だなと思いました。 

・３人しかいないのに迫力がすごくあったし、はやいリズムでも音がしっかりしていてすごかった。 
 

 

 

■修了演奏会について 
 

（フルート） 

・教えてもらえたことを精一杯発揮できて良かったです。 とても楽しめました。 

・普段こんな多人数で演奏することがないので、貴重な体験ができた。 

・リラックスしてしっかり楽しめました！本当に参加してよかったなと思いました！ 

 
（オーボエ） 
・少ない練習時間だったのに、すごくまとまっていたと思うし、緊張よりも楽しさのほうが大きかったです。 

・１３０人以上で演奏する（オーボエは１２人・・・!!)ことなんてなかなかないので、とてもワクワクしたし、楽し

く演奏できてよかったです！ 

・オーボエだけのアンサンブルは初めてだったので楽しかったです。 
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（クラリネット） 

・二度と味わえない大勢の演奏は楽しかったです。 

・普段は小編成のバンドで部活をしているので、１３０人という大人数で吹けたのは嬉しかったし、とても良

い経験となりました。 

・４曲完成させられるか不安でしたが、今日は楽しんで吹くことができたので、本当に楽しかったです。来

年は自分自身の技術を今よりももっと上げて、みんなを引っ張ることができるように頑張ります！  

 
（サクソフォン） 

・この３日間習ったことを全て出し切ることができたのでよかったです。 

・他のパートの演奏も聴けたし、あの人数で合奏するのは初めてだったので、とても楽しかったです。 

・この３日間の成果が皆出せていて、すごいと思いました。私も速い指まわしが少しだけできるようになっ

たり、先生の隣で吹かせて頂いたり、とても楽しかったです。これで終わってしまうのは悲しいですが、修

了演奏会に向けて皆で取り組めて良かったです。 
 

（トランペット） 

・全体合奏で、１００人以上のバンドで演奏する貴重な経験になった。 

・一生懸命がんばりました。 

・１日くらいで曲がすぐ吹けたので驚いた。楽しかった。 
 

（ホルン） 

・最初は不安だったけど、なんとか吹けたので良かったです。改めて演奏する楽しさが分かりました。良い

思い出になったので、良かったです。 

・あまり曲が出来ない自分でも３日間で修得することが出来ました。この曲を学校でもやってみたいと思い

ます。 

・全員でする事で 一体感ができてよかったです。 
 

（トロンボーン） 

・自分の力を精一杯出せたのでよかったです。 

・楽しく練習通りに吹く事ができたと思いました。合同の演奏も、パートごとの演奏もすごく楽しかったです。 

・すごく楽しんで吹くことが出来ました。 
 

（ユーフォニアム・チューバ） 

・いろいろな楽器で、たくさんの人が吹いていて、「吹奏楽ってすごいなぁ」って鳥肌がたちました。貴重な

経験ができました！ありがとうございました！ 

・凄く良い演奏をすることができて良かった。以前よりもっと楽に良い音が吹けるようになって嬉しかった。 

・周りの音をきき、合わせることを意識して楽しんで演奏できました。 

 
（マリンバ） 
・緊張したけど、拍手をもらった時はすごく嬉しくて、とても良い経験になりました。 

・みんなとぴったり演奏ができたことが感じられて良かったです。特に、エルクンバンチェロが楽しかったで

す。 

・他とは違って人との関わりから始まった演奏会だったけど、意外と緊張もなく、とても良い経験になった。 

 
（打楽器） 

・２泊３日の中で頑張ってきて、最後にすっごい楽しく演奏ができたので良かったです！ 

・すごく不安で上手く演奏できるかなと思っていたが、しっかり練習して先生のご指導もあり上手く演奏でき

て良かった。 

・楽しみながら弾けました。 
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（和太鼓） 
・和太鼓ソロで、掛け声ができて、指揮に合わせて楽しめた。 

・途中で締太鼓が落ちてしまい準備の時に確認するべきだったと反省しました。他にも本番で気づくことが

よくあったので、これから部活で同じ失敗をしないよう気をつけようと思った。 

・最初入場するとき、緊張したけど、太鼓をたたいているときは、いつもどおりにたたけたので、よかったで

す。 

 

■保護者の方の感想 
 

・２回目の参加でした。今年もきっととてもよい貴重な経験になったと思います。将来、音楽の勉強をしたい

と思っているので、この合宿での経験を生かしてほしいと思います。本当にありがとうございました。今後

とも継続してください。若い音楽人のために。 

 

・学校から１人で参加したので、「１人ぼっちになるかも…」と心配していたのですが、迎えに来た時の昼食

時には、同じテーブルのこども達と楽しそうに話をしていて、「あぁ、楽しい３日間だったんだなぁ」とジーン

としました。音楽に意欲・関心のある同世代のこども達と濃い時間を過ごし、たくさんの刺激を受けたので

はないかなと思います。このような機会を設けてくださったことに感謝します。またぜひ来年もお願いした

いです。ありがとうございました。 

 

・身の回りの事もまともに出来ない子で、ご迷惑をお掛けした面もあると思いますが、本人、来年が待ち遠

しく仕方ないようです。来年は兄も参加させて頂きたいと思います。今回、兄はオーボエの体験をさせて

頂き、清水先生もたくさん話しかけてくださいましたが、本人恥ずかしく黙り込んでしまい、失礼をいたしま

した。今回お世話になった息子は話に花咲き、大満足しております。お世話下さった皆様方、本当にあり

がとうございました。 

 

・演奏会はとても感動しました。参加された方々、皆さん堂々とされており、充実した３日間だったことが伝

わってきました。講師の先生、アシスタントの先生、そして支えてくださったスタッフの皆様には感謝しか

ありません。本当にありがとうございました。帰ってから、娘の話を聞くことが楽しみです。 

 

・こんな短期間にここまで仕上がるのかと感動しました。熱心なご指導ありがとうございました。このイベン

トがずっと続いてほしい。音楽の街神戸、応援いたします。 

 

・開口一番、「来年も参加する！」と、２泊３日の間、一番練習したようですが、それも楽しい経験だったよう

で、修了演奏会では、自信に満ちた顔でした。息子も、先生の指導も分かりやすく、パート仲間とも宿泊

部屋の仲間とも楽しかったと、帰ってからも何度も話していました。ありがとうございました。 

 

・高３の姉にとってはラストイヤーとなり、残念がっています。音大への進学もいつかサマーミュージックス

テーションでお手伝いができればと、本人は熱望しております。小５から、ありがとうございました。 

 

・娘自身２回目、我が家としては６年連続でお世話になりました。同じものに参加していても、毎年新しい

発見あり、前年で知り合った友達との再会を喜び、又、新しいお友達と知り合えるこの場は本当に貴重な

場であるとつくづく思います。親にとっても昨年より今年と、成長している姿を見る事ができる大変ありが

たい催しであると感謝しています。様々な理由で大変な事もあるかと思いますが、是非こども達の頑張れ

る、楽しい機会が無くなる事なく続きますよう、どうか宜しくお願いいたします。 

 


