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「大阪と中国の深い仲 ほんまはどうやねん？」 

講師：井上 邦久 氏 

成育環境開発機構・泊まり火会 共催会合講演（2018年5月16日／たかつガーデン） 

 

 井上邦久と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。平

素、NPOの岩本理事長をはじ

め、伊藤忠さん、泊まり火会の

山崎さんに日頃大変お世話にな

っておりまして、本日はそのご

縁でお招きいただきました。誠

にありがとうございます。 

 私のルーツは播州の三木郡井

上という所で、屋号が「ヒメジ

ヤ」という根っからの商人の家

でございます。生まれたのが昭和26年、1951年10月19日で、その直前の9月8日に

サンフランシスコ講和条約が結ばれております。日本はようやく独立を果たし

たわけで、貿易の話で言いますと、メイドインオキュパイトジャパンの時代が終

わって、晴れてメイドインジャパンで輸出ができるようになった記念すべき年

です。その頃に生まれたから商社に入った、のではないのですが、父親が「国が

独立した。末永くこの国がもってほしい」ということで「邦久」と名付けたよう

ですが、よくは分りません。また、朝鮮戦争が北緯38度付近で膠着状態に陥った

時期でもあります。日本は朝鮮特需、戦争景気の時代でした。ということは、70

年戦争が朝鮮半島で続いていることでもあり、６月以降の米朝交渉がどう動く

のか注目しております。 

 本日は、大阪市、大阪港にご縁のある方が多くいらっしゃる中で、まさに「釈

迦に説法」のようなことをお話する訳で恐縮でございますが、「大阪と中国の深

い仲 ほんまはどうやねん？」という題目の下、第一部は大阪港、川口居留地の

話。第二部は昨年から今年にかけての中国の話題という併せ技でやってみたい

と思っております。 

 

 最初のメニューです。「1」のつく年、これを150年分、恣意的に並べたもので

す。これは「２」でも「３」でもいい訳ですが、「1」の方が何かと自己紹介も

しやすいということで書かせてもらいました。 
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 まず一番上が150年前の1861年で、アメリカではご存知の南北戦争が終わった

頃。その年に私が勤めておりました「蝶理」という会社が、文久元年、京都の西

陣で創業しております。生糸ですから、お蚕さんで「蝶」。創業家の大橋家が、

長男筋は「理」の字が名前がつくものですから、蝶屋の理一郎さんということで、

「蝶理」と呼ばれ。戦後、「蝶理株式会社」となっております。1861年の文久元

年がどんな時代かと言いますと、文久３年に西陣

近くの壬生寺に新撰組の屯所が開かれた、という

イメージの時代でございます。蝶理の創業者は、

新撰組の人達とも道ですれ違っていただろうと

想像しています。それから71年は、それまでドイ

ツは統一されておらず幕末の史料には「孛」や

「普」（プロシア）と略されています。それから

中国関係が続くのですが、1911年に辛亥革命、翌

年中華民国が建国され孫文が大総統になった。これは中国の歴史の中では初め

て皇帝の国が民国になったのがこの年。ですから台湾に行かれている方はご存

知のとおり、民国何年という形の年号表示が使われています。1921年７月の上海

で中国共産党第一回会議が12人（１3人説も）で開催。それから10年後のいわゆ

る満州事変。そのまた10年後に太平洋戦争勃発、そして1951年に先ほど申し上げ

たサンフランシスコ講和会議と繋がります。その10年後、日中貿易は友好商社に

のみ門戸を開くという枠がはめられた時期ですが、その頃の上場企業では日綿

や蝶理が認可されています。その後、71年は国連の席を台湾から中華人民共和国

が確保した。この時の劇的ななだれ現象を憶えています。81年に、ようやく中国

共産党が文革を正式に総括し、91年にソ連崩壊と続きます。2001年9月11日には

ニューヨークで傷ましい事件がございました。11年3月には大震災を経験しまし

た。こういう風にざっと150年をみますと、大まかに流れや前後関係を把握でき

ます。 

 
 次に、私が蝶理という会社に入ってからの道のりをおこがましくも色々書い

ております。併せて中国との取引がどんなものであったかを簡単に記しました。

例えば1980年代の大阪港での中国からの化学品輸入は、「安かろう悪かろう時代」
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で、袋物をバラで積んで来る時代でした。コンテナ化が始まってからも 契約し

てからが仕事が本番で、納期遅延やクレームをどう処理するかが腕の見せ所と

いう時代でした。それから次に、合弁などの投融資事業がぽつぽつと始まりまし

た。1990年ぐらいからは「地方分権化」で、国内旅行証無しで地方にも行けるよ

うになり各地に事務所を作りました。青島事務所ができたばかりの89年に所長

として着任しました。ちょうど天安門事件の直後の北京事務所も兼務していま

した。「例の事件のため商い閑散」というレポートを毎月書いている駐在員がい

ました。帰国後の大阪で大きな仕事としては、ブラウン管ガラスの原料（炭酸バ

リウム・炭酸ストロンチウムなど）を日本電気ガラスや旭硝子にお届けしていま

した。その頃は劇毒物や危険品という身体に良くないものばかり扱っていたの

ですが、93年から反対に、ライフサイエンス事業のジェネリック医薬品原料とか

レッドブルなどの機能性食品原料を担当しました。山東省からの冷凍ホウレン

草に農薬が残っていて、お詫びと善後策を真摯に行いました。その後、機械本部

でイオン交換膜の輸出や中国車輛の南米向け輸出をやりました。2009年からは

中国の６現法・15事務所と台北支店を統括する中国総代表を務めました。 

 色んな事をやらせてくれたというか、やらされる会社だった気がします。ほぼ

５年単位で新しい仕事に飛ばされています。飽きっぽい性格と新しもの好きを

会社もよく分っていたのだろうと思います。お蔭様で中国だけではなくて、イタ

リアから医薬品を輸入し、チリに車両を売り、レッドブル関連でタイやオースト

リアを巡りました。世界各地から日本や中国を眺める機会をいただきました。こ

こまでを前置きとして、次に「川口編」に入っていきたいと思います。 

 

 

 この画像は大阪市西区の川口地区です。（桃山学院史料室蔵）左図は現在の航

空写真。右図は明治初期（1885年淀川大洪水以前）の安治川・木津川に囲まれた

川口居留地です。木津川を挟んだ江之子島の大阪府庁が描かれています。 

次に、「開港・華僑・居留地」について、「海水至る所に華僑あり」というこ

とで、中国の人が故郷を後にして世界のあちこちに行く。そこにきっかけが見つ

かると、同郷の人が続いて行って世界が生まれてくる」 
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横浜開港資料館の元学芸員の伊藤泉美さんが27年前に書いた文章です。「函館・

新潟・神奈川・兵庫・長崎」の各港が開港されと書いてありますけれど、大阪が

入っておりません。これがなぜかというところから話を続けさせていただきま

す。 

 大阪は初め「開港」ではなく「開市」でした。居住して商取引をしても良いの

が「開市」、但し船を着けてはいけない。港に船を着けても良いのが「開港」で

す。大阪の場合は一度に開市・開港がなされずに、開市があってから開港に移っ

ています。江戸（東京築地）の場合は開市だけで開港はしていません。地域によ

ってそれぞれ違いがあったということです。大阪の場合は、1868年１月１日に開

市、9月１日に開港されています。これは欧米列強からの圧力で、開市だけでは

意味がないから開港もしろということがあったようです。それから、函館・新潟

も含めて、その港付近に居留地ができています。大阪にも川口地区に居留地が造

成されています。 

 1868年に居留地が開いて、条約改正で居留地制度がなくなったのが1899年、そ

の間たかだか31年のことですけれど、この間にいろんなことが起こっておりま

す。大阪にとっても非常に大きなエポックがあります。３つに分けてご説明させ

ていただきます。 

1868年、慶応4年と明治元年と資料によってもバラバラで非常に分りにくいの

ですけれど、西暦で換算した月日を記載しています。 

幕府にとっては正月から神戸開港、大阪開市の祝砲どころではなく、鳥羽・伏

見の戦い。徳川慶喜が大阪城から脱出した時期に重なります。将軍が秘かに天保

山から江戸に逃げてしまった後、大阪城には物取りが入ってきて、弾薬庫が燃え

たなどの混乱時期が続いたようです。その大阪へ、京都から天皇が行幸した、そ

のそばには大久保利通が付いていた。八軒家浜に上がって津村別院（北御堂）に

45日間滞在したようです。この大阪行幸の目的は、やはり乱れた治安を鎮めると

いうことと、これからは徳川の時代じゃないと知らしめることと、大久保が一種

の詐取でしょうけれど大阪を首都にしてもよいことをチラつかせて、鴻池家・広

岡家などの豪商から大きなお金を借りるというか、召し上げる。本気で遷都する

気があったのかは微妙なところです。新政府が天皇を京都から長く遠ざけたの
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は、京都の旧勢力が御所にもかなり居たので、16歳の明治天皇を大阪に隔離する

ことによって圧力を反らしたようです。大久保の本意がどこにあったか？ 11

月には江戸に天皇を連れて行って東京を都にしてしまった。こんな流れのなか

で、新政府の大阪外事方の代表は五代友厚（当時は才助）が務め、列強の岡士（領

事）を運上所（税関の前身）に集めて、大阪開港の新政府が方針を伝えています。

併せて川口の居留地26区を造成分譲しました。並行して遊郭の建設係を置いて、

民間と一緒になって、今に続く松島の整備準備を始めております。こういう激動

の１年間でありましたが、神戸で発行されていた英字新聞の記事からは外国人

からの視点が窺えます。 

 1871年に日清修好条規が締結（発効は73年4月）。それまで日本と中国（当時

の清国）とは、正式の修好関係がなかったこともポイントとしてご指摘しておき

ます。 

 

 

 これは少し見にくい資料で恐縮ですが、明治10年までの大阪港の貿易はどん

なものだったか、全国の貿易比率でいくと一桁のかなり下の方であるというこ

とを知ることができます。明治6年のデータですと、日本の貿易比率の７割ぐら

いが横浜で、２割ぐらいが神戸で、次が長崎、大阪は4位。函館とあまり変わら

ないぐらい少なかった。貿易港としての大阪の存在感が非常に低かった時代で

す。 

 大阪、大阪港の低迷の理由を考えてみると、まずご存知の通り淀川は吐出量が

非常に大きく、水も出るけど土砂も出る、西の方からも凄い潮流があって「浪速」

とか「難波」という地名はそこから来たというのはよく言われる話ですね。淀川

河口に出た水は西からの潮流で押し流されて、関西空港島辺りまで南下し、それ

からまた北上して神戸沖に集るといわれて、昔から船にとっての難所であるこ

とが一つ目の理由です。 

 ２番目に、安治川に港を作って、富島を拠点にしようとしたのですが、浚渫作

業が全然進まなかった。五代さんも計画を出して改善に努めるのですが、浚渫船

を入れることさえできないぐらい土砂がたまっていた。それで明治10年までに

海外からの大型船の入港がゼロに近い状態になっていたということ。それから
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五代さんは、非常にいい男で真面目だったのでしょうけれど、欧米人の目からは

非常に厳しい印象で、神戸で同じ役目をしていた伊藤博文は緩やかだったとか。

もう一つは、当時こんな極東まで来る欧米の商人というのは一種の冒険商人。荒

っぽい人もいて、トラブルの記録が多く残っています。対処の仕方も難しかった

ことと思います。 

 私が重視したいのは４番目の理由、蔵屋敷が明治の初めになくなったことで

す。それまではすべての取引は蔵屋敷を通していたものが、藩が無くなった、し

かもその藩に貸していた金も返ってこなかった。銀本位制だったのが東京中心

の経済に変わって金本位制になっていった。ということで大阪が非常に苦しい

時代に陥ったようです。さらに良港があってもヒンターランドに恵まれていな

かった神戸も、大阪からの鉄道が開通したことで利便性が向上しています。 

 

 

 少し駆け足でしたが、明治の初めの川口は、非常に期待されたのですが、港と

しての機能が劣り、大阪の経済にも勢いが欠けていたことをお伝えしました。 

左図中図は『大阪税関沿革史』。五代さんの名前が何回も出てきます。しかし出

版元は横浜税関です。明治初期の全国の貿易関連業務は横浜が牛耳っていたの

ではないかという気がします。（右図）は北浜の証券取引所前の五代さんの銅像

の足元にも及ばない筆者の図です。 

 

 

 欧米商社や華僑が神戸に出ていった第二

期に、欧米からキリスト教系の教育関係者や

宣教師が川口に入ってきます。（上図）川口

近辺を発祥とする教育機関です。皆さん方の

奥さんや親族の方にご縁のある学校がある

と思います。川口近辺に孤児院や英語学校を

開き、徐々に広げていく形で始まった学校
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が、様々な理由で大阪東部や京都へ移転していきました。プール女学校は今のプ

ール学院です。名前が時々漢字になるのは戦時中の規制によるものです。 

 商人、外交官に続いて非商業系欧米人が入って来たこともあり、文明開化が

色々と進む地域になる居留地。欧米人が伝えたキリスト教や教育だけではなく、

西洋建築とか、街灯とか、歩道とか、今の日本では当たり前になっていますけれ

ど、当時としては非常にモダンなものが作られています。電線は地上に電柱を立

てるのをやめようと、地下に埋設という形になります。ホテル、西洋料理店、サ

ッカー場、テニス場、こういうのも大阪では非常に早い時期に川口で始まってい

ます。造幣局が大阪の技術面、科学面の文化を作ったのですが、ソフト面の文化

は川口で生まれたと言えるでしょう。また、居留地や周辺の雑居地に住む中国人

の機能や貢献も大切です。具体的には、クリーニング屋とか炭酸水とかパンとい

うのは、中国人が欧米人から 

伝授されたものを川口で広めたのが大阪での始まりです。 

 文化面だけではない中国人の貢献を4つ考えました。ひとつは、欧米人が日本

に来てすぐに貿易ができる訳ではないし、諸々の交渉が非常に難しい。ペリー初

来日の時は、ウイリアムスが通訳をしましたが非常に手間取ったことでしょう。

「候（そうろう）文」だとか、江戸幕府の難しい決まりをオランダ語、英語に通

訳していくのは非常に難しかったと思います。２回目に来た時は、香港からで羅

森（LUOSEN）という広東人も一緒に連れてきています。英語のできる中国人は、

筆談だけでなくて、いろんな形で日本と欧米を結びつけたようです。箸使いなど

東洋文化の部分も中国人が間に入ると親しみがあったのではないでしょうか。

２番目には通辞、通訳。長崎の時代から綿々と繋がる日本人と中国人との間の通

辞レベルは高いものであったようです。次に３番目に中国人が持っていた貿易

機能（この時期の中国人とは、広東、福建系が過半です）。香港を中心とした欧

米商社や銀行で、「買弁」機能というかたちで、いろんな貿易の専門家が、実務

と具体的な取引ができる力を持っていた。日本人と欧米人の間では、赤ちゃんが

しゃべっているような意思疎通しかできないけれど、「買弁」と称する中国人が

入ると非常にスムースにいっていたということがあります。それともう一つに

は、中国人は南方を中心として、東南アジアにネットワークや市場を持っていた。

以上の文化、言葉、貿易実務、そしてネットワーク、これらの機能を開港直後に

もたらしてくれた人達の貢献がなければ、日本の対外貿易の黎明期のスタート

は苦しかったのではないかと思います。 

（下左図）は今の本田小学校のすぐ横にある記念碑、（下中図）は川口３丁目に

ある天主堂の跡です。現在の川口に残っている「遺跡」は少なくなっています。 
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 しかし大阪は残念なことに、港が使い物にならなかったので、神戸に商権を取

られていく訳です。欧米商人が去った川口には、キリスト教関係者、中国人貿易

商が住み着き、それ以外に独立自営系の中国人が上海を中心とした地域から入

ってきたようです。三江系というのですが、江蘇省、浙江省、江西省、３つの「江」

が付く省と安徽省出身の三江系の人達です。この人達は独立系の貿易とともに、

「三把刀」と呼ばれる３つの刀、ナイフを持って生業をたてていた。（上右図）

は神戸の華僑歴史博物館に展示してありますが、ひとつは「洋服鋏」で洋服屋を

やった。次に「カミソリ」で散髪屋をやった。「庖丁」は料理屋ですね。この三

刀による自営業種は広く日本各地に定着定住していきます。この頃、川口には貿

易商が中心、九条や市岡には繊維関係の行商人が集中し。理髪店、料理店は大阪

各地に分散したようです。分散していった人達と、集中していた人達との間には

業種的な違いがあります。川口には、横浜のような中華料理屋街があったかどう

かは未詳です。 

川口は貿易商が中心でした。日清戦争が終わったあとに多くの人が、特に華

北・東北系の貿易商人が多く来るようになっています。 

 

 

 ここからが第一部の本題ですが、川口の華商、こ

の人達がどういう機能を持っていたかを調べてい

く過程で、桃山学院史料室の西口忠先生に多くのご

指導ご教示を頂きました。先生から昭和14年、大阪

市産業部が発行した『事変下の川口華僑』という報

告書を教わりました。基本資料となる詳細な報告書

です。他の資料と読み合わせて、川口華商の特色が

あるのではないかいうことを纏めてみました。 

 まず、「風呂敷南京」。あまり良い言い方ではなくて、風呂敷ひとつで中国か

らやって来る。南京というのは中国の代名詞みたいになっています。川口華商は
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それ以前に多かった出稼ぎ者とは異なります。２つ目には綿糸、綿布、雑貨、そ

の後は人絹が川口華商貿易の中心であった。 

明治の初めに衰退した大阪経済の大きな変化がそのバックグラウンドにありま

す。ひとつには、大阪築港の工事が1897年に始まり、現在につながる桟橋ができ

ていった。これも、軟弱な地盤での難しい工事を伴うということと予算がとても

大阪市の財政では苦しく、ほとんど頓挫しかかっていた時もありましたが、住友

グループ当主がお金を出して、技術も出して、別名「住友桟橋」を建築した。こ

れが貿易振興に大きな貢献に繋がっています。もうひとつは、紡績業の勃興です。

大阪貿易所が三軒茶屋にできて、それを嚆矢として多くの紡績会社のルーツが

出来あがっています。それから大阪得意の中小企業の雑貨、玩具やマッチから始

まって色々なサプライチェーンができてきた。大阪・大阪港が俄然日本貿易特に

対大陸貿易の大きな比重を占めるようになります。それに目をつけたというか、

それにあわせて山東省を中心とした中国北方から華商が川口に到来しました。 

 1900年前後、大阪から朝鮮半島、済州島そして青島、天津、大連などの華北へ

の航路が開設され、定期船が就航してきた。これに比例して朝鮮・大陸貿易が大

幅に伸びた。その時期に華北、主に山東省青島近郊の出身者と東北地方のハルピ

ン、瀋陽の人達が来日（東北地方には山東省をルーツとする人が多い）。そうい

う人達の経営者の一族とか、選抜された優秀な社員が大阪の川口に派遣された。

これは出張であり、単身赴任であって、家族の帯同は少なく、１年か２年で帰っ

ていく。何回も帰国出張を繰り返す。中華学校が発展していない、墓地があまり

大きくない。この２点からだけでも横浜や神戸との違いが想像させられます。換

言すれば 

 
 

優秀なエリート社員が、短期間やってきて商売をしては帰っていくということ

が、他の港とは違う大きな特色でした。加えて当時の大阪の売込商との連携が非
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常に緊密で、セルロイド組合、メリヤス組合などと川口華商の組合との信頼関係

は深かったようです。 

 写真は今の本田小学校辺りの風景です。華商公所や中国銀行川口支店。「行桟」

内部。 

 ポイントはこれです、「行桟（ハンジャン）」。二階がホテル、下がオフィス、

一部屋で済ませる場合は、奥がベッドで手前がデスクで仕事をする。私が1989年

に青島の事務所にいた時にホテルの中で同じようなことをやっていました。こ

のようなビジネスホテル・オフィスが多くあったのです。行桟オーナーも山東省

の人、出張者も同じ山東省の人。山東方言でコミュニケーションがとれる、人的

関係もあって、相互信用が深かった。この単身赴任出張者を補う川口独特の世界

であります。あそこの親父の「行桟」に行けばちゃんと受け入れてくれると。青

島から来たエリート社員は投宿、翌朝下に行くとオーナーが準備したデスクに

電話があり、やはり同じ山東人の店員、ビジネスパートナーとなるこの「行桟」

が抱えている営業マンがいる。日本のことをよく知っているし通訳もできる。出

張者と一緒になって得意先回りもできる。来日翌日から仕事ができる、単身赴任

出張者を補う川口独特の世界がありました。こういうシステムは日本の他の港

には見られず、このサービスの差別化が一気に業績が伸びていった理由ではな

かろうかと推察します。 

 （下左図）「行桟」一覧を見ると、本田、川口のエリアに集中しております。

オーナーの出身地も山東省の青島の周辺の郡とか県が多いです。（写真右）多分

これが唯一残っている「行桟」跡ではないかと思っています。聖公会の教会の向

い側にある建物で造りがよく似ている。もっと調べないとわかりません。（写真

中）江之子島の府庁の跡です。明治天皇が来たところです。 

 

 日本の貿易の半分を大阪港が占め、その半分が大陸貿易だった。大阪には昭和

の初めに3000人ぐらいの中国人がいたのですが、そのうち半分の1500人ぐらい

が川口にいたというデータがあります。『西区史』の第二巻の最後の文章です。

「川口貿易なる名に依って代表せられる華商との貿易は、実は大阪港貿易の縮

図ともいうべきで、近年まで同貿易の伸長は大阪港貿易のそれと同意義であっ

た。中国貿易によって発展してきた大阪の貿易は、華商の活躍の跡も之を見逃す
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事が出来ない。」全三巻の西区の歴史書は昭和18年に編集されていますが、戦争

のために出版されたのは昭和54年になっています。戦争をしている真最中に書

いた文章にしては、非常に華商を高く評価している文章だという印象を持ちま

す。 

 業績をあげた華商が大阪の中小企業業者と仲よくやっていた、深い仲だった

のですけれど、1931年の満州事変以降、大阪の大手商社が直接大陸の方に行って、

自ら商売をはじめた。資金力があって、支店を持てる商社。実は蝶理の前身の大

橋商店も中国の東北地域に10カ所ぐらい支店を置いていました。中国では、日本

商品を排斥しようという運動が巻き起こった。更に戦時経済下、円ブロック経済

や輸出禁圧で、川口華商に売らない、というか買えなくなるように色々な条件を

厳しくしたり、原材料を締め付けたりして川口の貿易は減ってきます。存在感も

減ってきます。そうなると当然ながらエリート社員達は、大阪に根を張っている

訳ではなく、故郷に帰れば良いのでどんどん帰っていく。それでさらに業績は悪

化し、最後は大空襲で川口は大被害を蒙りました。 

 長崎では五代目以上の華僑が定住し。神戸、横浜でも戦争を越えて残った、或

いは一旦帰国しても戻ってきたという方が居ます。ところが川口においては残

る理由も少ないし、川口に帰って来る伝手も乏しかったのか再興は困難であっ

たと思われます。戦後も残った貿易商や料理店も道路の拡張工事などで多くは

他所に転出してしまったのではないでしょうか？ 

 大阪に中華街があったかということについては、非常に表現は難しいものの、

「中国人街」があったのは間違いない。ビジネスマンが川口地域に中国人街を作

っていたのは確かです。但し、今の我々が神戸の南京町や横浜の中華街に行くと、

料理屋街が中華街のような錯覚があります。大阪にはそのような料理屋を中心

とした街はなかったのではないか。それよりももっと多様な、「川口貿易」と称

されるような中国人街があった。これはそんなに昔のことではないので、九条か

ら川口・本田の辺りを歩くと、なんとなくその辺のにおいを感じることがありま

す。戦後すぐ1946年に本田小学校の教室を借りて、中華学校が再開され、その後

は大国町に移転拡張された記録が創立７０周年誌に掲載されています。 

（下左図） 
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 （上右図）本田小学校の道を挟んだ処にある教会。阪神大震災から再興されて、

川口居留区跡のランドマークになっていると思います。 

 川口居留地については、キリスト教系、欧米系の資料は種々あり、人名簿まで

あるのですが、中国系の資料は見つかりません。また貿易の実績数などの裏付け

がまだ完璧ではありません。調査研究を続けて、戦後から今日に至る川口華商、

華僑のDNAがどうなっているか訪ねたいと思います。例えば京都の四条大橋西詰

の東華菜館のオーナーは、山東省の出身であるとお聞きしていますし、第一楼の

先代も山東省蓬莱出身の海産物商だったと知りました。そういう方が関西各地

にまだまだいらっしゃると思います。大阪と中国の関係は身近な川口を舞台に

深いものがあったということを報告して第一部の終わりとさせていただきます。 

 
※ なお、二部につきましては講師の了承も得ましたので、紙面の都合上割愛さ

せていただきます。ＨＰには二部も掲載する予定です。 
                        （文責：伊藤忠） 


