
広島県中小企業家同友会 広島東支部報（毎月２０日発行）
編集・発行人：広島県中小企業家同友会 広島東支部 広報委員会
発行所：広島県中小企業家同友会事務局
　〒730-0037 広島市中区中町８-１８ 広島クリスタルプラザ８Ｆ「いーほう」第166号（２０２１.３.２０）

３月号
広島東支部2020年度スローガン「ピンチの時こそ学びを実践につなげて」～会員企業、及びその社員の成長につながる活動をしよう！～

東支部
求人社員教育委員会

勉強会
P9　  名刺広告

P10      地区会例会・支部委員会報告

P12    ポジティヴさん

P14　 青年部会（草莽崛起 第 112 号）

P15　 支部理事会関係・編集後記

P１１
桜の開花で春を感じる
                               写真提供：ログノート　藤原 茂 氏



広報委員会より
こちらのQRコードより
WEB 版の広報誌が読めます



ｅ-報 Ｎｏ．１６６　-１０-

　三島氏は専業主婦を夢見ており、当時サラリーマンの旦那様とご結
婚。しかし、先に牛乳屋をされていたお父様とお姉様ご夫婦の誘いが
あり、旦那様が脱サラ。突然牛乳屋の奥様になると同時に、一緒に手
伝う事になったそうです。
　それからは、従業員の働き方に悩み、日々の忙しさや配達の大変さ
が嫌になったり…信頼していた従業員に裏切られたり…。
　そんな時に同友会に入会し、活動していく中で沢山の仲間と出会い、
そこで前向きさや、笑顔の大切さを学ばれたとのことです。落ち込んだ
時も例会に出ると元気になれる、元気をくれるのが同友会。支えてくれ
る仲間の大切さ、感謝の気持ちを述べられておりました。
　その後積極的に仕事に関しての改善策を考え試行し、配達曜日を変
えるという全国的にみても初となる画期的な取組みに成功して、全国
展開する営業所の中で表彰されたそうです。

２月１７日（水）／東地区会例会
「同友会で宝物見つけたよ～MOWあなたは大丈夫～」
報告者：（株）広島明治　専務取締役　三島 昌美 氏　　
会場：ビアローゼン・Zoom  　
参加者：36名（会場5名、Zoom31名）

　記：第一食品工業（株）     竹本 友美（東）

　“採用で会社の未来を創り、採用を通して会社の発展のサポート”を
コンセプトに起業されて３年、東京で培った実績とノウハウ豊富なス
タッフで頑張っているシゴトリンクの成瀬さんに学びました。
　採用する会社の課題に向き合い、その会社のストーリー、引き付ける
言葉、ターゲットを絞る 等 採用のコツを色々と教えて頂き、まだまだ
聞き足りないくらいでした。
　会員さんで、シゴトリンクさんに依頼され、求人サイトに１か月足らず
で３件の問い合わせがあり、その内１人を採用されて大変喜ばれてい
ます。
　採用する経営者さんも今一度自社を振り返る良い例会になったと感
じました。

２月１７日（水）／安芸地区会例会
「採用で企業を元気に！」
　　　～でも、まだまだ私にできる事ありますよね？～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―社外重役例会―　
報告者：（株）シゴトリンク　代表取締役　成瀬 亜純 氏　　
会場：事務局・Ｚoom
参加者：34名（会場3名、Zoom31名）

２月2６日(金)／ 南①地区会例会
「社員さんに同じ想いを共有しながら進んでもらうためには？」
報告者：マルニ防災工業（株）　代表取締役　青野 大輔 氏
会場：合人社ウェンディひと・まちプラザ　
参加者： 40名（Zoom21名、会場19名）

　記：久保司法事務所　久保 秀幸（南1） 　記：（株）ナカニシ・ガラス　中西 弘議（南2）

２月１６日(金）／南②地区会例会
「STOP　THE　COVID－19」
～新型コロナウイルスの正しい感染対策と今後の展望～
講師：広島大学病院感染症科　診療講師　北川 浩樹 氏
会場：事務局・Zoom
参加者：67名（会場8名、Zoom59名）

　新型コロナウイルスの感染対策として会場（人数制限あり）とZoom
でのハイブリッド方式での開催となりました。この度は、広島大学病院
感染症科　診療講師　北川浩樹先生から新型コロナウイルスについ
てご報告いただきました。
　新型コロナウイルスとは何か？感染しない・させない方法は？ワクチ
ンの今後の展望は？等々、専門家の方からリアルに聞けるとても貴重
な場となりました。日々メディアでは新型コロナウイルスの報道が続い
ている中、何が正しいのか、明るい未来はいつやってくるのか、不安な
毎日が続いています。
　参加者も約70名と多く、経営者の皆様にとっては関心の高いテーマ
であったことが窺えました。ワクチンの摂取が始まっても厳しい経営環
境はまだ続きそうです。同友会の仲間で励まし合い、助け合い困難を
乗り越えて行きたいです。また同友会の皆様と乾杯できる日を励みに
頑張ろうと前向きになることができた例会となりました。

　会社の業績も順調に推移し、社員のためにできることを考えて実
践してきたつもりでしたが、ここ数年の間に重要な社員の退職・独立
が相次いでしまい、人材がひっ迫しているという青野氏。社員と共に
社業を発展させていきたいとの考えが強いが、どのように社員との
関係を築いていくか、これまでを振り返りながら、その想いを語って
いただきました。
　社員との関係性をどうしていくかについてはどの会社においても
悩ましいところではあると思います。絶対的な答えはないものだと
思いますが、この度の例会は、社外重役会議型の例会として開催さ
れ、参加者みんなが報告者の会社を考え、報告者にとっても有意義な
例会となったと思います。

　記：松橋印刷（株）　浜野 英子（安芸）

２ 地区会報告
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　吉田氏は６年前に経営指針書を作成し、今日まで経営計画を実践し
て来られました。実行したこと、失敗したことなどを省みていただき、
家業経営者として大切にしてきた想いと、今後の自社の展望を語る例
会でした。
　京都の修行先から実家に戻り、父の後を継いで経営に携わってきま
したが、なかなかうまくいかなかったところに、経営の難しさと吉田氏
の苦悩を知ることが出来ました。
　しかし、今回、体験報告をすることとなり、自分自身を省みるきっか
けができたことで、前向きに歩き出すことができたそうです。今後5年
のビジョンについても、グループ討論で盛り上がっていたと感じまし
た。

２月１７日（水）／南④地区会例会
「会社が生き残るための選択と覚悟
        ～伝統工芸士×経営者　家業経営者としての想い～」
報告者：（有）吉田佛檀金具製作所　
                                                           代表取締役社長　吉田 州伸 氏
会場：Zoom・各拠点　参加者：31名（会場11名、Zoom20名）

　記：（株）フジビジネス広島　檜山 裕亮（南4）

　経営指針塾での学びを生かし、自身で作成された経営理念で結果
を出し続けていられた石原氏。しかし、退職された社員の言葉 『もっと
優しくしてくれれば・・・』思い描いていた会社づくりの中で埋まらない
社員との考え方、技術の差。
　経営理念の再作成を決意し、社員主導で考えさせ、自分はファシリ
テーターに徹することに。結果は社員の成長につながりお客様からも
感謝され売り上げも増して行くという素晴らしい効果を出されました。
　石原氏の覚悟を以って行動を起こすという、熱い思いを参加いただ
いた皆さんが感じていた様子でした。Zoomでのグループ討論で皆さん
の意見を参考に、きっと今以上に強いワンチームになって行かれるこ
とでしょう。
　すべて、Zoom例会・グループ討論・懇親会と不安がありましたが、参
加者の皆様のご協力により無事終わることができました

　広島エリア求人委員会より、中途採用の勉強会で桐原さんと蔵本さんに
よる、中途採用の決め手のあれこれをご講演していただきました。
　桐原さんは、広島県の最新の求人倍率から始まり、人材を採用する時
の失敗事例までの経緯を説明していただき、人材採用は「お客様づくり」
と同じであると熱く語られました。
　二人目の蔵本さんは、自社でのつらい教訓を元にして、会社が整えるべ
き社内環境・労働環境を次々と整備し、末永く働ける会社をどのようにし
て創られたかをご講演していただきました。「社長の無知は罪である」と
仰られ、社内環境整備の重要性を改めて心に刻むことができました。
　お二人に共通して感じたことは、企業理念で魅力的な環境作りをして従
業員の満足度を上げておけば、選ばれる会社となり、理念が共有できる
人材が雇用でき、入社した社員が早期退職することのない会社作りができ
ることを学ぶことができました。参加した皆様からも環境整備の重要性を
知り大変刺激を受けた！と大満足でした。
　桐原さん、蔵本さん貴重なご講演ありがとうございました。

２月１７日（水）／南③地区会例会
「経営指針書から始まるONE TEAM（ワンチーム）経営
 　　　　～こんな世だから理念がある会社は強い～ 」
報告者：（株）ITCサポート　院長　石原 良太郎 氏
会場：Zoom・（株）フォノグラム　
参加者：33名（会場3名、Zoom30名）

　記：（株）きもと　河野 宏之（南3）

　記：新日本建設（株）　村上 真一（広島東支部求人委員長）

広島東支部求人社員教育委員会　求人勉強会
「中途採用の決め手はこれだ！採用から育成まで教えます」

報告者：（株）ad・just　代表取締役　桐原 明栄 氏　（有）大蔵プロセス　代表取締役　蔵本 泰靖 氏
日時：２月９日（火）会場：Zoom、同友会事務局　　参加者 55名（Zoom50 名、会場 5名）
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（株）エステイ　代表取締役　
大武　慶介（おおたけ　けいすけ）
生年月日：1949年9月20日
血液型：AB型
事業内容：ビルメンテナンス業
趣味：釣り・ゴルフ（以前よくやって
いた）

土地家屋調査士法人　寺尾事務所
共同経営者
高木　直樹（たかぎ　なおき）
生年月日：1973年10月31日
血液型：AB型
事業内容：土地家屋調査士
趣味：カメラ、音楽演奏

(有)創妍　代表取締役
正木　忠之（まさき　ただゆき）
生年月日：1968年11月7日
血液型：O型　
事業内容：電気工事　防草工事　
貸間業　水道工事資材販売
趣味：読書、ドライブ

「私の仕事ぶりを見て金額を決めてください」
　40年前、一人でゼロから営業を始めたとき
に、大武さんはお客様へこう仰られたそうで
す。何もないところからのスタートだったため、
金額を自ら設定せず、お客様に決めてもらうス
タイル。そんなスタイルにお客様はびっくり。
「君面白いね」とご発注をいただくこともあっ
たそうです。
　大武さんが40年前に一人で始められた清掃
業は、今では建物を総合的に管理する50名の
従業員と、40社の関連会社を抱えるビルメン
テナンス会社へ。始めは、何もない所から始め
られて、一生懸命にお客様の手の届かないと
ころまで隅々綺麗にされていく中で、お客様が
お客様を紹介してくださり、どんどん急成長し
ていったそうです。
　そんな大武さん率いるエステイ様が大事に

されているのは、「『この辺でいいな』のもう少
し先までやる」ということ。同業はここまで対
応するという事に対して、エステイ様ではその
先まで対応する。そんな一生懸命できめ細や
かな対応が、（株）エステイが大きくなってい
たった考え方なんだと感じました。
　建物の総合管理として、ビルのメンテナンス
をされているエステイ様だからこそ、建物に関
するありとあらゆる情報が入ってくるのだと
か。
　そういった情報を元に、「お客様のためにな
りたい」という思いで、現在は、お客様の電気
代の削減プロジェクトを計画中。
　40年間の歴史の中で、普遍的なものと、革
新的なものの両輪に力を入れられている大武
さんは、とてもかっこよかったです。

　今月のポジティブさんは、仕事内容と趣味
の「高低差があり過ぎ」の高木さんに話を聞ま
した。
【今の仕事をする経緯】　ゼネコン（建設会社）
で働いていたが、単身赴任が多くて家族に負
担をかけていたので、子供が１歳の時に地元
に帰ろうと決意しました。
　縁あって寺尾事務所に働くことになり、3年
で難関の土地家屋調査士の国家試験に合格
しました。
【同友会に入会するきっかけは？】　共同経営
者の寺尾さんの一存で令和2年3月に法人なり
をしました。コロナ禍がいったん落ち着いた9
月に以前から親交のあった、つかさ建設（株）
の平井社長より誘いがあり入会しました。
【10年後の目標】　もちろん、広島でNo.1の土
地家屋調査士事務所。

【多才な趣味】　カメラ  猫や風景の写真を撮
るのが好きでインスタグラムに投稿して、フォ
ロワーが4000人を超えている。
　バンド（音楽演奏）  パンクロックのレジェン
ド ジョニーサンダー
スのコピーバンドを
やっている。それも、
今までやってきたギ
ターではなくやったこ
とのないドラムを演
奏している。
　取材して、高木さん
は、すごく温厚な人柄
と感じました。懐の深
い人間力でお仕事の
ほうも受注されると
感じました。

　「美しいものを創りたい」思いを会社名にし
た(有)創妍の正木さんを訪ねました。お仕事は
電気工事業をソーラーパネル・アパート経営・
かんプラの３つの柱でされています。
　気になる「かんプラ」、これは水道工事に使
う検査器具です。見た目はピンク色の筒なの
ですが、その業界ではあると便利なアイデア商
品なのです。こういった器具がこれまで世の中
に無かったので、創り、販売している正木さん
です。創造者なのです。「かんプラ」販売におい
て（株）ヒロシマハウスの蒔田さんとタッグを
組まれているところから、同友会とのつながり
ができたそうです。
　同友会への入会理由は、建築業界ではない
所を覗いてみたい、色々な方と会って、話をし
てみたい、見方が違うと色々な意見があり、考
え方があるからという事でした。

　これからの創妍はという質問では、介護事
業に狙いを定めているそうです。元気なご老人
を対象にしたグループホームを創っていくそう
です。社会の変化、時代の流れを敏感に取り
込んでいる、行動力・機動力の強さを短い時間
のお話でしたがとても感じました。
　お邪魔した仕事場は元お茶室だったところ
で小上がりの畳、コンクリ打ちっぱなしなので
すが木目が浮き出ている壁、とってもお洒落な
空間でした。ベランダから静かにお迎えしてく
れたミニチュアシュナウザー、この子は疲れた
心を癒してくれる存在なのでしょう、こういう
環境が正木さんの創造力を増幅してくれてい
るのだろうと思いました。

記：（株）シゴトリンク 成瀬 亜純（安芸）

記：アイウイングス（株）　相原 亮（東）

記：(株)スギコー広島　植田 浩之（南１）
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（株）イトー宝飾　代表取締役
伊藤　ゆみ（いとう　ゆみ）
生年月日：1981年11月13日
血液型 ：B型
事業内容：ジュエリー加工・販売等
趣味：ピンク色のものを収集するこ
と

（株）イーエムエンジニアリング　
ゼネラルマネージャー
歌田　真一（うただ　しんいち）
生年月日：1978年12月24日
血液型 ：O型
事業内容：情報通信部、環境部、車両
販売・整備部
趣味：ゴルフ　飲み会

ジュースアップスター　代表
川内　美佳（かわち　みか）
生年月日：1968年8月12日
血液型：O型
事業：テレビ番組・動画・CM制作
趣味：アニメ・映画・洋楽を聞くこと
どうぶつ占い：ライオン

　今月ご紹介するのは、（株）イトー宝飾の伊
藤ゆみさんです。事業内容は、宝石類の販売や
加工・リフォーム、パフェ専門店です。
　イトー宝飾は、伊藤さんの義理のお父様が
1977年に創業された会社です。伊藤さんが
2011年に入社して販路拡大を試みました。
2014年に法人化し伊藤さんが代表取締役とし
て後を引き継がれました。
　同友会には、2018年に入会され、南②地区
会、青年部、女性部などで活動されています。
　入会のきっかけは、経営のことを一人で抱え
込んでしまうので、同じ経営者として相談でき
る方がいてくれたらよいと思ったことだそうで
す。入会して、自分よりも知識も経験も豊富な
同友会の方々に相談に乗ってもらえることが
よかったことだと仰られていました。
　近年、コロナをきっかけに旧店舗から現店

舗に店舗を移転し
ました。そして、今
年の2月22日にパ
フェ専門店「ビジュ
エルパフェ」がオー
プンしました。広島
初の「宝石店併設の
パフェ専門店」で
す。内装がとても作
りこまれていて、
ちょっとリッチな気
分でパフェを味わえ
ます。　
　同友会の方々にもご協力いただき無事開店
できたことに感謝されているとのことです。テ
イクアウトもありますので、皆様もお近くにお
越しの際は是非お立ち寄りください。 

　設立28年の南観音を本社に置く、複合事業
を展開している同社でゼネラルマネージャーを
されている歌田氏をご紹介します。
　平成5年にお父様（現社長）の通信関連の設
計事務所から始まり、その8年後、息子である
歌田氏が、自動車関連を事業として基盤に乗
せ、現在のイーエムエンジニアリングが出来上
がりました。
　通信関連の設計の業務をお父様、その他の
事業展開を息子である歌田氏が主に担当され
ていますが、現在、歌田氏は「カーシェアリン
グ」事業に力を入れておられます。
　「カーシェアリング」とは、自動車を所有せ
ず、必要な時に自由にクルマを使える便利な新
しい移動手段のことで、昨今のクルマ離れに
対応したビジネスです。
　現在はまだ3か所（南観音、白島、西条）です

が、今後、1か月に1台のペースで増車していく
計画とのことでした。ネットで検索するとすぐ
出てきますので、ご興味のある方は是非アクセ
スしてみてくださ
い。
　プライベートに
おいては、昨年ご
結婚をされ、ます
ます仕事・人生に
おいても責任の
増した歌田氏が、
今後同社をどの
ように事業展開・
発展されるのか
非常に楽しみで
す。

【お仕事の内容】

　フリーランスの映像ディレクターとして、
TV局の番組やCM制作、YouTube用動画、企
業用ビデオなどを作っています。

【屋号の由来】

　さらにおもしろくできる（juice up）一番
星（star）のような存在になりたい想いから。

【かわちさん’ｓ History＆Future】

　文字書き＝雑誌編集の仕事をしたかった
ところに、たまたま見つけた「編集」というバ
イト。その募集元がNHKで、そこで文章編集
をするのだと思ったら、映像編集の仕事でし
た（笑） 勘違いからの映像の世界でしたが、

映像で伝える面白さにはまり、その道へ。
　NHK→制作会社→フリーランスになって
岡山放送→広島ホームTVに出入りするよう
になり、気づけば30年。報道、番組制作など
経験しましたが、下請けの仕事を頑張るだ
けでなく、最も好きなこと（企業の「おもしろ
い」を発信、CM、ネット動画）を積極的にや
りたいと考え、屋号を作りました。独り立ち
したプロとして頑張っていきたいです。

　

記：中根・車元法律事務所　車元 晋（南２）

記：（同）サーカス　川上 和夫（南３）

記：カラフルブリック（株）　 島原 智子（南４）

自薦・他薦問わず、ご登場の方をお待ちしています。
連絡は「ｅー報」広報委員、または同友会事務局へ！

（０８２-２４１-６００６／info@hiroshima.doyu.jp）
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２月　 9支部合同例会　2分科会
報告者：呉支部　富田肥料（株） 代表取締役社長　富田 文平 氏
　今期連協会長である徳毛氏の肝いりで、9支部合同例会が2月22日に開催さ
れました。
　今回の例会のねらいの一つに「新たな心構えや意識をもち、新しいスタート
を切る」とありました。私自身このコロナ禍で事業承継をしたこともあり、何か
変えなくてはならないという想いでおりました。
　参加した第2分科会では「“私”は本当に幸せですか？～事業承継の先に見つけ
たもの」というタイトルで報告がありました。私自身は「経営者＝私」という考
えがなく、「経営者」というものは私を構成する要素の一つなんだとこの報告で
ハッとさせられました。というか、思うことができました。
　富田氏にとっての幸せは会長であるお父様の笑顔でしたが、グループ討論を
通じて私の幸せは「妻」の存在でした。私は本当に多くの方に支えられていて幸
せだと常々感じていますが、経営者として、青年部会長として、一個人の人間と
して全ての要素で支えてくれているのは妻です。私に関わるすべての「幸せ」は
そこを満たすことで始まるのだと気づくことができました。
　青年部会では経営だけでなく、次世代ニューリーダーとしての全人格的成長
も目的としておりますので、今回のような「人」の部分にフォーカスした報告を
支部でも行えるよう目指したいです。
　今回はとても有意義な報告と討論に参加できたと思っております。最後にな
りましたが、本例会を企画運営してくださった実行委員会の方々に御礼を申し
上げます。ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エイフク（株）　益田 和幸

予定

 ■ 日時 : 3月22日（月）19：00～　■場所： Zoom　■担当：池田グループ

テーマ：～月曜から夜更かし手形検証例会＆とことん討論会～
コロナ禍でリアルで集まる事ができず、ZOOMでのさまざま例会を行ってきましたが、この度はより会員さん同士の交流を深める
ため3人制の小グループを作り、より会員さん同士の理解を深め合える例会にしたいと考えております。
9月に行った手形例会の発表の後、事前に25項目の討論テーマを準備してグループを都度変更し、より多くの会員さんと交流を深
める事のできる例会を企画しております。

青年部３月例会　
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２月度新会員紹介
【2月度退会者０名】

２０２０年度　会員数５７８名（2月末現在）（２０２０年度期首５６６名）
　安芸地区会６６名（６６名）、東地区会９３名（８７名）、南１地区会９８名（９３名）
　南２地区会１３０名（１３３名）、南３地区会１２２名（１２０名）、南４地区会６９名（６７名）

 　広島にコロナウイルス感染者が出始めたのがちょうど昨年
の3月でした。それから緊急事態宣言にはじまり、外出自粛規制
や飲食店の休業要請など経験したことのない状況が続いてい
ます。
　感染拡大の収束に向けて広島県や広島市でも様々な取り組
みがなされてます。企業活動においても、出張を取りやめる、出
勤制限をするなど密にならない感染対策をしながらの活動だ
と思います。
　リモートワークもその一つですが、同友会でも例会などでは
Zoomなどのネットを活用して、できる限りの感染対策を試行
錯誤しながら活動した1年だったように思います。
　私たち広報委員会でも、毎月の会議ではZoomでの参加とな
り、同じ広報委員でも直接お会いできないままの方がほとんど
です。
　年度末を迎えて、人の移動が多い時期になりますが、広島市
内の飲食店も休業要請が解除になり歓送迎会などしたいとこ
ろですが、あと一息、完全収束に向けてリバウンドが起きないよ
うにしたいところですね。来年度には今まで通り皆さんと気軽
に会える日が来ることを祈りたいと思います。

　記：（株）ケイスタイル　木梨 貴之（南2）

　去る2月24日、広島東支部理事会が参加者35名で開催されま
した。
　県理事会報告についてです。会員数の動きは、福山支部がマイ
ナス2桁と会員数減少が大きく、東支部を除いた支部がマイナス1
桁になっています。全国の1月の会勢では、長野・広島が最も増え
て8名の入会となっています。
　支部活動費は見直しの通り、10%を超える金額は本会計に繰
り入れることになっています。
　県総会を5/17に開催します。少人数でのリアル会場＋Zooｍ形
式の開催を検討中です。
　広島エリア支部長連絡協議会では、ハンディマスク制作に協
力する事となりました。協賛金は法人５万円、個人5千円を予定し
ています。増強活動の後方支援並びに会外に対する広報として、
過去5年で社長交代をした会社にDMを送る事を広島エリアでも
検討をしています。
　支部関係の報告です。3/1に支部新会員オリエンテーションを
Zoomにて開催し、全体で78名の参加で38名の新会員の参加が
ありました。3/6に支部役員研修会をZoomにて開催しました。

支部理事会報告 e-報編集室より

支部関係リポート
第９回広島みなとフェスタ（オンライン＆海と島のリアル体験）のご案内

日時：３月 20日（土）～21日（日）10：00～16：00　
会場：広島みなとフェスタ公式ホームページ・YouTube

　

　今年の広島みなとフェスタは「オンライン＆海と島の
リアル体験」の 2本立て！

　例年、え～じゃろ体験エリアのブース出店で盛り上がる広島みなとフェスタですが、本年は
コロナ禍の中でも楽しめる形としてオンラインコンテンツや海と島の体験で構成されるイベン
トとなりました。
　広島東支部からは前回好評であったドリカム企画を動画撮影し、コンテンツの 1 つとして提供するなどして
イベントを盛り上げます。「DREAMS COME TRUE ～あなたの夢をかなえましょう in 広島みなとフェスタ」の
応募締切は 2021 年３月３１日までです。　
※詳しくはHPをご覧ください。
広島みなとフェスタ YouTube チャンネルに同友会提供コンテンツが掲載されてますので、あわせてチャンネル登録もお願いします。
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