
№
申請年月日
承諾年月日
（担当課）

申請者 事業名称
開催日時
会　　場

1
平成28年４月８日
平成28年４月11日
（学校教育課）

浜松･東三河地域イノ
ベーション戦略推進
協議会

「長期的教育システム研究チーム」
日時：平成28年４月１日（金）～
　　　平成29年３月31日（金）
会場：浜松科学館、静岡大学

2
平成28年４月８日
平成28年４月11日
（学校教育課）

きらきら鉄道博inは
ままつ実行委員会

「きらきら鉄道博2016inはままつ」

日時：平成28年７月16日（土）～
　　　７月18日（月）
　　　　9:30～16:30
会場：浜松市総合産業展示館

3
平成28年４月12日
平成28年４月12日
（社会教育課）

寺道ＤＥ落語会 「寺道落語会（第34・35回）」

日時：平成28年６月19日（日）
　　　　14:30～17:00
　　　平成28年９月４日（日）
　　　　14:30～17:00
会場：本果寺本堂

4
平成28年４月12日
平成28年４月12日
（社会教育課）

遠州公開講座実行委
員会

「平成28年度　遠州公開講座」
日時：平成28年６月26日（日）
　　　　14:00～16:30
会場：浜松プレスタワー

5
平成28年４月13日
平成28年４月13日
（学校教育課）

静岡県教育研究会学
校給食研究部
湖西地区代表

「平成28年度静岡県教育研究会学校給食研
究部夏季研究大会浜松･湖西大会」

日時：平成28年８月５日(金)
　　　　9:40～16:00
会場：浜松市教育会館・浜松市教育
      センター

6
平成28年４月12日
平成28年４月12日

（文化課）
湖西市文化協会 「湖西市芸術祭 第37回春季芸能の祭典」

日時：平成28年５月15日(日)
　　　　10:00～16:00
会場：新居地域センター

7
平成28年４月12日
平成28年４月12日

（文化課）
湖西民謡保存会 「湖西民謡保存会設立35周年記念事業」

日時：平成28年10月２日(日)
　　　　13:00～16:00
会場：新居地域センター

8
平成28年４月13日
平成28年４月15日
（社会教育課)

新居町かたつむりの
会

「おたのしもー会’16」
日時：平成28年６月19日(日)
　　　　10:00～12:10
会場：新居地域センター

9
平成28年４月14日
平成28年４月19日
（学校教育課)

浜松人権啓発活動
ネットワーク協議会

「平成28年度小学生人権書道コンテスト」
日時：平成28年５月17日(火)～
　　　平成28年12月31日(土)
会場：クリエート浜松

10
平成28年４月14日
平成28年４月26日
（学校教育課)

浜松人権啓発活動
ネットワーク協議会

「小学生人権ポスターコンテスト」
日時：平成28年５月17日(火)～
　　　平成28年12月31日(土)
会場：クリエート浜松

11
平成28年４月22日
平成28年４月26日
（学校教育課)

静岡県教育研究会
音楽教育研究部

「平成28年度静岡県教育研究会音楽教育研
究部　夏季研究大会浜松･湖西大会」

日時：平成28年８月４日(木)
　　　　9:30～16:10
会場：クリエート浜松､浜松市民協働
　　　センター､浜松楽器博物館

12
平成28年４月22日
平成28年４月26日
（スポーツ推進課)

アスモ株式会社
「平成28年度前期日本卓球リーグ・ホーム
マッチ湖西大会」

日時：平成28年５月18日(水)
　　　　18:00～　アスモ対サンリツ
会場：湖西市アメニティプラザ
　　　メインアリーナ

13
平成28年４月20日
平成28年５月２日
（学校教育課)

静岡県中日会 「第三回新聞作品コンクール」
日時：平成28年５月下旬～
　　　平成29年１月下旬
会場：中日新聞東海本社

14
平成28年４月26日
平成28年５月２日
（教育総務課)

天竜光明会館デジタ
ル事業部

「移動映画上映（ドラえもん新・のび太の
日本誕生）」

日時：平成28年７月10日(日)
　　　　14:30～16:20
会場：新居地域センター

平成28年度 教育委員会後援事業一覧



15
平成28年４月30日
平成28年５月６日
（スポーツ推進課)

静岡県野球連盟
浜名湖支部

「第19回　浜名湖支部旗争奪中学クラブ野
球大会」

日時：平成28年５月22日(日)
　　　平成28年５月28日(土)
　　　予備日　平成28年５月29日(日)

会場：湖西市内中学校グラウンド

16
平成28年４月30日
平成28年５月６日
（スポーツ推進課)

ＮＰＯ法人湖西市体
育協会

「第８回浜名湖マラソン」
日時：平成28年11月20日(日)
会場：浜名湖競艇場周辺道路

17
平成28年４月30日
平成28年５月６日
（スポーツ推進課)

静岡県市町対抗駅伝
競走大会

「第17回静岡県市町対抗駅伝競走大会」
日時：平成28年12月３日(土)
会場：静岡県庁前～草薙陸上競技場

18
平成28年５月９日
平成28年５月10日
（社会教育課)

入出明湖会 「第24回入出明湖会文化祭」
日時：平成28年10月15日(土)～
　　　平成28年10月16日(日)
会場：入出集落センター

19
平成28年４月27日
平成28年５月11日
（社会教育課)

豊橋ふれあい子ども
将棋教室

「将棋プロ棋士 九段 内藤國雄氏 講演
会」

日時：平成28年８月７日(日)
　　　　14:00～16:00
会場：豊橋市公会堂大ホール

20
平成28年４月27日
平成28年５月11日
（社会教育課）

豊橋ふれあい子ども
将棋教室

「第３回豊橋ふれあい親子ペア将棋大会」

日時：平成28年８月28日(日)
　　　　10:00～16:30
会場：豊橋市民センター６階
　　　多目的ホール

21
平成28年５月11日
平成28年５月13日
（学校教育課)

ＮＰＯ法人福祉住環
境地域センター

「第９回ゆいフィールコンサート」
日時：平成28年７月23日(土)
　　　　13:30～16:30
会場：豊橋市民文化会館大ホール

22
平成28年５月６日
平成28年５月13日
（学校教育課)

親守詩静岡県大会 「第４回親守詩静岡県大会」
日時：平成29年２月12日(日)
　　　　12:00～16:00
会場：日本平ホテル

23
平成28年５月13日
平成28年５月16日
（社会教育課）

一般社団法人浜名湖
青年会議所

「第33回JCサマースクール」
日時：平成28年８月２日(火)～
　　　平成28年８月３日(水)
会場：つぐ高原グリーンパーク

24
平成28年５月11日
平成28年５月17日
（スポーツ推進課)

湖西卓球協会 「第30回湖西オープン卓球大会」
日時：平成28年６月26日(日)
　　　　9:00～
会場：湖西市アメニティプラザ

25
平成28年５月20日
平成28年５月25日
（学校教育課）

株式会社遠鉄ストア 「第24回遠鉄ストア童話大賞」

作品募集期間
平成28年７月１日(金)～
平成28年９月９日(金)
表彰式 11月の予定

26
平成28年５月25日
平成28年５月27日
（社会教育課）

表鷲津生涯学習懇談
会

「第５回チャリティ・講談＆落語in表鷲
津」

日時：平成28年７月３日(日)
　　　　14:00～15:30
会場：表鷲津多目的ホール

27
平成28年５月26日
平成28年５月27日

（文化課）
翔鴻流静陵吟詠会 「翔鴻流静陵吟詠会第32回吟詠大会」

日時：平成28年８月21日(日)
　　　　9:30～17:30
会場：新居地域センター

28
平成28年５月26日
平成28年６月２日
（学校教育課）

学校法人笹田学園 「夢デザイン・コンテスト」

日時：平成28年７月１日(金)～
　　　平成28年10月29日(土)
会場：学校法人笹田学園　東伊場校
　　　舎

29
平成28年６月１日
平成28年６月３日
(スポーツ推進課)

浜名湖CUPサッカー大
会実行委員会

「第21回浜名湖CUPサッカー大会」

日時：平成28年８月14日(日)～
　　　平成28年８月20日(土)
会場：浜名湖電装吉美グラウンド、
　　　湖西運動公園陸上競技場、
　　　湖西高校グラウンド

30
平成28年６月１日
平成28年６月３日

（文化課）
湖西市文化協会 「第６回合唱の祭典」

日時：平成28年９月４日(日)
　　　　13:00～15:15
会場：新居地域センター



31
平成28年６月２日
平成28年６月７日
（社会教育課）

株式会社静岡第一テ
レビ

「超！おもしろ体験～とびだすヒミツ～」

日時：平成28年７月27日(水)～
　　　平成28年８月29日(月)
　　　　10:00～18:30
会場：遠鉄百貨店　新館８階
　　　えんてつホール

32
平成28年６月６日
平成28年６月７日
（学校教育課）

静岡県国際教育研究
会

「東海ブロック国際理解教育研究大会（静
岡大会）」

日時：平成28年11月５日(土)
　　　　12:00～16:30
会場：浜松学院大学キャンパス

33
平成28年６月２日
平成28年６月９日
（学校教育課）

静岡大学教育学部附
属浜松中学校

「平成28年度教育研究発表会」

日時：平成28年10月６日(木)
　　　　8:35～15:00
会場：静岡大学教育学部附属浜松中
　　　学校

34
平成28年６月13日
平成28年６月15日
（学校教育課）

静岡県教育事業団体
連絡会

「第45回小中学生国際交流体験団」

日時：平成29年３月22日(水)～
　　　平成29年３月29日(水)
交流目的地：カナダ／バンクー
　　　　　　バー・ビクトリア

35
平成28年６月13日
平成28年６月15日
（学校教育課)

雄踏水泳協会
「古橋廣之進杯 第22回浜名湖少年少女水
泳競技大会」

日時：平成28年７月18日(月)
　　　　9:00～12:30
会場：浜松市立雄踏中学校

36
平成28年６月15日
平成28年６月15日
（学校教育課)

公益財団法人中部科
学技術センター

「青少年のための科学の祭典2016・東三河
大会」

日時：平成29年１月21日(土)～
　　　平成29年１月22日(日)
　　　　10:00～16:00
会場：豊橋市こども未来館ここにこ

37
平成28年６月15日
平成28年６月17日
（幼児教育課)

湖西市私立幼稚園協
会

「子育て支援キャラバン事業（教育講演
会）」

日時：平成28年10月13日(木)
　　　　9:30～11:30
会場：浜松市福祉交流センターホー
　　　ル

38
平成28年６月16日
平成28年６月21日
（教育総務課)

天竜光明会館デジタ
ル事業部

「移動映画上映（クレヨンしんちゃん爆
睡！ユメミワールド大突撃）」

日時：平成28年９月11日(日)
　　　　14:30～16:15
会場：新居地域センター

39
平成28年６月20日
平成28年６月22日
（学校教育課)

湖西市商工会 「第35回湖西市商工会珠算競技大会」
日時：平成28年８月４日(木)
　　　　8:45～
会場：湖西市商工会

40
平成28年６月22日
平成28年６月22日
（学校教育課)

静岡県ラグビーフッ
トボール協会

「ジャパンラグビートップリーグ2016-
2017」

日時：平成28年８月26日(金)
　　　　19:30～
会場：ヤマハスタジアム

日時：平成29年１月14日(土)
　　　　16:00～
会場：エコパスタジアム

41
平成28年６月23日
平成28年６月27日
（学校教育課)

静岡大学教育学部附
属浜松小学校

「第94回教育研究発表会」

日時：平成28年10月７日(金)
　　　　8:30～16:15
会場：静岡大学教育学部附属浜松小
　　　学校

42
平成28年６月20日
平成28年６月29日
（スポーツ推進課)

レク楽の会 「ふれあいスポレク体験会」

日時：平成28年８月７日(日)
　　　平成28年10月30日(日)
　　　　9:30～11:30
会場：新居幼稚園遊戯室

日時：平成29年１月27日(日)
　　　　9:30～13:00
会場：小松楼交流館周辺

43
平成28年７月６日
平成28年７月８日
（スポーツ推進課)

静岡県児童養護施設
協議会

「第45回静岡県児童福祉施設夏季球技大会
（ソフトボール）」

日時：平成28年８月23日(火)
　　　　9:00～16:00
会場：湖西市みなと運動公園

44
平成28年７月12日
平成28年７月12日
（学校教育課)

青少年のための科学
の祭典浜名湖大会実
行委員会

「青少年のための科学の祭典2016　浜名湖
大会」

日時：平成28年８月７日(日)
　　　　10:00～16:00
会場：浜松市雄踏文化センター

45
平成28年７月15日
平成28年７月20日
（教育総務課)

HEALTHY FAMILYはま
まつ

「ヘネシー澄子講演・交流会開催事業」
日時：平成28年10月４日(火)
　　　　10:00～13:00
会場：湖西市民活動センター



46
平成28年７月14日
平成28年７月20日
（スポーツ推進課)

(株)フェニックス
「Ｂリーグ　2016-2017レギュラーシーズ
ン」

日時：平成28年９月24日(土)～
　　　平成29年５月７日(日)
会場：豊橋市総合体育館
　　　浜松アリーナ

47
平成28年７月20日
平成28年７月20日
（学校教育課)

遠州鉄道株式会社 「浜松のりものフェスタ」

日時：平成28年10月22日(土)
　　　　10:00～16:00
会場：浜松市ギャラリーモール
　　　ソラモ

48
平成28年７月25日
平成28年７月29日
（社会教育課)

中部ガス株式会社
「第10回ウィズガス親子クッキングコンテ
スト　西部地域予選大会」

日時：平成28年９月25日(日)
　　　　10:30～16:30
会場：サーラプラザ浜松3階くらし
　　　ときめきアカデミークッキン
　　　グスタジオ

49
平成28年８月５日
平成28年８月８日
（社会教育課)

和美自主企画コン
サートin新居実行委
員会

「VOL.11 和美クラシックコンサートin新
居」

日時：平成28年11月27日(日)
　　　　13:30～16:00
会場：新居地域センター

50
平成28年８月５日
平成28年８月10日
（教育総務課)

湖西国際交流協会 「2016 International KOKOまつり」

日時：平成28年12月11日(日)
　　　　10:00～14:30
会場：アメニティプラザ
　　　サブアリーナ

51
平成28年８月10日
平成28年８月15日
（学校教育課)

ソニーグローバルマ
ニュファクチャリン
グ＆オペレーション
ズ株式会社

「2016年度 ソニーものづくり教室」

日時：平成28年11月３日(木)
　　　　12:30～16:30
会場：ｿﾆｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ＆
　　　ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ株式会社
　　　湖西サイト　厚生棟２階
　　　多目的ホール

52
平成28年８月15日
平成28年８月15日
（学校教育課)

コサイ･イングリッ
シュ･クラブ

「コサイ･イングリッシュ･キャンプ2016」

日時：平成28年11月26日(土)～
　　　平成28年11月27日(日)
　　　　9:30～15:30
会場：静岡県立三ヶ日青年の家

53
平成28年８月13日
平成28年８月17日
（スポーツ推進課)

新居町卓球スポーツ
少年団

「第29回新居21卓球大会」
日時：平成28年11月20日(日)
　　　　9:15～
会場：湖西市新居体育館

54
平成28年８月17日
平成28年８月17日
（スポーツ推進課)

湖西ゴルフ連盟 「第31回湖西市チャリティーゴルフ大会」
日時：平成28年10月19日(水)
　　　　8:00～
会場：浜名湖カントリークラブ

55
平成28年８月23日
平成28年８月24日
（学校教育課)

静岡県私学協会西部
支部

「私学高校合同フェア」
日時：平成28年11月23日(水)
　　　　10:30～16:00
会場：プレスタワー７階

56
平成28年９月６日
平成28年９月６日
（学校教育課)

公益社団法人 教育演
劇研究協会

「2016年 第25回 劇団たんぽぽクリスマス
公演」

日時：平成28年12月25日(日)
　　　　14:00～15:00
会場：えんてつホール
　　（遠鉄百貨店新館８階）

57
平成28年９月13日
平成28年９月15日

（文化課)

三遠南信ふるさと歌
舞伎交流実行委員会

「第31回国民文化祭･あいち2016　第23回
三遠南信ふるさと歌舞伎交流豊橋大会」

日時：平成28年11月27日(日)
　　　　10:00～18:00
会場：穂の国とよはし芸術劇場
　　　主ホール

58
平成28年9月20日
平成28年9月23日
（社会教育課)

ここねっとタオの
プーさん

「“あそびにおいでよ”親子deクリスマス
コンサート ケロポンズ」

日時：平成28年12月25日(日)
　　　　13:30～15:30
会場：新居地域センター

59
平成28年9月26日
平成28年9月29日
（学校教育課)

映画「みんなの学
校」上映実行委員会

「映画「みんなの学校」上映」
日時：平成28年10月30日(日)
　　　　10:00～17:00
会場：市民会館大会議室

60
平成28年9月30日
平成28年10月6日
（スポーツ推進課)

中日新聞東海本社 「第41回中日浜名湖一周駅伝競走大会」

日時：平成29年２月５日(日)
　　　　10:15～13:30
会場：浜名湖周辺
　　（湖西市・浜松市）

61
平成28年10月11日
平成28年10月14日
（社会教育課)

新居町かたつむりの
会

「福祉映画「あん」上映会」
日時：平成29年１月15日(日）
　　　　13:30～15:00
会場：新居地域センター



62
平成28年10月12日
平成28年10月18日
（教育総務課)

湖西国際交流協会
「KOKOライブ“スペインの旅～フラメン
コ”」

日時：平成29年１月14日(土)
　　　　13:00～16:00
会場：新居地域センターホール

63
平成28年10月18日
平成28年10月21日
（スポーツ推進課)

湖西卓球協会 「第20回湖西卓球協会長杯卓球大会」
日時：平成28年12月11日(日)
　　　　9:30～
会場：アメニティプラザ

64
平成28年10月11日
平成28年10月12日

（文化課)

静岡県立湖西高等学
校

「静岡県立湖西高等学校吹奏楽部第32回定
期演奏会」

日時：平成29年１月22日(日)
　　　　13:30～16:00
会場：新居地域センターホール

65
平成28年11月２日
平成28年11月４日
（学校教育課)

静岡県教育研究会
理科研究部

「静岡県教育研究会　理科教育研究部　夏
季研究大会」

日時：平成29年８月10日(木)
　　　　9:15～16:00
会場：クリエート浜松

66
平成28年11月７日
平成28年11月９日
（教育総務課)

New Education Expo
実行委員会

「New Education Expo 2016 in 浜松」

日時：平成29年１月14日(土)
　　　　11:00～18:00
会場：えんてつホール
　　（遠鉄百貨店新館８階）

67
平成28年10月24日
平成28年11月７日

（文化課)
書道研究淳耀社 「文化庁事業　伝統文化親子書道教室」

日時：平成28年12月５日(月)～
　　　平成29年２月13日(月）
　　　　14:00～21:00
会場：アサダ文具２階

68
平成28年11月22日
平成28年11月25日
（社会教育課)

寺道ＤＥ落語会 「寺道落語会（第36回）」
日時：平成29年２月19日(日)
   　　 14:30～17:00
会場：本果寺本堂

69
平成28年11月15日
平成28年11月25日
（学校教育課)

特定非営利活動法人
フリースクール空

「フリースクール空 新年交流会・相談
会」

日時：平成29年１月５日(木)
   　　 11:00～15:00
会場：浜松こども館「ここ・い～
　　　ら」ザザシティ中央館５階

70
平成28年12月６日
平成28年12月13日
（社会教育課)

特定非営利活動法人
静岡県学童保育連絡
協議会

「第26回 静岡県学童保育研究集会inしず
おか」

日時：平成29年３月12日(日)
　　　　9:30～16:00
会場：静岡県男女共同参画センター
　　　（あざれあ）

71
平成28年12月13日
平成28年12月16日
（社会教育課)

公益社団法人
浜松青年会議所

「2017はままつ少年の船」

日程：平成29年７月31日(月)～
　　　平成29年８月２日(水)

場所：御前崎港～伊豆諸島～横浜港

72
平成28年12月13日
平成28年12月16日
（社会教育課)

株式会社 静岡銀行 「西部子供イベント（仮）」

日時：平成29年３月11日(土)
　　　　13:30～15:30
会場：アクトシティコングレス
　　　センター31会議室

73
平成28年12月16日
平成28年12月19日
（社会教育課)

郷南郷北自治会 「第13回中之郷ふれあい文化祭」

日時：平成29年２月４日(土)～
　　　平成29年２月５日(日)
　　　　9:00～18:00
　　　　（５日は15:00まで）
会場：郷北公民館

74
平成29年１月10日
平成29年１月12日
（教育総務課)

トヨタ産業技術記念
館

「豊田佐吉生誕150周年特別企画第二弾
　特別展 研究と創造の生涯～佐吉の志
と、それを支えた人々～」

日時：平成29年２月11日(土）～
　　　平成29年５月７日(日）
　　　　9:30～17:00
会場：トヨタ産業技術記念館
　　　特別展示室

75
平成29年１月６日
平成29年１月12日
（スポーツ推進課)

一般社団法人浜名湖
青年会議所

「第14回浜名湖ＪＣカップサッカー大会」

日時：平成29年２月11日(土）
　　　　予備日２月12日(日)
　　　　8:30～17:10
会場：三ヶ日運動場

76
平成29年１月16日
平成29年１月18日
（社会教育課)

表鷲津生涯学習推進
懇談会

「新春チャリティコンサート フルートと
琴の調べ」

日時：平成29年２月26日(日)
　　　　13:30～14:30
会場：表鷲津多目的ホール

77
平成29年１月12日
平成29年１月19日
（教育総務課)

天竜光明会館デジタ
ル事業部

「移動映画上映 妖怪ウォッチ空飛ぶクジ
ラとダブル世界の大冒険だニャン！」

日時：平成29年４月９日(日)
　　　　14:30～16:10
会場：新居地域センター



78
平成29年１月25日
平成29年１月27日
（学校教育課）

遠州鉄道株式会社
「第３回 遠鉄グループ親子ふれあいコン
サート」

日時：平成29年４月16日(日)
　　　　13:30～17:30
会場：えんてつホール
　　　（遠鉄百貨店新館8階）

79
平成29年１月27日
平成29年１月27日

（文化課）
浜松美術協会

「市民との絆をつくる　第13回浜松美術協
会展」

日時：平成29年４月25日(火)～
　　　平成29年５月７日(日)
　　　　10:00～16:00
会場：クリエート浜松３階ギャラ
　　　リー

80
平成29年２月10日
平成29年２月13日
（社会教育課）

本興寺写生大会実行
委員会

「本興寺写生大会」
日時：平成29年３月25日(土)
　　　　9:00～15:00
会場：本興寺境内及び周辺

81
平成29年２月20日
平成29年２月21日
（学校教育課)

静岡県母親大会実行
委員会

「第55回静岡県母親大会」
日時：平成29年６月４日(日)
  　　　10:00～15:30
会場：静岡理工科大学

82
平成29年３月２日
平成29年３月２日
（教育総務課)

全国連合子ども観光
大使大会inふじのく
に静岡事務局

「第３回全国連合子ども観光大使大会inふ
じのくに静岡」

日時：平成29年７月29日(土)
  　　　13:00～16:00
会場：静岡市清水文化会館
　　　マリナート

83
平成29年３月２日
平成29年３月２日
（学校教育課)

青山高等学校 「不登校教育フォーラム」

日時：平成29年６月25日(日)
  　　　13:30～15:00
会場：アクトシティ浜松
　　　コングレスセンター43会議室

84
平成29年３月10日
平成29年３月10日
（学校教育課)

浜松ユネスコ協会
「平成29年度 未来遺産「私のまちのたか
らもの」展 浜松市･湖西市合同展」

日時：平成30年１月10日(水)～
　　　平成30年１月22日(月)
  　　　10:00～17:00
会場：遠鉄百貨店６階
　　　ギャラリー･ロゼ

85
平成29年３月13日
平成29年３月14日
（社会教育課)

レク楽の会 「レク楽のひろば 一般コース」

日時：平成29年４月19日(水)～
　　　平成30年２月21日(水）
  　　　19:00～21:00
会場：湖西高校湖風館

86
平成29年３月22日
平成29年３月22日
（学校教育課)

静岡県私学協会西部
支部

「第６回私立中高一貫校合同フェア」

日時：平成29年６月４日(日)
  　　　10:30～15:30
会場：えんてつホール
　　　（遠鉄百貨店新館８階）

87
平成29年２月21日
平成29年２月21日

（文化課)

湖西おいでんフィル
ハーモニー

「熊本震災復興支援チャリティーコンサー
ト」

日時：平成29年４月30日(日)
  　　　14:00～16:30
会場：新居地域センターホール


