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はじめに 
 

２００９年の９月末に予ねてより是非行きたかったベトナムの首都ハノイと、陶器の村で

有名なバッチャン、それに龍が舞い降りたという伝説のあるハロン湾を旅行しました。旅行

会社 HIS を利用し家内と４泊５日の旅です。前評判では、ハノイはフランス文化の残る小奇

麗な都市で、街のあちこちにプチレストランや土産物屋があり、そぞろ歩きをしながら粋なセ

ンスのカフェに立ち寄り、アジアングッズのショッピングをのんびりと楽しめそうなプチパリ的

な街のイメージでした。確かに一部は全くその通りなのですが、現実は、もっともっとアジア

ンエネルギーに満ち溢れた「商魂逞しい街」でした。 

 

私の旅のスタイルは一都市集中型です。つまり世界の何処に行こうが、旅先で興味の

ある都市・場所を、時間の許す限り自分の足で出来るだけくまなく歩き回り（勿論、タクシー

も使いますが）、現地の街の雰囲気・生活を自分の肌で感じる・・・ということを大切にしてい

ます。そのために事前に地図を勉強し、コピーし、折り畳んで携帯します。外出時は重たい

ガイドブックは持ち歩かず、ホテルに置いていきます。治安の悪い所でガイドブックを開帳し

ていると如何にも旅行者丸出しで狙われることもあり、それを防ぐ意味もあります。何時しか、

そのような旅スタイルが身につきました。ホテルに帰り、一日の記憶を辿り、その日探検した

通り地図上に線を引くことで、不思議と征服感というか満足感が得られるのです。ホテルで

改めてガイドブック説明を読み直すと、意外な発見もあります。そうしながら明日の大まかな

予定を立てる。これが兎に角面白いのですが、その反面気も疲れるということも事実です。 

 

今回はアジアということで、欧米旅行と比べると幾分気を抜けるぞ・・・というメリットを予

感していました。以下には、出来るだけ現地写真を沢山使って、ベトナムの首都「ハノイ」の

エネルギーをお伝えしようと思います。 

 

ハノイ市内風景―――何だ、これは！？ 
 

先ず典型的なハノイの市内風景をお見せしましょう（図１）。市内は、兎に角、バイク、

バイク、バイク、それに車の海なのです。ドッドッドーという低音のエンジン音。プップーという

高音のクラクションが絶えず鳴り響くのですが、その意味は「自分はここにいる。気を付け

ろ。」ということを相手のバイク、車に教えるために鳴らすのだそうです。 
 

加えて排気ガスの洪水。ですからバイク搭乗者は皆マスクをしています。色が緑、ピン

クと色とりどりのマスクが特徴です。それに困ったことには、殆どと言って良いほど横断歩道

の信号がありません。東京駅に相当するハノイ駅の正面だって信号が無いのです。従って、

道を渡るときは頃合を見て、そろりそろりと、決して立ち止まらずに横断するしか無いのです。

実は、この「立ち止まらず・・・」という所がミソです。もし車道で立ち止まるとバイクに追突さ

れてしまうからです。歩行者がそろりそろりと歩き出すと、バイクや車が歩行者に合わせて

少しづつ進路変更や速度を落としてくれるのです。何ともアナログ的でアジアンチックな世

界ではありませんか。 
 



 

 
 
図１ ハノイ市内風景（特別なイベントがある訳ではないのにバイクだらけ） 

 
 

図２は大まかなハノイ市外です。宿泊したホテルは右下のヒルトン・ハノイ・オペラ。ここ

を拠点にして、初めてのハノイ市内探検を試みました。近くにはハノイ最古の老舗ホテル、

ソフィテル・メトロポールもあります。ヒルトンの朝食（ビュフェ形式）は素晴らしく、新鮮な現

地新鮮野菜、フルーツジュースや、ベトナムフォーも安心して食することが出来ました。ここ

でエネルギーを十分チャージしてから市内探検という訳です。アクセス性ですが、例えばホ

アンキエム湖畔までは徒歩で約５分と旧市街へのアクセスも良く、またタクシーを利用すれ

ば北のドンスアン市場まで約３ドル（約１０分）で行ける利便性もあります。 
 

市内を歩き疲れた時は、近場のホテルやカフェで気軽に喫茶休息すると良いでしょう。

ホアンキエム湖の西側にあるプチホテルではエスプレッソが２ドルでした。ドル紙幣払が可

能。そこはエアコンが効き、文明に守られた快適な休息スペースがあります（図２参照下さ

い）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

図２ ハノイ市内 
 
 
 
現地通貨の換算とタクシー利用 
 

通貨はベトナムドン（VND）です。両替レートは１０，０００VND が約５０円でした。この

換算は絶えず頭の痛いものでした。というのは、VND のゼロの桁数がやたら多いので間違

え易く、VND に端数が出ると、更に換算が面倒だからです。物価の違いもあります（日本の

約 1/10 から 1/5 位でしょうね）。コツは、提示値段が１万ドンの何倍かだけを気にして、下記

の公式で変換すれば大体 OK です。それ以下の桁の VND は見なかったことにしても全くＯ

Ｋです。だって１，０００VND なんて５円ですからね・・・無視していいのです。 
 

公式： １０，０００VND＝５０円 （２００９年９月） 
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経験的に、参考になったことをお教えします。タクシーに乗る時は事前に１０，０００

VND 紙幣を１０枚ぐらい用意しておくことです（ホテルで両替可能、手数料不要）。というの

もハノイ市内なら南北距離（約３ｋｍ）を走っても精々２００～３００円程度（＝１万ドンで５～６

枚）だからです。流しは「ボッタくられるらしい」のでやめて、ホテルに居るメータ付のタクシー

を利用しました。料金の端数は切り上げて渡すことで大丈夫でした。なお、タクシー運ちゃん

に支払いをする時は、ＶＮＤの不足分を米ドルで渡そうとすると相手が混乱するので止めた

方が無難です。２０，０００ＶＮＤ=約１ドルが中々理解して貰えなく、多めに要求されたり、解

決に時間がかかります。料金はＶＮＤに統一して渡すことが良いのです。 
 
 

ハノイ大劇場

 
 
      図３ 夕日に映えるハノイ大劇場 
          この右隣がヒルトンホテルだ。 
 

 
    図４ ヒルトン・ハノイ・オペラ 

  
１９１１年にパリのオペラ座を模

して作られた劇場。今回宿泊し

たヒルトンホテルの直ぐ隣にあ

る。色は薄い黄色。一般的に、

ハノイ市内で薄黄色の建物は、

フランス統治時代のものだ。ま

た大劇場以上の高さの新規建

物は、ハノイでは建築許可が

出ないとも聞く。 
 
道には車線が引いていないの

もアジア的だ。一度、天秤を担

いだ豪傑おばさんが、ハノイ大

劇場の前の幅が何と５０ｍもあ

る、かなり広くて車の往来も激

しい十字路を脇目も触れず

悠々と横断していました。おば

さんはここハノイでも元気です。

外国人は、最初、中々出来るも

のではありません。でも出来な

いのは外国人だけかと思って

いたら、いやいや、現地でも、

「田舎から大都市ハノイに出て

来た人は中々渡れないんだよ」

と聞き、何故か安堵。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ハノイ大教会 

 
図５ 歴史を感じさせるハノイ大教会 

             この通りの左右にプチ雑貨店や 
             レストランが多数ある。 
 
 
 
 

パリのノートルダム寺院を

10分の1位に小振りにした

感じの教会。最初、夕暮れ

に見た姿はライトアップされ

てなんとも郷愁を誘い綺麗

で感動したのですが、翌日、

昼間に行ったときは（壁面

に黒かびが生えていて）や

や古ボッチイ感じでした。 
 
ハノイ大教会の付近の通り

には、土産物雑貨屋、洋服

店、ハンドバックの店等を

始め、気取らなくて手ごろ

な価格のプチレストラン、リ

ラクゼーション（マッサージ）

の店が多数ありますので、

是非、お勧めです。私もハ

ノイ初日に、この通りの右

にある庶民的な店で夕食を

トライした。

逞しい売り子 

 
      図６ 風船売り子 
         買う人が何人いるのだろうか？ 
 

 
 
本当に「たくましい根性」の

一言だ。交差点で、お姉さ

ん（右下）がハローキティと

蛙の風船を売っているのだ。

その前方を走り抜けるオー

トバイ達。良く見ると、その

中を此方目掛けて渡って来

る男性（写真中央）も見える。

そろりそろりと歩いて道を

渡って来るのだ。 
 
この売り子の根性たるや！

中々やるな・・・と言いたい。

場所はホアンキエム湖の

北側。 
 

 
 
 

 
 



陶磁器の村バッチャンに行く 

 
    図７ 絵付け工房 
        ベトナム人は手先が器用。 
 

 
    図８ 上薬の作業場 
    ちょっと埃っぽい現場。ベトナム人は、どうも、 

このような小さい椅子に座るのが好きらしい。 
 

 
    図９ バッチャン焼きはブランド品 

 
 
ツアーを利用して、陶器の製

作・販売で有名な村バッチャ

ンに行く。総勢約２０名。ハノ

イ市内からバスで約４０分 

（自分でバスでも行ける模様。

調べたらバス代は何と３，００

０ＶＮＤ＝１５円と格安だっ

た。） 
 
お店で絵付け（図７）と白い上

薬を塗っている作業場（図８）

を見学した。勿論、店内で製

品も売っている。日本の観光

客と見るや、やや吹っかけら

れる。 
 
この観光客用の店を出たら、

外で待ち構えていた雑貨の売

り子に捕まる。「千円でど

う？」と日本語で言われ、竹

細工の扇子３－４つとブレス

レット５－６個を差し出された。

「うーん・・・」土産になるかも

知れないが特に欲しい訳でも

ないなぁ・・・」と迷っていると、

「ブレスレットは幾つでも付け

てあげる。あなた幾つ欲しい

の！？」という感じでズバッ！

と押してくる。細身のおばさん

だった。中々手強い！負けそ

うだ。 
 
幾らかのやり取りの後、引くに

引けず、ブレスレットの数を 

１０個位に増やしたのがやっ

とで、とうとう買わされてしまっ

た（涙）。オバサン恐るべし。 
 
 
 
 
 
 



ハノイ市内からハロン湾に向かう 
ハノイ市内からバスで片道約３時間かかる。高速道路が無いので一般道をひたすら行

く。結構長旅だ。そのため途中１回の休憩がセットされていて、土産物屋に連れて行かれ、

トイレ休憩も出来る。難点はバスの運転がひやひや物だったことだ。中央分離線の引いて

いない右側通行の一般道を、クラクションを鳴らしながら、前方の遅いトラックやバスを左側

から追い抜くのだ。このときのクラクションは「抜くぞ！」の挨拶。すると当然ながら前方から

別のトラックが来る。そのままだと衝突するので、今度は「退け！！」とばかりに対向車に向

けて強烈なクラクション。２０ｍ位までの接近戦もある。唯一救われるのは、追い越しされる

車が「そうはさせじ・・・」と頑張らないことだった（笑）。お陰で追い越しの度に、自分の足で

自然にブレーキを踏んでいた。こうした運転は見ているだけで本当に疲れる。 
 

ハロン湾クルーズに参加して

 
図１０ ハロン湾風景 
 
 

 
    図１１ 海賊船のようなクルーズ船 
        に乗る。洞窟探検付き。 
        
 
 
 
 

ハロンとは「下龍」と書き「龍が舞い下りた」

という伝説に基づく。大小の島が１９００個

もある（図１０）。海賊船のような遊覧船（図

１１）に乗り島の間をクルーズした。９月の

日差しは強くジリジリと焼ける感じだ。 
 
改めて歴史を振り返るとベトナムは 
① モンゴル（１２５８年,１２８４年,１２８７

年と３回ともベトナム軍がモンゴル軍

を撃退）、 
② フランス（清仏戦争１８８４－１８８５年

では清が負け、仏にベトナムを７０年

間割譲したが、最後にベトナムが仏

に勝利）、 
③ 米国（ベトナム戦争１９６５－１９７５年、

べトナムが勝利） 
と言った大国に勝利している。１９世紀初頭

に帝国主義がアジア進出を目指した時期

に、こんな国はアジアでは珍しい。 
 
ベトナムとモンゴル間の戦争については日

本の教科書にも記述が無くご存知の方は

多くないのではと想像するので、敢えて説

明したい。モンゴルは１３世紀にベトナム征

服のために派兵したが失敗。その後、躍起

となってベトナム攻略した。そのため、日本

への蒙古襲来は１２７４年と１２８１年の２回

だけで終了し、それ以降は中止され、その

お陰で日本は助かった・・・と言う説だ。もし

ベトナムが易々とモンゴルに負けていたら、

矛先は必ずや日本に向かっていただろう。

やはり「歴史は見て学べ」が大事だ。 



 
図１２ クルーズで食事も出る 

左端が筆者。 
 
クルーズには中華風の食事も付いていた

（図１２）。途中でハプニングも用意されてい

る。突然、小船に乗ったオバサンが自分の

船を寄せて、裸足で我々の観光船に飛び

乗って来る。マンゴー売りだった。マンゴー

３個が米ドル＄１で良いと言う。観光船の窓

越しにドル紙幣のまま支払った。 
 

 
       図１３ 水上生活者 
 
ハロン湾水上生活者の場所にも立ち寄る

（図１３）。クルーズ船を降りて水上生活者

の生簀（いけす）を鑑賞。その魚を買うと、

観光船に戻って料理してくれるサービスも

あった。しかし・・・である。船に帰ったら、冷

やしてあった白ワインボトル（図１２手前）の

量が明らかに減っていた。関係者に飲まれ

てしまったらしい。それはないよなぁ・・・。 

でもベトナムはそう言うところらしい。 
 

 

夜、ハノイ市内の現地レストランに飛び込む 
 
 

      
図１４ 現地レストランで夕食 

 
 
 
 
 

夜ヒルトンから歩いて現地のお店

探しに出掛けた。ゆっくりと歩くこと

約１０分で、現地の人達が大勢いる

２階建ての大きなレストランを発見。

思い切って入った。英語は通じず。

こちらはベトナム語も駄目だが、「ビ

ール！」だけは通じた。若い給仕の

女性に助けられながらオーダが出

来た。隣は地元のお兄さん方が４

人。酒が入り既に出来上がってい

て大声で歓談中。「全くしょうがない

人達ねぇ」と言わんばかりに、此方

の外国人に対して表情を作るカワ

ユイ給仕だった。料理は、海老のコ

コナツミルク茹で（図１４）、青野菜

のニンニク炒めとライス等だったが

文句無く美味。現地通貨で支払い、

大満足の夕食だった。 



ドンスアン市場は超過密な雑居ビル 
 
 

 
   図１５ ドン・スアン市場内にて 
        熱気で蒸し暑かった。 
 
 

ヒルトンからドン・スアン市場までタクシーを 
ヒルトンか飛ばした。約１０分で３００円。こ

こは超有名な市場で、旧市街の北に位置

する。三階建ての雑居ビルに、お見事！と

言うしかない程ギッシリと小売店が詰まって

いる（図１５）。中に入ると人息で何となく暑

苦しい。取り扱う商品は衣類が中心だが、

雑貨類も山のようにあり、価格交渉の商談

は電卓。フードコートらしき場所もあった。そ

う言えば国際ジャーリストの櫻井よしこ氏は、

ここハノイで育ち、その生家はここの近くの

コットン通りだと後で知った。１９４０年ごろ

父親がハノイで繊維関係の会社を経営して

いたという。

スーパー（FIVI MART）は必見 
フィーヴィーマートという地元のスーパーがある。これからハノイ訪問を考えている人に

はお勧めの店だ。というのは、このスーパーの全商品には価格が VND でちゃんと表示され

ているからだ。ハノイでは珍しい。だから、他の場所で売られている商品の正当価格をあら

かじめ見ておくには、非常に都合の良い場所だ。少なくともハノイ市内で２ヶ所見掛けた。 

１つはチャックバック湖のちょうど南。２つ目はソフィテル・メトロポールの近くだ（図２参照）。 
 
このスーパーを探検して見ようと入店した時、入口で制止され「自分のバッグ持込は駄

目、入口の脇にあるロッカーに入れろ」と言われた。こういう場合は「はい、そうですか・・・」

はまずい。指示通りするにしても、貴重品は必ず持参すべきなのだ。指示されたロッカーが

実はお店のものではなくて、後で開けたら、中身が盗まれていた・・・なんてことはザラにあ

るからだ。特に治安の良くない国でそうだ。 
 

スーパーの中を歩くと、その国の物価が非常に良くわかる。実は分かり過ぎて悔やま

れたこともある。ここに行く前に買ったお土産の価格がかなりフッカケられていた（約５倍）こ

とが分かったのである。騙される買い手も悪いのだろうが「ハノイの売り子よ、そんなことし

て良心が痛まないのか！ちゃんとした商売せい！」と言いたい。 
 
 

ホーチミン廟 
ホテルからタクシーを使い移動。生憎、曜日と時間が合わず、ホーチミンの遺体は見る

ことが出来ず。仕方なく、その先の生家の前で、鉄格子から中を覗いていたところ、道端に

ある監視小屋のお兄ちゃんに、「あっちへ行け、シッシッ！！・・・」をされた。全く失礼な奴だ

った。貴国の外貨獲得に貢献している観光客を、一体何と心得える！ 
 



チャックバック湖 
 

    図１６ チャックバック湖 
 

ホーチミン廟からゆっくりと北へ歩くと、ハノ

イ市内の北側にある湖に着く。スワンのボ

ートを１時間ぐらい借りて足で漕ぐ。小さな

湖なので端から端まで行ける。風で多少ボ

ートが揺れる。湖岸にはレストランがあり、

多くの人がゆったりと昼食を楽しんでいた。 
 
その後、湖畔の南側に沿って徒歩でソフィ

テル・プラザ・ハノイに向かう。 
 
 

 
    図１７ チャックバック湖畔の南側 
         ちょっとヤバそうな雰囲気だった。 

 
ソフィテル・プラザ・ハノイで昼食は美味 

昼食時に、ソフィテルの１階の小奇麗なレストランに入ると、何と日本食のバイキングコ

ースを発見。マグロやイカの刺身など、兎に角、文句なしに美味しく、生き返った感じだった。

食材に対しての安心感もあり、一人＄２０はお値打ちだった。レストランには欧米の観光客

も多く、お金持ち風の中国人観光者も来ていた。ホテル内の売店では、カタコトの英語を喋

る売り子と何とかコミュニケーションも取れ、世間話をしながら土産物を幾つか買った。 
 
雨が降り出したが傘もないので、暇つぶしに、ソフィテルからタクシーで近くのインター

コンチネンタルホテルまで遊びに行った。帰りも市内見物しながらヒルトンまでタクシーで帰

る。そのタクシーの運転を見るにつけ、「ああ、自分で運転しなくて良かった」と思うことしきり。

良くあんな運転で事故が起きないなぁと思う。道路に線引きも無いし、兎に角、オートバイも

車もめちゃくちゃな車線変更や左折、右折をする。 
 



文廟にて 
 

 
    図１８ 文廟 

 
 
 
ベトナム最古の大学の場所。鶴と亀の石

造がある。亀の頭をなでて行くのが習慣ら

しく、現地の人もやっていたので、亀石像

の頭をなでて来る。ここは昔、科挙の登用

試験をやって優秀な人材を集めていたと

聞く。 

 
 

 
露天の床屋 
 

 

 
文廟の壁を背にして、ちゃっかりと路上で

商売する床屋がいた。日本のＴＶなどで

観て知ってはいたが、まさか自分がハノ

イで遭遇するとは・・・。ショバ代は支払っ

ているのだろうか。床屋の値段も不明。

実は、この後にわか雨が降って来た。オ

ジサンは恐らくテントを張ったのだろう

（笑）。 
 

    図１９ 露天の床屋（文廟近く） 
 
 

 
    図２０ ハノイ駅近くの裏街 

 
 
文廟の前でしつこいタクシーの勧誘を断り、

そこから徒歩でハノイ駅に向かう。直線距

離で約５００ｍと近い。暫く歩くと踏切に出

た（図２０）。線路の奥がハノイ駅の筈だっ

た・・・。 
 
 
 
 
 
 



ハノイ駅近くでの体験 
 

 
 

図２１ ハノイ駅前にて 
     この道の横断が中々出来ない。 
 
 

ところがハノイ駅の近くで道に迷う。その

辺のおじさんを捕まえて道を聞く、「ガー、

ハノイ？」（ガーは駅という意味で Ga と書

く。何故かフランス語の駅 Ga と同じだ）。

すると通じた。「あっちだよ」と指差してくれ

た。その後おじさんは「＄！％＆＃＋

＜・・・」と何やら喋りだすが、言ってること

がサッパリ分からない。適当にお礼を言っ

て別れる。 
 
すると今度は小学生らしき女の子がお菓

子を売りに来た。断ったのだが、立ち去る

後ろ姿を良く見ると、盲目の父の手を引い

ていた。ああ、買ってあげれば良かっ

た・・・と後悔。

ハノイ駅構内にて 
 
 

 
    図２２ ハノイ駅構内 
    ガランとしていて混雑のイメージ 
    は全くない。次に発車する列車の 
    切符窓口だけがオープンしていた。 
 
 
 
 
 
 

ハノイ駅は薄暗くガラーンとしていた。埃っ

ぽい。東京駅とは比ぶるべくもなく、全く、

地方の田舎駅と言った感じ。華やかな御

土産店などは皆無。駅の隅っこにあるトイ

レは有料だったが、知らずに入ろうとする

と、近くの机の上で TV を見ているおばさ

んに呼び止めら５００VND 取られた。まあ

約２．５円だから只にしても良いのに・・・

などと思う。恐らく、おばさんの仕事がなく

なる事自体が駄目なのだろう。この辺に

共産主義の片鱗が感じられる。外国人バ

ックパッカーも２カップル居て、このおばさ

んにロッカーの使い方を聞いていた。 
 

また１０ｹ所以上ある切符売り場は殆どカ

ーテンが閉まっていて、数時間先に出る

汽車の切符窓口周囲だけに人山が出来

ていた。そこでは順番行列などは無く、早

い者勝ちのようだった。この当たりは中国

と似ている。 



ハノイ市内からノイバイ国際空港へ 
 

ハノイ市内からロンビエン（Long Bien）橋の近くを渡り、ノイバイ国際空港へと向かう。

ロンビエン橋は１９６５年開戦のベトナム戦争時に幾度と無く米軍に空爆され、その都度、北

ベトナムが修理を繰り返した。その意味で、ベトナム人の粘り強い根性が垣間見える橋だ。

橋の下には、茶褐色のホン川（紅河）がゆっくりと流れる。陶器で有名なバッチャンもここか

ら約３０分と近い。ヒルトンホテルからバスで約４０分揺られノイバイ国際空港に着く。途中

の高速道路の道端でオバサンが売っているものがある。フランスパンだ。ベトナム人は植民

地時代のフランスパンが好物で、帰宅時に家族のために買って行くのだという。ビニール袋

なしで、むき出しのまま売っていた。 
 
 
おわりに 
 

断っても断ってもニコニコして中々引かない、商魂たくましいベトナム人。特に女性が良

く働く。顔つきは中国人にも似ているし、事実、ハノイの北側は中国と国境だ。中国や韓国

製のバイクは直ぐ壊れるからと言って、値段の高い日本製を買うプライドの高いベトナム人。

そんなベトナム人のルーツは何処なのかが気になってベトナム史を再度勉強して見た。  

やはりルーツは中国だった。キン族という中国系が８６％を占める。その他はタイやビルマ

に散らばる山岳民族から成る。 
 

本当は時間があれば、「ビクトリア・エクスプレス」という寝台特急に揺られて国境の町

サパ（少数民族モン族の村）に行きたかった。この列車（３両連結、内２台は寝台車、１つは

食堂車）の予約はサパのホテル「ビクトリア・サパ・ホテル」で可能。何故ホテルで列車の予

約？と思われるだろうが、理由は、このフランス系ホテルがお客のために寝台特急を走らせ

ているからである。「ビクトリア・エクスプレス」の支払いも、ホテル宿泊代と一緒に清算出来

るらしい。ハノイ駅ラオカイ駅サパは電車。サパのモン族には納豆や味噌の文化があ

り、日本人のルーツではないかという説を唱える学者もいる。 
 

今回ホーチミン（旧サイゴン）には行かなかった。空港に帰る時の日本語の旨い現地ツ

アーガイドによれば、ベトナムの北と南の文化の差や考え方には基本的な差があり、南の

人口の約７０％は北から流入した人達だと言う。つまり本来の南生まれの人達の殆どは１９

７５年のサイゴン陥落に祖国を捨て、今や３０％しか残っていないと言うことになる。これか

らはアジアが世界経済を牽引する時代だ。VISTA の一員であるベトナムが今後どんな目覚

しい発展をするか楽しみだ。 
以上   

 
 
 
 
 
 
 
 


