
ポーランド（第３回）
ザコネバ、岩塩抗、カジミエシュ・ドルの巻

２０２１/6/２5（金）
インターネット世界旅行

吉岡 芳夫この資料は、インターネット上の情報を利用して作成しました。



ポーランド
• ヴィエリチカ岩塩坑、アウシュビッ
ツ強制収容所などに代表される14の
世界遺産が点在するポーランドは、
訪れる街によって様々な顔を持ち、
旅先で色々な体験・経験ができる国
です。

• 発展を続ける首都ワルシャワ、昔か
らの面影を残す歴史都市クラクフ、
小人が住む街ヴロツワフなど個性豊
かな観光地が旅先で待っています。

• 2016年1月からはLOTポーランド航空
が日本から就航し、ますます身近に
なります。



ザコパネ
• ポーランドの都市でマウォポルスカ県に属する。ポーランド屈指の避暑地、保養
地であり、ウィンター・スポーツも盛んである。人口は約2万7千人

• 小さな山間の集落であったが、19世紀末になると、鉄道網の整備や庶民に旅行を
楽しむ習慣ができたことで、ザコパネの開発が進むことになった。この頃、初の
ホテルも建てられている。20世紀になると、ポーランドの建築家、芸術家らの注
目を集め、この地で活動を行う者が増えた。現在は、ポーランド有数のリゾート
地へと成長を遂げている。

• ザコパネは、多くの芸術家を魅了した。1907年にザコパネに居を移した音楽家
ミェチスワフ・カルウォーヴィチは、この地で多くの作品を作り上げた。音楽家
カロル・シマノフスキも、この地の民族音楽に関心を抱き、一時この街にとど
まった。

• 建築では、スタニスワフ・ヴィトキエヴィッチが、いわゆるザコパネ・スタイル
と称される木造建築様式を創始している。



ザコパネの名所

• タトラ博物館

• ザコパネ最古の博物館。
• 民族衣装やタトリ山脈の自然について展示がある。

• 旧木造教会

• ザコパネ様式の教会。

• ザコパネ・スタイル博物館（ヴィラ・コリバ）

• クルプフキ通り

• ザコパネのメインストリート。

• グバウフカ山、大カスプロヴィ山

• ケーブルカーが運行している。

タトラ山脈



気候

• ザコパネでは、夏は快適で、湿
度が高く、一部曇り。

• 冬は凍えそうに寒く、降雪が多
く、ほぼ曇り。

• 1 年を通して、気温は -9°Cか
ら 20°Cに変化するが、-18°C 
未満または 26°C を超えるこ
とは滅多にない。

• 観光点に基づき、1 年のうちザ
コパネにおける温暖気候での活
動に適した時期は、7月上旬か
ら8月下旬までです。



タトラ国立公園はポーラン
ドとスロバキアにかけて位
置している公園です。
100以上の氷河湖や美しい
自然があり、また野生動物
も多く生息しています。
1992年にはユネスコ生物圏
保護区に認定されました。
他にも公園の中にある原生
林、「ビャウォヴィエジャ
の森」は1979年にユネスコ
自然世界遺産に認定されま
した。
本格的なハイキングを楽し
みたい方は「ビエシュチャ
ディ山地」がオススメです。
この山地では季節を問わず、
一年中ハイキングが可能で
す。
公園の中には宿泊施設が2軒
あります。公園内をより満
喫したい方はぜひ宿泊して
みてください



Nosal - Google マップ

https://www.google.com/maps/@49.2754139,19.9793458,3a,49.9y,129.79h,74.39t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipN7ycpJBbR3AlbzaDGrQDg8yI3zd7WZ3MBk28fP!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN7ycpJBbR3AlbzaDGrQDg8yI3zd7WZ3MBk28fP%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya174.20845-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


ザコパネ, マウォポルスカ - Google マップ

https://www.google.com/maps/@49.2748052,19.9809907,3a,75y,188.52h,98.89t/data=!3m7!1e1!3m5!1sagQOtcQO54mLpOk3jFBe8g!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DagQOtcQO54mLpOk3jFBe8g%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D185.75717%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656


Czarny Staw Gąsienicowy - Google マップ

https://www.google.com/maps/@49.2330742,20.0188484,3a,75y,161.49h,89.77t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipM0-Et_tJHJf6j_Mt9QAIVc7Mc4Z2uYec2TaRHx!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipM0-Et_tJHJf6j_Mt9QAIVc7Mc4Z2uYec2TaRHx%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya268.51746-ro0-fo100!7i7168!8i3584


Wojtek J - Google マップ

https://www.google.com/maps/@49.232769,20.014457,3a,75y,131.36h,80.24t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipM1horIQwuwKKZCIjO8DyskeDRjsjg0zg3PsKiZ!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipM1horIQwuwKKZCIjO8DyskeDRjsjg0zg3PsKiZ%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya197.54437-ro-0-fo100!7i7168!8i3584




Długi Staw - Google マップ

https://www.google.com/maps/@49.2268177,20.0087555,3a,75y,226.57h,68.63t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOuXCDcKtuXgYoUNcGcbZcWTTiPa54OGUsQBr-U!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOuXCDcKtuXgYoUNcGcbZcWTTiPa54OGUsQBr-U%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya177.03949-ro-0-fo100!7i14094!8i7047


Hincovo tarn - Google マップ

https://www.google.com/maps/@49.1762008,20.0604709,3a,75y,343.62h,85.48t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNOj_I6zKe4LH1ifk-xRDxuQH1sjiRn_x02uZq0!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNOj_I6zKe4LH1ifk-xRDxuQH1sjiRn_x02uZq0%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya43.270725-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


ミェングショヴィエツキ大山頂 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@49.1870349,20.0593616,3a,75y,16.19h,72t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNO0VhFwjthp9qINmNpAX_xXRZ8mp1CTI1PP76B!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNO0VhFwjthp9qINmNpAX_xXRZ8mp1CTI1PP76B%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya81.008804-ro-0-fo100!7i8192!8i4096


Bula pod Rysami - Google マップ

https://www.google.com/maps/@49.1825537,20.0804352,3a,75y,339.73h,82.15t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNj0UfqGFaGl895cYnQqs_OMwInt_nv6iGsR61T!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNj0UfqGFaGl895cYnQqs_OMwInt_nv6iGsR61T%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya126.497795-ro0-fo100!7i7168!8i3584


Dolna stacja kolei krzesełkowej "Gąsienicowa" - Google マップ

https://www.google.com/maps/place/Dolna+stacja+kolei+krzese%C5%82kowej+%22G%C4%85sienicowa%22/@49.2173337,20.026017,13.17z/data=!4m5!3m4!1s0x47158c9654deaaab:0x1dca43384984b6cf!8m2!3d49.2361947!4d19.9970469


ザコパネ

• まず最初におすすめしたいのは、山岳リゾートザコパネでは外せな
いトレッキングです。

• ザコパネ周辺で登りやすいのは標高1136メートルの「グバウフカ
山」。ケーブルカーを利用して行くことができます。

• ケーブルカーから美しい景色を望むのも楽しみの一つです。

• 山頂から眺めるタトラ山脈はまさに絶景。開けた視界には小さくザ
コパネ様式の家が並んで見えます。

• 時間や旅程に余裕があれば、もう一つ有名な山である「カスプロ
ヴィ山」へ行ってみるのもいいですよ。

• 頂上からはポーランドとスロヴァキアの国境を見ることができます。







クルプフキ通り



2021年 クルプフキ通り - 行く前に！見どころをチェック
- トリップアドバイザー (tripadvisor.jp)

https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g274793-d285662-Reviews-Krupowki_Street-Zakopane_Lesser_Poland_Province_Southern_Poland.html#/media-atf/285662/314840056:p/?albumid=-160&type=0&category=-160


Tripadvisor | ザコパネのカスプロヴィヴィェルチへの
ケーブルカー-クラクフからのプライベートツアー、提供
元：Poland Active - Day Tours | ポーランド

カスプロヴィヴィェルチケーブル
カー
滞在時間： 40分

カスプロヴィヴィェルフは、ポーラ
ンドのタトラ山脈で最も人気のある
山の1つです。
現代のケーブルカーでピークに達す
ることは可能です。
上部には大きなテラスがあり、そこ
から美しい渓谷にそびえるタトラ山
脈の息をのむようなパノラマを見る
ことができます。
難易度の異なるさまざまな観光コー
スがあります。
そのため、頂上に到達した後、ニー
ズに最適なコースを選択してトレッ
キングを続けることができます。
カスプロヴィヒルの頂上で40分過ご
します。その後、ケーブルカーで降
ります。

https://www.tripadvisor.jp/AttractionProductReview-g274772-d11471045-Cable_Car_to_Kasprowy_Wierch_with_Zakopane_Private_Tour_from_Krakow-Krakow_Lesser_.html#/media-atf/11471045/?albumid=101&type=0&category=101


『ポーランドの軽井沢 ザコパネ Zakopane』ザコパネ
(ポーランド)の旅行記・ブログ by puttannさん【フォー
トラベル】 (4travel.jp)

旅行記がありました。

たくさんの写真や、
ホテルなども出てきます。

「ザコパネ」は、あまり大
きな町ではありませんが、
スロバキアに近いタトリ山
脈の山麓にあり、避暑地・
保養地として有名です。メ
インストリートの「クルプ
フキ通り」を中心に、山小
屋風の素朴な作りが特徴の
ザコパネ・スタイルという
伝統的な木造建築が多く
残っています。

またタトリ山脈の一帯は国
立公園になっていて、夏は
トレッキング、冬はスキー
を楽しむ人々でにぎわう山
岳リゾートです。

https://4travel.jp/travelogue/11415472


『ポーランド２ - Zakopane』ザコパネ(ポーランド)の旅
行記・ブログ by Traveler8さん【フォートラベル】
(4travel.jp)

https://4travel.jp/travelogue/11503104


ザコパネで一番古い教会
「旧木造教会」にも、ぜ
ひ立ち寄ってみてくださ
い。

ここは、17世紀中頃に建
てられたザコパネ・スタ
イルの教会です。

木のぬくもりと温かみの
ある雰囲気が特徴の教会
で、祭壇や柱などに施さ
れた細かな装飾は必見で
す。



ポーランドの岩塩抗

1. ヴィエリチカ岩塩坑（世界最古の製塩企業、今は観光）

2. ボフニャ岩塩坑（世界最古、ただし廃坑）

3. クウォダヴァ岩塩坑（現在操業中）



ヴィエリチカ岩塩坑
• ポーランド共和国マウォポルスカ県にある岩塩の採掘坑。

• クラクフ首都圏内の都市ヴィエリチカで13世紀以来稼働していたが、
コストの問題と坑内で洪水が起きる危険性があることから1996年に
商業採掘は中止され、現在は観光地となっている。

• 1044年の創業。「キンガ妃の指輪事件」がきっかけとなり国営企業
となったのは1250年。

• 廃坑になっていない岩塩坑としては世界最古で、同時に世界最古の
製塩企業でもある。

• 深さは地下 327 m 、全長は 300 km 以上に及ぶ

• 廃坑になっているものも含めると世界最古の岩塩坑は同じくポーラ
ンド共和国マウォポルスカ県にあるボフニャ岩塩坑（英語版）。

• また現在操業中の岩塩坑でポーランド最大規模のものはヴィエルコ
ポルスカ県クウォダヴァ町にあるクウォダヴァ岩塩坑（英語版））。



ヴィエリチカ岩塩坑



ヴィエリチカ岩塩坑 - Google マップ

産出される岩塩は長い間、ポー
ランド国家の重要な収入源の一
つとなっていた。

現在でも昔ほどの規模ではない
が、生産は続けられている。

ヴィエリチカはポーランド有数
の観光名所であるだけでなく、
現役の鉱山ででもあるという二
つの顔を持ち合わせている。

https://www.google.com/maps/@49.9831703,20.0536879,3a,75y,278.59h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMwv3qT6FoIJd6hmgH4Ut_1B0fI3FUlTSX01rYO!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMwv3qT6FoIJd6hmgH4Ut_1B0fI3FUlTSX01rYO%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya231.22406-ro-0-fo100!7i11264!8i3492


ヴィエリチカ岩塩坑 - Google マップ

岩塩の採掘は700年以上にわ
たって続いている。

坑道の総延長は約300 km、採
掘後にできた空洞の数は2,000
以上、また最深部は327 mに達
する広大な地下採鉱場が出来
上がった。

一般に公開されているのは深
さ135mまでの僅かな部分であ
るが、20以上の部屋や礼拝堂
を巡る約3.5 kmの見学ルート
が設けられていまる。

https://www.google.com/maps/@49.98337,20.0536648,3a,75y,105.23h,93.2t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP7JXONENyCwE076aGnKrWi4v95wOQBeJhkPjJx!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP7JXONENyCwE076aGnKrWi4v95wOQBeJhkPjJx%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya273.3129-ro0-fo100!7i8704!8i4352


現役の岩塩採掘場

見学ルートの各所では採鉱作業の様子の
再現や、実際に使われていた梯子やト
ロッコなどを目にすることができる。

神秘的な地底湖や採掘後の空洞を利用し
て創られた礼拝堂は息をのむような光景
だ。

ヴィエリチカ岩塩坑の地下に作られた
ホールでは、各種会議・パーティ・結婚
式・舞踏会・スポーツ大会・オーケスト
ラのコンサート・岩塩彫刻展など様々な
催 しが行われる。

また、ここにはぜんそくなどの呼吸器
疾患治療のための地下保養所も設けられ
ており、世界中から多くの人々が療養に
訪れる。

ヴィエリチカ岩塩坑



深さ約100mのところには一番の
見どころである見事な装飾を施
された聖キンガ礼拝堂がある。

磨きぬかれた階段や床、きらき
らと輝くシャンデリアのあたか
もガラスの結晶に見える飾りの
一つ一つ、中央の祭壇、壁に彫
られたレリーフにいたるまです
べてが岩塩でできている。

さらに驚くべきは、これらの美
しい作品はいずれも、芸術家で
はなくヴィエリチカの鉱夫たち
の手によるものだということだ。

彼らは仕事の合間に、あるいは
作業の安全を祈って、仕事道具
のノミなどを用いて、岩塩から
美しい芸術作品を彫りだしたの
だ。

聖キンガ礼拝堂

天井で光を放つ塩の結晶でできたシャンデリアが、坑内を神秘的な
輝きでつつみます。



キンガ礼拝堂の階段にある聖人の彫刻。 キンガ礼拝堂に掲げてある「最後の審判」の塩彫刻。





青色を帯びて美しく輝く地底湖。 マリアとイエスのレリーフ



ハンガリーから連れてこられた馬も労働に駆り出されていた。

岩塩坑博物館

ヴィエリチカの観光ルートの他に、
クラクフ岩塩坑博物館のコレクション
もお勧めだ。

コレクションの一部は、地下と塩坑城
内とにある常設展示で紹介されている。

ここには、垂直方向や水平方向に輸送
するための鉱坑設備など、世界的にも
類まれな、そしてヨーロッパ大陸では
ヴィエリチカ以外に知られていないも
のがいくつもあります。

また、岩塩坑の過去に繋がる工芸品群
も必見でしょう。



ボフニャ岩塩坑の地上 この下に岩塩抗がある。



ボフニャ岩塩坑 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@49.9691263,20.4176908,3a,75y,333.66h,90.77t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPj1B7ESaYSxII12aqUUH3ELeeiphrEGmff5UyB!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPj1B7ESaYSxII12aqUUH3ELeeiphrEGmff5UyB%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya46.81129-ro-0-fo100!7i10000!8i5000


Zgubiona Koperta - Google マップ

https://www.google.com/maps/@49.9691962,20.4177066,3a,75y,342.03h,89.11t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPzOPeispy5L_kMxep99mSHX9793VNBILpFFtJI!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPzOPeispy5L_kMxep99mSHX9793VNBILpFFtJI%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya26.621126-ro-0-fo100!7i10240!8i5120


クヴォタワ岩塩抗
Kłodawska Podziemna Trasa Turystyczna - Google マッ
プ

https://www.google.com/maps/place/K%C5%82odawska+Podziemna+Trasa+Turystyczna/@52.2405762,18.9225125,3a,75y,90t/data=!3m11!1e2!3m9!1sAF1QipNdBiRwbqZovPZAhWz0LixaT5qQQ8aZJddt1hR6!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNdBiRwbqZovPZAhWz0LixaT5qQQ8aZJddt1hR6%3Dw203-h152-k-no!7i3648!8i2736!9m2!1b1!2i52!4m12!1m6!3m5!1s0x471b6d7a15a72083:0x6d7eb3518f9f93d8!2z44Kv44Km44Kp44OA44O044Kh5bKp5aGp5Z2R!8m2!3d52.2407731!4d18.9227284!3m4!1s0x471b729d1545c383:0x30526329fa425d1d!8m2!3d52.2393329!4d18.9224839


クウォダヴァ岩塩坑 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@52.2403655,18.9226506,3a,75y,267.8h,99.61t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPSoL-WA4tvPxseFrcreQPmLhY8DFlSiqH1CLMg!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPSoL-WA4tvPxseFrcreQPmLhY8DFlSiqH1CLMg%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya137.43283-ro-0-fo100!7i5656!8i2828


クウォダヴァ岩塩坑 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@52.2397778,18.92288,3a,75y,265.83h,98.71t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMypuYQ18Dg0GWZtU_ywI3ituqEF55DcYc2aVlE!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMypuYQ18Dg0GWZtU_ywI3ituqEF55DcYc2aVlE%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya23.602072-ro-0-fo100!7i5735!8i2789


クウォダヴァ岩塩坑



ドンプスカ - Google マップ

岩塩抗の地上風景

https://www.google.com/maps/@52.2545335,18.9135991,3a,75y,180.4h,86.01t/data=!3m7!1e1!3m5!1srFD41dfAOx1I5hWndU5-3Q!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DrFD41dfAOx1I5hWndU5-3Q%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D16.215477%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656


カジミエシュ・ドル

画家の集まる村

ここで、２０１２年に学会があった



ポーランド カジミエシュ・ドル 画家が集まる村



Galeria Kolor - Google マップ

https://www.google.com/maps/@51.3218948,21.9459747,3a,75y,156.81h,90.71t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNcaNUwZaLzxu9mESWnmGn9_U-VscE-HQtQnx7Y!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNcaNUwZaLzxu9mESWnmGn9_U-VscE-HQtQnx7Y%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya15.750717-ro-0-fo100!7i8480!8i4240


Kazimierz Dolny Castle - Google マップ

https://www.google.com/maps/@51.3236293,21.9500995,3a,75y,306.34h,79.97t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNOVicC2D37FfIx_N2NqoRbkA0VBVR0RYEijIZs!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNOVicC2D37FfIx_N2NqoRbkA0VBVR0RYEijIZs%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya22.975937-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


ギャラリーが集まっているカジミエシュ・ドルニ - Google マップ

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89+%E3%82%AB%E3%82%B8%E3%83%9F%E3%82%A8%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%AB%E3%83%8B/@51.3218055,21.9459598,19.6z/data=!4m5!3m4!1s0x47227d871086e94d:0x9aa41305f5863eaa!8m2!3d51.3180409!4d21.9542482


7 リネク - Google マップ

https://www.google.com/maps/@51.322312,21.9476788,3a,87.3y,255.49h,89.35t/data=!3m7!1e1!3m5!1sv_otOJxALSEBI91UCulzKg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3Dv_otOJxALSEBI91UCulzKg%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D272.5702%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656






2 クシベ・コウォ - Google マップ

https://www.google.com/maps/@51.3217295,21.9485972,3a,90y,107.81h,89.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sF3YbQXoX-b61ry7YSyefQA!2e0!7i13312!8i6656


Przystań - Google マップ

https://www.google.com/maps/@51.3250809,21.9474336,3a,75y,34.04h,82.43t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNr3vULTmTfFPwXE36fBqNAYxF86-pDTEkSGubz!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNr3vULTmTfFPwXE36fBqNAYxF86-pDTEkSGubz%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya40.462242-ro-0-fo100!7i11000!8i5500


ポーランド（その３）
ザコパネ、岩塩抗、
カジミエシュ・ドル

終わり

吉岡 芳夫

２０２１/５/２５（金）
インターネト世界旅行


