平成３０年(ク)第４０６号

口封じ訴訟劇（時効で無効）国家賠償請求応訴事件

（基本事件：横浜地方裁判所相模原支部

平成１４年(ヨ)第８０号

応訴人

太田

光史

（冤罪で口封じ虐待裁判のターゲット）

相手方

黒門

一家

（オザワ王国と朝聯ＭＢＣの混成部隊）

仮処分中）

とにかく，一部放棄で全部没収，懲りない，涜職，再訴続行，調書悪用。
そもそも，青山メインランドから，痴漢逮捕状，法廷侮辱罪，情報漏洩。
それこそ，オザワの指図・差金，口封じ，共謀罪，難民支援，遺族虐待。

最高裁判所第一小法廷
裁判所 書記官

森田
事

高弘

務

連

様
絡

涜職賠償金（民事保証金）の確認
令和３年２月２５日

前略

友引

はてさて，時不去来，永劫回帰，勝機の阿修羅，証拠の阿弥陀，コロナ

が小乗，オザワの口封じ訴訟劇，不可避，涜職賠償，国庫立替，予約額，２０京
４８００兆円超となり，その一部確定で，本件民事留保事件，その応訴保証金，
１０京２４００兆円，預託の次第，念のため，再確認させて，頂きます。
御蔭陰様で，民事留保の儘，冤罪留保事件，遺言どおり，落着の運び。
そもそも，オザワの思惑どおり，刑事留保に移行させ，涜職の処分者を出し，
計画的なる日本司法の信用失墜，なんとか，回避すること，出来ました。
それこそ，遺言どおり，愚直に，民事応訴，幸運にも，国家寄付・国庫立替，
愚弄天敵無視，賠償国債獲得，後は，正々堂々，社会還元，ファクターの問題，
その事務，解決して，遺言＆和解のミッション，完全に完了であります。
なにしろ，頑固者の被告に拠れば，公正明大に，海外市場で，処分と。
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それでは，結局，刑事留保，回避して，処分者を出さぬ工夫，水の泡。
そもそも，委細，遺言執行人にと，但書，利用を致したいと存じます。
それこそ，未確定の１０京２４００兆円，内２４００兆円，更に確定。
とにかく，取敢えず，和約どおり，国内市場で，評価確認，社会還元。
何卒何卒，この老耄夫婦，最期の奉公，伏して，お願い申し上げます。
なにしろ，既に国庫立替，オザワ承諾無用，御庁訴訟指揮，他力本願。
如何せん，コロナ禍で，更に２５年，天敵消滅を待つ，如何なものか。
とにかく，日本人拉致問題，未解決，国際司法取引研究所，必要案件。
それ故に，間違いなく，雑種の日本人，３０年越，土下座，愚直請願。
それこそ，日本国家の名誉，これ以上，失墜させない様，ご指導の程。
念のため，天敵の免罪約束，無量寿を信じ，執行妨害など，一切せず。
なにしろ，オザワ一郎と同様に，残り少ない人生，気儘に，生活第一。
敬具

請願人（虐待裁判対象者）

太

田

光

史

同請願人（登記済所有権者）

太

田

博

子

同請願人（休眠中）

はっぴぃホーム株式会社

参考の書類
１

前回の事務連絡

２

東京高裁第７民事部

１通
平成２６年(ラ)第２１１０号

応訴事件（基本事件：横浜地裁相模原支部

口封じ虐待賠償

平成２６年(ワ)第１９４号

原状回復請求）上記事件に対して，本日提出の準備書面

１通
以上
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平成３０年(ク)第４０６号

口封じ訴訟劇（時効で無効）国家賠償請求応訴事件

（基本事件：横浜地方裁判所相模原支部

平成１４年(ヨ)第８０号

応訴人

太田

光史

（冤罪で口封じ虐待裁判のターゲット）

相手方

黒門

一家

（オザワ王国と朝聯ＭＢＣの混成部隊）

仮処分中）

とにかく，一部放棄で全部没収，懲りない，涜職，再訴続行，調書悪用。
そもそも，青山メインランドから，痴漢逮捕状，法廷侮辱罪，情報漏洩。
それこそ，オザワの指図・差金，口封じ，共謀罪，難民支援，遺族虐待。

最高裁判所第一小法廷
裁判所 書記官

森田
事

高弘

務

連

様
絡

涜職賠償金（民事保証金）の確認
令和２年１２月３０日

前略

友引

はてさて，時不去来，永劫回帰，勝機の阿修羅，証拠の阿弥陀，コロナ

が小乗，本年も大晦日なれば，涜職賠償金の予約，再々確認，万民救済のため，
忘れるべからずと，来年から，２０京４８００兆円超となり，その一部確定で，
未だ係争中，民事留保事件，応訴保証金は，１０京２４００兆円，預託の次第，
念のため，既に，ご承知のとおり，ご連絡，差し上げる次第，であります。
そもそも，明治４４年１０月１４日設立，難民支援ＳＯＳ丸協，その平理事の
小澤佐重喜，貴族議員の西野元ら，下知の下，戦後混乱，鬼神変身，殺人強盗，
無条件降伏，裏切り，朝鮮進駐軍，国体護持，見事に，民族性発揮，小乗代襲，
魔厄ビジネスのため，丸協の事務長と理事長を，廃除，オザワ王国，建国秘密，
自然自曝，恩知らず，恥知らず，口封じ，ロボトミー，夜郎自大，裏目に。
とにかく，自業自得，３０年に及ぶ，虐待裁判，１８年前，完全，敗訴。
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なにしろ，死んでも，敗訴，認めない方々，解決策，国家寄付しか，無いと，
その法定代襲求償権，既に国家寄付，間違いなく，確認，頂いて居る次第。
とにかく，盛岡地方裁判所水沢支部では，丸協復活，その理事長にオザワ一郎
と云う奇抜な和解案，御座いましたが，そもそも，その黒幕，法匪，朝寇，似非
同和，それこそ，押したり，引いたり，ヤクザ，シカト，自念書人，反古。
そもそも，口封じ，虐待裁判，既に３０年越し，支援各位，端から，見兼ね，
来年から，応訴保証金増額，１０京２４００兆円，社会還元，宜似るかな。
既に，民事留保，落着，増額，不都合なら，法的処分を，２週間以内に。
それでは，何卒何卒，宜しく宜しく，処分，手配，お願い申し上げます。
敬具

請願人（虐待裁判対象者）

太

田

光

史

請願人（登記済所有権者）

太

田

博

子

参考の書類
１

前回の事務連絡

２

東京高裁第４民事部

省略
平成２６年(ム)第８３号

（基本事件：平成４年(ネ)第１６２１号
上記事件に対して，本日提出の準備書面

共謀犯罪賠償請求事件

解放金巻上げトリック）
１通
以上
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平成２６年(ラ)第２１１０号

口封じ虐待裁判（時効が無効）賠償請求応訴事件

（基本事件：横浜地裁相模原支部

平成２６年(ワ)第１９４号

原状回復請求）

応訴人

太田

光史

（名義不正の儘，仮処分の断行対象）

相手方

黒門

一家

（濡れ衣の冤罪，執行不能を再隠蔽）

念のため，断行と欺して，被害者の任意放棄，調書トリック，実に露骨。
如何せん，和解と賺して，解放金を巻き上げ，審尋トリック，既に自曝。
なにしろ，事件にしないと判断，第４民事部で左陪席，市村陽典裁判長。
そもそも，麻薬ビジネス，公然の秘密，民事留保，刑事留保，軍事留保。
とにかく，７５年以上も，無条件降伏，戦争奴隷，虐待犯罪，国家賠償。

東京高等裁判所第７民事部

御中

準 備 書 面 （法然の念仏） その １４３４
（裏献金の覚醒剤，その共謀隠避を告発）
（覚醒剤の裏金融，その共謀隠避を告発）
（裏金融の裏献金，その共謀隠避を告発）
（オザワの指金，完全に露呈，民事楽勝）
（悲しからずや，朝鮮進駐軍，戦後処理）
（日本植民地化，歴然の史実，金権腐敗）
（請願権制限，平行線公理，背理法感謝）

令和３年２月２５日

友引

応訴人（登記済の所有者）

太

田

博

子

同応訴人（留置権者の代表）

太

田

光

史

同応訴人（休眠中）

はっぴぃホーム株式会社

-1-

AD

50/02/25

ローマ皇帝クラウディウス，ネロを養子に，帝位継承者とする。

AD 927/02/25（延長 5 年 1 月 21 日）藤原忠平が延喜式を奏進する。
AD 1570/02/25

ローマ教皇ピウス 5 世が，イングランド女王エリザベス 1 世を

破門。
AD 1634/02/25

アルブレヒト・フォン・ヴァレンシュタインが，皇帝軍の将校

により暗殺される。
AD 1836/02/25

サミュエル・コルトが回転式拳銃の特許を取得する。

AD 1847/02/25

アイオワ大学が創設される。

AD 1848/02/25

フランスで，七月王政を倒した二月革命によって，第二共和政

が開始。
AD 1882/02/25

偕行社附属遊就館が開館。

AD 1890/02/25

日本麦酒醸造会社がヱビスビール発売。

AD 1898/02/25

大師電気鉄道（後の京浜急行電鉄）創立。

AD 1901/02/25
AD 1912/02/25

J・ P・モルガンが US スチールを創業。
マリー＝アデライドが女性として初めてルクセンブルク大公に

即位する。
AD 1921/02/25

グルジア民主共和国の首都トビリシを，ロシア・ソビエト社会

主義共和国の赤軍が占領。
AD 1925/02/25

日本とソ連が国交を樹立。

AD 1925/02/25

アラスカにグレイシャーベイ国定公園（現 グレイシャーベイ

国立公園）を設置。
AD 1925/02/25

後のロンドン海軍軍縮会議にて日本海軍初の重巡洋艦となる古

鷹型重巡洋艦 1 番艦「古鷹」が進水。
AD 1932/02/25

アドルフ・ヒトラーがドイツ国籍を取得する。

AD 1933/02/25

アメリカ海軍の空母「レンジャー」が進水。
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AD 1940/02/25

第二次世界大戦・冬戦争：ホンカニエミの戦い始まる。

AD 1940/02/25

第二次世界大戦：スウェーデン・デンマーク・ノルウェーの外

相会談で，第二次世界大戦に対する中立を宣言。
AD 1941/02/25

ナチス・ドイツ占領下のアムステルダムで市民がユダヤ人政策

に抗議するゼネラル・ストライキを行う。
AD 1942/02/25

第二次世界大戦：「ロサンゼルスの戦い」。サンタモニカ上空

を飛行する物体を米軍が日本軍機と誤認し対空砲火。ラジオで中
継され，西海岸の住民がパニックになる。
AD 1943/02/25

第二次世界大戦：「フェザーストン事件」。ニュージーランド

北島のフェザーストン捕虜収容所で発生した日本人捕虜殺傷事件。
AD 1945/02/25

第二次世界大戦：トルコがドイツに宣戦布告。

AD 1946/02/25

日本で，金融緊急措置令に基づく旧円と新円の交換が開始。

AD 1947/02/25

八高線列車脱線転覆事故発生。

AD 1948/02/25

チェコスロバキアで，共産党がクーデターによって実権を掌握

する（二月政変）。
AD 1951/02/25

ブエノスアイレスで第 1 回パンアメリカン競技大会が始まる。

AD 1956/02/25

ソ連共産党第 20 回大会において，フルシチョフ第一書記が，

スターリン批判の演説を行う。
AD 1957/02/25

岸信介が 56 代内閣総理大臣に就任し，第 1 次岸内閣が発足。

AD 1964/02/25

カシアス・クレイ（後のモハメド・アリ）が世界ヘビー級王者

ソニー・リストンを 7 回 TKO で倒し新王者になる。
AD 1964/02/25

北朝鮮で，封建的な土地所有制度を廃止し，全てを集団農場の

所有とする。
AD 1968/02/25

ベトナム戦争：ハミの虐殺。

AD 1969/02/25

日本初の駅売りタブロイド判夕刊紙『夕刊フジ』が創刊。
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AD 1969/02/25

テレビ大分設立。

AD 1971/02/25

カナダ初の原子力発電所・ピカリング原子力発電所が商用発電

を開始。
AD 1973/02/25

大阪ニセ夜間金庫事件が発生。

AD 1977/02/25

第二次世界大戦終結後，初めて日本が独自開発した戦闘機 F-1

の量産 1 号機がロールアウト。
AD 1978/02/25

映画『未知との遭遇』が日本で公開。

AD 1980/02/25

スリナムで，デシ・ボーターセ陸軍曹長が軍事クーデターを起

こし，軍部が実権を掌握。
AD 1981/02/25

韓国で，前年に発効した第五共和国憲法に基づく大統領選挙が

行われ，全斗煥が当選。
AD 1986/02/25

エドゥサ革命：フィリピンで，コラソン・アキノが大統領就任

宣誓を行う。マルコス前大統領はハワイに脱出。
AD 1988/02/25

盧泰愚が第 13 代韓国大統領に就任。

AD 1991/02/25

湾岸戦争：イラク軍が発射したスカッドミサイルがダーランの

米軍兵舎に着弾， 28 名の死者が出る。
AD 1992/02/25

ナゴルノ・カラバフ戦争：ホジャリ大虐殺。

AD 1993/02/25

金泳三が第 14 代韓国大統領に就任。

AD 1994/02/25

ヘブロンでマクペラの洞窟虐殺事件が起こる。

AD 1998/02/25

金大中が第 15 代韓国大統領に就任。

AD 2003/02/25

盧武鉉が第 16 代韓国大統領に就任。

AD 2004/02/25

緊急地震速報の試験運用を開始。

AD 2006/02/25

世界人口が 65 億人に達する。

AD 2008/02/25

李明博が第 17 代韓国大統領に就任。

AD 2009/02/25

トルコ航空 1951 便墜落事故が起こる。
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AD 2013/02/25

朴槿恵が第 18 代韓国大統領に就任。

AD 2018/02/25

02/09 から開催されていた平昌オリンピックがこの日，閉幕。

AD 2019/02/25

トヨタ自動車 LEXUS（レクサス）の世界累計販売台数が 1000

万台に達したと発表。

♀：

そもそも，朝鮮進駐軍，殺人強盗，事件とせず，判事，涜職正当化。
それこそ，戦後７５年，洗脳支配，職権濫用，虐待口実，憲法遵守。

♂：

そう，それこそ，虐待，戦争奴隷，解放不能，自力禁止，平和憲法。
そもそも，口封じ訴訟，建国秘密，犯罪難民，自然自曝，裸の王様。

♀：

そう，そもそも，不可避，認知症，似非同和，離婚偽装，議員失格。
それこそ，同じ，半島系，ポア，獄中で発狂，麻原彰晃，既に処刑。

♂：

そう，それこそ，敵討ち，造反，核融合分裂，諸行無常，自然現象。
そもそも，愚直に応訴，民事留保，一部確定，永久不滅，愛の賛歌。

♀：

そう，そもそも，虚言癖，オザワ一郎，小乗，懲りない，変節寸白。
それこそ，鬼鬼ごっこ，証拠不十分，不可避，同族相盗，債務奴隷。

♂：

そう，それこそ，訴訟劇，建国秘密，露骨に，完全自滅，１８年前。
そもそも，敗訴，念書人，代襲犯罪，自曝で，過怠破産，３０年前。

♀：

そう，そもそも，ヤクザ，証拠隠蔽，シカト，証拠十分，殺人強盗。
それこそ，留保，予約済，涜職賠償，起請済，国庫立替，虐待代行。

♂：

そう，それこそ，オザワ，自業自得，自念書，人間失格，自己責任。
とにかく，卑怯，冤罪処分，ダミー原告夫婦，免罪約束，民族同胞。

♀：

そう，とにかく，金将軍も，謝罪，本国北朝鮮，人道的取引，歓迎。
そもそも，得度，司法取引，協和，家族のため，金銭的贖罪，常識。

♂：

そう，そもそも，生命第一，共生，人間ならば，経済的支援，感謝。
如何せん，刺客，本国から，修羅，潜入工作，生物兵器，汚物処理。
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♀：

そう，如何せん，自浄不能，カンダタ，過怠破産，弥陀，救済不能。
そもそも，宿痾，発症， " Passing Passive Passion " ，無明，奈落黒門。

♂：

そう，そもそも，朝寇倍達，謝罪せず，感謝せず，面妖，国会議員。
それこそ，悪魔の正体，神武退化，本末転倒，恥知らず，恩知らず。

♀：

そう，それこそ，スパム排除と，スパム，無断クラウド，下天布狂。
なにしろ，征服王朝，牛頭馬頭，ヤクザ，麻薬ビジネス，ピカピカ。

♂：

そう，なにしろ，詭弁，破落戸，懲りず，十八番の口上，人類兄弟。
如何せん，虐待代行，賠償立替，シカト，裁判所ぐるみ，完全認定。

♀：

そう，如何せん，背信，モニス，ロボトミー，記録抹殺，管理涜職。
そもそも，冷血のオペ，過信犯，自由の国と，私物国家，贓物没収。

♂：

そう，そもそも，応訴方針どおり，留保事件，予定調和，一部確定。
念のため，涜職賠償金，予約済，反証不十分，不実登記，国庫立替。

♂：

そう，念のため，理由露骨，戦後の歴史から抹殺された，丸協金塊。
とにかく，戦後，後２５年，呪縛，自然消滅，歴史検証，謙虚可能。

♀：

そう，とにかく，他力本願，奇蹟，虐待裁判，民事留保，永久保存。
そもそも，殺人強盗，開き直り，黒門の冗句，征服王朝，時代錯誤。

♂：

そう，そもそも，後付の賃借権，留置済更地，権原改竄，詐欺証拠。
それこそ，水沢支部でも，オザワの指金，露骨，境界線，二重主張。

♀：

そう，それこそ，一致しない筈と測量代，御礼，シカト，矛盾転嫁。
なにしろ，因果逆転，オザワ流，虚言壁，幻滅，破廉恥，二歩錯和。

♂：

そう，なにしろ，余興の劇中劇，欺された振り，確認済，襤褸黒幕。
如何せん， " All is end, remembered it. " ， ｅ ｉπ ＝－１ で，時不去来。

♀：

そう，如何せん，歴史として，原告の父親の無念，確認，和解条件。
なにしろ，子供１０人残し，終戦の暮，クリスマスイブ，非業の死。

♂：

そう，なにしろ，原告夫婦も口封じ，用が済めば，必ず，処分対象。
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そもそも，原告宅の隣家，被告宅１軒だけ，聞こえる様，夫婦喧嘩。
♀：

そう，そもそも，三男も男一人，一郎謝罪，されば簡単，状況一変。
それこそ，遺族，免罪するのみ，一郎家族，離縁を擬装，赦免留保。

♂：

そう，それこそ，トラマツ松田，涜職断行，永久仮処分，法匪趙高。
とにかく，和解条件，土下座と侮辱，即決和解，空手形，拝金亡者。

♀：

そう，とにかく，朝聯ＭＢＣ，Ｂ勘定，Ｃ勘定， X 勘定，脱税プロ。
そもそも，農協も郵便局も信用金庫も脇が甘く，黒革の手帳の餌食。

♂：

そう，そもそも，請願書，補正不備と却下命令，シカト，グル証明。
それこそ，無法，所有権抹殺，承知で，現住建物を損壊，管理涜職。

♀：

そう，それこそ，肝心の税務無申告，権原改竄，常習犯，尻隠さず。
とにかく，ＭＢＣの十八番，接待交際費が必要，正当化，裏金作り。

♂：

そう，とにかく，政党に官庁に満遍なく，生活費を世話，自慢吹聴。
なにしろ，ロータリークラブのバッチ，成り済ましボス，誇らしげ。

♀：

そう，なにしろ，ＭＢＣ下請拝金アイディア，準備会話，延々講釈。
そもそも，オザワの鍍金トリック，既に承知，一部放棄，全部没収。

♂：

そう，そもそも，そのロータリクラブ，アウトソース，当方が事務。
なにしろ，政治資金マネロンに使用，自民党の竹下登から払い下げ。

♀：

そう，なにしろ，藤井裕久事務所から頻繁に呼び出し，選対の応援。
とにかく，野田卯一先生から勧誘，不動産連盟の専従，謝辞の次第。

♂：

そう，とにかく，便乗パラサイト，麻薬取引，依存症，朝聯ＭＢＣ。
如何せん，狂言，挙げ句，従業員一家，皆殺し，居直り，井蛙人と。

♀：

そう，如何せん，解放金，和解と詐欺，巻上げトリック，同様図式。
とにかく，控訴審も欺し，手続未了で，印紙も貼らせず，犯行自白。

♂：

そう，そもそも，マネロン朝聯ＭＢＣ，覚醒剤，裏献金，長者番付。
とにかく，アウトソース，オザワ王国，税務処理の書類，焼却処分。
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♀：

そう，とにかく，仮処分断行，単なる法令違反と，放置，管理涜職。
念のため，残務執行，承知の高良建次書記官，雲に隠れ，不運な方。

♂：

そう，念のため，深夜連絡，佐藤圭師書記官，国家寄付，既に確認。
如何せん，知らぬ振り，オザワ王国の支配下，管理涜職，必死隠蔽。

♀：

そう，如何せん，当事者の和解成立，裁判所，和解失敗，自然承認。
それこそ，必須の和解条件，法定の代襲相続権，寄付先，訂正確認。

♂：

そう，それこそ，原告夫婦が，強制，決して，譲らない，和解条件。
そもそも，赤いバッテンの登記済証，遺産猫糞，証拠，暗殺共謀罪。

♀：

そう，そもそも，良心・悪心，何れも結果次第，事前，解析不可能。
とにかく，写像解析，想定内，隠蔽事実，外道，再現，外来系形質。

♂：

そう，とにかく，解析技術も，時不去来，進化，有効，幾何的証明。
それこそ，冗句，証拠不十分，強制起訴，無罪，指定，上訴権放棄。

♀：

そう，それこそ，遺族同士，遭難の客観状況，自然一致，和解成立。
念のため，全員，死を覚悟，和解の席で元気，司会コマちゃんだけ。

♂：

そう，念のため，事件付番どころか，因縁の真実，重複，運命の儘。
そもそも，遠隔，旧軍都で，似非同和テレコネクション，二重螺旋。

♀：

そう，そもそも，国家内国家，歴落デブリ，虐待テクトニクス堆積。
なにしろ，その黒門一家の追い込み，過酷，様子見に，公安も頻繁。

♂：

そう，なにしろ，青山メインランドこそ，赤坂オザワ不動産の子分。
それこそ，間違いなく，革マル派の根城，御徒町の黒門一家，歴然。

♀：

そう，それこそ，非情ドラマ，現住建物，無法損壊，仮処分，放置。
そもそも，手頃な不動産屋に，一切合財，責任転嫁，口封じ，寇掠。

♂：

そう，そもそも，不動産バブル崩壊，法匪シナリオ，ＭＢＣ，朝聯。
なにしろ，人非人，拉致人質に幾度も，ロボトミー，緊那羅，自明。
続く
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参考の書類
１

そもそも，オザワの指金， " Crown Cases Reserved " ，虐待化石

提出済

とにかく，自堕落の留保， " Date-mining for myself " ，苦悶化石。
念のため，共謀罪の自曝， " Stem Cases Reschedule " ，生痕化石。
それこそ，口封じの黒幕， " Common-sense in Law " ，病根化石。
２

とにかく，不実登記，朝聯ＭＢＣ，連鎖，虐待理由，涜職隠蔽

提出済

それこそ，朝寇犯罪，国際司法取引研究所設立推進，再発防止。
３

そもそも，民事留保，不滅確認，国家賠償，コロナ，被害深刻

提出済

とにかく，更に倍達，予約額，２０京４８００兆円，国庫立替。
４

念のため，不来方の鬼，シカト，ヤクザ，懲りない，牛頭馬頭

提出済

なにしろ，痴漢の強姦，裁判の目的隠蔽，遺産猫糞，遺族虐待。
５

とにかく，犯行声明文，暴行後，再利用，物件目録，執行不能

提出済

そもそも，不実登記，殺人強盗，不認知，司法妨害，議員失格。
６

それこそ，朝寇犯罪，贈与強制トリック，一部変更，国家寄付

提出済

なにしろ，管理涜職，鬼手凍結，求償権，既に寄付，国庫立替。
それこそ，黒門一家，歴代不浄稼業，麻薬ビジネス，完全自曝。
念のため， " Diversity and Inclusion " ， 手順逆で，希望が幻滅に。
７

如何せん， " All is end, remembered it. " ，世は事もなく，次代へ

提出済

そもそも， " Let it be, to be and not to be, simple matter " ，自然解。
なにしろ， " Passing Passive Passion " ，因縁の虐待，無事に通過。
とにかく，ホームページ，暫く，お休み，ネット，封鎖，異常。
念のため，ロボットの巡回目的，情報抹殺，忠告，感謝の次第。
それこそ，スタンドアローンに，執拗なる攻撃，宜なる，かな。
http://sos.lsv.jp/

アマテラス

難民支援

ＳＯＳ丸協
以上
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