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日置市 伊作流鏑馬●
曽於市 末吉流鏑馬●

肝付町 高山流鏑馬●

　鹿児島県に、現在も伝承されている流鏑馬は、県の
無形民俗文化財として、日置市、曽於市、肝付町の三カ
所がある。各地とも、神社の祭礼として行われ、馬上の
射手の雄姿が多数の参観者を集める伝統行事となって
いる。起源は異なるが、共通点は多く、中世の巻狩り装
束に身を包み、三つの的を射ることを三度繰り返し、射
手は馬場を駆け抜ける。国家安泰、五穀豊穣、悪疫退
散を祈願し、的を多く射ると翌年は豊作といわれ、今年
どれだけ射抜けたかは、人々の関心事だ。いずれも、祭
事を行う神社と保存会に尽力により、今も脈 と々受け継
がれている。

日置市 大汝牟遅神社の伊作流鏑馬
　この地の流鏑馬の起源は、島津忠良（日新公）が加
世田城攻めに際し祈願を掛け、成就の暁には、流鏑馬
の奉納を神に誓ったため、奉納が始まったとされてい
る。また、鉄砲伝来の地、種子島の種子島家とも婚姻の
縁があり、鹿児島本土の日置に「薩摩日置鉄砲隊」があ
り、その演武も行われるなど、歴史的にも興味深い。毎
年11月23日に開催される。

曽於市 住吉神社の末吉流鏑馬
　住吉流鏑馬の起源は不明であるが、日置市の伊作流
鏑馬と同じ11月23日に行なわれている。現在は中学高
校生の中から射手が選ばれるが、末吉の特徴は何と
言っても女性射手の存在である。もし、運よく女性射
手の年であれば、華麗な勇姿は必見であろう。当日、神
社の境内で行われる行事のうち「油竹登り」は、油の
垂れる孟宗竹の突端に括られている景品めがけて子供
達が必死でよじ登るという珍しい行事でこれも一見に
値する。

肝付町 四十九所神社の高山流鏑馬
　四十九所神社の高山流鏑馬は900年前から伝承され
ているという。射手は中学二年生の男子から選ばれ、そ
の馬上訓練の様子は毎年報道でも話題になる。少年の
凛々しくも初々しい射手の出で立ちは、清々しい。同日
行われる武者行列と共に、いろいろな行事が行われ祭
りとしての側面もあり、例年賑やかに開催される。
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鹿児島の流鏑馬

「日置市 伊作流鏑馬」　写真提供「日置市教育委員会」

や ぶ さ め

「曽於市 末吉流鏑馬」　写真提供「曽於市」

「肝付町 高山流鏑馬」　写真提供「©肝付町」
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新年のあいさつ
鹿児島SR経営労務センター

会長　山野 髙廣
あけましておめでとうございます。
昨年は延期されていたオリンピック・パラリンピックが開催され、明るいニュースが日本を

賑わせました。新型コロナウイルスによる制限された生活が続いていますが、今後は with コ
ロナ時代へと新しい生活様式に変わっていくと言われています。そのような中で、平成 18 年
12 月 15 日に創設された鹿児島 SR 経営労務センターは、皆様の多大なるご尽力のおかげで昨
年 15 周年を迎えることができました。この場をお借りして深く感謝申し上げます。　　　

15 周年記念講演会（令和 3 年 12 月 16 日）は感染者数が減少し、規制も緩和されたため、
会場とオンラインとを並行して開催する運びとなりました。同日、芸能関係作業従事者と柔道
整復師の一人親方団体設立総会も開催し、現存の 3 団体（建設業・船員・農業）に加えて新た
に 2 団体の設立が承認されました。

社労士講座については、今年度もコロナ禍の 1 年ではありましたが、休講もなく乗り切るこ
とができ、3 名の合格者を出すことができました。

末筆ではございますが、今後当センターが、20 年、30 年とさらに盤石な組織になるよう職
員共々努めていく所存です。今後も皆様の変わらないご尽力をお願いするとともに、皆様のご
健康と益々のご発展をお祈り申し上げます。

設立5周年記念式典　会員表彰

H18.12.15設立総会　議長　黒江龍先生

設立5周年記念講演　講師　西村和人先生

＜15周年のあゆみ＞
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平成18年 12月15日 鹿児島SR経営労務センター
初代会長に久木田尋美先生が就任する
鹿児島ＳＲ建設業労災センター設立

平成19年 4月1日 鹿児島労働局より労働保険事務組合の
認可を受け業務開始
＊社労士会事務所内に事務局を置く

12月1日 建設業一人親方団体「鹿児島ＳＲ建設業
労災センター」の事業開始
＊５人の一人親方会員からスタートした
が、15周年を迎えた現在、会員は193名と
なっている

平成20年 1月27日 社会保険労務士受験講座事業開始

6月10日 農業の一人親方団体「鹿児島ＳＲ農業者
労災センター」の設立

平成21年 12月20日 船員の一人親方団体「鹿児島ＳＲ船員労
災センター」の設立・事業開始
＊現在の加入者は4名

平成23年 4月1日 受託事業開始
ふるさとハローワーク就職支援事業運営
＊ワークサポートみなみ内に鹿児島地域
共同就業支援センターを設置

12月15日 鹿児島ＳＲ経営労務センター設立５周年
記念式典



平成24年 4月1日 受託事業開始
希望者全員 65 歳雇用確保
達成事業運営
＊「元気・現役・65 歳（希望者
全員が 65 歳まで働ける制度
周知・啓発セミナー）」 を県下
各地で８回開催

5月1日 事務所移転
（下荒田ユーミーリンクビル２F）

平成25年 10月4日 第 18 回西日本交流会　
鹿児島開催

平成27年 6月9日 久木田会長が任期満了に伴
い退任し、石走啓一新会長
が就任する

10月1日 受託事業開始
雇用管理改善促進事業（実
践啓発コース）運営
＊短期啓発30事業所、長期
啓発５事業所という当事業の
目的事業所数達成

＜その他SRの事業＞
【労働保険適用促進業務】
（令和3年度より「労働保険未手続事業一掃業務」に名称変更）
　労働保険の未手続事業所の適用促進事業は、労保連鹿児島支部と連携し、設立当初から、取り組んでいる事業
です。事業の目的は労働保険の適用及び設置です。
　現在、鹿児島ＳＲでは21名の推進員を選任しております。一つでも多くの事業所を適用できるよう尽力しています。

【社会保険労務士受験講座】
　平成20年１月27日より社労士受験講座を開講しております。今年度講座まで14回、受講生のべ532名で、合格者
52名を輩出しております。

【会報誌『せっぺ翔べ』の発行】
　年2回（1月・7月）発行。
　
＜現在の鹿児島ＳＲ経営労務センター＞
　社労士会員97名、社労士法人会員5法人、事業主会員374事業所、一人親方会員201名（建設業・農業・船員
合計）※令和3年11月30日現在の会員数です。 　

設立10周年記念式典

平成28年 12月15日 鹿児島ＳＲ経営労務センター
設立10周年記念式典

会報誌創刊号「せっぺ翔べ」
を発行

平成29年 6月6日 石走会長が任期満了に伴い
退任し、山野髙廣新会長が
就任する

令和2年 12月1日 農業の一人親方団体「鹿児
島ＳＲ農業者労災センター」
の事業開始
＊現在の加入者は4名

令和3年 12月16日 鹿児島ＳＲ経営労務センター
設立15周年記念チャリティ講
演会

芸能従事者の一人親方団体
「鹿児島ＳＲ芸能従事者労
災センター」の設立

柔道整復師の一人親方団体
「鹿児島ＳＲ柔道整復師労
災センター」の設立

第18回西日本交流会　鹿児島開催
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社労士試験合格者発表

実は、私は土木技術者で建設系の会社に勤めて

おり、社会保険労務士の世界とあまり関係のない存

在です。

そんな私が、本格的に年金を受け取る年齢に近

づき、将来の受給額や手続き方法などの年金制度

についていろいろ調べる中で、社会保険労務士の

業務というものを知るようになりました。会社で社員

の就業管理や建設現場の安全管理等を担当した

経験から、労働基準法や安衛法はある程度理解し

ていますが、更に労災や雇用保険など労務管理、社

会保険全般に渡る社会保険労務士の業務の幅広

さに興味を感じ、その試験問題に「面白い」と感じた

のが受験のきっかけだったと思います。

最初の受験は平成30年。択一式は合格点でした

が、選択式が1点足らず撃沈。一昨年は受験せず、

昨年は体調不調のため受験途中退室。

今回が3回目ですが、実は歳とともに記憶力の減

退を大きく感じていまして「年齢を考えると限界であ

り今回を最後の挑戦としよう」と決意しての受験で

した。

記憶力が衰えた分、正直勉強時間はかなりとりま

した。土曜日曜もほぼ終日勉強でしたが、その中で

妻が「受験勉強が夫の趣味なのだろう」と割り切り

協力してくれた事も大きかったです。

SR講座には昨年「直前答練講座」今年「選択式

ハミング仕上げ」＆「選択式対策講座」（DVD）に参

合格
体 験 談

加しました。辻先生の講義が非常にわかりやすく教

材も非常に充実していて、おかげで苦手の選択式

問題に自信がつきました。

さて、試験に合格し、登録に必要な実務経験の代

わりとなる事務指定講習を先日申込みましたが、67

歳となった今、経験のない高齢者が社会保険労務

士として登録し本格的に活動することは多分無理

でしょう。ただせっかく受かった資格です。どう生か

すか、何らかの形で社会に役立つ道を探そうと思い

ます。

いずれにしても、SR講座にめぐり逢わず独学だけ

では間違いなく合格できなかったでしょう。改めて

感謝申し上げ、今後共多くの合格者を誕生させられ

ますと共に、鹿児島SR経営労務センターが益々の

ご発展を遂げられますことをご祈念いたします。

なお、今後の受験者の方々へも一言「こんな高齢

者でも合格できました。頭の柔らかい若い皆様は大

丈夫です。ご健闘お祈りします。」

私は今まで全く別の分野で仕事をしてきたため、

社労士の勉強はほぼゼロからのスタートでした。

1年目は2019年10月の入門講座から受講し、各

法律の基礎を受けてから、そのまま本講座に入りま

した。

法律を本格的に勉強することが無かったため、労

基、安衛、労災と進んでいく中で、本講座のボリュー

中村 稔 さん

瀬野 佑介 さん
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ムやスピードに次第に追い付かなくなり、徐々にやる

気も落ち始めてきました。

そこで途中から勉強に対する意識を変えました。

いきなり合格を目指すのでは無く、1年目は来年

以降の為の期間と割り切り、

①1年間勉強を完走する。②各法の基礎を固め

る。③試験を会場で受けるという3つを目標として定

めました。

①②は教科書や授業で理解できなかったところ

について、その分野の過去問を解いてみて、問題は

実際にどのような問い方をしているのか、どこが論

点なのかというポイントを探す作業を繰り返しまし

た。過去問の繰り返しによって、教科書に書いてあ

る内容や授業を見返した時に段 と々理解できるよう

になりました。

過去問は10年過去問テキストとWEBサイト「過去

問ランド」を大いに活用しました。

過去問ランドはPCやタブレットを利用したので、

本の過去問よりも気軽に使えましたし、解説も充実

しており法改正にも随時対応されているのでかなり

重宝しました。(会員登録すれば無料で利用できま

す。また平成16年の問題から全て掲載されている

ので、あまり広げすぎの学習は要注意です。)

初めての受験時は、すべて勉強しきることは出来

ませんでしたが、試験までの生活リズム、移動、試験

会場の雰囲気を体験するという意味では非常に貴

重なものとなりました。

2020年の試験からコロナ対策が実施されたた

め、体調管理についてはより一層気を付けるように

なりました。

2年目以降は1年目の基礎から少し深掘りをし

て、知識を定着させるよう取り組みました。

1年目が終わった時点で、この単語はこの法律に

あるという整理は大方できていたかと思います。

特に1年目にやりきれなかった分野(目を逸らして

いた分野)の学習も進めました。

また到達度テスト、模試では常に基準点を取るこ

とを目標として、試験に臨みました。

試験前はその都度テキストと過去問の繰り返しと

いう作業は変わらず実施しましたが、そのため1年目

と比較して点数は安定してきました。

基礎をある程度固めた効果なのか、授業や教科

書で理解できない話は減り、勉強も大きく息切れす

る事は無く、1年間やり通せました。

2回目の受験では問題がやや長文化しましたが、

基礎問題は入念に、難問・奇問は深入りせず、さ

らっと見る姿勢は変えずに取り組みました。

また試験中は授業で聞いた解き方の裏技や語呂

合わせを思い出せる余裕も若干ありました。

最終的に選択式の労一の救済で、ギリギリ合格し

た形となりましたが、択一式は前回よりも点数を稼ぐ

ことが出来ました。振り返ってみるとテキストの読み

込みよりも、過去問の繰り返しに費やした時間の方

が多かったです。(最終的に過去問と解説を覚える

くらいになりました。)

私はSR講座に2年間お世話になりましたが、あま

り勉強が長続きしない私が続けられたのはSR講座

のおかげです。授業はもちろんのこと、試験攻略の

ための語呂合わせ、解き方、試験への向き合い方な

ど様々なことを教えていただきました。また本講座

以外にもオプション講座も充実しており、10年過去

問講座のほかに試験直前は数字論点、選択式、と

いった様々な観点からの授業もあります。

決して一人の力では勝ち取れなかったと思います

し、先生方も熱心に指導して下さいますので、こちら

も自然と奮い立つことが出来ました。

SR講座の先生方、事務局の皆様本当にありがと

うございました。
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育児・介護休業法 ～法改正～

　令和３年６月に育児・介護休業法が改正され、令和４年４月１日から段階的に施行され
ます。改正の概要については下記の通りです。今回は就業規則の見直しが必要になって
くる３と４について解説します。

1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
２ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
３ 産後パパ育休（出生時育児休業）の創設
４ 育児休業の分割取得
５ 育児休業取得状況の公表の義務化

改
正
の
概
要

◆産後パパ育休（出生時育児休業）の創設・育児休業の分割取得◆

＊１ 雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの
 実施を労使協定で定めている場合は、１か月前までとすることができます。

＊２ 具体的な手続きの流れは以下①～④のとおりです。
 ①労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出 
 ②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示（候補日等がない場合はその旨） 
 ③労働者が同意 
 ④事業主が通知 

就業可能日等には上限があります。
●休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分 
●休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満 
　例）所定労働時間が１日８時間、１週間の所定労働日が５日の労働者が、休業２週間・
 休業期間中の所定労働日10日・休業期間中の所定労働時間80時間の場合
  ⇒　就業日数上限５日、就業時間上限40時間、
 　　休業開始・終了予定日の就業は８時間未満

産後パパ育休も育児休業給付（出生時育児休業給付金）の対象です。
休業中に就業日がある場合は、就業日数が最大 10日（10日を超える場合は
就業している時間数が80時間）以下である場合に、給付の対象となります。 
注：上記は28日間の休業を取得した場合の日数・時間になります。休業日数が
　 28日より短い場合は、その日数に比例して短くなります。

改正後はこのような働き方・休み方が可能です　　育休　　改正に伴う休業
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出 生 後 保育所に入所できない等の場合

産　休

出生 8週 1歳 1歳半 2歳

産後パパ育休（R4.10.1～）
育休とは別に取得可能

子の出生後８週間以内に
４週間まで取得可能

育休制度
（R4.10.1～）

原則子が１歳
（最長２歳）まで
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２回取得可能

育休開始日を
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場合に限り
再取得可能
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労使協定を締結している
場合に限り、労働者が
合意した範囲＊２で休業中に
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育休開始日は
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対象期間
取得可能日数
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休業中の就業

１歳以降の
延長

１歳以降の
再取得
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⇒解説
⇒解説
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有限会社本家文旦堂 〒899-5204
鹿児島県姶良市加治木町日木山980

TEL 0995-63-5410　FAX 0995-63-5950代表取締役社長　上水流 亮

わが社わが社事 業 拝 見所 せっぺ翔べ

経 営 理 念

会社の繁栄が
「全社員の物心両面の幸福」
に繋がると確信し社業及び社員の
進歩発展に努める

会 社 紹 介

鹿児島伝統菓子「かるかん」、50年以上続く「西
郷せんべい」を製造しております。
　また、鹿児島の誇る食材、加工品を使用した
OEM商品を、協力メーカーと共同開発し、
販売致しております。
食を通じて、鹿児島の魅力をお客様へお届けし
たいという想いで取り組んでおります。

かるかん

西郷せんべい
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販 売 場 所

　鹿児島空港、高速道路SAPA、鹿児島中央駅等の
交通機関売店、ホテル・旅館、観光地の売店等で販売
いたしております。
　また、弊社窓口にて直売所を設けております。

I n s t a g r a m

　新型コロナウイルス感染拡大を受け、県を跨ぐ移動
に制限が発生し、観光に大きな影響を受けました。そこ
で、弊社でもInstagramを利用し、SNSによるPRを始
めました。
　営業部が中心となり、従業員主体で写真撮影、校正
をおこなってくれています。

I n s t a g r a m編集担当者より

　コロナ禍の中、観光で鹿児島にお越しになれない方へどうすれば魅力を伝えられるか、そして「西郷
せんべい」をもっと知ってい頂きたい、そんな想いで今年4月からInstagramを開設いたしました。
　時には、お菓子のキャラクター社長秘書（非公認）「ちよこ」が営業と同行し、鹿児島のよかとこを紹介
しています。
　鹿児島へ行ってみたいな、文旦堂は「西郷せんべ
い」、「かるかん」の他にも、色 と々ワクワクするお菓子
を扱っているんだな、と楽しんで見ていただけたら幸
いです。
　これからも鹿児島の魅力や新商品などを楽しく投稿
していきたいと思っております。
　文旦堂Instagramをよろしくお願い致します。

直売所

■販売時間　午前9時～午後5時
■定　休　日　水、日曜日
　※不定期で臨時休業を頂く場合がございます。

https://www.instagram.com/honkebontando/
Instagram
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9

パートタイマーも定期健康診断の対象となりますか？

　定期健康診断の対象となる「常時使用する労働者」とは、原則として、次の①及
び②の要件を満たす者をいいます。
この要件を満たせば、パートタイマーの方も対象となります。
　
①１年以上（※）使用されることが予定されていること。
　※）深夜業など一定の有害な業務に従事している方は「６か月以上」とされています。

②１週間の労働時間数が、同種の業務に従事する正社員の方の１週間の所定労働
時間数の４分の３以上（※）であること。

　※）４分の３未満であっても、おおむね「２分の１以上」である方も対象とすることが望ま

しいとされています。

Ａ１Ａ１
Ｑ１

深夜業に従事する者については、「６か月以内ごとに１回」、定期健康診断
（特定業務従事者の健康診断）を実施しなければならないと聞いたのです
が、深夜業の回数について具体的な基準はありますか？

　特定業務従事者の健康診断に係る「深夜業の回数」については、法令に直接的な
基準は定められていませんが、運用上は、「６か月間を平均して１月当たり４回以上
深夜業に従事したこと」とされています。
　したがって、例えば、昼間勤務の方が、残業が長引いて深夜（午後10時から午前
５時までの時間帯をいいます。）に働くことになった回数が月平均４回以上あれば、

「深夜業に従事する者」ということになります。

Ａ2Ａ2

Ｑ2

定期健康診断の結果、「異常の所見がある」と診断された従業員に対して、
会社は何か対応する必要がありますか？

　会社は、「異常の所見がある」と診断された従業員の方について、健康診断が行
われた日から３か月以内に、医師等の意見を聴く必要があります。
　また、会社は、医師等の意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業場所の
変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、
作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備等を行う必要があります。

Ａ3Ａ3

Ｑ3

育児休業中の者についても定期健康診断を実施しなければなりませんか？

　定期健康診断を実施すべき時期に、従業員の方が、育児休業その他の休業中の
場合は、定期健康診断を実施しなくても差し支えありません。
　ただし、休業終了後、速やかに実施することが求められます。

Ａ4Ａ4
Ｑ4

同時期に市町村で行う健康診断を受診した者に対して、
定期健康診断を実施する必要がありますか？

　労働安全衛生法に定める定期健康診断は、会社にその実施義務が置かれていま
すが、従業員の方が、会社が指定した医師等が行う健康診断を受けることを希望し
ない場合は、自ら受けた健康診断の結果を提出することによって、これに代えるこ
とができることとされています。
　ただし、市町村が実施する健康診断の中には、労働安全衛生法で定められてい
る診断項目が全て網羅されていないことがあります。この場合は、不足する項目を
受診していただく必要があります。

Ａ5Ａ5

Ｑ5

定期健康診断を受けない従業員がいるのですが、
どうすればよいでしょうか？

　労働安全衛生法上、従業員の方が受診を拒否することは認められていません。
　一方、説得に応じない従業員の方を強制的に健診させることも困難であること
から、現実的な対処方法として、その事実を記録しておくことをお勧めします。これ
により、従業員の方の健康状態を把握することができないため、会社が就労環境を
十分に整備することができず、その結果、健康被害が発生したとしても、会社は「安
全配慮義務」について責任を負わないと主張することが可能と考えられます。
　また、併せて就業規則に受診命令の根拠となる規定を置くことも有用です。

Ａ6Ａ6

Ｑ6

定期健康診断の結果、再検査等の指示があった場合、
再検査に係る費用についても会社が負担しなければなりませんか？

　再検査（精密検査）等の費用を誰が負担するかについては、法
令に定められていないため、労使間の協議や就業規則等により
決定すべき事項となります。
　なお、会社としては、就業上の措置を決定するに当たって、で
きる限り詳しい情報に基づいて行うことが求められますので、
再検査等の指示があった場合は、受診の勧奨を行うとともに、
その結果を提出するよう働きかけることが適切な対応です。

Ａ7Ａ7

Ｑ7

職場の定期健康診断

Q&A

・・ 

 

文・イラスト　社会保険労務士　辻　孝男

辻先生の
労働講座
①
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日置市 伊作流鏑馬●
曽於市 末吉流鏑馬●

肝付町 高山流鏑馬●

　鹿児島県に、現在も伝承されている流鏑馬は、県の
無形民俗文化財として、日置市、曽於市、肝付町の三カ
所がある。各地とも、神社の祭礼として行われ、馬上の
射手の雄姿が多数の参観者を集める伝統行事となって
いる。起源は異なるが、共通点は多く、中世の巻狩り装
束に身を包み、三つの的を射ることを三度繰り返し、射
手は馬場を駆け抜ける。国家安泰、五穀豊穣、悪疫退
散を祈願し、的を多く射ると翌年は豊作といわれ、今年
どれだけ射抜けたかは、人々の関心事だ。いずれも、祭
事を行う神社と保存会に尽力により、今も脈 と々受け継
がれている。

日置市 大汝牟遅神社の伊作流鏑馬
　この地の流鏑馬の起源は、島津忠良（日新公）が加
世田城攻めに際し祈願を掛け、成就の暁には、流鏑馬
の奉納を神に誓ったため、奉納が始まったとされてい
る。また、鉄砲伝来の地、種子島の種子島家とも婚姻の
縁があり、鹿児島本土の日置に「薩摩日置鉄砲隊」があ
り、その演武も行われるなど、歴史的にも興味深い。毎
年11月23日に開催される。

曽於市 住吉神社の末吉流鏑馬
　住吉流鏑馬の起源は不明であるが、日置市の伊作流
鏑馬と同じ11月23日に行なわれている。現在は中学高
校生の中から射手が選ばれるが、末吉の特徴は何と
言っても女性射手の存在である。もし、運よく女性射
手の年であれば、華麗な勇姿は必見であろう。当日、神
社の境内で行われる行事のうち「油竹登り」は、油の
垂れる孟宗竹の突端に括られている景品めがけて子供
達が必死でよじ登るという珍しい行事でこれも一見に
値する。

肝付町 四十九所神社の高山流鏑馬
　四十九所神社の高山流鏑馬は900年前から伝承され
ているという。射手は中学二年生の男子から選ばれ、そ
の馬上訓練の様子は毎年報道でも話題になる。少年の
凛々しくも初々しい射手の出で立ちは、清々しい。同日
行われる武者行列と共に、いろいろな行事が行われ祭
りとしての側面もあり、例年賑やかに開催される。
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鹿児島の流鏑馬

「日置市 伊作流鏑馬」　写真提供「日置市教育委員会」
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「曽於市 末吉流鏑馬」　写真提供「曽於市」

「肝付町 高山流鏑馬」　写真提供「©肝付町」
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