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講師 

【基調講演】  

 河原正典先生  
（医療法人社団爽秋会岡部医院医師）  

 

【シンポジウム】  

『熊本地震から１年  

 今 語れること、語りたいこと』  

 

＜医師の立場から＞      

後藤慶次先生  
（ひまわり在宅クリニック院長）  

 

＜看護師の立場から＞     

木村浩美さん  
（訪問看護ステーション清雅苑管理者    

 熊本県訪問看護ステーション  

   連絡協議会理事・管理者代表）  

 

＜ＳＷの立場から＞      

下田美沙都さん  
（医療法人桜十字 桜十字病院MSW）  

 

＜ﾊﾟｽﾄﾗﾙｹｱﾜｰｶｰの  

 立場から＞  

加藤  理人さん  
（イエズスの聖心病院ﾊﾟｽﾄﾗﾙｹｱ

部、地域連携室）  
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九州地区の緩和ケア病棟認可施設を

中心に、７５施設・239名が参加しました。

午前は大会テーマに沿った基調講演と

シンポジウムが行われ、午後からは５つの

職種別分科会でそれぞれ発表とディス

カッションが行われました。  

2017年６月10日（土） 福岡国際会議

場にて「震災から時を経て語れること～

傷ついた医療者が、ケアに携わることの

困難さ～」をテーマに、河原正典先生

（医療法人社団爽秋会岡部医院 医師）を 

お招きして2017年度九州支部大会を開

催いたしました。 

 2017年度九州支部大会では、メインテーマを“震災から時を経て 今 

語れること～傷ついた医療者が、ケアに携わることの困難さ～”と決めまし

た。基調講演は、臨床宗教師でもある在宅医の河原正典先生にお願いし

ました。講演は大熱演でテーマの枠を超えた河原先生自身の緩和ケアの

世界観が感じ取られました。 

講演内容は以下の３つに分かれていました。 

 

①自己紹介と岡部医院 

岡部医院は多くの皆様がご存知のように、

元呼吸器外科医の岡部健先生が立ち

上げた診療所です。そこは“食べられなく

なったら食べない”という“自然死”を目指

す在宅診療所です。河原先生が緩和ケ

ア医を目指そうと考え、飲み屋で岡部先生

と面接したエピソードなどを話してくれました。 

 

総括：林 良彦（天心堂へつぎ病院  副院長・総合診療緩和ケア部長）  
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③他人を援助する時に考えた事 

援助される側は、人に迷惑をかけたくない気持

ちから援助される事自体が苦しいのでは？ と

提言してくれました。援助する側も医療者の思い

込みをはずして被災者に接することが大切と話

してくれました。支援者のブロッキングをはずしたコ

ミュニケーションにより、被災者は

話をする事によって自分の気持ち

を整理できたり新たな視点が生ま

れたり具体的な対策、工夫を考

えることが出来るようになるとまとめ

てくれました。 

 

以上の講演を通して、会員には震災にも負けな

い河原先生の実直な緩和ケア観が伝わり、復

興を支援していく覚悟を改めて感じたのではない

かと思われました。 

②大震災を経験して考えた事 

大震災を経験してもなお河原先生の緩和ケア

活動はまったく変わりなく続けて来られたそうです。

むしろ“古き良き日本の在宅見取り文化＝死へ

の道標”は変わる事なく、環境が変わっても死は

不変、震災という事実でブロッキングしては 駄

目という教訓を与えてくれました。 

さらに、ここからが河原先生の真

骨頂ですが、医療者の価値観と

患者さんの価値観は異なるもの

であり、穏やかな最期という言葉

は医療者の価値観を患者に押し

付けるだけなのでは？いう疑問を

提起してくれました。大切な事は価

値観という医療者のブロッキングをはずして事実

判断し、患者の求める“本当の医者に診てもら

いたい”という言葉に答える事です。さらに、あなた

の考え方は理解しているという双方向のコミュニ

ケーション技術が大切だと教えてくれました。 

基調講演「震災を経験した在宅医が考えたこと」   

  講師：河原正典先生（医療法人社団爽秋会岡部医院 医師） 

総括：林 良彦（社会医療法人財団天心堂へつぎ病院）  

総括：林 良彦（社会医療法人財団天心堂へつぎ病院）  

シンポジウム「熊本地震から１年  今 語れること、語りたいこと」   

   

強い地域社会を築いていくとまとめた。震災後

は被災者の心情を重んじて趣味のジョギングを

控えたと吐露されたが、河原先生は地震に関

係なくいつものように、ありのままにジョギングされ

たらというアドバイスがあった。 

 基調講演に続くシンポジウムでは4人の先生

の発表とコメンテーターとして河原先生に残って

頂きディスカッションしました。 

 

ひまわり在宅クリニック院長 後藤慶次先生 

 ”ある在宅緩和ケア医のつぶやき” 

 

先生が関っている症例は震災後の病状の悪化

は無かったが、要支援レベルで自力で通院して

いる患者が避難所暮らしを続ける中で体調を

壊すケースが目に付いたと発表された。災害は

自助・共助・公助と言われるが、近隣の方々と

連携を深めていく共助の部分が大規模災害に
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総括：林 良彦（社会医療法人財団天心堂へつぎ病院）  

シンポジウム「熊本地震から１年  今 語れること、語りたいこと」   

   

 訪問看護ステーション清雅苑 木村浩美先生 

 “熊本地震から1年～SOSが発信できる訪問看護ステーション” 

 

木村さんは熊本県内の訪門看護

ステーションの被災状況を調査され

た。訪看ステーションは連絡体制が

平時から既に構築されており、被災

状況をスムーズに収集できたと発表

された。一方、訪看ステーション以

外の情報や各方面からのお見舞い

対応、支援物質の分配などにノウ

ハウがなく苦慮されたとの事であっ

た。これらの経験から連絡協議会で

は災害委員会を立ち上げ平時からシュミレーション演習を行っている。できればこ

の組織が熊本県災害対策本部の中に組み込まれ、支援物資などはロジスチッ

クに一本化できればと感じた。最後にいつも飲むビールが地震直後はおいしく感

じないという訴えに河原先生はおいしく感じるときが癒されたときとアドバイスされた。 

 

桜十字病院MSW 下田 美沙都先生 

 “熊本地震から1年 今語れること、語りたいこと 

    ～つながりの大切さ～” 

 

MSW協会では地震から5ヵ月後に地震関連のシンポジ

ウムを開催した。各演題に共通した内容はつながりの大

切さであった。さらにはシンポジウムの中で、支援者として

話を聴くのではなく被災者として語り合えた事でお互いに

共感しあうことが出来たと話された。その事が心のケアに

繋がったと話され、河原先生もこの取り組みはすばらしい

と話された。 

 

 

           イエズスの聖心病院 パストラルケアワーカー 

 加藤 理人先生  

 “熊本地震一年が経過して～被災と支援～” 

 

加藤先生の話は河原先生と共通な点が多いと

感じた。その中で強く印象に残ったのは悪意の無い

言葉が他者を傷つける例があるという事であった。

例えば、“お気持ち分かります”→簡単に分かって

欲しくない。“がんばって下さい”→既にがんばって

いる。“まだ良い方ですよ”→他者との比較は響かない！など等であった。 

いずれ論文にしてまとめるそうで完成が楽しみである。 

シンポジスト 

＜医師の立場から＞      

後藤慶次先生  
（ひまわり在宅クリニック院長）  

 

＜看護師の立場から＞     

木村浩美さん  
（訪問看護ステーション清雅苑管理者    

 熊本県訪問看護ステーション  

   連絡協議会理事・管理者代表）  

 

＜ＳＷの立場から＞      

下田美沙都さん  
（医療法人桜十字 桜十字病院MSW）  

 

＜ﾊﾟｽﾄﾗﾙｹｱﾜｰｶｰの  

 立場から＞  

加藤  理人さん  
（イエズスの聖心病院  

  ﾊﾟｽﾄﾗﾙｹｱ部、地域連携室）  



 

 

Page 4 

NPO法人日本ホスピス緩和ケア協会 

九州支部 ニューズレター vol.1５ 

職種別分科会「医師部会」  

総括：山田信一（久留米大学医学部  麻酔科講師）  

 各グループで様々な意見が出ましたが、痛み

のみで安易？な鎮静を行う事は、余程のことがな

い限りは行われていないのではないかということが判

明しました。私や小杉先生は麻酔科出身ですが、

症状の強い痛みに対しては積極的な神経ブロッ

ク治療を併用することで症状緩和が可能であるこ

との方が多いと感じていま

すし、多くの先生方も賛同

してくださいました。夜間の

睡眠確保のためやせん妄

時（臨死期の直前など）

には夜間のみの鎮静など

は多くの症例で行われるこ

ともあり、そのまま徐々に自

然な経過をたどるような鎮

静に至ることの方が多く、

積極的な深い持続的鎮

静を行う症例はやはり少な

いという意見が多く出ました。鎮静の理由は倦怠

感や身の置き所のなさ、呼吸困難がほとんどを占

めており、痛みのみや精神的な理由による事は稀

ではないかという事でした。 

 鎮静の決定に関しては、特に決まっていないこと

が多いようでしたが、症例ごとにケースカンファレンス

を行う場合もあれば、出来るだけの症状緩和に努

めた結果で主治医の判断による事もあるとの事で

した。 

 このクローズアップ現代の番組内容のように決

して医療従事者や家族が後悔するようなことが無

いように、症状緩和のスキルを磨き、チームで支え

あいながら鎮静というものを検討していかなくてはな

らないだろうという結論に至りました。以上、報告い

たします。 

 医師部会では小杉寿文先生の提案のもとに

鎮静に関しての講演とディスカッションを行いまし

た。昨年放送されたNHKのクローズアップ現代と

いう番組では、“最期のとき”をどう決める～“終末

期鎮静”めぐる葛藤～というテーマで話が進行

していました。耐えがたい苦痛を取り除くために鎮

静剤で意識を落とし、

眠ったまま最期を迎えると

いう内容で、在宅で亡く

なったがん患者の７人に１

人に行われていたことがわ

かったとの報告が行われ

ていました。自分の意志

で、眠ったまま苦しむことな

く死を迎える患者とその一

方 で、遺 族 の中 には、

「“終末期鎮静”に同意

したことで、患者の人生を

終わらせてしまったのではないか」と悩んだり、罪悪

感にさいなまれたりする人もいる現状が映し出され

ていました。自宅で最期を迎えるがん患者が増え

る中、終末期の医療はどうあるべきか、番組の中

でも話が行われていました。患者が痛い痛いと大

きな声で訴えられ、今の状況は薬では緩和できな

いために鎮静を行ってしまったとの内容に違和感

を感じられた参加者も多かったようです。 

 そこで、痛み症状のみで積極的な深い鎮静を

行っているのかどうかや鎮静はどのくらいの割合で

行われているのか、鎮静を行う場合にはどのように

決定しているのか、家族や本人に対する説明の

タイミングや施行のタイミングなどに関してディス

カッションを行いました。 
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患者さんの看護を振り返りできるデスカンファレンスは、

学びを深めたり、自身の看護を認めたりでき、看護師

のエンパワーメントにつながりますし、何より、患者さ

ん、家族への看護の質向上に繋がります。デスカン

ファレンスを大切に有効活用するための意見交換を

行いました。グループからは、忙しくデスカンファレンス

に時間が取れない、思い出話しに終わってしまうなど

の問題点があるものの、話し合うことで、看護への達

成感につながり、またスタッフ教育の場になっているこ

とも意見としてあがりました。皆で看護を振り返るデスカ

ンファレンスが重要であることを話し合いました。 

 終末期がん患者さんへの看護は答えがあるわけ

でなく、患者さん、家族にとって何が良いのか、チーム

で悩み、話し合い、看護を提供する。その看護が患

者さん、家族の安心、安楽に繋がった時に看護の喜

びを感じます。終末期がん患者さん、家族の人生に

触れられ、人として、看護師として患者さんへ寄り添う

ことができる看護は素敵な職業であることを改めて感

じ、また明日から頑張ろうと感じられる看護部会でし

た。 

 佐賀県医療センター好生館がん相談支援セン

ターの日浦あつ子さんより緩和ケア病棟勤務20年

間での患者さん、ご家族との出会いを「みとりの現場

から看護を学ぶ」というテーマでご講演いただき、その

後にデスカンファレンスでの看護の振り返りについて

グループワークを行いました。 

「皆さんは、何のために、誰のために看護を行っていま

すか？」「どんな時に看護の喜びを感じますか？」と

冒頭で日浦さんより投げかけがあり、この問いについ

て、受講者それぞれが『看護とは』を考えながら受講

しました。 

 病状の回復が望めない心身ともにつらさを抱えた

患者さんの側に常にいる看護師は少しでも安楽に

心穏やかに過ごしてもらえるようにと支援をしています。

患者さんへ寄り添う看護は緩和ケアの基本とも言え

ます。私達は患者さんへ寄り添う看護を実践できて

いるのでしょうか。脊椎転移のある患者さんの排泄時

間が夜間の場合、ケア時の患者さんの安楽を考え、

看護師の数が多い日中へ変えることを看護として実

践します。しかし夜間排泄が患者さんの日常で、その

日常を大切にしたいと患者さんが考えておられたら、

私達が考えた安楽な排泄のケアは誰のためのケアで

しょうか。患者さんへ寄り添う看護とは、患者さんのつ

らさは勿論、大切にしたいと考えていることへも共感

し、支援することではないでしょうか。看護実践での言

葉、態度が患者さん、家族の癒しにもなり、悲しみに

もなること意識しながら看護をする必要があると日浦

さんより教えていただきました。 

職種別分科会「看護部会」  

総括：田中まゆこ（佐賀大学医学部附属病院  緩和ケアセンター）  
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職種別分科会「ソーシャルワーカー部会」  

上記抵抗理由には、余命３ヶ月を超えるという理由で

一旦は入院を拒否し、その1.5ヶ月後に再度相談し余命

３ヶ月以内という理由で入院を認めた、などがありました。 

部会当日は、司会を内田浩稔、事例提供を桜十字

病院MSW下田美沙都さん、グループワークは40数名が７

グループに分かれて討議を行い、最後に全体での討議を

行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例提供では、上記熊本における拒否事例２件の報

告。また熊本県では、熊本市と熊本市外の自治体が、緩

和ケア病棟へ入院を認めるための独自の規準（生命予

後が３ヶ月以内、フローチャート等）を作って運用している

実態についての説明もありました。 

グループ討議・全体討議では「そもそも（生活保護受

給者は）緩和ケア病棟への入院はできないものと思ってく

ださい。」「一般病棟では疼痛コントロールができないので

すか？できるのであれば、一般病棟で（疼痛コントロール

を）やってください。」など、熊本県内の福祉事務所（生活

保護課）の言動が紹介されました。 

実際に入院を断られた方々は、一般病棟その他で終

末期を過ごし死亡。入院できたケースでも、入院までの審

査等で２〜３週間の時間がかかり残りわずかの貴重な時

間を苦悩のまま過ごしています。 

被保護者というだけで、緩和ケア病棟で過ごす機会を

少なからず奪われている事実が認められた事実を踏まえ

て、さらなる事実関係の調査と対策を考えなくてはならない

と思っています。 

「生活保護課から、緩和ケア病棟への入院を 

              断られた事例」 

 

このプログラムは一年前に支部会員の中で問題提起

があり、2016年度の九州支部大会のプログラムとする予

定で支部会員へ同じような事例がないか緊急アンケート

を行いましたが、後に熊本地震のテーマに統一され先送り

になった経緯があります。 

まずは、昨年5月に行った緊急アンケートの報告から。

当時緩和ケア病棟を有する70の会員施設、緩和ケア

チーム2施設、緩和ケア提供病院５施設、緩和ケア提供

クリニック12施設、準会員３施設に郵送し、FAX及び郵送

にて回答（45施設から回答あり）をお願いしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜回答結果＞ 

緩和ケア病棟への入院（入棟）を拒否された 10件 

 （熊本県５件、福岡県３件、大分県２件） 

緩和ケア病棟への入院（入棟）を抵抗された ４件 

 （大分県3件、熊本県１件） 

 

上記拒否理由には、 

①オピオイドを使っていない 

②本人の意思が確認できない 

③緩和ケアに入るような状態ではない、などがありました。 

総括：内田浩稔（今立内科クリニック  ソーシャルワーカー）  

ソーシャルワーカー部会 事例発表者 

下田美沙都さん（桜十字病院  ＭＳＷ）  



 

 

Page 7 

NPO法人日本ホスピス緩和ケア協会 

九州支部 ニューズレター  vol.1５ 

 臨床心理士は、今後のイメージや見通しを持てるよう

サポートすること、いろいろな情報を共有することで柔軟

に考えられるようにサポートすること、傾聴することによって

今後に対する不安に対処することをサポートすることで

心理面のケアをされるとのことでした。 

 経過として、心理士との関係構築ができ、これまでの

振り返り、今後についての不安の表出、今後の希望、

退院についての話題を一緒に考えることができたとのこ

と。話すことで不安な気持ちや考えが巡って

しまうことから注意をそらし、そのようなな気持ち

に折り合いをつけ、肯定的な側面に意識を

むけながら、この先どうなるのかを感じ共に再

考することがポイントになるとのことでした。具

体的には、患者本人からの話と家族との話

を聴いて、生活環境の見直しを行い、今後

の方向性について他職種でのかかわりをされたそうです。

話す場を設定し、話を聴き、意思決定に寄り添い、他職

種との連携をし、意志決定しやすい環境を作るための臨

床心理士とのかかわりは、重要なものであると感じました。  

 パストラルケア部は、「緩和ケアに関わる臨床心理士の取り組

み」として、熊本大学医学部附属病院緩和ケアチーム・臨床

心理士、一美奈緒子先生に発表していただき、参加者の方々

と分かち合いをしました。今年は、例年に比べて医師の参加が 

多く、また、毎年同様、看護師、臨床心理士、 

ソーシャルワーカーの参加もありました。 

 まず、取り組みの全体的なこととして、臨床

心理士への依頼が多いのは、「家族を支えな

ければならないのになぜ自分が」という思いの

男性や「婦人科がん」、そして、「乳がん」の方

からの依頼が多いこと。また７０代後半から８０

代の方からの依頼が増えてきているとの報告もありました。 

 どのような依頼が臨床心理士のところにくるかというと、気分転

換と抑うつ、今後の不安、気分の落ち込みにたいしてのかかわり

が多いとのことでした。 

職種別分科会「リハビリテーション部会」   

総括：三原絵美（たたらリハビリテーション病院リハビリテーション技術部 緩和ケア部門主任）  

るか。患者の希望、夫の希望、セラピストの展望のそれぞれ

をすり合わせながらのADL UPをどのように行っていくか。とい

う視点が引き出されました。③では洗髪時の頚椎保護をど

のようにしていくか。ということに対して入浴用カラーの作成、

シャンプーハットや自助具の使用、前屈ではなく側屈で行

なう、など各自の経験を元に多くの提案があ

りました。④では、今後は上肢の異常感覚

が進行することが考えられるため、早期に自

宅退院を目指すことが望ましいが、そのため

には患者と夫の思いをすり合わせていくことは

常に必要であり、夫の安心を得ながら外出

や外泊を進めていくことが大切。そして、患者

を支える夫の協力は不可欠であるが、その

夫を支える人がいるのか、グリーフケアが必要と思われる

が、どのように行っていくか、という患者を取り巻く環境の根

底を掘り下げるディスカッションになりました。 

今回は事例の主治医にも参加していただき、医師としての

経過や視点も含まれ、また、少人数であったことでより内容

の濃い80分のディカッションになりました。 

 リハビリテーション部会では、日頃の診療の悩みを共有

して、セラピストとしての関わり方を再考し、多職種ケアにつ

なげることを目的に事例検討を行ないました。 

 たたらリハビリテーション病院理学療法士 明治潤さん

に「頚椎転移患者のＡＤＬ設定とリスク管理」をテーマと

して事例を提示していただきました。 

栄光病院理学療法士 林邦男さん

のファシリテーターの下、参加者セラピ

スト9名、医師2名の少人数で、ディス

カッションを行いました。 

 事例は50歳代 ＃再発性右乳癌 

＃多発骨転移（Ｃ７、Ｔｈ１-３、左腸

骨）＃肺・肝転移。夫と2人暮らし。動

作時は頚椎カラーを着用して、押し車

歩行は見守りでできるが、排泄はベッド上2人介助。患者

の希望は「トイレに自分で行きたい」。夫の希望は「不意の

アクシデントで悪くなるのが怖い。半年先の退院を目標に

無理せずにリハビリをしてほしい」という思いがありました。 

主なディスカッション内容は①移動方法、②排泄方法、

③入浴方法、④自宅退院に気持ちを向かわせる方法、

の4点が提示されました。①②の検討では廃用の要素と

腫瘍による悪液質の要素の境目の見極めをどのようにす

総括：加藤理人（イエズスの聖心病院  パストラルケア部、地域連携室）  

職種別分科会「パストラルケアワーカー部会」  

パストラルケアワーカー部会 発表者 

一美奈緒子さん（熊本大学医学部附属病院  緩和ケアチーム）  
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九 州 支 部  
 
 

〒 8 1 1 - 2 2 3 2  

 福 岡 県 糟 屋 郡 志 免 町  

 別 府 西 3 - 8 - 1 5  
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 九州支部では2014年度から2016年度までの３年間で５回にわたってELNEC-Jコアカリキュラム看護師教育 

プログラムを開催してまいりましたが、2018年度は九州支部看護師教育支援委員会独自の企画で 

ELNEC-Jコアカリキュラムを受講終了した看護師を対象とした「ELNEC-Jフォローアップ研修」を下記の日程・ 

場所にて開催する予定です。参加募集要項等の詳細は、2018年５月下旬頃にご案内いたします。 

  【第1回ELNEC-Jフォローアップ研修】（予定） 

   日程：2018年９月15日（土）・９月16日（日） ※初日は午後からの半日研修、２日目は終日研修の予定です。 

   会場：久留米大学病院 本館東棟2階 第1･2会議室（久留米市旭町67番地） 

 《2018年度九州支部大会の開催日程が決まりました！》 

  日時：2018年５月26日（土）10:00～15:30 

  会場：福岡国際会議場５Ｆ 501会議室／４Ｆ411+412会議室 ほか 

      （福岡市博多区石城町2-1） 

  大会テーマ「地域で看る～地域包括ケアと緩和ケア～」     
 

2018年度の九州支部大会は、上記の日程・場所で開催いたします。今回は、秋山正子先生（マギーズ東京

共同代表・理事／(株)ケアーズ・白十字訪問看護ステーション代表取締役所長） を基調講演講師としてお迎

えすることになりました。基調講演に引き続いて行うプログラムでは下記の３つの教育講演を予定しています。 

 「緩和ケアにおける精神症状のマネジメント（仮）」（講師：嶋本正弥さん／九州大学病院 がんセンター（助教）） 

 「緩和ケアと食～心と身体を支える食～」（講師：小渕智子さん／にのさかクリニック 訪問管理栄養士） 

 「スピリチュアルケア～臨床宗教師の立場から～」（講師：山下亮恂さん／福岡聖恵病院 臨床宗教師） 

また、午後には例年通り、施設代表者会、職種別分科会、全体会を予定しています。 

プログラムの詳細と参加申し込みについては、2018年４月上旬に九州支部会員施設の連絡担当者宛に 

ご案内をお送りする予定です。 

 【ＮＰＯ法人日本ホスピス緩和ケア協会】(旧名称：全国ホスピス・緩和ケア病棟

連絡協議会）の地方組織の一つとして、ホスピス・緩和ケアに取り組む施設の間で

密接な交流を深め、質の向上のための教育啓発活動を推進していこうとの目的から

2000年に「九州ブロック交流会」として設立され、2001年より本格的に支部活動を

スタートいたしました。 

 ホスピス・緩和ケア病棟を持つ施設を中心に、一般急性期病院で緩和ケアを

行っている施設や在宅ホスピスケアを積極的に行っているクリニックなど、９0余りの 

施設によって組織され、会員施設に所属する医師や看護師、ソーシャルワーカー

等を対象とした教育啓発・研修会の開催等の活動を行っております。 

 当協会へのご入会・九州支部の活動への参画をご希望の施設は、下記の本部

事務局まで入会手続きについてお問い合わせ下さい。 
   

【NPO法人日本ホスピス緩和ケア協会 事務局】 

 〒259-0151 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口1000-1 

        ピースハウスホスピス教育研究所内 

   TEL (0465)80-1381 FAX (0465)80-1382 

      e-mail:info@hpcj.org  http://www.hpcj.org/ 

＜ＮＰＯ法人日本ホスピス緩和ケア協会 九州支部＞活動ご紹介 

九州支部主催「ELNEC-Jフォローアップ研修」開催計画のおしらせ  


