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東京音楽大学校友会　第16回総会報告

平成30年度　主な活動報告

（1）	７回の本部役員会を開催
（2）	第15回校友会総会を開催
（3）	上記総会資料を欠席支部長（9支部）・欠席正会員へ

発送（1,567通）
（4）	内部会計監査を２回、会計士による外部会計監査を

１回実施
（5）	校友会会報第27号（平成30年９月末日付）を発行
（6）	「東京音楽大学創立111周年記念同窓会」（平成30年

11月3日（土･祝））をコンラッド東京において開催
（7）	東京音楽大学卒業式（平成31年３月９日（土））に

おいて井田会長が祝辞を述べた
	 校友会記念品（クリアファイル３枚組・モバイル

バッテリー充電器・ＰＲ冊子）を贈呈

※	活動報告の詳細および校友会会則は、	
大学ホームページに掲載しております。

東京音楽大学ホームページよりリンク
http://www.tokyo-ondai.ac.jp/about/company.html

会　長　井田　康子（大2・ピアノ）
副会長　谷中　　優（大10・作曲）
総　務　永瀬　文子（大16・音楽教育）
　　　　國吉　浩子（大19・音楽教育）
　　　　久江由美子（大21・音楽教育）

会　計　浦山はるみ（大13・ピアノ）
　　　　花見由加里（大14・ピアノ）
書　記　田中　葉子（大14・声楽）
　　　　谷田部俊子（大14・音楽教育）

広　報　谷田部俊子（大14・音楽教育）
　　　　根村　邦子（大15・音楽教育）
監　事　植竹　　茂（大８・打楽器）
　　　　立原ちえ子（大11・声楽／オペラ）

【日時】	 2019年6月2日（日）14：20～
【場所】	東京音楽大学　中目黒・代官山キャンパス	

ＴＣＭホール
【出席】	役　　員	 12名
	 支 部 長	 27名
	 一般会員	 118名
	 委 任 状	 909通
	 総　　数	 1,066名

（現正会員数	 1,599名）
【議事次第】　（進行　立原ちえ子役員）

◇　大学理事長挨拶（鈴木勝利理事長）
１．開会の辞（久江由美子役員）
２．会長挨拶（井田康子会長）
３．議長団選出
　　（	議長　谷田部敬一氏（大9・打楽器）	

書記　田中葉子役員）
４．総会成立宣言
５．報告・審議事項

（1）平成30年度活動報告
（2）平成30年度決算報告
（3）会計監査報告
（4）2019年度活動計画案
（5）2019年度予算案
（6）その他

６．議長団解散
７．閉会の辞（久江由美子役員）

＊	中目黒・代官山キャンパス「ＴＣＭホール」に於いて初め
ての開催となりました。会員皆様のご協力により滞りなく
議事進行し、各事案について原案通り承認されました。

	 	会長改選のお知らせ		
　本会会則 第３章 第10条（役員の選出）及び 第11条 （役員の任期）に基づき、来年度（第17回）の総会において改選を実
施いたします。会長立候補に関する詳細につきましては、中目黒・代官山キャンパス総務課校友会担当（☎03-6455-2700）
までお問合せ下さい。
　また、2020年３月以降、校友会ホームページに掲載いたします。

	 	2019年度校友会本部役員 	

▲会計報告（浦山役員） ▲会計報告（花見役員） ▲活動報告（谷中副会長） ▲監査報告（植竹監事）
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第16回総会において承認を受け、本年8月29日（木）
「TCM創立111周年記念事業」（中目黒・代官山キャ
ンパス整備、付属高等学校移転、新図書館整備）に
寄付致しましたので、ご報告いたします。
ご協力ありがとうございました。

平成30年度　校友会決算
（平成30年4月１日から平成31年3月31日まで）

2019年度　校友会予算
（2019年4月1日から2020年3月31日まで）

■	収入の部

科　　目 30年度	
予算案

30年度	
決算額

増減（▲）
（決算−予算）

1.	前年度より繰越金

	 　現預金 8,477,183 8,477,183 0

2.	入会金収入

	 　前受金の振替 6,800,000 6,800,000 0

3.	経常会費収入

	 　経常会費収入 4,200,000 3,675,000 ▲	525,000

4.	雑収入

	 　銀行利息 1,000 104 ▲	896

	 　その他 100,000 63,010 ▲	36,990

5.	周年準備金

	 　定期預金取崩 0 7,015,330

★	収入合計 19,578,183 26,030,627 6,452,444

■	支出の部

科　　目 30年度	
予算案

30年度	
決算額

増減（▲）
（決算−予算）

1 .	通信費 2,000,000 2,083,998 83,998

2 .	印刷費 1,800,000 2,198,320 398,320

3 .	旅費交通費 1,200,000 826,502 ▲	373,498

4 .	援助金 5,200,000 4,600,000 ▲	600,000

5 .	会議費 750,000 536,801 ▲	213,199

6 .	慶弔費 60,000 50,000 ▲	10,000

7 .	支払報酬 300,000 275,000 ▲	25,000

8 .	消耗品費 350,000 8,223 ▲	341,777

9 .	事務費 300,000 129,600 ▲	170,400

10.	記念品費 800,000 565,400 ▲	234,600

11.	周年準備金 1,000,000 1,000,000 0

12.	周年事業費 0 7,083,641 7,083,641

13.	雑費 400,000 149,810 ▲	250,190

14.	予備費 300,000 0 ▲	300,000

★	支出合計 14,460,000 19,507,295 5,047,295

次年度繰越 5,118,183 6,523,332 1,405,149

支出及び繰越金の合計 19,578,183 26,030,627 6,452,444

■	特別会計　東京音楽大学創立 111周年記念同窓会
収入 支出

（収入の部）
　参加者参加費 1,198,400
　定期解約 7,015,330
　一般会計より 68,311

（支出の部）
　会場関係・音響関係費 6,419,700
　企画実施・運営関係費 1,252,800
　消費税等その他経費 609,541

★	合計 8,282,041 8,282,041
注：周年積立金として定期預金5,001,389円を保有

■	収入の部

科　　目 2018年度	
予算額

2019年度	
予算額 増減（▲）

1.	前年度より繰越金

	 　現預金 8,477,183 6,523,332 ▲	1,953,851

2.	入会金収入

	 　前受金の振替 6,800,000 6,100,000 ▲	700,000

3.	経常会費収入

	 　経常会費収入 4,200,000 4,200,000 0

4.	雑収入

	 　銀行利息 1,000 1,000 0

	 　その他 100,000 100,000 0

★	収入合計 19,578,183 16,924,332 ▲	2,653,851

■	支出の部

科　　目 2018年度	
予算額

2019年度	
予算額

増減（▲）
（決算−予算）

1 .	通信費 2,000,000 2,000,000 0

2 .	印刷費 1,800,000 2,050,000 250,000

3 .	旅費交通費 1,200,000 1,200,000 0

4 .	援助金 5,200,000 5,200,000 0

5 .	会議費 750,000 750,000 0

6 .	慶弔費 60,000 60,000 0

7 .	支払報酬 300,000 300,000 0

8 .	消耗品費 350,000 350,000 0

9 .	事務費 300,000 300,000 0

10.	記念品費 800,000 800,000 0

11.	周年準備金 1,000,000 1,000,000 0

12.	名簿作成費 0 0 0

13.	雑費 400,000 400,000 0

14.	予備費 300,000 300,000 0

★	支出合計 14,460,000 14,710,000 250,000

次年度繰越 5,118,183 2,214,332

支出及び繰越金の合計 19,578,183 16,924,332

周年積立金500万円を
東京音楽大学に寄付いたしました
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全国支部長会議� 2019年６月２日（日）10：30～
� 東京音楽大学中目黒・代官山キャンパスＣ302教室

岡山県支部は1999年（平成11年）に県内在住の80名
の会員で発足いたしました。支部コンサートはその翌
年2000年より、毎年1回秋に開催しており今年で20回
目を迎えます。
振り返れば、第１回のコンサートは、中学校の時か

らのあこがれだった（中学校の時は吹奏楽部でした）、オーボエの故小島
葉子先生をゲストにお招きし、岡山県立三木記念ホールで開催いたしま
した。先生にはモーツアルトのオーボエ協奏曲を演奏していただき、と
ても格調高い演奏会となりました。懇親会では先生を囲み、校友会岡山
県支部の今後を語り合い、次の機会には一緒に演奏したいですね、と盛
り上がりましたが、小島先生は昨年ご逝去され、その願いは叶いません
でした。
そして、第２回目のコンサートには、堀了介先生（チェロ）と鷲見加寿子
先生（ピアノ）、第３回は大学で同期だった田代誠先生（テノール）と御邊典
一先生（ピアノ）、第４回は中野真理先生（フルート）と石井克典先生（ピア
ノ）。この年から、会場を岡山県立美術館ホールに移し、以来ずっと同じ
会場で開催しています。他支部の話しを聞きますと、会場を予約するの
が大変とのことですが、岡山県支部の場合は、ホールの方で同じ時期の
空き状況を連絡下さり、前もって仮押さえしてくれます。ありがたいこと
です。また、市の芸術祭にも毎年参加し懇親会などにも参加しています
ので、演奏会としての知名度はあるのですが、残念なのは、このような
せっかくの機会に会場に足を運んで下さる会員の方の数が、非常に少な
いということです。お手伝いしてくださる方もいつも同じ顔ぶれになって
きました。何かと行事の多い時期に開催しているということもあるので
しょうが、できるだけいらしていただきたいものです。
さて、その後も、東誠三先生（ピアノ）、D・フェイギン先生（チェロ）、
荘村清志先生（ギター）、霧生吉秀先生（ファゴット）、相澤政宏先生（フ

ルート）、吉永雅人先生（ホルン）、川島基先生（ピアノ）、波多江史朗先
生（サクソフォン）、イシュトヴァーン・コハーン先生（クラリネット）、
ガーボル・ファルカシュ先生（ピアノ）、そして昨年第19回コンサートは、
小串俊寿先生（サクソフォン）と藤原亜美先生（ピアノ）をお招きしまし
た。こうして振り返ってみますと、毎回、このような著名な先生方とご
一緒にコンサートができましたこと、本当に光栄に思っています。
今年は20周年です。12月１日（日）岡山県立美術館ホール14時開演。
今回は、ピアノ・声楽の新人２名に加え、ピアノ、ヴァイオリン、声楽
の出演者９名、合わせて11名が出演いたします。そして、ゲスト演奏は、
ガーボル・ファルカシュ先生のピアノソロです。他に、合唱で参加でき
る会員にも呼びかけて、20周年のコンサートにふさわしいプログラムに
したいと思っています。プログラムの調整はこれからですので、詳しい
曲目はまだご紹介できませんが、盛大なコンサートになるよう企画した
いと思います。是非とも、多くの方にお越しいただきたいです。
最後になりましたが、このコンサート開催にあたり、今まで大学から

は素晴らしいゲストの先生方の派遣、校友会と後援会からご支援をいた
だいたこと、厚く感謝申し上げます。
	 岡山県支部長　加治郷子（大13・声楽）

　支部便り 第20回コンサートを開催！この20年を振り返って。

岡山県支部

　全国33支部のうち27支部の支部長または支部長代理が出席いたしました。

出席支部（27支部）
北海道支部長代理　上田なつき
青森県支部長代理　宇野花純
岩手県支部長　　　佐藤東吾
宮城県支部長　　　渡邉真司
山形県支部長　　　相澤伸彦
群馬県支部長代理　小出和子
栃木県支部長　　　齋藤美由紀
茨城県支部長　　　塚田弘司
埼玉支部長　　　　北川由美子
千葉県支部長代理　住母家玲子
神奈川県支部長　　村上ゆみ
山梨県支部長　　　田中貴和子

新潟県支部長　　　幾野文子
長野県支部長　　　塚田貞夫
静岡県支部長　　　飯塚みゆき
富山県支部長代理　佐々木ゆき子
石川県支部長　　　西尾正則
滋賀県支部長　　　吉田優香里
関西支部長代理　　矢野光子
岡山県支部長　　　加治郷子
広島県支部長　　　遠藤秋実
香川県支部長　　　井口一仁
徳島県支部長　　　吉永圭子
福岡県支部長　　　小堺鶏太
佐賀県支部長　　　原　正行

熊本県支部長　　　西岡康子
宮崎県支部長代理　永易英生

欠席支部（6支部）
東海・愛媛・鳥取・大分・鹿児島・
沖縄

出席本部役員
会　長／井田康子
副会長／谷中　優
総　務／永瀬文子
　　　　國吉浩子
　　　　久江由美子

会　計／浦山はるみ
　　　　花見由加里
書　記／田中葉子
広　報／根村邦子
　　　　谷田部俊子
監　事／植竹　茂
　　　　立原ちえ子

大学側出席者
伊東純治（大学総務課校友会担当）

主な内容
　中目黒・代官山キャンパスに於ける初めての開催となりました。井田
会長挨拶に続き、新支部長を紹介後、大学総務課校友会担当伊東純治氏
の案内により新キャンパス内を見学いたしました。
　その後、支部演奏会・支部運営等について意見交換を行いました。

◇支部長の交代
　茨城県支部長　塚田弘司（大18・声楽）
　宮城県支部長　渡邉真司（大47ピアノ演奏家コース）
　徳島県支部長　吉永圭子（大20・ピアノ）
　沖縄県支部長　高良正幸（大6・ピアノ）

写真：2009年�第10回記念コンサートより
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　静岡県西伊豆町出身。東京音楽大学付属高等学校、東京音楽
大学器楽専攻（ピアノ演奏家コース）卒業、同大学院修士課程修
了。その後スイスへ留学、チューリッヒ芸術大学コンツェルトディ
プロム、およびソリストディプロムを修了（2012年度文化庁新
進芸術家海外研修制度研修員）。2015年より東京音楽大学講師。
2019年東京音楽大学大学院にて博士号（音楽）を取得。
　第33回ピティナ・ピアノコンペティション特級グランプリ受賞。
ガバラ国際コンクール第2位、ホセ・イトゥルビ国際コンクール第
4位。ドイツでの演奏会が評価され、ブルーノ・フレイ賞を受賞。
　これまでに東京交響楽団、東京シティ・フィルハーモニック管
弦楽団、山形交響楽団、神奈川フィルハーモニー管弦楽団、静岡
交響楽団、カルロヴィ・ヴァリ交響楽団、バレンシア交響楽団な
どのオーケストラと共演した他、スイスのダヴォス音楽祭、アッ
ティヴォ音楽祭、中国の深圳ピアノ音楽祭に招待されるなど世界
各地でも演奏活動を行っている。 （大42回ピアノ演奏家コース）

（2010年大学院修士課程修了／ 2019年大学院博士号取得）

ピアノ　仲田みずほ　Nakada Mizuho

Programs
1.  Ｄ. スカルラッティ
 ソナタ　K.1 / L.366　ニ短調
 ソナタ　K.492 / L.14　ニ長調
2.  Ｃ. ドビュッシー
 ベルガマスク組曲より　第3曲「月の光」
3.  Ｆ. ショパン
 12の練習曲　作品25　第7番　嬰ハ短調
 スケルツォ　第3番　作品39　嬰ハ短調
4.  シューマン＝リスト
 献呈

第16回 総会懇親会
2019年6月2日（日）15：15〜

東京音楽大学 中目黒・代官山キャンパス 学生レストラン

総会終了後、学生レストランにおいて
懇親会が開催されました。

学生時代に戻ったような楽しい時間を過ごしました。 原山耕造事務局長の乾杯ご発声によりスタートしました。

第16回 総会ミニコンサート 2019年6月2日（日）13：30開演
中目黒・代官山キャンパス　TCMホール

3 班に分かれて新キャンパス内を

見学しました。
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中目黒・代官山キャンパス開校

　東京音楽大学では、2019年４月に中目黒・代官
山キャンパスが開校し、実技レッスンと主に２年生
以上の講座・授業を行っています。最新のデジタル
技術を活用したＴＣＭスタジオ、用途に合わせた大
中小のレッスン室、クリエイティブラボや学生レス
トラン、カフェも併設しています。
　また、今回総会を開催しました「ＴＣＭホール」は、
客席420席、最先端の録音・映像収録設備を有する
ホールです。
☆2019年度「第56回芸術祭」は、11月３日（日）
　４日（月・祝）に開催されます。

東京音楽大学主催演奏会のご案内

＊チケット、その他の詳細については、東京音楽大学ホームページの演奏会案内、または各お問合せ先でご確認ください。

◆�中目黒・代官山キャンパス開校記念�◆
シンフォニックウィンド
アンサンブル特別演奏会

2019年10月21日（月）
19時開演（開場18時30分）
めぐろパーシモンホール�大ホール

指揮：津堅直弘
トランペット：アンドレ・アンリ
吹奏楽：東京音楽大学シンフォニック 

 ウィンド アンサンブル

C.T.スミス／華麗なる舞曲
M.ケンツビッチ／
　トランペット協奏曲　第２番「英雄」
A.I.ハチャトゥリアン（編曲：萩原明）／
　ガイーヌ組曲

全席指定　1,000円
東京音楽大学演奏会お問合せ窓口
　03-6379-3788（平日10時～17時）

シンフォニーオーケストラ
定期演奏会

2019年11月29日（金）
19時開演（開場18時30分）
東京芸術劇場コンサートホール

指揮：下野竜也
演奏：東京音楽大学シンフォニー
 オーケストラ

三善晃／管弦楽のための協奏曲
ベートーヴェン／
　交響曲　第２番　ニ長調　作品36
バルトーク／管弦楽のための協奏曲

全席指定　1,500円 
東京音楽大学演奏会お問合せ窓口
　03-6379-3788（平日10時～17時）

◆�中目黒・代官山キャンパス開校記念�◆
「室内楽＆オーケストラ」コンサート

2019年12月8日（日）　16時開演（開場15時15分）
めぐろパーシモンホール�大ホール

�ソプラノ＆室内楽�　
R.シュトラウス／４つの最後の歌
ソプラノ：横山恵子
�ホルン＋重奏�　
R.シュトラウス／
　ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら
ホルン　指揮：水野信行
�オーケストラ�　
B.バルトーク／管弦楽のための協奏曲	Sz.116
指　揮：石﨑真弥奈　
管弦楽：東京音楽大学シンフォニーオーケストラ

全席指定　1,000円　
めぐろパーシモンチケットセンター
　03-5701-2904（10時～19時）

❻



日付 支部演奏会 会場 開演時間 ゲスト出演

5月12日（日） 新潟県支部演奏会 だいしホール 13：30 外囿祥一郎
藤原亜美

5月18日（土） 千葉県支部　第12回なの花コンサート 千葉市文化センター　アートホール 14：00 内藤久子

6月21日（金） 神奈川県支部　第23回新人＆OB演奏会 横浜みなとみらいホール　小ホール 18：00 波多江史朗
米丸咲季子

7月 7日（日） 埼玉支部　第34回新人演奏会 埼玉会館小ホール 13：00 ドミトリー・フェイギン
新見浩子

7月13日（土） 岩手県支部　第17回演奏会 岩手県民会館中ホール 14：00 佐藤彦大

8月 9日（金） 福岡県支部　第47回演奏会「県人会」 福岡市健康つくりセンター「あいれふ」 18：00 仲田みずほ

8月10日（土） 熊本県支部　第20回記念　サマーコンサート くまもと森都心プラザホール 13：30 佐藤彦大

8月17日（土） 広島県県支部演奏会　第44回サマーコンサート 広島県民文化センター 15：00

8月18日（日） 石川県県支部　 金沢市アートホール 14：00 小串俊寿

8月27日（火） 宮崎県支部　第36回定期演奏会 宮崎市民プラザ　オルブライトホール 19：00 イシュトヴァーン・コハーン

9月 7日（土） 関西支部　第16回演奏会 兵庫県立芸術文化センター　小ホール 14：00 藤牧正充
藤井麻理

9月 7日（土） 青森県支部　第13回ときの風コンサート 青森明の星中学高等学校　ホール 14：00 東誠三

10月 6日（日） 茨城県支部　第21回演奏会 牛久市生涯学習センター　エスカードホール 13：30 イシュトヴァーン・コハーン
ガーボル・ファルカシュ

10月13日（日） 徳島県支部　第5回コンサート 北島創世ホール 14：00 波多江史朗
米丸咲季子

10月20日（日） 富山県支部  「おんがくのおもちゃばこVol.3」 射水市ラポール まどかホール 未定 未定

10月27日（日） 長野県支部　第23回定期演奏会 長野市ホクト文化ホール　中ホール 13：00 アンドレ・アンリ
石井理恵

10月 山形県支部　コンサート 文翔館議場ホール 未定 未定

11月10日（日） 山梨県支部　オータムコンサート 未定 未定 未定

12月 1日（日） 岡山県支部　第20回記念コンサート 岡山県立美術館ホール 14：00 ガーボル・ファルカシュ

12月28日（土） 香川県支部第11回　支部コンサート 穴吹学園ホール 未定 小串俊寿

2月16日（日） 群馬県支部第24回　新人演奏会・支部演奏会 前橋テルサホール 未定 中川直子

2月23日（日） 北海道支部　第23回支部演奏会 札幌ふきのとうホール 未定 未定

2019年度 校友会各支部主催演奏会 2019年8月31日現在

第56回芸術祭「校友会コンサート」出演者募集のお知らせ

日　時：2019年11月３日（日）14時開演予定
会　場：東京音楽大学中目黒・代官山キャンパス

C401教室（ピアノ１台）

申　込：校友会ホームページより申込書をダウン
ロードして提出

締　切：2019年10月18日（金）

※出演希望者多数の場合には抽選になります。
お問合せ　電　話　03-6455-2700　　ＦＡＸ　03-6455-2770

❼



ポーラ美術館
入館ご優待券
ポーラ美術館
入館ご優待券
東京音楽大学
校友会

●施設ご案内　財団法人ポーラ美術振興財団　ポーラ美術館
神奈川県足柄下郡箱根千石原小塚山1285
TEL 0 4 6 0 - 8 4 - 2 1 1 1（ 代 表 ）

大　人：通常価格1800円（ご優待価格1600円）
大高生：通常価格1300円（ご優待価格1100円）

ポーラ美術館の入館料は、施設ご入館の際に
左下のご優待券または会報をご提示下さると
ご優待できます（ご優待券１枚で５名まで適用）。

※ポーラ美術館は、多くの子供たちに、より身近に芸術作品に触れていただきたいと考え、
2019年8月10日より中学生以下の入場については無料としております。

編集後記

　今年は長い梅雨、梅雨明け後の猛暑と身体に
厳しい気候が続きましたが、校友会の皆様お変わ
りなくお過ごしでしょうか。
　本年４月より中目黒・代官山キャンパスが開校
になりました。それに伴い様々なことが新しくな
り、編集に時間が必要となりましたが、今年も会
報をお届けすることができました。また、キャン
パスにはカフェも併設されていますのでお近くに
お越しの際は是非お立寄り下さい。
　これを機に校友会役員一同、新たな気持ちで
活動して参ります。今後共、校友会にご協力いた
だけますようどうぞ宜しくお願い申し上げます。

（谷田部俊子・國吉浩子）

東京音楽大学校友会本部   TEL 03-6455-2700　FAX 03-6455-2770 （総務課 校友会担当） 
　　　　　　　　　　　　e-mall：koyukai@tokyo-ondai.ac.jp

来年度の校友会総会は、2020年５月31日（日）に東京音楽大学中目黒・代官山キャンパス
で開催予定です。ミニコンサート等の内容につきましては企画中です。また、懇親会は校
友会会員皆様の交流の機会ですので、お誘い合わせて是非ご出席下さいますようお願い申
し上げます。

来年度2020年の総会は ５月31日（日） です

「東洋音楽学校・東洋音楽短期大学同窓会」開催のお知らせ
2019年11月３日（日）東京音楽大学中目黒・代官山キャンパスに於いて東洋音楽学校・東洋音
楽短期大学同窓会を開催いたします。詳細につきましては、往復葉書をお送りいたしますので、
お誘い合わせの上、是非ご出席ください。

図書館では、東京音大古本募金プロジェクトを実施して
おります。ご家庭で処分に困っている本（ＩＳＢＮ表示
があるものに限ります）、ＣＤ、ＤＶＤ等の売却代金を、
皆様からのご寄附として、図書館の充実に活用させてい
ただくものです。詳しくは下記へお問い合わせ下さい。

「東京音大古本募金」 ─ 古本が未来を奏でる ─
問い合わせ窓口（東京音楽大学付属図書館）
Tel：03-3982-2120
Fax：03-3982-2870
※お申込みはWEBからもできます。

東京音大古本募金 検索

会員の皆様には本部会費の納入にご協力頂きまして有難うございます。
校友会本部の運営資金は、皆様の年会費で賄われております。2019年度

校友会本部
会費納入について 同封の郵便振替用紙にて12月末日までに

本年度会費（3,000円）の納入をお願いいたします。

⬆

古本、CDの処分にお困りではありませんか？

❽


