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自由が丘を丸ごと楽しもう！

Spnng

Festival

のチラシが新聞折り込みと駅前（期間中）で配られます。

陽春の木漏れ日を浴びながら‥・遁休には自由が丘の美味しさ楽しさ探しに
出かけましょう。きっと好いことが見つかりますよ！
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由か丘郵便局が1丁目か

ら自由か丘阿目のホテル･PELITE地祠こ移転。

乖ｆで俘るｷ葦駄クーそ
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緑が丘文化会館
費用□００円
お申込は，ｎｆｏ

４／３０まで
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以上の予定表は、４月５日現在の情報です。後日記布のチラシ（カラー）でお確め下さい，
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−
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畝

自

自由が丘オフィシャルガイド

報誌しヽよいよ刎ｶｷｯｸ作ﾖｨｰ前

▼

西村編集長

かごＢＡＧ

JJ･sPIRmNc.Jスピリット制作11
恥‑W‑四‑f一匹‑〃

ｊｌ

資源の無駄使固こ繋がるレジ袋を無くそうと、スー
パーの舶こビッタIルサイズで、レジでの手間も省け

自由が丘オフィシャルガイドＨ〜０９（仮称）が､来春

る便利なバックを開発しました，レジに運んだ篭から
出版される，その発行に携わる自由か丘の組合員の方々及

レジの店員さんが他の篭に移す曲げかごＢＡＧ

ＩＩ

び､大日本印刷、販売担当の昭文社関係の皆さんか3月１

をセットすればお客さんの袋詰めの手間か省けます，
日の宵「喜多由』に集い､発行に向けてスタートをきった。

重いお米も入ります。＠１５Ｈ円自由か丘とう

西村編集委員長（左写真）の挨拶に続いて、営業担当の原

↑不用の際はこの･S
Jに納めて携帯.:::

きゆう、インフォで発売中。
武企画イベント担当部長は「毎度これ以上の情報誌は幽来

ないと思うのです

第44回通常総会日時決定

が、更にレベル・

平成19年５月２９日（火）１３：３０〜

アップしたものが
出来るので今回も期待してます」平井理事長は「チーム

野村里券地下

ワークが一番です」と挨拶の後、成功を祝して乾杯！
３月ｎ日（木）には、会館３Ｆにて事業部会が開

第３２回商店街対抗ｺﾞﾙﾌ大会

かれ、この度は、読み物と店舗紹介本を分離して2冊

４月１８日(水)

を１絡に納める形式が提案された，表紙ﾃﾞｻﾞｲﾝその
他詳細は今後ガイドブック事業部会で検討されていく，

卿 lm7雰｣，
ﾌｅ
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《Jゆ自由が丘ダブルで優面￣￣F

昨年に続き自由が丘SC2連覇

自由が丘を護る目黒消防団第10分団優勝
目黒消防団の救急救命啓及技術成果を試すコンテストが、先月の３月１８日

第８回・自由が丘ＣＵＰが３月日日（土）駒沢第１球技垢で開催された。
昨年７回目にして初めて自由が
丘ＣＵＰを手中に収めた自由か丘

旧）目黒区防災館（目黒区中央町２−㈲にて行
われた、

捉以･ぷこ｢ﾋﾞ瓢1今ﾀ恂･ヽ海お

人は何時倒れるかもしれない，

救急車が来るま−

サッカークラプだが、今年は対戦
チーム数も２チーム増えての勝
負！その心配も杞憂に終わりＰ
Ｋ戦にもつれ込み優鴎をもぎとっ
た。平井理事長の優勝を労う言葉の中に「当クラブを卒業した先摯達がコーチとして続々

思えばトルシエ監督のこの球技場での挨拶か脳忠をよぎる，「こうした場
ぐ自由が丘ＣＵＰ）があるこの地域のサッカー少年は幸せです，設営した関
係者やご両親に感謝しなければいけません，こうして少年のうちから一生
懸命励んでいる皆さんかいる限り将来の川−ガーは必ず強く成りますj
浅山レッツ部長自由か丘チームを優勝に導いた佐藤太一君（上の写真後列「左から２人目）
開会の挨拶は神奈川大一年生，昨年の優勝チームのコーチ木村見吾君は３月で大学を

入学すると続々帰ってきて、各学年

を火い、呼吸も止まった状態（ダミー）の蘇生法I
を如何に上到こ一般の人に教え伝えることか出来
￨

｜

さすが各分団選りすぐりの団員である。どの分￨
団員も一般の人に良く分かるようにデモンスト
レーションは進行，息を呑む思いで6番目に出場
の我が第１０分団の出番を待つ。いよいよ当団員−゜

〜

の番だ。キビキビと要紙のよい説明、的確な実技に加えて、分かりやすい図面
の提示か他を制していた，上位に確実と思ったが、まさか目黒消防団（］２分
団）中で１位に成るとは！

卒業し、めでたく就職，

中・高と進んで6年ほど経ち大学に

に当たる団員１名と、説明役１名か、倒れて意識

るかの蜃劣を競うものであった。

とﾁｰﾑに戻引採の面渕をみていると間いて感激しました」とあった

「ﾒﾝﾊﾞｰだった6年生か卒業後、

での数分か鴨負という、この日会場では救急救命

写真は、２月の東京マラソンでも数名の心肺停止ランナーを牧ったＡＥＤ（自

一4

動体外式除紺勤器）を提示してその操作法を実浪中の菊地歌紀さん（右）と説明
役の栗山笑和子さん。「５回ばかり一生懸命綾習していましたか‥・」と延し
そうな栗山欣三第１０分団長さんだった，

のコーチを務めてくれています」と
自由が丘サッカークラブ錦織会長が眼を細められた。

▲自由が丘ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ

今年は束京ヴェルデイからラモス監督の日本語サイン入り公

先輩に続け１第１０消防分団員！

入団のお問合せは目黒消防団本部へ

０３・３７１０・０１１９

力副会長と賞品

は帥が丘に使える、か？

式戦用試合球、フッ千のサイン入り練習着信、数々の提供品か賞品として参加選手に漏れ

広報部長秋山知隆

なく贈呈された，

ト
ス

咀胆匹

東京都と国土交通省が銀座で行なった

トト案内板完成

歩行者の多い場所で立ち止まるのは

「ユビキタス実験』に私も参加してきた，

邪魔にもなるし、これは危ないと感

視点､は勿論、これが白山か丘の街なか案

じた，一方で、耳というのは歩いて

女印の場所に自由が丘の選しるぺ１１本か建てられました，

内に応用可能なものかどうかを確かめる

いても空いているので音声情報を

シルバーの柱側面に（左の写真）にローマ宇でストリート

所にあった，

もっと多用するぺきだと思った。

名か記され、上部の地図には赤で現在地が記されています，

この実験は、専用端末を持って歩く

最後に地図泌報であるが、案外い

と、路上や地下鉄構内の天井に設置した

る場所を地図で示されても地図には

ｒＣタグや赤外線発信装置からの情報を

上下かあるため、どう見てよいのか

受信して、動画・静止両、文字、音声情

わからない事がある。目印になるも

報が得られるという仕組みだ，

のを同時に地図上に示さないと、か

銀座では街の歴史やイベント案内の

えってわからなくなることもあると

他、デパートのフロア情報や個店のメ

感じられた。

ニュー、セールなどの案内も行
なっていた。参加してみて気がつ
いた事を幾つか挙げてみたい，ま
ず、専用端末だが、いくら軽鼠と
はいってもかさばるのは間違いな
い，これだけ普及した携帯電話を
端末として使えるように考えてい
かなければならないだろう。次に
文字情報というのは、見ようと思
銀座の街に設置された案内看板と無線ﾏ一ｶー

Ｗ
訃◆新井克政殿{当組合員･中央会会員・融か丘アライ会長}３月５日逝去享年97歳

うとどうしても立ち止まってしまう，

{看板右下の小さい箱)

◆田島ｻｲ殴(当組合員数会会員･脚｣｣星田島商き社長詞島淳一殿ご母堂)３肘0日逝去享年90歳

○荒城園
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早朝６時より営業致しております
目黒区自由が丘1−29‑18酋371S･5361

つくね焼
●４０名楳までの宴会
湧ります，
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自由が丘・広小路
(371716881･{3723391恥

ｊ
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季節料理・ｔめし

自由が丘2−9−15火曜定休

なんでもそろいます
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齢
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ウスに着くという好立地で、ホールによっては､みな

JTB自由が丘・
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認楊梅本舗

自由が旦の原点を知る文化材その？

縮：・︒

幇達Ｅ令嬢は舘蛮先生宣初富孟った一二
超有名作家・石川先生

令嬢は﹃文芸春秋﹄の元記

後で知ったのだが︑石川

としても知られているが︑

者で夫君とは社内結婚だっ

は︑多くの映画の原作者

なんと芥川賞受賞第１号

竺式樫

﹁向山がｎ新聞の当シリーズは︑須山計 画伯がその背
︵昭和屈ざ︑・目由がＲ又化村新４会︷会場︲￥乃にお集

まりの方々の似顔絵を拡かれた色紙を基にスタートしま

した︒今回は︑芥川賞第一回受賞者・石川喧二先４．その

令端の竹内尽．双子さんをお招きして︑おｊを伺いました︒

そのまえに自由がａガイドブッ

クの前捷昭和如印穴ｈの｀白山ケ

ａ｀にご返照いた．文を︒

これは︑これはーｊ

たそうではないか︒

合の為のネット検索中に

そういう方々がこの﹃自

闇闇冒霧m

0I

&Wt9:

作家だったのだ︒この会

初めて知った︒

56ﾌﾟﾗﾝﾄﾞの旅を揃えた旅のﾌﾞﾃｨｯｸ

E』6旋ａ奮ｕ−■
墨里 ｍ゛
言二こが肪昌が烈

危険な街
佩則々ぞ・丘ｋ

子CCで行われました．今年は暖冬だ７たとはいえ、
ワ

自由が丘店OM731455a

n勁ににr71717s22

石川達三

道路を経由すると、自由が丘から約３０分でクラブハ
ゆゆーΦ一

皿11罰皿

由が丘新聞﹄もお読みに

したか､陽ざしが出始める頃から緩かくなり、ゴルフ
・典吻

なっていらっしやる事にな
る︒一層気を引き締めね
ば・・・・・・︒
自由が丘新聞担当・秋山

寒の戻りの為か､真冬に戻った様な当日の朝の寒さで
●

自由ケ丘を︑どこか外国の街と比較して随筆を書
けという注文を頂いたか﹃そんな風な街のすがたか
私の記億には浮かんで来ない︒
北京の盛り場で﹁天機﹂と云うところがある︒甚
だ上等でない﹃むしろ貧民の街で︑食べ物品︑見世

知隆広報部長ご紹介の段に
なると︑令嬢︵以下竹内︶は
竹内﹁ピアノの舘野泉先生
をインタビューなさった方

ですよね︒私︑舘野良先生
の弟子・第１号でした︒芸
大を出られてすぐの頃のこ昌

・一一−

物︑屋台店などごった返しているが︑自由ケ丘と追

その令嬢︵右写真前列

ｌｉａｓｉｌａ︲ｓＭ
ｈ
とで
す︒今でも自由Ｉ
がＭ丘で

バッタリお会いします︒
あ︑余計なこと話しました
か？﹂

ﾐ/テJｸ

次回は４月代茨城ＧＣの予定７す.咄本記｝［三回亘可冠Σコ

お申込み先 ；田島美代子電話０３−３７２４−４６５６
‑一一一一

・っところは﹃この人ごみの中を歩いていて命の危険
を感ずる必要がない云うことである︒
おそらく世界ぢゆぅで︑自由ケ丘ぐらい危ない街
はめワたに有るまいと私は思う︐駅前の︑ひかり衡
？︶を通るとき︑道の真ん中を歩いた記憶は一度
もない︑いつでも軒をならべた店の︑その軒下を︑
いささかの油断もなく︑眼をハ方に配り︑どっちか

中央︶を﹃藤原写真場﹄の
二代目店主・藤原洋平氏
が自由かＥ会館５階にお
連れ下さったのは︑２月

−いえいえ︑自由が
丘にまつわる事でしたら何
でも頂きます︒
秋山﹁自由がー商店街振興
組合では︑新聞のほかに２
年に１炭﹃情報・誌﹄を発行
しています︒今度は来年の
２月か３月頃の発行になり
ますので取り掛かかるとこ
ろです︒その中でも文化村
の記事を纏めて出す案が出
ています︒また︑振興組
合印周年誌︵６年後︶も出
す予定ですので︑それに向
けての用意という目的もあ

いただき参加した甲斐があったという前田氏のスピーチでした。又、今年でS5歳になられた渥美氏

：の準優勝も立派で、ゴルフに対する熱い思いは教えられます.

自由が丘会館３Ｆにて毎月１回､短歌の集いを間蛙しております，
次回の開催日時：４月２０日（金）午後２時より

ら何が飛び出してきても素早く身をかわすための用
意をしなから︑すり抜けてゆく︒この用心を怠った
ら︑あの街を向こ・っへ通り抜けるまでには︑命か七
つあっても足りないだろう︒トラック︑オート三
輪︑タクシー︑オートバイ︑自転車︑ありとあらゆ

詣日に芥川賞第１３６回
目の受賞者か決まりその
発表が新聞紙上を賑わし
たばかりの３月初旬午後
のこと︒コチコチに緊張
してお迎えした石川達三
先生の令嬢・竹内希衣子
氏は何と大らかな方で
あった︒
編集子︵以下−︶が
一昨年まで主宰の﹃月刊・
ぼんじゆうる﹄を永年お
読み下さったそうで︑令
嬢は︑﹁一度︑編集を手伝
わせて︒と電話したら﹃今︑

ります﹂・
以下次号に続く

ぬくかりし土手に咲きたる桜花根方に憩ふ親子の声きく

●

勝に輝きました，90歳になられるお母様の体調がすぐれず､病院への看病の中、ご家族のご理解を

上野令子
毛利良治

●

大木康子

蕗のとうささやくごとき春の声夕餉ほのかな香につつまるる

●難関なホールが続き､告スコアか伸び悩む中､健闘したのは､船田(−2}、星丼(−])､柿本･石井{−
:D,5〕でした｡結局､安定したスコアを維持した前田尻がｌ勝し､前半の貯金を生かした渥美氏が準優

テレビより流るる歌の「予の風〜」胸にしみ入り吾も風になる

打田廣・
●

いけすの申の海の幸･季節の味
一岑4Jif榔

Ｚ｝ﾚ嘸弗

る車の類かひっきりなしに走る︐駅前広場を中心
に﹃あの狭い街を左に右に走り回る︐しかし衡の
人々は神経が太く︑且つ機敏であるから︑案外死人
も出ない︒いろいろ危険な衝の雰囲気を醸して︑近
郊の住宅地の人たちが自由ケ丘へ遊びに来る︒貝い
物に来る︐それて一層ごった返す︒無秩序と云えば
無秩序であるが︑無秩序の好きな人がたくさん集
まってさかえた街であるのだから︑文句を云・っ筋は
ない︒文字通り自由な衝である︒自由の街は生命の
危険を伴・っよぅだが︑それは各自︑自分の責任にお
いて安心すればよろしい︒田舎者にはとっても歩け
ない衡だ︒人間のための歩道があるのは駅前広場だ
けで︑その他の場所では車に追いまくられながら人
間か逃げまわっている︐人権無視︑人間侮辱・：
そんな理屈をならぺる必要はない︐そぅいぅ扱い方
をされることの好きな人たちにとって︑自由ケ丘は
自由の街であるのだ︒おそらく︑栄えれば栄えるほ
ど︑ものすごい衡になるだろう︒これに．愚巡隊の

まにあってます﹄と言われた
の﹄と仰ったのには大恐

%‑r=一=R=

あをぞら会

ま一為事

脳を駆便したプレーか勝負を決めることになるコース
目由が丘ピコ

・・与四郎

ノ

よぅな暴力が一枚加われば︑新宿や池袋程度の大き
な街に発展するのだろぅ︒前途洋々たるものであ
る︒九月某日

主宰者安元百合子

●といえるてし・う。６組２４名〔ゲスト１名を含む〕でＩＮコースよりスタートしましたが､前半抜け
：出だのは、渥美･中島(−45)で、岡村(‑3.5j、前田田島(−3)と銃きました,後半ｏＵＴコースに
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

的にレイアウトされており、正確なコントロールと頭
●

１鳥度Ξ

●

ジの槙脚が見えたりする眺めの良い丘陸地のコースで
・貫
河合旭
●

日和となりました,磯子ＣＣは､第三京浜･横浜横須賀
ｸﾛｰ゜弓ﾈ

・・ｉこ

す,距離はあまり長くはないが､バンカーが多く効果
●

目黒区軟式野球連盟少年鵠所属
jddger岨q00.itscom.net
自由ケ丘ドジャース
少年野球クラブ お問合せE‑ma11:

カキモト

星陛同裡

暑

とみらい地区のランドマークタワーや横浜ベイブリｙ

／

●

j/ｸl//ﾆyﾘﾉｸ
岡村国弘
●

柿本栄Ξ

4月11日(水)･25日(水)参加料500円
※当ロ中止か否かのお問合せ公園管理事務所
３４２１−６１２４
{一xlx●‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

／

ネ

/S
ン
一

グ
ロ
４

ア
ウ
1月ー
氏名

●ZZ!･………ク̲･.‥‥‥‥‥‥‥‥:

ルーブJ1
前田軍.台
●

テニス同好会場所駒技オリンピック公園
活動スケジュール(時間は毎回12:30〜14･30)

第５４１回自由か丘マスターズ月例会は３月フヨ磯

女子(全学年)､ﾏﾏさんﾁｰﾑ(ﾐｭｰｽﾞ)ﾒﾝﾊﾞｰも募集中，:

尹

戸

11
カークラブ(JSC)は､自由が丘を中心とした地域の幼稚園児:ぐ

7Flgr
Ｆカントリークラブ(バーフ2)
:
国立・私立小学校などのお子さんも歓迎，お問合せE･mailりsc@es,puon,net

準優勝は渥美俗氏の健闘光る
マスターズ会第541回{３月)成績表
（年中･年長）〜小学校6年生対象で18年齢に鶴されました。区立小学校だけでなく、：

優勝は前田憲治氏
ＧＯしＦ

ｊ
昨年と今年の船旅ＣＵＰを部した自由か丘サツ：

＠嘔国Z●

謹んで汀正しお詫び申し
前回のこの欄の文中の千田之也は、千田是也の誤りでした，
彷詫びと，

丘商店街連合会第三号(編集竣発行者田中平ハ郎)より転載
r危険な街』は自由ｹ

稲葉･秋山の各氏
後列、
海老原．

だからｉ原･竹内・

平成１９年４月１０日（３）
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新
丘
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由
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写真、地図、顧問等、昔の自由が丘

班17

のilこ係わる資料をご提供Ｔａい．
事務局･谷本までG

J3371NS41）
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念誌作成に向け資料を集めています，
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資料ご提供のお願い
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自由か丘商店街振興組合では９周年記

−
願︱
Ａ−
前

川︷Ｕ出

第２３９号

平成１９年４月１０日(4)
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自由が丘のオフィシャルサイト

美化デー協力者を招いてお花見開催

５月りニューアルに向け順調に進行中！

村上ビル屋上にて

自由が丘ＨＰも今のﾃﾞｻﾞｲﾝで３年
が過ぎ、この春ようやくリニューアル
されます，
リニューアルデザインについては、
コンサルタントの企画提案書をもとに、
２月にデザイン会社コンペが行われま
した，ＩＴ事業郎員はじめ自由が丘イ

３月２９日の宵､正に満開の夜桜を下に見

ンフォメーションのスタッフや事務局

て､折からの煌々と照らす月を仰ぎ見なから、

員も加わり、大多数の得票で､リバープ
▲コンベ風景

心尽くしの美味しいご馳走と美酒で至福のお花見会が聞かれた，

レイス株式会社に決定，

所は南口緑道のド真ん中｡マストビル向かい村上ピルの屋上。

▼審萱屋呆

３月理事会でﾃﾞｻﾞｲﾝ案も承認され、現在システム変

i?湘
更･調整を含め最後の追い込みに孤軍罵間中｜｢皆さんか
g･調整を含め最後の追い込みに孤軍罵間中￨「皆さんか
使いやすく､日本中から一入でも多くの自由が丘来街者獲
むいやすく､日本中から一入でも多くの自由が丘来街者獲
得に一役かえるＨＰになるようにみんな頑張ってますj

恥゛一役かえるHPになるようにみんな頑張ってますj
w
lT事業部長山浦幸蔵
lT事業部長山浦幸蔵

毎週木曜日早朝の美化デーに欠かさず出席､自由か丘の玄関口･駅前清掃に励んで

りI･，｀

−

おられる皆さんをねぎらうために､根絶の村上唇城環境部長と神山信介美化推進事

ｉ

業部長の肝いりで､満開の時を逃さず急濾開かれたものであった｡美化デーには、

、,､｀゛〜..

商店街の方々よりむしろ住区の方々か熱Ｎこ来てくださっている｡年に１度振組か
ら表彰されている方々のお顔が並んで､楽しいお花見の宴だった。
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1
来るｽﾍﾟｰｽ､お子さん連れでもOKなお店やｷｯｽﾞﾌﾟﾚｰﾄのあるﾚｽ回ﾝなど調査し
Jj ご

自白かaりﾌｫﾒｰｼｮﾝ?ﾝﾀｰ

田中由里子

季節も春に少しずつ近づいているようです，

て｢子供服･グッズ｣の地図に掲載してお客様に対応をしていますか､なかなか情報が集ま

暖かくなるとお予さん連れで自由が丘の街を訪れる方か多くなってきます。

りません,スタッフが調査しているときにお店の情報など質問を万ることがあると思います

お子さん連れのほとんどの方がインフォメーションセンターで質問をされることは､「授
●●●゜ｓ°・・・・・ｓ・・・″・
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がどうぞよろしくお願いいたします。
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自由が丘の新しい仲間たち
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・添加物を一切使用しない､顛鮮な材料と普なからの焼き方のﾌﾟﾘﾝ
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：ｌ手打ちそば
回自由が丘1‑7‑3
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・蕎麦(そぱ)は人と人とのつなぎ役

ｌオリジナルの2層プリン｢ke:m・yuﾌﾟﾘﾝ｣､純系･名古屋
Ｉコーチンの卵埼0%使用した「贅沢ﾌﾟﾘﾝ｣､卵を一切使用して
：いない｢白ﾌﾟﾘﾝ｣等一つ一つ毎日丁寧￨こ焼き上げているた

Ｉ蔵の中の空間をイメージした｢ゆったりした雰囲気｣の中で、
Ｉ産灘(山形･北海道}手打ちそばと女将の手作り料理か自慢の
：店です.昼の山久ランチ(￥１１００)と夜の山久セットかお

・め､品切れの時には閉店してしまうそうです，

ｌ奨めです,幻の日本酒･焼酎各種楽しめます．

Ｉ
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今昔着物と古裂

Ｉ

過ぎた時代の生活を豊かにした品４が中･６明治から現代に至るア

Ｉ

ンティーク盾悔や順統工芸織物のリサイクル着物､かんざし､帯ｋ

Ｉ

吉伊万里の器など現代の暮らしに取り込んで､心のゆとりを感じら

Ｉ

ｉ由が丘３−ｌｏ−２０ａ３７１８−ａ１１１

そば竟

自由が丘駅前しらかば通り
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大小こ宴会
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゛富乙とお食事に

P

スバイスを利かせるためのヒントを見つけてください。

蝕h

￥４参，

朝日岳

ブーケがお奨めです,バリのエスブI.I溢れる店舗で暮らしに

刊書籍雑誌外即

■無言回
ヨ医涯旨。

自由が丘

ｌ
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優良な住環境をつくります
自由が丘ｵｰｸﾋﾙ

熊野本宮の御神霊を祀る
TEL
3717‑7720
やさしく戻し《自由が丘にｼﾃｨﾎﾃJー生

∂びS〃7ー
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ﾌﾛのおそうじ
.97?77?7177Z㎜

刄￥MGAOKA
自由が丘駅から徒歩２分/駐車場完備

ｫﾉに‑ﾙの店ドレミ
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蒲焼割烹
為試･り

自由が丘庸詰昌昌ｽ
∂
一誠堂
xlS･,yｶﾞﾎﾟｺﾝﾀｸﾄ･･水一定淳一]7171価か1
↑唖｝桓

お電話でのご･

予約お待ち申上げております
か

ビジネス
旅館

てｺﾞﾆ⊇⊇ｔは昌７
お問合せ･哨単お電17営3717･1172

目黒区自由が丘レ２４−１２

自由が丘(駅南口)雷3717･7950

自由が丘2‑14‑11
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ち蔽配合11QO知勇生紙を使用してし忿す，

収

TgC高橋建設(株)

定のお店です,７本680円のバラ､1500円･280ﾛ円のモンソー

︑か・

新しい飛一１
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S03・3717･4541
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れるものか知えています,茶人の着物はコーディネイト付．
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お問合せは気組事務局へ
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もっと気軽にお花を毎日鰐れたらという要望に応えた価格設
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