
 

混声合唱団あかり 第 7回定期演奏会 お客様感想文より 

◯今年も曲の構成がよかったです。男性の若手の方が入団されて、今後も期待できそうで

すね。 

◯１曲目からハーモニーが素晴らしかったです。男性のお声が優しくて素敵です。男性だ

けで１曲聴いてみたいです。 

◯初めての参加でしたが、少ない人数の中皆さまの素晴らしい歌声を聴くことでき、ゆっ

たりとした一日を過ごすことができました。ありがとうございました。感動です。是非、

第８回定期演奏会に参加したいと強く思いました。 

◯松下耕作品がすてき。教会音楽はオルガンが入ることでとてもすてきになりました。感

動しました。これからもどうぞがんばって良い合唱を続けて下さい。調布市の音楽祭で木

野村先生に出会い、それ以降楽しく聞かせていただいております。ありがとうございまし

た。 

◯同年代の方々がしっかりと声を出し、表情豊かに歌っている様子をみて元気づけられま

した。唄ってみようかななんて思ってしまいました。 

◯とても楽しく聞かせていただきありがとうございました。若い方もずいぶんと増えたせ

いかもしれませんが、とてもきれいな声であることに驚いています。全てが心にしみる歌

ばかりでした。また、楽しみにしています。 

◯レパートリーが広く、バラエティに富んだ曲目で楽しく心地よく聴かせていただきまし

た。 

◯いつもながらとても素敵な歌声で、とても楽しませていただきました。ありがとうござ

いました。 

◯今日も素敵な演奏をありがとうございました。男声団員がもう少し増えるといいですね。 

◯第一部：言葉も明瞭に聞こえ、曲想が良く伝わってきた。男性団員が少ないのにとても

うまくハーモニーができていたと思う。第二部：力みがなく、高音もきれいにはまり美し

い演奏でした。オルガンの伴奏は効果的ですね。良いお手本になりました。第三部：ファ

ミリアな歌で心がなごみました。楽しさが伝わりました。歌うことの素晴らしさ！！私達

も他の団員さんとがんばります。良い刺激になりました。 

◯声がとおってとても良かった。人数が少なく思いましたが、それを感じさせないボリュ

ームがあり、美しいと思います。久しぶりに歌も歌えました。 

◯とても素晴らしかったです。特に日本のうたは一緒に口づさむ事ができてよかったです。

素敵な演奏会をありがとうございました。 

◯男性パートの人数が少なく「あらら・・・」と思いましたが、ハーモニーが美しくてう

っとりしました。合唱は高校以来十数年ぶりに聞きましたが、生の声をきけることの喜び

を感じられることができました。「上を向いて歩こう」「川の流れのように」は思いっきり



声を出し気持ちがよかったです。最後の「うたの花束」をきき、歌うことの嬉しさをいっ

ぱい感じさせられました。 

◯素晴らしいコンサートでした。いつも通り、曲目、服装、会場全体をまきこむ全体構成

にアッという間の２時間でした。ゆう間さんのピアノの音色に心を奪われました。橘さん

のオルガンは会場全体を充たしてくれました。木野村先生の指揮。体からリズムがあふれ

るようでした。２０名に満たない団員の方々からは人数を忘れさせる豊かで美しい歌声で

した。満席の観客席に驚かされました。第７回！！楽しみにしていらっしゃる方がこれだ

け大勢いらっしゃるのだなと思いました。今後の益々のあかりのご発展を祈念しています。

今日は本当にありがとうございました。涙そうそうには感激！！ 

◯すてきな歌声に癒されました。思わず涙もこみあげ、心が洗われました。長く続けて下

さい。息のあったすばらしいコーラスでした。 

◯コーラスとても上手。オルガンが特にすてき！！（宗田道子さま） 

◯大好きな「信じる」を聴くことができてとてもうれしかった！感動して泣きそうになっ

たし鳥肌たちました。他の曲も感動しました！懐かしい曲もあって、とても楽しめました！

自分も合唱をやっているので頑張ろうと思います！次回もぜひ聴きたいです♪ 

◯今日は良い演奏会ありがとうございました。ほぼ毎年演奏会を開く事は大変なご苦労が

あると思います。そのエネルギーに感銘しました。月２回の練習でこれだけのレパートリ

ーを歌える事に感心しました。曲目は私が今練習中の曲もあったので、非常に参考になり

ました。ステファン寺院での演奏はどうだったのでしょうか。興味あります。 

◯いつもながら暖かい雰囲気で楽しく拝聴いたしました。正直、少し男声が弱いかなと思

いました。うたいこまれていて、ハーモニーが良いと思いました。 

◯日曜日午後のひと時、すてきな歌声にリラックス。心洗われて、今週もまた仕事をがん

ばるエネルギーがわいてきました。中学生も歌うおなじみの曲も聞けて嬉しく感じました。

良き時間をありがとうございました。 

◯本日はありがとうございました。肩の力がぬけたような四つのパートが仲良くよりそっ

たすてきなハーモニー（ひびき）でした。№１アベベルムコルプス。個人的には陽はまた

昇るや慕情も（世代がそうなのかしら？）。又、よろしくお願いします。 

◯「今ここに」で風を感じて、「ほらね」で胸いっぱいになりました。懐かしい思い出の曲

「アベベルムコルプス」も聴けて嬉しかったです。最後に２曲を一緒に歌わせていただき

ましたが、それだけでノドが痛くて！みなさん歌い続けていらしてすごいなーと思いまし

た。すばらしい歌声できた。ありがとう。また次が楽しみです。 

◯普段と違ったカッコいいお姿でビックリしました！いろいろな面をお持ちですね！すば

らしい時間でした。 

◯しっかり練習されている結果が表れた演奏でした。プログラム内容もバラエティー広い

楽しい音楽会でした。今後も様々な支援活動と合わせて頑張って下さい。 

◯小生も今までに転勤の都度、各種の１０以上の合唱団で歌って来ました。現在は女性１



００人以上、男性約３０人の大合唱団で歌っています。そして今迄の合唱団は夫々にレベ

ルもまちまちでした。ところで貴合唱団は少ないながら、一騎当千。それぞれに歌ってお

りまとまりがあり、バランスがよく、感心もして楽しく聴けました。選曲もよいバランス

でした。若い人の割合が多くうらやましい限りです。 

◯発声が素晴らしかったです。教会音楽等は本物の教会の中にいるような（荘厳な）気持

ちになりました。すばらしい響き！Sop は Sop。Alto は Alto。男声は男声。一人で歌って

いるように揃っていました。入団したくなりました。ピアノ・オルガンも一つの音楽の中

にとけ込んでいて素晴らしかったです。熊本出身で帯山小もよく知ってます。熊本にもご

支援いただきありがとうございます。男声の発声もすばらし―です。 

◯ハーモニーがきれいで、楽しいコンサートだった。三部構成の演出と選曲が良かった。

衣装や配列が変わるのは大変だったと思います。特に第三部では、女性のカラフルなドレ

ス、男性のネクタイの色、とても楽しかった。惜しむらくはもう 3～4人男性がいるともっ

とバランスが取れると思います。 

◯皆さんの表現されたいことを全て盛り込んだ素敵な会でした。合唱を聴くことがはじめ

てでしたが、心から楽しめました。涙そうそうの意味を知り、聴きながら涙があふれまし

た。 

◯楽しくすばらしい音楽会でした。ありがとうございました。 

◯毎年楽しみに聴かせていただいています。Ⅲステージ楽しかったです。かつてを思い出

しました。団員の方がピアニストもされていましたが、練習ピアニストの方でしょうか？

とてもステキでした。プログラムに紹介があってもよかったかと思います。次回も楽しみ

にしております。 

◯すてきでたのしかったです。ふるさと、うるうるしました。 

◯1部ではアルトの安定感がよく分かる演奏でした。隆太君のソロすてきでした。2部は私

もヨーロッパで歌いたかったなーと。ソプラノがよく音をとっていたと思いました。4曲目、

はじめて聴いた曲でした。すてきな曲ですね。3部は、遊間さんのピアノが入り一段と深み

を増し、夏の思い出、情緒がこもっていました。ソプラノの笑顔、いいですね。ほぼ全曲

暗譜で頑張ったみなさん、ご苦労様でした。ブラボー。陽は昇りまた沈む、慕情、よかっ

たです。とっても！全体に温かい雰囲気のいい演奏会でした。ありがとうございました。 

◯素晴らしかった。団員の皆様のご精進がしのばれます。ありがとうございました。益々

のご発展を心からお祈り致します。 

◯昨年に続き 2 回目でした。団員数がそれ程多くないのに素晴らしい声量とバランスで圧

倒されます。どの曲もていねいに歌われて聴きごたえがありました。引き込まれます。音

楽の素晴らしさ、歌の素晴らしさ、楽しさに心が踊り出すようです。本当に楽しい時間で

した。曲の構成も壮大なドラマを見終わったような･･･｡満足です。ありがとうございまし

た。また素晴らしい歌声を聞かせて下さい。 

◯すばらしいの一言。いろいろな人達に話してやりたい。今までいろいろな音楽会に行っ



ていますが、今日の音楽会がいちばん印象に残りました。ありがとうございました。 

◯第 1 回目から聞いてきましたが、今回もすてきな歌の響きをありがとうございました。

アットホームの雰囲気を感じさせ、きれいな声でハーモニーも美しく感動しました。20 人

弱の合唱団とは思えぬ声量にも驚きました。被災地の支援活動はすばらしい市民の活動と

して敬意を表します。その思いが合唱に表れているのでしょうネ。名指揮者木野村さんに

「あかり合唱団」ありの思いですネ。それからプログラムノート、すごくいいですネ。す

ばしいと感激しました。熱い思いが伝わってきました。 

◯第 4回演奏会以来でした。皆さんの結束力を強く感じました。楽しい時間でした。 

◯素晴らしいハーモニーで自然と色々な風景を思いながら拝聴することが出来、心洗われ

る一刻でした。祈りといやし・平和の歌声から軽やかな歌声まで幅広く楽しませて頂き、

全身に栄養がゆき渡った様でした。楽しそうに歌っていらっしゃるお姿にこちらも笑みを

頂きました。 

◯ありがとうございました。赤いサラファン等、昭和 30年代の初め大学生の私は時々新宿

のコマの裏にあった「灯」で友人達と歌っていたことを思い出しました。 

◯すばらしいハーモニー！心が洗われるような歌声！日頃の練習の賜物ですね。どの歌も、

きっといつまでも私たちの胸に響き続けることでしょう。選曲もよく楽しかったです。あ

りがとうございます。これからも楽しみにしています。アヴェ ヴェルム コルプスはじめ

本当に楽しい時間でした!!! 

◯all良かった。先生のもと、よく皆さんがまとまっていた。 

◯今年も最高でした。ありがとうございました。「歌の花束」も大好きです。 

◯とっても素晴らしかったです。次も楽しみです。 

◯今回で 2 回目の参加です。指揮者のエネルギッシュなリードでとても元気をもらいまし

た。ありがとうございました。 

◯ステキなハーモニー、幸せなひとときでした。ありがとうございました。 

◯非常に良かったです。 

◯「ときわ会」の発表会を聴いてその高音の美しさにびっくりし、今回「あかり」を聴い

てみたいなと思いました。やはり高音の美しさ、人数の少なさを感じさせない演奏がすば

らしいと思いました。木野村先生の指導の賜物だと思います。良い時間を有難うございま

した。追･･･言葉も良く立っていました。 

◯とても楽しく心地よく聴かせていただきました。お誘いいただき、ありがとうございま

した。特に上を向いて歩こう、川の流れのように、で会場が一体となって歌うことは楽し

く晴れやかな気持ちになりました。 

◯総じて非常によく心にしみる合唱でした。松下耕作品は序盤の合唱で「いいなア」でし

た。教会音楽は Regina caelorum なつかしく昔を想い出しました 

◯モーツアルトは荘厳な感じがよく出ていた。日本の歌は懐かしくよいハーモニーでした。

スワニー～陽は昇りまた沈むはジーンときました。慕情は青春時代の思い出です。原語で



歌えます。練習をたくさんされたことが分かります。よくそろっていました。 

◯すばらしい歌声でとても良かった。毎回の練習日が充実しているのだと感じた。女性の

服装が楽しく会員の方も幸せそうだった。時計もアクセｻリーも無かったのが特に良い。「皆

さんとご一緒に」もこれからも続けてほしい。 

〇少人数にもかかわらず、非常にバランスがとれてまとまった、美しい、優しいハーモニ

ーでした。（特に男声パートご立派です）カラフルなワンピースもステージが明るく美し

く良かったです。 

〇選曲がよかった。皆様の声のレベルが高いと思った。電子オルガンが入ってよかった。 

とても楽しませていただき、有難うございました。 

〇人の声は美しいですね 

〇素敵な歌声に感動しました。これからも、心をひとつに、復興支援を続けてください。 

笑顔が届くといいですね。 

〇心洗われる歌声でした。五月晴れの清々しさに恵まれた素晴らしいひとときに感謝、感

謝です。ありがとうございました。今後も更なるご活躍を祈念しております。どの曲も

感銘を受けましたが、とりわけ「慕情」は心に響きました。出演の方々が、華美に装う

ことなくそのお姿にも好感を持ちました。 

〇歌声がとてもきれいで素敵な演奏会でした。楽しい企画もあり、中田喜直さんの曲も良

かったです。又ポピュラーも皆で一緒に歌えてとても楽しかった。男性がもう少し多い

といいですね。映画音楽で一番好きな 慕情 が聴けて感激です。なだそうそう 最高

でした。とても良い演奏会、有難う。 

〇透明感のある美しいハーモニーでした。ピアノ、すてきでした。 

〇アカペラの曲が素晴らしかった。宗教曲、ハーモニーがすばらしい。聴きごたえがあり

ました。楽しい曲多かった。ありがとうございました。 

〇きれいな声で素晴らしかったです。ありがとうございました。 

〇初めて演奏会に来ました。色々な曲のバリエーションにおどろきです。練習や曲を覚え

るのが大変だとおっしゃっていたのがわかりました。すてきなピアノ、オルガン、歌声

でした。曲のアレンジもよかったです。これからも歌い続けてください。 

〇初めて拝聴させていただきました。とても本格的なコンサートに驚きました。歌は心を

開かせてくれる素晴らしいものと改めて感じました。聴くだけでなく”皆さんとご一緒

に“のコーナーに感動しました。また次回も楽しみにしております。 

〇響きがそろっていてとても美しい歌声でした。いろいろなジャンルの歌があって楽しか

ったです。 

〇会場の皆様と一緒に歌ったのは非常に良かった。「あかり」の皆様の歌に対する思いを感

じました。 

皆さん、歌が好きなんだ。良く分かりました。人間の生きる源。苦しいとき、つらい時も

元気を送って、贈ってほしいと思います。 



〇毎回素敵な演奏を聴かせていただきありがとうございます。今回、一曲目から声の響き

がすばらしかったです。練習時間が多いのでしょうか。次回も楽しみにしています。 

〇アベマリアシリーズに聞きほれました。日曜日にふさわしい選曲だと思いました。是非

東京カテドラルで歌われることを期待しています。世界の愛唱歌も、日本の歌もとても

なつかしく聴くことができました。会場の方々と一緒に合唱することは一体感を高める

すばらしい企画だと思いました。これからも続けてほしいと思いました。また、小学生

から中学生にもなじみのある曲も入れてもらって良かったと思います。 

〇皆さんの歌声がとてもキレイで一曲一曲感動いたしました。もっと聴いていたい・・・

と思うほど。今後も多くの方々に素敵な歌声を聴かせてください。感動をありがとうご

ざいました。 

〇教会音楽のハーモニーの良さを感じた。（オルガンの伴奏もよいものだ）団員が客席に下

りてきて一緒に歌ってくれたことが良かった。顔が近くに見れて親しみを感じた。良い

企画である。 

〇構成がとてもよかったです。特にⅡが荘厳な中にやさしさがあってとても美しかったで

す。Ⅰも元気づけられました。ありがとうございました。次回も楽しみにしています。 

〇教会音楽の所から聴かせていただきました。久しぶりに聴かせて頂いた「あかり」の声、

男声の人数が少ないにもかかわらず、美しく、女声の声を支えていました。各パート声

がどのパートも以前より一層、洗練され、声質もそろって響きも良く声量も増したよう

にきこえました。何よりお客様に楽しんで頂こうとする気持ちがとても伝わってきてあ

っという間に感じました。ご案内いただき、本当にありがとうございました。またぜひ

ぜひお聴かせくださいませ。 

〇素敵な空間と音楽を楽しませていただきました。人間の声は本当に温かく癒されました。

教会にいるような気持になりました。ありがとうございます。 

〇素晴らしい合唱を聴かせていただきました。とても良かったです。男声がもう少しいれ

ば更に良かったですね。特に中田曲は強弱のつけ方がていねいでとても心地よかったで

す。プログラムデザイン、とてもきれいですね。文字数が多いからでしょう。少し詰ま

った感じがしますが・・・。 

〇「日本のうた」がとてもよかったです。四季の流れがとてもすてきにうつりかわってい

く様子が目に浮かぶようでした。「ポップスメドレー」とてもステキでした。スワニー と 

日は昇りまた沈む がよかったです。皆さんがかがやいていました！！「涙そうそう」

はどうしてこんなに涙が出るのでしょう。とてもステキでした。またあたたかい歌をき

かせてください。 

〇すばらしいハーモニーをおきかせ頂き有り難うございました。心が洗われた感じがいた

します。これからもステキな合唱をお聞かせください。 

〇いつもあかりさんのコンサートは楽しんでいます。アカペラすてきでした。 

〇一所懸命さが良かったです。 



◯私は今回合唱コンクールを聞いたのは初めてだったので、とても新鮮でした。最初歌声

が聞こえたとき、鳥肌がたちました。ほんと、とても素晴らしいコンサートだったと思い

ます！！また機会があれば聞きに行きたいです。 

◯素晴らしいオルガンでした。合唱よかったです。指揮者のピアノ最高！ 

◯とても素晴らしかった。キレイなハーモニーありがとう。 

◯そう多くない人数なのに素晴らしい。以前よりうまくなった？（と感じました。）先生の

指揮 歌いやすそう。毎年の定演、調布音楽祭、都合唱祭等と良くやれますねー頑張りす

ごい。ポピュラーも良い。皆さんとご一緒には合唱になるものが良いと思う。心洗われた

コンサート 

私の良いと（好き）と思った曲、今ここに、ヒカリ、ほらね、Ｒegina caeli、Ａve verum 

corpus、ケンタッキー、日本の歌、スワニー 

◯１・２部は教会の中にいるような荘重な雰囲気に浸れました。３部は耳になじんでいる

曲ばかりで大いに楽しみました。ありがとうございました。 

◯素晴らしいハーモニーを聞かせていただきました。構成も変化に富み楽しめました。選

曲が素晴らしかった。お疲れさまでした。 

◯高いレベルの合唱を楽しむことができました。ご指導の先生はじめ、団員の皆様の日頃

のご努力による演奏に感激致しました。次回演奏会を楽しみにしています。 

◯いつもながら素晴らしいハーモニーで嬉しかったです。選曲も抜群でいつまでもこの素

敵な歌声を聴かせて下さい。お願い致します。 

◯私は合唱団あかりの演奏会には毎回拝聴している者の１人です。わけても調布市たづく

り・くすのきホールでの演奏会は３．１１のあとの東日本大震災チャリティコンサートと

して開催され、混声合唱団あかりが、聴衆の敏感な反応に適応した演奏会をされたことに、

高い評価をしております。また、熊本大震災に対しましても演奏会の主旨に含められてお

りますことは私共聴衆に深い感動を受けます。今回の演奏会に付いて、３つのセクション

を気持ちよく拝聴することができました。毎回ではありますが服装に気を付けて歌声のよ

さばかりでなく、音楽内容の質に合わせて３変化させていただくのは、楽しく思います。

Ⅲのミュージック・フェア・インＡＫＡＲＩのカラフルな服装は心が休まります。男性の

ネクタイは各人の人柄が偲ばれます。女性の方々も全体に華やかさとその人の人柄を感じ

ています。指揮者の演奏者の皆様へ、そして聴衆への心遣いに「ありがとうございました」

と申し上げます。 

◯Ⅰやさしくていねいな歌声に聞き入ってしましました。“ほらね”はとても心がこもって

いて目の前の景色が二重に見えました。Ⅱ目を閉じて聞いていると何か教会にいるようで

先日行ったアントワープの大聖堂を思い出しました。Ⅲメンバーの方々がとても楽しそう

でこちらまで楽しくなりました。思わず口ずさみそうになりました。ありがとうございま

した。 

◯ハーモニーがバランス良くてきれいにきくことができました。特に教会音楽がステキで



した。みんなで歌う曲が２曲もあり、とても楽しく歌うことができて良かったです。一部

はクラシックや教会音楽などしっとりした曲で二部は、少し外国の歌や日本の歌など知っ

ている曲など和む曲が多く構成が素晴らしいと思いました。 

◯とてもきれいにハモっていました。ボリウムがもう少し在れば尚よいですネ。コーラス

を楽しんでいる様子がにじんでいました。 

◯音程もバッチリ。素晴らしい演奏でした。感激しました。団員の皆さんの顔がしあわせ

一杯でしたね。 

◯息子が中・高校生時代、毎年息子の合唱を聞くのが楽しみでした。息子が大学生になり、

合唱を聞きに行かれなくなり、寂しかったので、これからはこちらのコンサートで楽しん

でいこうと思います。ありがとうございました！！ 

◯感動しました。とても良いコンサートでした。指揮の方のコメントに涙しました。そう

云う年令になったのかな？全員で歌った川の流れのように 上を向いて歩こうの選曲もす

ばらしいです。又、聞きにきたいです。知人からまたお誘いがあったら参加したいです。 

◯すばらしい高度のハーモニーで感激しました。曲も多岐にわたり大変楽しく聴かせてい

ただきました。 

◯１st stage が良かった。Sop が若々しくてきれい。こういう曲に映えて気持ち良し。

Sancta Mariaは前曲と余りに性格がちがうので、聞く方の心の切り替えがチトムズカシイ。

Mozart と松下耕の組み合わせ？ こういう快活な曲だと男女のアンバランスがちょっとだ

け気になりました。ウィーン良い歌ですね。もっともっと「ワクワク」したい。でも素敵

でした。赤いサラファン あたまはどなたかの Solo でききたい様な。「夏の思い出」きき

惚れましたよ。ポップスメドレー 楽しく聴きました。橘さんオルガン素敵です。もう少

しボリューム上げても？楽しく面白く懐かしく聴かせて戴きました。沢山の歌をありがと

う。フレーフレーあかり！！先生のトーク程良かったです。 

◯久々この様にすばらしい合唱を伺い、とてもとても幸せな思いをいっぱい頂きました。

美しい声の方々ばかりなので、毎日のご努力がこの様なチャンスを頂けて、嬉しく思いま

した。心からお礼を申し上げます。日常の雑事をすっかり忘れた尊い時間でした。 

◯今日は楽しい一日でした。ありがとうございました。 

◯はじめは緊張されてたのか、みなさんの顔がこわばってみえましたがステージが進むに

つれ笑顔もみられて合唱を楽しんでいるようすがうかがえ聞いているこちらまで楽しくな

りました。選曲が木野村先生と同世代だからかもしれませんが、知っている曲が多くてと

ても楽しい時間をすごせました。ありがとうございます。客席と一緒に歌うという形も合

唱をみんなで楽しむことになり、すてきだと思います。また、ピアノ伴奏だけでなく、電

子オルガンを入れることで幅広い合唱になったと感じました。良かったです。ありがとう

ございました。 

◯１部 各パートのひびきはよく出ているが言葉が聞き取りづらかったのは残念でした。

２部は聞かせてくれました。アベベルムコルプスは歌った曲だけに。３部情景 言葉 音



のひびき 美しい、おめでとう！！健康でこれからもがんばってくださいね 

◯何回かすばらしいハーモニーをきかせて頂いています。今回もとても良かったです。男

性方が少ないにもかかわらず、しっかり存在感がありました。深みのあるハーモニーにな

って心地良かったです。また、みんなが良く知っている曲もお願いします。〈日本のうた〉

をきいて、ほっとするような・・・良かったですよ！！！ 

◯プログラムノートが良かったです。一曲一曲のことが良くわかり、楽しめました。 

◯日頃の練習の効果がよく出ているように感じました。継続は力なりといいますが、すば

らしい合唱団です。歌・合唱のハーモニーもよかったです。専門的な合唱のなかみはよく

分かりませんが、色々ボランティア活動に励まれていることも敬服です。 

◯出演者名簿に１ページを。一人一人の顔写真、そして別記して３～４行の他プロフィー

ルを。観客は各団員の知人・家族・仲間だと思います。観客と一緒に歌ったコーナーもす

ばらしい。団員と観客が一緒の出会いのために。予算の範囲内で。すばらしい演奏会、楽

しみました。ありがとうございました！！ 

  

 

 


