
     
 

  

行事名 日時 内容 申込開始日 

一輪車検定 3 日  16:30～ 

19 日  14:00～ 

一輪車に乗れるお友達は検定を受けて、認定証をも

らおう☆ 

申込みなし 

ドッジボールの日 

 

10 日  16:30～ 

26 日  14:00～ 

ドッジボールの試合をします。審判つき☆ 申込みなし 

大学生と遊ぼう 12 日  13:00～ 大学のお兄さんお姉さんと遊びます。 申込みなし 

クリーンクリ—ンパトロ

ール隊 

19 日  10:00～ 広田の町をきれいにしよう。10 名限定 10/1～ 

レッツ！チャレンジ 23 日  16:00～ 脳トレに挑戦！！ 申込みなし 

特別開館 

「ぴよぴよ広場」 

 

毎週火・木曜日 

10:00～18:30

乳幼児親子対象☆ 

昼食をとることもできます！ 

木曜日は簡単な工作をしたり、読み聞かせもしてま

す♪ 

申込みなし 

「ふるさとまつり」出演 

一輪車演技練習日 

毎週 2 回 17:00～17:30 

毎週土曜日 9:00～10:00 

「ふるさとまつり」に向けて練習頑張っています 

応援よろしくお願いします♪ 

 

出演メンバー 

 

バトミントンを楽しむ会 

             

 

 

11 月～毎週木曜日 

16:00～17:00 

 

バトミントンの基本から練習します 

対象 2～6 年生  先着 10 名 

 

10/1～ 

受付開始 

 

※お問い合わせは・・・広田児童センター※お問い合わせは・・・広田児童センター※お問い合わせは・・・広田児童センター※お問い合わせは・・・広田児童センター    ☎☎☎☎３９－５３６６まで３９－５３６６まで３９－５３６６まで３９－５３６６まで    

今月のイベント！今月のイベント！今月のイベント！今月のイベント！    

✿市内に居住する小学生および乳幼

児（乳幼児は保護者同伴）対象の「遊び

場」です。利用料無料利用料無料利用料無料利用料無料！！！！    
 

児童センターの利用時間について児童センターの利用時間について児童センターの利用時間について児童センターの利用時間について    
        

児童センターでは学校の生活指導にあわせて、10 月 15 日（火）から 3 月 24 日（火）までの間 

 午後 5 時までに家に帰るように指導してます。 

 ※保護者のお迎えがある児童は、午後 6 時 30 分まで利用できます。 

 

赤い羽根共同募金事業赤い羽根共同募金事業赤い羽根共同募金事業赤い羽根共同募金事業    『羽ばたけ児童センターまつり』を開催します『羽ばたけ児童センターまつり』を開催します『羽ばたけ児童センターまつり』を開催します『羽ばたけ児童センターまつり』を開催します    
        

幼児や小学生向けの楽しい遊びがもりだくさん！幼児や小学生向けの楽しい遊びがもりだくさん！幼児や小学生向けの楽しい遊びがもりだくさん！幼児や小学生向けの楽しい遊びがもりだくさん！    

                            軽食販売もあります。（軽食販売以外無料）軽食販売もあります。（軽食販売以外無料）軽食販売もあります。（軽食販売以外無料）軽食販売もあります。（軽食販売以外無料）    

    

             【日時】【日時】【日時】【日時】11111111 月月月月 17171717 日日日日（日）午前１０時から午後３時（日）午前１０時から午後３時（日）午前１０時から午後３時（日）午前１０時から午後３時までまでまでまで    

                            【【【【会場会場会場会場】】】】広田広田広田広田児童センター及び広田地区公民館（併設）児童センター及び広田地区公民館（併設）児童センター及び広田地区公民館（併設）児童センター及び広田地区公民館（併設）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

オカリナサークルオカリナサークルオカリナサークルオカリナサークル    2222・・・・4444 木木木木 18181818：：：：00000000～～～～21212121：：：：00000000    東部東部東部東部スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ    毎週月毎週月毎週月毎週月 19191919：：：：00000000～～～～21212121：：：：00000000    

ウクレレファンクラブウクレレファンクラブウクレレファンクラブウクレレファンクラブ    1111・・・・3333 土土土土 19191919：：：：00000000～～～～21212121：：：：00000000    きずなきずなきずなきずなピラティスピラティスピラティスピラティス        

広田民謡教室広田民謡教室広田民謡教室広田民謡教室    毎週金毎週金毎週金毎週金    9999：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000    東部東部東部東部スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ    毎週金毎週金毎週金毎週金 10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000    

香雲堂吟詠会長崎西海本部香雲堂吟詠会長崎西海本部香雲堂吟詠会長崎西海本部香雲堂吟詠会長崎西海本部

早岐支部早岐支部早岐支部早岐支部    

毎週金毎週金毎週金毎週金 13131313：：：：00000000～～～～15151515：：：：00000000    きずなきずなきずなきずなゆるトレゆるトレゆるトレゆるトレ    

ヨガサークルヨガサークルヨガサークルヨガサークル SUIRENSUIRENSUIRENSUIREN    1111・・・・2222・・・・3333 月月月月 19191919：：：：00000000～～～～21212121：：：：00000000    

誠道吟詠会広田支部誠道吟詠会広田支部誠道吟詠会広田支部誠道吟詠会広田支部    毎週木毎週木毎週木毎週木 14141414：：：：30303030～～～～16161616：：：：30303030    ヨガサークルヨガサークルヨガサークルヨガサークル楽々楽々楽々楽々    毎週月毎週月毎週月毎週月 15151515：：：：00000000～～～～16161616：：：：30303030    

日本詩吟学院岳陽会日本詩吟学院岳陽会日本詩吟学院岳陽会日本詩吟学院岳陽会    

小森川教場小森川教場小森川教場小森川教場    

毎週水毎週水毎週水毎週水 19191919：：：：00000000～～～～21212121：：：：00000000    キラキラキラキラキラキラキラキラ笑笑笑笑いヨガクラブいヨガクラブいヨガクラブいヨガクラブ    毎週火毎週火毎週火毎週火 9999：：：：30303030～～～～11111111：：：：00000000    

東部東部東部東部スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ    

きずなきずなきずなきずな太極拳太極拳太極拳太極拳①①①①    

毎週水毎週水毎週水毎週水 10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000    

日本詩吟学院岳陽会日本詩吟学院岳陽会日本詩吟学院岳陽会日本詩吟学院岳陽会    

なのなのなのなの花教場花教場花教場花教場    

毎週火毎週火毎週火毎週火 19191919：：：：00000000～～～～21212121：：：：00000000    

東部東部東部東部スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ    

きずなきずなきずなきずな太極拳太極拳太極拳太極拳②②②②    

毎週水毎週水毎週水毎週水 13131313：：：：00000000～～～～15151515：：：：00000000    

コーロ・シエロコーロ・シエロコーロ・シエロコーロ・シエロ（（（（コーラスコーラスコーラスコーラス））））    毎週火毎週火毎週火毎週火 10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000    

カラオケカラオケカラオケカラオケ 1111    1111・・・・2222・・・・3333 水水水水 13131313：：：：00000000～～～～15151515：：：：00000000    太極拳広田太極拳広田太極拳広田太極拳広田    1111・・・・2222 金金金金 13131313：：：：00000000～～～～15151515：：：：00000000    

3333・・・・4444 月月月月 13131313：：：：00000000～～～～15151515：：：：00000000    カラオケカラオケカラオケカラオケ 2222    1111・・・・2222・・・・3333 火火火火 13131313：：：：00000000～～～～15151515：：：：00000000    

民踊愛好会民踊愛好会民踊愛好会民踊愛好会    2222・・・・4444 木木木木 13131313：：：：00000000～～～～16161616：：：：00000000    ★★★★NEWNEWNEWNEW★★★★    太極拳同好会太極拳同好会太極拳同好会太極拳同好会    毎週木毎週木毎週木毎週木 14141414：：：：00000000～～～～16161616：：：：00000000    

藤寿会藤寿会藤寿会藤寿会（（（（日本舞踊日本舞踊日本舞踊日本舞踊））））    1111・・・・3333 土土土土 14141414：：：：00000000～～～～16161616：：：：00000000    サークルサークルサークルサークル布暦布暦布暦布暦（（（（手芸手芸手芸手芸））））    2222・・・・4444 月月月月 10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000    

ひまわりフォークダンスひまわりフォークダンスひまわりフォークダンスひまわりフォークダンス    毎週火毎週火毎週火毎週火 19191919：：：：00000000～～～～21212121：：：：00000000    布布布布あそびあそびあそびあそび（（（（手芸手芸手芸手芸））））    毎週木毎週木毎週木毎週木 13131313：：：：00000000～～～～16161616：：：：00000000    

アロハ・フラアロハ・フラアロハ・フラアロハ・フラ・ひろた・ひろた・ひろた・ひろた    1111・・・・2222・・・・3333 木木木木 12121212：：：：30303030～～～～14141414：：：：30303030    トールペイントトールペイントトールペイントトールペイント教室教室教室教室    薔薇工房薔薇工房薔薇工房薔薇工房    2222・・・・4444 月月月月 10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000    

クパロケクパロケクパロケクパロケ早岐早岐早岐早岐（（（（フラダンスフラダンスフラダンスフラダンス））））    2222・・・・4444 土土土土 19191919：：：：00000000～～～～20202020：：：：30303030    いけばないけばないけばないけばな教室教室教室教室    萠松会萠松会萠松会萠松会    1111・・・・3333 水水水水 9999：：：：00000000～～～～11111111：：：：30303030    

リズムダンスリズムダンスリズムダンスリズムダンスエンジェルズエンジェルズエンジェルズエンジェルズ    毎週水毎週水毎週水毎週水 19191919：：：：00000000～～～～21212121：：：：00000000    花花花花・フローリー・フローリー・フローリー・フローリー2222（（（（生生生生けけけけ花花花花））））    2222・・・・4444 日日日日 19191919：：：：00000000～～～～21212121：：：：00000000    

きらきらスマイルきらきらスマイルきらきらスマイルきらきらスマイル（（（（ストストストストレッチレッチレッチレッチ））））    2222・・・・4444 火火火火 10101010：：：：30303030～～～～12121212：：：：30303030    フラワースポットベルローズフラワースポットベルローズフラワースポットベルローズフラワースポットベルローズ    毎週月毎週月毎週月毎週月 13131313：：：：00000000～～～～15151515：：：：00000000    

シニアエアロビックシニアエアロビックシニアエアロビックシニアエアロビック広田広田広田広田    1111・・・・2222・・・・3333 金金金金 10101010：：：：30303030～～～～12121212：：：：30303030    広田透明水彩画教室広田透明水彩画教室広田透明水彩画教室広田透明水彩画教室    毎週木毎週木毎週木毎週木 14141414：：：：00000000～～～～16161616：：：：30303030    

3B3B3B3B 体操体操体操体操    毎週月毎週月毎週月毎週月 10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000    日本画教室日本画教室日本画教室日本画教室    萠会萠会萠会萠会    1111・・・・3333 土土土土 14141414：：：：00000000～～～～18181818：：：：00000000    

フレンズフレンズフレンズフレンズ健康体操健康体操健康体操健康体操    毎週木毎週木毎週木毎週木 10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000    ザ・ザ・ザ・ザ・陶芸陶芸陶芸陶芸    毎週火毎週火毎週火毎週火 9999：：：：00000000～～～～14141414：：：：00000000    

MIXMIXMIXMIX コンディコンディコンディコンディ....（（（（ヨガヨガヨガヨガ））））    毎週木毎週木毎週木毎週木 19191919：：：：30303030～～～～21212121：：：：00000000    どろんこクラブどろんこクラブどろんこクラブどろんこクラブ（（（（陶芸陶芸陶芸陶芸））））    毎週金毎週金毎週金毎週金 10101010：：：：00000000～～～～15151515：：：：00000000    

広田地区公民館だより広田地区公民館だより広田地区公民館だより広田地区公民館だより    
    

第第第第 234234234234 号号号号    令令令令和和和和元年元年元年元年 10101010 月号月号月号月号    

����    ３９３９３９３９－－－－２７３７２７３７２７３７２７３７    
14 日 体育の日 

22 日 即位礼正殿の義 

     9 月に新しく設置したガス高速オーブンを使って、手ごねパンを作ります。 

初心者大歓迎です。自分の手で作った愛情たっぷりのパンを家族が「美味しい ！」と言

って食べる。そんな楽しい場面をもっと増やしたいと思いませんか？家族が喜ぶ手ごねパ

ンを地域のみなさんと一緒に作ってみましょう。 

【日時】10/23（水）9：00～12：30 
【場所】広田地区公民館 料理実習室（1F） 

【材料費】500 円 ※10/11 迄に窓口にてお支払いをお願い致します。 

【持ってくる物】エプロン、三角巾、手拭きタオル、ボウル、めん棒、飲料水 

【講師】安武パン教室（広田）安武やさみ 先生 

 

 令和元年度令和元年度令和元年度令和元年度後期後期後期後期定期使用団体定期使用団体定期使用団体定期使用団体はははは下記下記下記下記のののの 51515151 団体団体団体団体ですですですです。。。。一覧表一覧表一覧表一覧表はははは公民館窓口公民館窓口公民館窓口公民館窓口ににににありありありありますますますます。。。。    

見学見学見学見学はははは自由自由自由自由ですですですです。。。。サークルサークルサークルサークル活動活動活動活動にににに興味興味興味興味があがあがあがあるるるる方方方方はははは、、、、ぜひぜひぜひぜひ一度一度一度一度ごごごご来館下来館下来館下来館下さいさいさいさい。。。。    

 

次次次次ページへつづくページへつづくページへつづくページへつづく⇒ 

【申込み期間】10／1～１０／１0 

【募集人数】先着 10 名 

【申込み先】広田地区公民館 ☎３９－２７３７ 

【申込み時間】10 時～１７時 



 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOGAYOGAYOGAYOGA リラックスリラックスリラックスリラックス    

コンディコンディコンディコンディショショショショニングニングニングニング    

毎週木毎週木毎週木毎週木 10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000    ヒッポファミリークラブヒッポファミリークラブヒッポファミリークラブヒッポファミリークラブ佐世保佐世保佐世保佐世保    毎週土毎週土毎週土毎週土 10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000    

ワールド・カルチャー・クラブワールド・カルチャー・クラブワールド・カルチャー・クラブワールド・カルチャー・クラブ    毎週水毎週水毎週水毎週水 17171717：：：：00000000～～～～21212121：：：：00000000    

YOGAYOGAYOGAYOGA コンディショニングコンディショニングコンディショニングコンディショニング    毎週月毎週月毎週月毎週月 10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000    書道書道書道書道 1111    1111・・・・2222・・・・4444 水水水水 13131313：：：：00000000～～～～15151515：：：：00000000    

気功気功気功気功とととと健康健康健康健康ヨガヨガヨガヨガ    毎週水毎週水毎週水毎週水 15151515：：：：00000000～～～～17171717：：：：00000000    書道書道書道書道 2222    1111・・・・2222・・・・4444 水水水水 19191919：：：：00000000～～～～21212121：：：：00000000    

東部東部東部東部スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ    

きずなヨガ①きずなヨガ①きずなヨガ①きずなヨガ①    

毎週火毎週火毎週火毎週火 19191919：：：：33330000～～～～21212121：：：：00000000    日本習字日本習字日本習字日本習字    創潮支部創潮支部創潮支部創潮支部    毎週金毎週金毎週金毎週金 16161616：：：：00000000～～～～20202020：：：：00000000    

広田囲碁愛好会広田囲碁愛好会広田囲碁愛好会広田囲碁愛好会    毎週木毎週木毎週木毎週木 10101010：：：：00000000～～～～15151515：：：：30303030    

東部東部東部東部スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ    

きずなヨガ②きずなヨガ②きずなヨガ②きずなヨガ②    

毎週水毎週水毎週水毎週水 13131313：：：：00000000～～～～14141414：：：：30303030    合計合計合計合計    51515151 団体団体団体団体（（（（新規新規新規新規 1111 団体団体団体団体））））    

※※※※新規団体新規団体新規団体新規団体には★には★には★には★NEWNEWNEWNEW★★★★とととと記載記載記載記載していますしていますしていますしています。。。。    

◆広田地区 10 月の主な行事◆ 
〈〈〈〈移動図書館移動図書館移動図書館移動図書館「「「「はまゆうはまゆうはまゆうはまゆう号号号号」〉」〉」〉」〉            
◎水曜日コース 23 日（水） 広田公園 10：30～10：55    

◎土曜日コース  5 日（土） 崎岡団地 10：30～11：00 

<<<<地区関係団体地区関係団体地区関係団体地区関係団体>>>>    

18 日（金）広田地区民生委員児童委員協議会 

定例会（洋室 13:30～） 

<<<<そのそのそのその他他他他>>>>    

16 日（水）ママたっち広田（和室 9:30～11:30）  

【予約日】15 日（火） 【受付】広田地区公民館  
   ☎３９－２７３７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/10（火）２ケ月ぶりの健康ウォーキングが開催され、39 名の参加者が集まりました 

この日は最高気温 32℃（佐世保）で湿度も高く、蒸し暑い日となりましたが、暑い、き

ついを『シニアパワー』でばっちり乗り越えることができました！ 

私達の健康の秘訣は『口を動かし食べることと、足を動かし歩くこと』です。皆さんも秋

の美味しい物や美味しいお店の情報交換をしながら、楽しくウォーキングをしません

か？！たくさんの参加をお待ちしております。 

（左）佐世保市運動推進協議会 本部役員 

広田地区担当の山田登美子さん 

（右）参加者の高澤美智子さん 

【日時】【日時】【日時】【日時】10101010／／／／8888（（（（火火火火））））9999：：：：30303030～～～～【集合場所】広田地区公民館【集合場所】広田地区公民館【集合場所】広田地区公民館【集合場所】広田地区公民館            

【コース】広田地区公民館～金田川【コース】広田地区公民館～金田川【コース】広田地区公民館～金田川【コース】広田地区公民館～金田川遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道～～～～わくわくわくわくわくわくわくわくふれあい市ふれあい市ふれあい市ふれあい市

～～～～オランダの花屋（往復オランダの花屋（往復オランダの花屋（往復オランダの花屋（往復 6666ｋｍｋｍｋｍｋｍ））））    

【問い合わせ先】佐世保市健康づくり課【問い合わせ先】佐世保市健康づくり課【問い合わせ先】佐世保市健康づくり課【問い合わせ先】佐世保市健康づくり課        

☎☎☎☎24242424----1111111111111111（内線（内線（内線（内線 5534553455345534））））    

<<<<広田中学校広田中学校広田中学校広田中学校>>>>    
1 日（火）市中学校体育大会駅伝競技 

4 日（金）厦門市外国語学校との国際交流  

7 日（月）厦門市外国語学校との国際交流  

9 日（水）県青少年劇場（三味線） 

11 日（金）前期終業式 給食停止 

15 日（火）後期始業式、実力テスト（3 年） 

給食停止（弁当持参） 

16 日（水）実力テスト（3 年）、 幼稚園実習（2-2）  

      避難訓練 

17 日（木）進路説明会（3 年）、幼稚園実習（2-1） 

18 日（金）厦門市青少年宮との国際交流 

20 日（日）文化発表会、家庭の日・ノー部活デー 

21 日（月）幼稚園実習（2-3） 

24 日（木）幼稚園実習（2-4） 

25 日（金）振替休業日（10/20 分） 

27 日（日）早岐地区戦没者慰霊祭 

（雨天は午前中体育館を使用） 

28 日（月）三者面談（3 年）、教育相談（1・2 年） 

29 日（火）スクールコンサート 

30 日（水）職場体験学習（2 年） 

イングリッシュキャンプ（1 年） 

31 日（木）職場体験学習（2 年） 

 

<<<<広田小学校広田小学校広田小学校広田小学校>>>>    
9 日（水）県青少年劇場（6 年） 

11 日（金）前期終業式 11：20 頃下校（1～5 年） 

              11：40 頃下校（6 年） 

15 日（火）後期始業式  

全校一斉集団下校(防犯パトロール) 11：00～               

17 日（木）就学時健診（受付 13：00～） 

18 日（金）授業参観・親子レク（2 年） 

20 日（日）広田中学校文化発表会（6 年） 

23 日（水）Ａブロック小体会（佐世保市総合グラウンド/6 年） 

24 日（木）宿泊体験学習 1 日目（世知原少年自然の家/5 年） 

       親子給食（1-1・1-2） 

25 日（金）宿泊体験学習 2 日目（世知原少年自然の家/5 年） 

         親子給食（1-3～5） 

       授業参観・親子レク（4 年） 

       文化発表会振替休業日（6 年） 

29 日（火）秋の遠足（2 年）、スクールコンサート（6 年） 

31 日（木）市音楽発表会 午前中（4 年） 

前前前前ページページページページののののつづきつづきつづきつづき⇒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

第第第第３３３３回理事会回理事会回理事会回理事会のののの報告報告報告報告    
９月９日（月）第３回の理事会を開催しました。主な内容を報告します 

 

〇早岐地区戦没者追悼式〇早岐地区戦没者追悼式〇早岐地区戦没者追悼式〇早岐地区戦没者追悼式についてについてについてについて    

 ・１０月２７日（日）１０時３０分開式  場所：住吉公園 

  （雨天の場合は、広田中学校のご厚意により、体育館で開催します） 

   

  皆様のご参加をお願い致します。 

 

〇令和元年〇令和元年〇令和元年〇令和元年「「「「人材育成講演会人材育成講演会人材育成講演会人材育成講演会」」」」開催開催開催開催についてについてについてについて    

・日 時 9 月 28 日 午後 7時～  広田地区公民館 2 階 講堂 

・町内回覧でもお知らせしました上記講演会を「「「「長崎国際大学副学長長崎国際大学副学長長崎国際大学副学長長崎国際大学副学長    

        木村木村木村木村    勝彦先生勝彦先生勝彦先生勝彦先生」」」」を迎え「地域づくり・・・人づくり」について講 

        演をしていただきます。 

  講演終了後には、ピアノとベースのデュオコンサートが用意され 

  ています。 

  秋の夜の一時を、講演とコンサートで過ごされてはいかがですか。 

  ご来場お待ちします。 

 

 

〇長崎県公民館大会〇長崎県公民館大会〇長崎県公民館大会〇長崎県公民館大会についてについてについてについて    

 ・今年の公民館大会は、１３年ぶりに佐世保市で開催されます。 

 ・開催日時  １０月３日（木）～１０月４日（金）２日間 

 ・１０月３日  分科会 １２時３０分受付 １３時３０分～分科会 

１．家庭教育と公民館（山澄地区公民館） 

２．青少年教育と公民館（総合教育センター） 

３．人権教育と公民館（相浦地区公民館） 

４．成人教育と公民館（清水地区公民館） 

５．自治公民館活動（相浦地区公民館） 

  ・１０月４日  全体会  ９時受付  ９時３０分開会 

          会 場  アルカス SASEBO  

 

 

 

自治協だより 
１０月号 

 

広田地区自治協議会 

最近は、異常気象による災害が頻発しています。

その災害から私たちの身を守るには、最終的には個

人個人の判断で身を守る最善の方法をとることにな

りますが、地区やご近所どうしで手を取り、声を掛け

合い助け合う共助が災害から身を守ることにつなが

ります。 

日頃から、地域やご近所で連絡を密にし、今一度、

地域の防災や危険個所について話し合ってみましょ

う。 


