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第23期 通常総会開催

資格実現へ全力尽くす
重任の平岩理事長 

組合は 5 月 28 日火第 23 期通常総会を開催しました。役員改選では、平岩幸一
氏の 10 期目となる理事長重任が承認されました。
総会に先立ち講演会が開かれ、第 1 部「今後増える IOL 挿入眼の眼鏡処方を考
える」を大阪府健康管理士会会員・白内障メガネアドバイザーの立道兵祠氏が
講演。パネルディスカッションも行なわれました。第 2 部「事業承継について
～事業承継対策の概要ほか～」を三井住友海上経営サポートセンター課長の早
川一郎氏が講演しました。

新年度にあたり
理事長　平岩幸一

　第 23 期総会で再度理事長に指名いただき恐
縮しています。内心は、若いスタッフも充実し
ており次の改選には後継を託したいと考えて
います。三役理事については、引き続き留任
を要請したところです。
　さて、業界で永年懸案となっている眼鏡技
術者の資格問題は、推進機構の下で技能検定
制度を活用する形で進められており、昨年実
施した「技能検定制度に関するアンケート」の
回答から見込まれる受検者数は	3 万 5 千人と
予想を上回った旨が報告されました。今後の
行政との折衝で好材料となるはずです。資格
問題は、ここにきて遂に結実するのではとい

う佳境に入っています。真に「やっと」の思
いです。
　新年度に於きましても資格実現へ向け一同
が結集して更に前進させ、新たな時代の幕開
けを一緒に見届けようではありませんか。

新年度へ決意を述べる平岩理事長
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議 事
第 1 号議案 2019 年度事業計画・収支予算案

承認の件
　成田光宏副理事長より 2018 度の事業報告
ならびに、天野賢一財務委員長より同損益計
算書ほか財務諸表について報告されたのに続
き大井清監事が監査報告をした後、一括して
諮ったところ原案通り可決承認しました。
第 2 号議案 2019 年度事業計画・収支予算案

承認の件
　成田副理事長より、共同仕入、共同販促、
経営・技術研修（眼鏡フォーラム）等の事業
推進および眼鏡技術者国家資格推進機構との
連携と支援ほか 2019 年度事業計画案が示さ
れ、予算案が天野財務委員長より提示されま
した。一括して諮ったところ原案通り可決承
認しました。
第 3 号議案 組合定款変更の件
　定款第 5 章 24 条に定める役員の定数の改
訂が石川副理事長より提案されました。組合
の実情に照らし理事および監事の定数を減員

する旨の原案が説明された後に、諮ったと
ろ異議なく下記のとおり可決承認しました。

　（下記参照）
第 4 号議案 役員改選の件

　任期満了に伴う役員改選では指名推薦を議
場が了承し、4 月理事会で承認された各支部
推薦の理事候補 11 名、監事候補 2 名が発表
されました。これを全会一致で承認し第 24・
25 期を担う新役員を選任しました。
　第 5 号議案 組合賦課金 ･ 徴収方法決定の件
　従来通りとする原案が示され、諮ったとこ
ろ異議なく下記を承認しました。
本店 5	千円 (	月額 )	支店 4	千円 (	月額 )	を年
4	回 3	か月ごとに口座自動引き落し、また
は振込とする。

第 6 号議案 借入金残高最高限度額決定の件
　従来通りとする原案が示された、諮ったと
ころ異議なく下記を承認しました。
借入金残高最高限度額を 1 千万円以内とす
る。

愛知県眼鏡小売商協同組合 第23期 通常総会
令和元年 5月 28日火 午後 5時　東京第一ホテル錦

　定刻午後 5 時宇佐美太朗専務理事の司会で
進行し、石川洋一副理事長が開会の挨拶した
後に司会者から組合員本人出席 20 名、委任
状 30 名（組合員総数 62 名）によって本総会
の成立が告げられました。

　理事長挨拶 

　組合員皆様には多忙の中、総会に参集いた
だき深謝いたします。
　講演会は、十分時間が取れなかったのが心
残りです。今回は、IOL と事業承継をテーマ
に挙げましたが、私たちにとって重要なポイ
ントです。高齢化が進むのに伴い白内障人口
も増加し、加えて IOL 製品の進歩・多様化も
予見できます。ユーザーの大切な眼をお預か
りする私たちには、IOL 挿入眼への知識と適
切な対応が求められます。事業承継について

も、私たち中小事業者多くが近い将来、相続
問題に直面するのは必至で、延いては業界の
繁栄に関わってきます。次代への円滑な事業
承継継に備え、参考になれば幸いです。
　今期新たな仲間も増えた一方、退会者も後
を絶ちません。理事長として責任を感じざる
を得ませんが、組合の現状が事業承継問題を
物語っているといっても過言ではありません。
　組合事業については、皆様の協力のお陰で
順当に推移しましたこと感謝します。詳細は
総会で報告しますが、皆様の意見や要望を踏
まえ新年度の方針にさせていただく所存で
す。役員改選および定款の一部変更等もご提
案しますので慎重審議お願いいたします。

　引き続き、平岩理事長を議長に指名し議案
審議に入りました。

定款変更の条項 第５章　役員、顧問、相談役及び職員（役員の定数）
第 24 条　役員の定数は、次のとおりとする。
(1)	理	事　14 人以上 17 人以内	 	 10 人以上 13 人以内
(2)	監	事　2 人又は 3 人	 	 2 人

上記改訂を法務局へ申請し 7 月 11 日認可されました
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【役　員】 理事長（代表理事）　平岩幸一

副理事長 石川洋一	 井上敬康
	 成田光宏
専務理事 宇佐美太朗
理　事 天野賢一	 猪子裕史	
　	 小林正一	※	 服部	守
	 原	重夫	 渡辺博史	※
監　事 飯田勝久	※	 大井　清

※：新任
名誉顧問 田中恭一	 津田節哉

【委員会構成】

総　務 〇	石川　井上　宇佐美　	成田
共同仕入 〇	宇佐美	 猪子	 渡辺
共同販促	 〇	成田	 小林	 服部
教　育	 〇	井上	 猪子　	 服部
親　睦	 〇	原	 渡辺
財　務	 〇	天野	 小林
広　報	 〇	石川	 宇佐美	 成田

〇：委員長
愛知県公取推進委員会の委員は総務委員会が
担当します。

〇事務局　　尾関いち子 ( 主任 )　中村はるみ

【支　部】

名古屋支部
支部長 石川洋一	 メガネの太陽堂
副支部長 渡辺博史	 資日進堂眼鏡店

三河支部
支部長	 原	重夫	 メガネの原
副支部長	 宇津野友	 メガネのウツノ

尾張支部
支部長	 猪子裕史	 いのこメガネ
副支部長	 鈴木雅弘	 鈴木時計店眼鏡部

今期より支部を再編成し、従来の名古屋 1・
2 支部を名古屋支部に、三河 1・2・3 の各支
部を三河支部に統合し、従来通りの尾張支
部と合わせ 3 支部構成とさせていただきまし
た。
■ 緊急連絡先
・石川副理事長　メガネの太陽堂　

TEL・FAX　052-363-0685
・成田副理事長	　メガネの成田

TEL・FAX　0566-21-7119
・宇佐美専務理事　時計・宝飾・メガネの宇佐美

TEL　052-841-4611　FAX　052-841-5934
夏季および年末年始の休暇期間ほか事務局
不在時の緊急連絡については上記担当者に
連絡してください。各支部指定の回報順に速
やかな回報にご協力お願いします。

第24・25期 役員 委員会構成

第28回 東海眼鏡フォーラム
主催 東海眼鏡協議会

10月 1日火 午後 2時　　東京第一ホテル錦

第一部	「累進屈折力レンズのデザインと	隠しマーク集 2019 版改訂について」
	 講師：公社日本眼鏡技術者協会講師	近藤メガネ相談室代表　近藤正徳	氏

第二部	 レンズ会社 4社の最新ニュース
東海光学株式会社　　HOYA株式会社ビジョンケアカンパニー
セイコーアイウェア株式会社　　株式会社ニコン・エシロール

第三部	 機器メーカー 2社からの新製品紹介
株式会社ニデック　　株式会社トプコン・エシロールジャパン

公社日本眼鏡技術者協会認定講習会　受講料	5,000 円

ご 案 内
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名古屋市中区大須三丁目 31-18	一番舘ビル 1F

名古屋市名東区照が丘 208

名古屋市中区新栄 1丁目 35-19

名古屋市中区上前津 1丁目 4-11

名古屋市中区栄 3丁目 22-6

名古屋市中区栄 3丁目 15-4

春日井市高森台 4-11-1

名古屋市千種区末盛通 4-23

長久手市市ケ洞 1-113

名古屋市北区黒川本通 4丁目 22-4

名古屋市西区那古野 2丁目 20-23

名古屋市中村区名駅 1丁目 2-1

名古屋市中村区太閤 1丁目 1-8 シンコービル 201

名古屋市中川区西日置 2丁目 8-28

名古屋市中川区打中 2丁目 89-2

名古屋市瑞穂区瑞穂通 1-4

名古屋市瑞穂区瑞穂通 1-1-8

名古屋市瑞穂区惣作町 2-2

名古屋市南区道徳通 2-5

名古屋市南区西桜町 58

名古屋市南区豊田 1-14-1

［ 名古屋支部 ］　21
glass

株玉水屋

名古屋眼鏡株

有フジメガネ

株プリズム

株メガネの和光

株キクチメガネ

メガネのカワチ

有光亜メガネ

戸田メガネ

資日進堂眼鏡店

名鉄百貨店メガネ売場

横江眼鏡株

メガネのクロダ

メガネの太陽堂

時計・宝飾・メガネの宇佐美

坂本時計店

クチダ

メガネのイイダ

株ナイトウ

メガネのヤガミ道徳店

永田雅徳

津田節哉

小林成年

儀賀秀美

内藤貴雄

清水恭一

森		信也

川地雅博

依田達幸

戸田功

渡辺博史

小島陽一郎

横江弘美

黒田伊都子

石川洋一

宇佐美太朗

坂本正男

加藤治光

飯田勝久

内藤幸四郎

八神広貴

〇

●

［ 三河支部 ］　30
メガネの朝倉

株メガネの岡田

メガネのOPT イシイ

尾沢時計メガネ店

メガネの河合

メガネの佐野

メガネの杉浦

メガネの原

フジノメガネ

市川メガネ

メガネの大井

岡田メガネ

有スギウラメガネ

めがね・コンタクトMIYOSHI

メガネの吉川屋

メガネのウツノ

メガネ金光堂

メガネのヒラヤマ

朝倉雅登

櫻井和彦

石井祐二

尾沢義雄

河合正雄

佐野秀隆

杉浦章悟

原重夫

藤野薫

市川寿一

大井清

岡田恒夫

杉浦文子

黒土吉三

平岩幸一

宇津野友二

杉浦康雄

平山和良

●

〇

豊橋市山田二番町 7-1

豊橋市神明町 6

豊川市幸町 28

田原市田原町新町 48-2

蒲郡市竹島町 9-2

豊橋市札木町 108

豊橋市広小路 2-22

豊橋市大手町 94

豊橋市佐藤 5丁目 18-6

岡崎市伝馬通 2-30

豊田市山之手 4-132

岡崎市康生通西 3-4

岡崎市康生通東 2-15

みよし市三好町青木 88 アイ・モ－ル 2F

岡崎市康生通南 2-2

岡崎市明大寺本町 4-70 東岡崎駅 2F

西尾市寄住町若宮 33

西尾市一色町一色前新田 173-3

組 合 加 盟 店 一 覧
2019 年 8 月 1 日現在

（右ページへ）
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メガネの久野

有メガネのサカイ

メガネの成田

メガネのフジタ

メガネの井上

メガネ補聴器カワスミ

メガネの美光堂

ホソイメガネ

安城メガネ

メガネのナカネ

碧南メガネの杉浦

メガネ＆補聴器オプティカル和光

久野高徳

酒井健次

成田光宏

藤田久司

井上敬康

川角くみこ

山本裕

細井英治

杉浦弘行

中根伸二

杉浦友彦

杉本和弘

刈谷市広小路 5-1-5

刈谷市高倉町 2-601

刈谷市相生町 2-22-3	堀眼科ビル横	刈谷コンタクトレンズ内

知立市新富 2-72

東海市富木島町向イ 147-1	花井ビル 1F

高浜市湯山町 5丁目 6-13

安城市住吉町 2-3-19

安城市御幸本町 3-1

安城市朝日町 24-5 アルファビル 1Ｆ

安城市東栄町 2-7-1

碧南市栄町 1-37

碧南市栄町 3-44

一宮市本町 4-3-22

弥富市鯏浦町南前新田 123

一宮市小信中島字仁井西 40-5

一宮市今伊勢町馬寄字下町屋 24

一宮市新生 1丁目 6-4

北名古屋市西之保東海 21

稲沢市稲葉 3-4-26

稲沢市高御堂 1-4-30

小牧市小牧 3-270

江南市古知野町広見 10

猪子裕史

服部守

猪子雅王

大藪元延

河辺政春

水谷三金夫

鈴木雅博

猪子郁子

浅野博徳

酒井暢也

〇

●

［ 尾張支部 ］　10
いのこメガネ

メガネの服部パディ－店

メガネのリザック

優美堂

メガネのカワベ

メガネの三和

鈴木時計店眼鏡部

メガネブティックタダシ

メガネのあさのや

株メガネのサカイ

（ 支 店 ）　17
キクチメガネイオンナゴヤド－ム前店

キクチメガネ池下店

キクチメガネ藤ヶ丘店

キクチメガネ原店

キクチメガネ鳥居通店

キクチメガネ石川橋店

キクチメガネ御器所店

キクチメガネ高畑店

キクチメガネイオンモ－ル熱田店

メガネのヤガミアピタ東海通店

メガネのヤガミ桶狭間店

メガネのヤガミ安城ふかま店

メガネの杉浦

フジノメガネちさと店

ホソイメガネ西尾店

メガネのサカイアピタ店

メガネのサカイヨシヅヤ店

森	信也

森	信也

森	信也

森	信也

森	信也

森	信也

森	信也

森	信也

森	信也

八神広貴

八神広貴

八神広貴

杉浦章悟

藤野	薫

細井英治

酒井暢也

酒井暢也

名古屋市東区矢田南 4-102-3 ナゴヤド－ムイオン前ショッピングセンタ－ 1F

名古屋市千種区覚王山通 8丁目 70 番 1 サンクレア池下 1F

名古屋市名東区藤ヶ丘 140-1 日本生命藤ヶ丘ビル 1F

名古屋市天白区原 1-514

名古屋市中村区鳥居通 3-11

名古屋市昭和区上山町 1-7 アップヒルスクエア 1F

名古屋市昭和区広路通 1-12 名古屋牛乳本社ビル 1F

名古屋市中川区高畑 1-241 ケイツ - ホソノ 1Ｆ

名古屋市熱田区六野 1-2-11 イオンモ－ル熱田 2F

名古屋市港区港明 1丁目 10-28 アピタ東海通店 1Ｆ

名古屋市緑区清水山 1-501 ピアゴ清水山 2F

安城市福釜町矢場 16-5 ピアゴ福釜店 1F

豊川市諏訪 2-251

新城市稲木 68-2

西尾市花ノ木町 3-1

江南市村久野町瀬頭 163

丹羽郡大口町奈良子 2-79

●：支部長　〇：副支部長

（前ページより	三河支部）
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日 眼 連  眼 技 協 ニ ュ ー ス

日眼連 本部総会

　日本眼鏡販売店連合会 ( 西村輝和会長 ) は、
6 月 27 日木午後 2 時 30 分より KKR ホテル東
京（東京都千代田区）で第 11 期通常総会を
出席代議員 21 名、委任状 18 名（代議員総数
39 名）で開催しました。
　会長挨拶で西村会長は「明日から始まる
G20 の警備で大阪の街は閑散としている。サ
ミットの成功で日本の評価が高まればと願
う。日眼連は会員減少が課題となっており会
員増強を重点に考えていきたい。」と述べま
した。（写真上）
　審議に入り上程全議案を原案で承認しまし
た。2019 年度事業計画については、眼鏡技
術者国家資格推進機構への協力、各地区の眼
科医会との連携協力の促進、会員サポート事
業と会員増強、認定店 PR の推進、メガネの
日事業の推進等を「信頼・信用・安心」の理
念の下での取り組むことで一致しました。
　報告事項では「週刊文春」広告掲載の継続
と携帯端末対応のホームページ刷新（広報）、
SNS 活用した大災害時安否確認の情報共有
「日眼連災害対策ネット」の参加呼び掛け（災
害対策）、メガネの日シール購入（日眼協）、
会員増強の推進（眼鏡公取協）、技能検定受
検予定者数の発表およびリーフレット「ぼく
のわたしのメガネ、まず眼科検診で」改訂版
の紹介（推進機構）ほかが報告されました。
◎ 支部総会を開催	
　日眼連愛知県支部（平岩幸一支部長）は、
5 月 28 日火午後 5 時 50 分より東京第一ホテ
ル錦にて 2019年支部総会を本人出席 13名 (委
任状 20 名	会員数 63）で開催しました。
　猪子裕史副支部長の開会の辞に続いて平岩
支部長は「JAOS ニュースで周知のとおり会
員が微減しており憂うるべく事態と懸念す
る。眼鏡技術者の資格推進に関して日眼連は

推進機構の主力となって支援している。支部
としても協力していきたい」と述べました。
　議案審議では、① 2018 年度事業・収支決
算	② 2019 年度事業計画・収支予算を原案で
承認し総会は滞りなく終了しました。

眼技協 本部総会
　公社日本眼鏡技術者協会（木方伸一郎会
長）は、6 月 19 日水午後 2 時から KKR ホテ
ル東京にて第 9 回通常総会を出席代議員 49
名、委任状 61 名（代議員総数 110 名）で開
催。上程議案の 2018 年度事業報告・収支決算、
2019 年度事業計画・収支予算、定款一部変
更を原案通り承認しました。
　木方会長は挨拶で「会長就任後初の総会と
なる。慎重審議いただきたく恒例の講習会を
中止し時間を拡げた。多くから意見を拝聴し
たい。この度、塚田博事務局長が退任される
が、財政管理、内閣府との折衝、オプティカ
ルアワード等で尽力され感謝申し上げる。後
任の事務局長を迎えるが引き続き皆さんの協
力を得て運営していきたい」と述べました。
　2019 年度事業については	①総会および理
事会、正副会長・部長会議の開催	②認定眼
鏡士の資質向上に関する教育事業（SS 級認
定試験、全 35 会場での生涯教育および 20 会
場での実技講習会の実施）	③新入会員受付	④
認定眼鏡士登録・更新	⑤認定眼鏡士の普及
と啓蒙ほかを採択、同予算では、平岩幸一副
会長が「財政逼迫状況は変わらず緊縮予算と
なっている。交通費等の経費削減を継続して
いくので理解と協力を願う」と補足しまし
た。
◎ 支部総会・生涯教育を開催
　眼技協愛知県支部（平岩幸一支部長）は、
7 月 2 日火午後 5 時よりキクチ眼鏡専門学校
西館 603 教室にて会員 278 名中、本人出席 12
名（委任状 110 名）で第 32 回通常総会を開
催しました。
　議案審議では	① 2018 年度事業報告・収支
決算	② 2019 年度事業計画・予算案を原案で
承認しました。
　支部総会に先立ち、午後 1 時 30 分より同
教室で 2019 年度生涯教育講習会が実施され
下記の講習テーマに 59 名が受講しました。
第 1 部	～眼鏡技術者のための眼化学～「円
錐角膜」　愛知県眼科医会会員	杉田二郎	先生
第 2 部	「高齢者の快適な視力のための眼鏡調
整」　公社日本眼鏡技術者協会講師	木方伸一
郎先生
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認定講習会のご案内

◇第 28 回 東海眼鏡フォーラム
日時：10 月 1 日火	午後 2 時～同 5 時 35 分
場所：東京第一ホテル錦　※ 3 ページ参照
受講申込期限：9 月 19 日

◇ 2019 年度 実技講習会
日時：11月19日火	午後 1時 30 分～同 4時 40 分
場所：キクチ眼鏡専門学校西館 602 教室
講習テーマ：「角膜形状 / 屈折力解析装置
（収差計）を用いた他覚的分析データの
読み方」　内田	豪	先生

受講申込期限：11 月 7 日
受講申込みは、期限までに愛知県支部へ。受
講料は、何れも	5,000 円です。

　引き続き今期も親睦委員長を務めること
になりました。ご協力の程よろしくお願い申
し上げます。
　7 月理事会で恒例の秋の研修親睦旅行の実
施概要が決まりましたのでご案内します。
　毎回参加者から「昼食を目当てに」とい
う声も持ち上がります。催行日が越前ガニ解
禁の直前ということで惜しくも “カニ三昧 "
は叶いませんが、本場越前の海の幸が大判振
る舞いとなるのは間違いない（？）と期待し
ます。
　ご一緒に秋の一日を楽しみませんか。皆
様の参加を心よりお待ちしています。

親睦委員会	委員長　原	重雄
開催期日：　10 月 29 日火　日帰り

ANA クラウンプラザホテルグラン
コート名古屋	伏見通側に午前 8 時 10
分集合　午後 6 時帰着予定

会費：組合員　8,000 円
家族・従業員	は、1 名 9,000 円

申込締切：9 月 24 日火
おもな立ち寄り先　奥琵琶湖パークウェイ
つづら尾崎展望台からの眺望、黒壁スクエア
にて散策・買い物　越前町料理旅館「平成」
で昼食

総会講演会第 1 部のパネルディスカッション　テー
マは「IOL 眼のメガネケア」
左から 立道講師、コーディネーターの井上教育委員
長、成田光宏氏、北澤克憲氏

「遥か大海原の彼方には… 」　いいえ 日本最大の
湖 琵琶湖です。その広さからエリアによって様々
な表情が。自然の豊かさが満喫できるのが湖北の
魅力です。

福井「海の幸」と奥琵琶湖へ 秋の研修親睦旅行

愛知県公取推進委員会

①	6	月 7	日金	午後	8	時　メガネの宇佐美
出席委員　石川　	宇佐美　北澤克憲氏

　収	集	資	料 8 件（5	社）	の	う	ち 6 件	を被疑
事案として眼鏡公正取引協議会へ申告しまし
た。収集資料のうち 6 件が常連の 3 チェーン
店が占めています。被疑内容は依然、原産国
表示と商品名等の表示、二重価格表示の不備
が多くみられます。

　今期より本会は総務委員会が担務すること
になりました。北澤前代表委員にご協力いた
だいき定期的に審査会を開催していきます。
　皆様には引き続き、被疑チラシ収集にご協
力お願いいたします。チラシ隅に投入された
日時（折込日）と投入地区を記入してお近く
の理事または組合事務所までお届けください。	
	 代表委員　宇佐美太朗
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See you

新役員のご紹介

小林 正一 理事
名古屋眼鏡株式会社　　名古屋支部

　このたび、組合理事に選任されました名古
屋眼鏡株式会社の小林正一です。大役を仰せ
つかり責任の重さを痛感している次第です。
　長らく組合部員として組合青年部事業には
係わって参りましたが、理事として新たな気
持ちで微力ではありますが一日でも早くお役
に立てるよう勉強して努めて参ります。
　組合員皆様には、よろしくご指導、ご意見
いただきますようお願い申し上げます。

前列左から佐野、石川、平岩、天野　後列左から小林、
宇佐美、飯田、井上、渡辺（7 月理事会で）

理 事 会 報 告

　8 月号も無事お届けでき安堵しています。
巷はお盆真っ只中。夏の風物詩「盆おどり」
もご時世からか全国的に減少傾向の様に一寸
寂しくも。私の学区では自治体や子ども会に
よる三つの盆おどりが存続しています。皆さ
んのところは如何ですか？　娯楽に乏しかっ
た昔は夏休みの楽しみにしていたものです。
夕暮れ時に何処からともなく聞こえてくる祭
り囃子に心弾ませたこと回想します。令和の
子どもたちにもこの思いが共有できればと老
婆心ながら願っています。
　本紙編集に携わって
20 年経ちました。引き
続き組合員皆様のご協
力をお願いいたします。

（Pero）

編 集 後 記
　残暑お見舞い申し上げます。本当に暑い！
嫌になります。
　さて、あいちトリエンナーレ 2019 が話題
になっています。「表現の自由が損なわれ
る」？何を言っているのか ( 怒！ )。何をやっ
ても良いわけではない。昭和天皇の写真を焼
く映像が展示されていたそうです。他人に自
分の写真が焼かれ、展示されていたら誰もが
不快に。それを自由と言えるのでしょうか？
まして、知事が主催するトリエンナーレで展
示するなんて到底あり得ない。それと同等
に、この件で脅迫電話をかけてくる輩。抗議
があるなら前に出てちゃんとした形ですべき
です ( 怒！ )。
　最近、副理事長としてすべき事をしてい
ないくせに文句ばかりの成田でした。暑い！


