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一級建築士事務所 大西麻貴 + 百田有希 / o+h



商品の開発や制作、その商品の流通拠点として、また地域に開かれた交流の
場でもある南棟「Good Job! Center KASHIBA」と、落ち着いて創作活動の
できる北棟「Good Job! Center KASHIBA / STUDIO」の 2 棟からなる。利用
者はその日の活動に合わせて 2 つの建物を行き来することで、まちの風景を
変えるきっかけにもなっている。

Good Job! Center は、障害のある人とともに、アート・デザイン・ビジネ
スの分野をこえ、社会に新しい仕事をつくりだすことをめざしています。一
人ひとりの表現の豊かさのように、はたらき方もまた多様であるはずです。
明るく天井の高い場所や、薄暗く落ち着いた場所、地域に開かれた場所など、
障害のある人もない人も、地元の方も遠方からの来訪者も、それぞれに居心
地の良い場所を見つけることが出来る場として、また新しいはたらき方の実
験が出来る場としてつくられました。

 北棟：Good Job! Center KASHIBA/STUDIO 外観  

 北棟：Good Job! Center KASHIBA/STUDIO

 北棟：Good Job! Center KASHIBA/STUDIO 南棟：Good Job! Center KASHIBA

 南棟：Good Job! Center KASHIBA 

配置図 S=1/1500
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２つの建物を行き来しながら使う

「つくる」「はたらく」「発信する」が一体となった場

 南棟：Good Job! Center KASHIBA  外観
　

通りから見えるフラッグ交差点に面したエントランス

休憩できるベンチ 角に面した屋外の作業スペース

通り抜けのできる軒下
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アルミ
引き違い窓

FIX窓

FIX窓

FIX窓

アルミ
引き違い窓

少し奥まった
スタッフの休憩スペース

流通に関する作業スペース

収納の壁 倉庫など裏のスペースにも自由に入って行ける

収納の壁

ストックルーム１ストックルーム１

バルコニーバルコニー

ストックルーム２ストックルーム２

ストックルーム３ストックルーム３

給湯コーナー給湯コーナー

トイレトイレ

ショップショップ

 交差点に面したエントランスと、通り抜けができる軒下のベンチ

壁や床、屋根がバラバラと集まったような佇まいの「Good job! 
Center KASHIBA」は、商品開発やものづくりワークショップ
が行われる「クラフトワーク」、地域の人も利用できる「カフェ」、
国内外の福祉施設でつくられたユニークな商品が並ぶ 「ショッ
プ」、これらの製品を日本中へ届ける流通拠点としての 「ストッ
クルーム」などからなり、個人の居場所がありながらも皆の気配
を感じることが出来るワンルームの空間となっている。色々な
向きに配置された壁は、人の動きや光の反射、視線を導き、歩き
まわると次々と風景が展開する。また壁が外部にも飛び出して
いくことで、軒下の空間やベンチコーナーを作っており、地元の
方がコーヒーを飲んで休憩したり、バスを待つなど地域の小さ
な居場所にもなっている。すでに使われ始めた空間には、ものと
活動とにあふれ、賑やかで、かつ静かな時間が流れている。

南棟：Good  Job !  Cen te r  KASHIBA

1 階 平面図 S=1/200

2 階 平面図 S=1/200
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※壁が 90°以外の角度で交差する部分は間柱の幅を
　調節し壁をふかし通し柱とする
※柱と構造用合板との接合ピースは45x150mm程度
　の材を斜めカットすることで製作する→ A,C 
※端材が小口塞ぎの下地材となる→ B,D
※角度や壁厚によっては 60mm程の板材を用いる

: 795.52m2 
: 311.84m2
: 471.17m2
: 39.19％ （許容70％）　　　 
: 58.56％ （許容200％）
: 1階/ 311.84m2、2階/ 159.33m2
: 地上 2 階
: 2.295～3.895m / 2.200～3.800m
: 6.748m / 6.878m

: ガルバリウム鋼板 縦ハゼ葺き、シート防水
: ベイマツ柾目羽目板の上 木材保護塗料
　フレキシブルボードの上 ウレタン塗装
　ガルバリウム鋼板 縦ハゼ葺き
: アルミサッシ、木製建具、スチールサッシ
: 芝敷
: コンクリート直押さえの上 表面強化剤、砂利敷

: PB の上 AEP
: 構造用合板の上 木材保護塗料または AEP
　ラワン合板の上 木材保護塗料
　PB の上 AEP
: コンクリート金コテ押さえの上 表面強化剤

: 小梁あらわしの上 準不燃塗料塗装
: 構造用合板の上 木材保護塗料または AEP
  ラワン合板の上 木材保護塗料
  PB の上 AEP
: ラワン合板の上 撥水材

: 小梁あらわしの上 準不燃塗料塗装
: 構造用合板の上 木材保護塗料または AEP
　ラワン合板の上 木材保護塗料
　PB の上 AEP
: コンクリート金コテ押さえの上 表面強化剤

: 木造
: ベタ基礎

: 障害福祉サービス事業所
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  2 階 壁交差部詳細図 S=1/15

  1 階 壁交差部詳細図 S=1/15

交差する壁を在来軸組工法でつくる

Y12-Y13 通 断面図 S=1/200

エントランスより吹き抜けのある窓辺の明るい「ミーティングスペース」を見る
さまざまな壁面にはメンバーの作品が展示されている

 「クラフトワーク」の近くにある、ひと息つける休憩コーナー
壁の向こうにあるオフィス空間とゆるやかにつながる



2 階の吹き抜けから「クラフトワーク」を見る
 3D プリンターなどのデジタル機器と手仕事を合わせたオリジナルマスコット「Good dog」を制作しているg
　　

Good Job! Center オリジナル製品も含め、国内外の福祉施設や企業でつくられた
文房具やアクセサリー、バッグなど、さまざまな商品が並ぶ「ショップ」

商品の梱包や発送などの流通作業を行う「ストックルーム」



1 階 2 階

南棟：G o o d  J o b !  C e n t e r  K A S H I B A での日々の活動風景

地元の協働組合の一員として、世界遺産・春日大社の境内で伐採されている
杉材を活用した製品の制作しています。これまで十分に活用されてこなかっ
た杉材を看板や時計、名刺入れなどに加工し、今後販売していく予定です。

製造の仕事では、３D プリンタなどのデジタル工作機と手仕事をいかしたも
のづくりに取り組んでいます。中川政七商店とのコラボによる「鹿コロコロ」
やオリジナルマスコット「Good Dog」などを製造するほか、シルクスクリー
ンによる布製品などの制作もしています。

流通倉庫工房

国内外の約 70 の福祉施設や企業などでつくられている、障害のある人が関
わる魅力的な商品約1,000 種類を扱っており、入荷から出荷までの作業をメ
ンバーが担っています。

Good Job! Center のストアやオンラインショップのほか、各地の雑貨店で
も販売しています。商品の写真撮影や加工もメンバーの仕事として行ってお
り、時には商品を着てモデルになることも。

ショップカフェ

軒先にある外のベンチは休憩したり、バスを待つ人がいることもあり、地域
の方々の小さな居場所となっています。

障害のある作家の作品や、福祉施設でつくられたユニークな商品、Good Job! センターで開発したグッズ
などを販売しており、オンラインショップでもご購入いただけます。見学などで、遠方から足を運んでく
れる人も。商品の陳列やポップの制作などもメンバーが行っています。

おいしい珈琲と特製ホットドッグ「Good Dog」など、さまざまなメニュー
があり、地域の、または全国から来るお客さまに利用していただいています。
この日は手話サークルのみなさんが訪問し、見学や製造の体験、そしてカフェ
での交流をしました。

全国の百貨店や商業施設などで期間限定のポップアップ
ショップを開催。仙台、京都、静岡などでそれぞれ地元の
福祉施設やNPOと連携しながら実施してきました。近くで
開催の時は、障害のあるメンバーも接客の仕事に行きます。

活動風景テキスト：たんぽぽの家



地域の人にもっと知ってもらいたいと思い、はじめて開催したグッジョブスー
パーマーケット。当日は1,000 人を超えるお客さんが遊びに来てくれました。

季節ごとにコンサートを実施。赤ちゃんや小さなお子さんからご高齢の方
まで、気軽にクラシックを楽しんでいただく機会をつくっています。スタッ
フにとっても贅沢な時間です。

地域が元気になる交流や仕事

障害のあるメンバーと建築家、デザイナーが協働で生み出した様々な物が、場をより豊かで楽しいものにしています。

分野をこえた交流プロジェクト

「障害と未来の仕事づくり」をテーマに、2017 年度は「IoT（Internet 
of Thing）と FAB」についての研究事業を実施。岐阜の IAMAS、山口の
YCAM、福岡の九州大学と連携した実践プログラムを行うほか、工房機能を
いかし、IoT や FAB について学び合うレクチャーを開催。

さまざまなテーマのセミナーやトークを開催。弁護士を招いてアートやデザ
インと著作権の勉強会を開催したり、アートと評価についてのトークシリー
ズを開催したり。参加者は関西だけではなく、全国からご参加いただくことも。

障害のある人を含む、すべての人の働きやすい環境を考えるための研修・研究活動

さまざまな商品や場所に合わせて組み替えられるように作られたショップの展示棚

使い方を話し合いながらつくられた、ストックルームの流通棚メンバーのイラストを切り抜いた照明のかざり

メンバーが織った布地を使った照明セードメンバーの手書きの文字を使った館内サイン

メンバーのイラストを元につくられた衝突防止シール

活動風景テキスト：たんぽぽの家



休憩や交流のできる
軒下のベンチ

アトリエと一体的な屋外作業スペース

訪れた人や、室内を見渡せる
オフィス

奥まった場所にある
落ち着いたソファーコーナー

小上がり

静養室静養室

休憩コーナー休憩コーナー
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シャワー
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明るく開かれたアトリエ明るく開かれたアトリエ

食事や軽運動にも使えるホール

落ち着いて創作活動ができる
閉じたアトリエ

南棟：KASHIBAへ

アトリエ1静養室 休憩
コーナー ホール 廊下2 アトリエ2

外部仕上げ
屋根
外壁

開口部
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舗床

Good Job !  Center KASHIBA の北側に位置する STUDIO ( 北棟 ) は木造平屋の
建物であり、利用者が家のように落ち着いて過ごしながら創作する場所として
構想された。大きなひとつながりの空間の中に、みんなで食事をしたりダンス
や音楽などさまざまなワークショップ ができるホール、通りに面した明るいア
トリエ、扉を閉じることで集中して創作に取り組めるアトリエがあり、それぞ
れの居場所はスロープや建具によりゆるやかに分かれている。

断面図 S=1/200

北棟：Good  Job !  Center  KASHIBA/STUDIO

 天井が高く、道路に面した明るいアトリエ。創作に打ち込み、新しい表現が生まれる場

 食事や、ワークショップの場としても利用されるホール 

平面図 S=1/200
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:484.22 ｍ 2　  
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:220.33 ｍ 2
:45.50％ ( 許容 60％ )　　　 
:45.50％ ( 許容 200％ )
:1F / 220.33m2
: 地上 1 階
:2.324 ～ 3.919m / 1.974 ～ 3.569m
:3.794m / 3.841m

: ガルバリウム鋼板 縦ハゼ葺き
: ベイマツ柾目羽目板の上 木材保護塗料
: フレキシブルボードの上 ウレタン塗装

: アルミサッシ、木製建具、スチールサッシ
: 芝敷
: コンクリート直押さえの上 表面強化剤、砂利敷

: PB の上 AEP
: PB の上 AEP
　ラワン合板目透かし貼の上 木材保護塗料
: リノリウム貼（Forbo マーモリウム） 

: 木造
: ベタ基礎

: 障害福祉サービス事業所

規模
敷地面積
建築面積
延床面積
建蔽率
容積率
各階床面積
階数
階高 / 天井高
最高軒高 / 最高高さ

構造
主体構造
基礎

用途
主要用途

　



地域の障害のある人が通うオープンアトリエ。月に１度土曜日の午後に開催しています。ふだんは
学校や違う施設に行っていたり、企業ではたらく障害のある人が、絵を描くこと、鑑賞し合うこと
を通しながら交流するプログラムです。

絵を描いたり、ものをつくるだけではなく、ダンスをしたり、お菓子づくりをしたり、うたをうたっ
たり、新聞を読みながら情報リテラシーを高めたり。学びや楽しみのプログラムをコミュニティカ
レッジとして実施。障害のある人にとって仕事も大切ですが、学び成長していくことも大切なこと
だと考えています。

北側の静養室前にあるソファのコーナーはとても落ち着く空間で、障害
のあるメンバーの居場所として人気です。地元のママと子どもたちのグ
ループが使ってくれることも。

プリントユニット Bobho-ho と開催したシルクスクリーンのワーク
ショップ。シルクプリントした世界に一枚しかない、T シャツやバッグ、
もんぺは、奈良のほかに東京や前橋でも販売しています。その時のライブ
の楽しさがそのまま仕事につながるような、Good Job! Center がめざす
仕事のヒントを感じました。

フラッグアーティストの福井恵子氏による
メンバーが描いた様々な模様をもとに制作されたフラッグ

 アトリエの奥にある落ち着いた休憩コーナー

 からだを動かしたり、交流を楽しむ「ダンスのワークショップ」

気になった記事を紹介し合うなど
情報にふれる「新聞をよむワークショップ」みんなで歌う「うたのワークショップ」の様子

アトリエから出入りできる、屋外作業スペース
ベンチがあり交流の場としても利用される

北棟：Good  Job !  Cen te r  KASHIBA /STUDIO での日々の活動風景

休憩コーナーアトリエ

ホール

活動風景テキスト：たんぽぽの家



Good Job! Center とは？ 「つくる」「はたらく」「発信する」が一体となった場 

課題：障害のある人たちの所得が低く、働く選択肢が少ない

誰もがはたらく喜びを実感でき、主体性をもって暮らせる社会へ

「Good Job! Center」は、障害のある人とともに、アート・デザイン・

ビジネスの分野をこえ、社会に新しい仕事をつくりだすことをめざし

ています。一人ひとりの表現の豊かさのように、はたらき方もまた多

様であるはずです。個人、企業、地域の垣根をこえ、だれもが能力を発

揮できる社会の実現に向けて、さらなる提案・実践を展開していきます。

Good Job! Center がめざす、3 つの方向性

アート×デザインによる
新しい仕事の創出

異分野をつなぐ
プラットフォームの構築

所得の再分配から
可能性の再分配へ

1

2

3

障害のある人の個性豊かな表現と、それをいかしたいと考えるデザイ
ナーや企業をつなぎ、魅力的なプロダクトの開発・製造や新たなはた
らき方を提案します。

企業や NPO、福祉施設、教育機関、行政などが連携できるネットワー
クのハブをつくり、異なる分野で活動する人たちが創造的な対話を
生み出す場をつくります。

障害のある人が「社会サービスを受ける存在」にとどまるのではなく、
個々の可能性を生かし、主体的な役割を果たすことができる仕組みを
創出します。

図：「Good Job! Center KASHIBA | グッドジョブ ! センター香芝」ホームページより

Good Job! Center KASHIBA センター長

森下 静香
一級建築士事務所 大西麻貴 + 百田有希 / o+h

大西麻貴 + 百田有希

Good Job! Center は、「人はどんな風に過ごすのが気持ちいいの

だろう？」ということを考えるプロジェクトになりました。クライ

アントのたんぽぽの家の皆さんは、奈良で４０年以上障害のある人

の創造力をアートや仕事につなげる活動をされてきた方々です。西

ノ京にある「アートセンター HANA」を訪れると、大勢のテーブル

でわいわい話しながら絵を描くのが好きな人もいれば、自分の机を

カスタマイズして居心地よい場所にしている人や、倉庫の片隅に自

分一人だけの場所をつくって作業している人もいます。何かおかし

いことが起ったのかアトリエでどっと笑いが起っている隣で、そ

んな騒ぎはどこ吹く風といった風に、静かに仕事を続けている人も

います。その様子を見ていると、確かに私たちも同じ方向を向いた

机で仕事するのは居心地悪いよなということに気がついたり、失

敗も笑いに変えて行けるのってハッピーだなと教わったりしまし

た。何より、二年半たんぽぽの家に通うことで、障害のあるなしだ

けでなく、年齢の違い、国籍の違い、職業の違い、体型の違い、考

え方の違いといったもの全てが人間の個性の一つに見えて来て、私

たちの世界を見る視点が全く変わってしまったような気がします。

毎日が喜劇みたいというのか、いろんな性格の人たちが思い思い

に過ごしている様子がそのまま空間の魅力になっていて、「Good 

Job! Center」でもそれぞれの人が気持ちよく過ごせるたくさんの

居場所があって、それが建築の佇まいそのものになっているような

建築を作りたいと考えました。

長年の活動の中で、障害のある人の生きる力を育んだり、地域社会の

なかで豊かな関係をつくるきっかけとなるなど、アートの可能性を

実感してきました。そして、次のステップはアートを仕事にすること

でした。その拠点として、福祉、アート、デザイン、ビジネスが分野を

越えて横断し、デザイナーや産業にかかわる人たちと、さまざまなも

のづくりなどの実験に取り組んで、新たな仕事を創造する場をつく

りたいと考えていました。また、障害のある人と企業やデザイナーが

協働して、魅力的な商品が全国でたくさん生まれています。これまで

もそうした商品をセレクトし、百貨店や商業施設での催事などで販

売する機会をもっていましたが、流通から発信まで一貫して行うこ

とができる拠点をつくりたいという思いもありました。

「Good Job! Center」は、立場の異なる人たちが出会い、対話を通し

て活動に取り組んでいくことができることをサポートする創造的な

環境であってほしいと願っています。また、ヒアリングなどを通して、

多様な障害のある人、とりわけ発達障害のある人や精神に障害のあ

る人が通ってくることも想定されていたため、活動を促すためだけ

ではなく、休憩したいときにさりげなく休憩ができたり、一人でゆっ

くりすごしたいときにそうできるような空間があったらいいと思っ

ていました。全体としては、ものづくりから発信、そして交流の場ま

でがひとつの空間に共存できたらよいなと思っていました。実は、「管

理」という言葉が個人的には好きではなく、自発的に自律性と協働

性が促されるような場であることが理想と考えました。



Good Job! Center ができるまで

多くの議論・検討を行い、紆余曲折を経て、変わっ
た部分もありますが、建物自体が訪れる人も、通り
がかりの人も、そしてはたらく私たちもわくわくさ
せてくれる、最初のプロポーザルの時のイメージ
に、また戻ってきたような気がしました。そういう
場にできるように、これから中身もつくり上げてい
くんだというように身が引き締まりました。

北棟を平屋で考え出したら、すっと議論が動き出し
たような気がします。実際に南棟 2 階の倉庫部分
の大きさを想像したり、カフェの厨房スペースを実
寸でつくってみたりしながらイメージを固めてい
きました。同時に、これまで取り組んだことのない
デジタル工作機によるものづくりを実験的に行い、
これからの仕事を考えていきました。

プロポーザルの時から大きく何度も設計図を変
更。私たちは「こういう活動もしたいし、こうい
うことも考えています」と伝え、o+h からは「こ
ういうイメージもどうでしょう」と事例を見せて
もらい、議論を進めました。私たち自身、Good 
Job! Center に お け る 取 り 組 み を ど う 考 え る
か、より深めることができ刺激的な時間でした。

南棟 1 階吹き抜けの明るいワークスペースや、天
井が低く落ち着いた工房など、さまざまな大きさ・
色の壁が寄せ集まることで、多様な空間を生み出す
設計案へとブラッシュアップ。内観の壁柱と同様
に、複数のサッシが集まって建物の外観をつくりだ
しているため、内と外の境界が曖昧になり、まちの
人や出来事が入り込むことのできる建築に。

南棟 2 階に配置していたアトリエを 1 階に移動し、
カフェやギャラリーとともに、まちへと開いていく
構成に。一方で廊下状になっていた 2 階の床をま
とめ、倉庫機能を配置し車椅子も通りやすくするな
ど空間を調整しました。また、まちの体験が少しず
つ建築のなかへ溶け込むよう、壁柱の考え方を建物
の外側にも採用。何度もスタデイを重ねました。

設計を進めていく中で提案時の建築面積を縮
小。窓の面積を削減したことで、初期案にあっ
た森のように柔らかな印象が薄くなってしま
いました。そこで設計案を見直し、2 階建てか
ら平屋に改変。しかし吹き抜けがなくなること
で、特徴的な「壁柱」の機能が薄れてしまったた
め、再度大きな転換を考える必要がありました。

建築、デザイン、福祉の専門的視点を持つ人たちか
らアドバイスを受け、設計者を決定。施設の目的や
意義を理解し、障害のある人たちの創造性を生かし
た仕事づくりに対して可能性を示してもらえたこ
と、異分野との連携を前提としたフレキシブルな空
間を提案してもらえたことを評価。何よりも一緒に
構想を進めていけるパートナーだと感じました。

障害のある人のアトリエとして、先進的な活動を大
阪で行う「アトリエインカーブ」「アトリエコーナス」
を o+h とともに見学。障害のある人の特性に配慮
しながらも、自由な創作ができる環境があり、スタッ
フにとっても誇りを持ってはたらくことのできる
場であることが大切だと、その実感を o+h とも共
有しながら、旅をしているような感覚でした。

「町並みをつくるアートの森」というコンセプトの
建築案を発表。壁面と構造が一体となった「壁柱」が、
空間を内と外に隔てず、明るい原っぱのような空
間、少し薄暗く落ち着いた空間など、まるで森のよ
うに多様な空間をつくり出します。施設のメンバー
がお気に入りの場所を見つけて作業できるよう、建
築的な配慮を提案に盛り込みました。

Good Job! Center 建設準備室のスタッフや、デザ
イナー、研究者、地元企業の人たちが集まり、設計
案をもとに「Good Job! Center とは、どんな場所
なんだろう？」と対話を繰り返しました。また、生
活雑貨を扱う中川政七商店や靴下専門店 Tabio、家
具などのデザインを行う graf を視察し、商品のス
トック方法や管理についてリサーチを行いました。

Good Job! Center は、新しいはたらき方や仕事の
提案をめざしていますが、その「新しい」というこ
とがどういうことなのか、私たちにも確信がある
わけではなく、いろいろな出会いから見つけてい
きたいと思っていました。だからこそ、建築自体も
活動に新しいコンセプトや出会いをもたらしてく
れるようなものであってほしいと思いました。

たんぽぽの家「アートセンター HANA」を視察。
スタッフとメンバーが思い思いの場所で絵やオブ
ジェなど制作する姿を垣間見ることができました。
テーブルでいろんな人と制作する人もいれば、個
人ブースや倉庫の片隅に場所つくって 1 人で作業
をする人もいる。「誰もが好きな環境を選べる」お
おらかさ、寛容さが建築にも必要だと感じました。

～ 2013.12
Good Job! Center 設計者選定プロポーザル

2014.1
建築の提案・決定

2014.02 ～ 08
施設関係者と建築家による対話

2015.04
設計最終案へ

2015.01~03
機能の再配置

2014.09
コストコントロールの検討

企業と福祉をつなぐ施設の
設計案の公募がスタート。

福祉施設の環境やメンバーの
状況をふまえ、新たな建築の
プレゼンテーションを行う。

建築を立ち上げるために、あ
らためてヴィジョンを共有・
更新していく

一貫した建築テーマのもと、
施設内外の空間をつくり出す

南・北棟それぞれの機能を再
検討、周辺環境との関係性を
建築へ落とし込む。

改案を重ねていきつつ、
模型をブラッシュアップ。

アートセンター HANA の制作スペース
 各々の方法で制作を行っている

建物内の活動が立面に現れ
まちなみをつくっていく

打ち合わせ風景。立場も年齢も
異なる人が集まっている

Tabio の工場を見学多様な居場所を示すコンセプトイメージ

暗く静か暗く静かな場所な場所 明るく開明るく開明るくるく けた場所けた場所

森のよう森のような構成な構成

平面だけでなく、多様な表現方法に
対応した工房スペース

壁がバラバラと集まり
多様な居場所をつくる内観イメージ

建物の外側にも居場所ができた最終案

2 階に廊下状の倉庫をつくる案

メンバーの作品を使用した
さまざまな商品が並ぶ倉庫

面積縮小案
空間ののびやかさがなくなってしまった

全体を大きな 1 ルームにした案
多様な居場所がなくなってしまった

Good Job! Center をつくる上での
たんぽぽの家からのコンセプト

Good Job! Center 上棟式にて

施主であるわたぼうしの会 たんぽぽの家と設計者の o+h が対話を繰り返し、設計していった「Good Job! Center」完成までの約 2 年間のプロセス。

壁柱が立ち並び、森のような空間をつくる

倉庫の床をまとめるとともに
外観を考え直した案

たんぽぽの家 たんぽぽの家

o+h

o+h o+h

たんぽぽの家 たんぽぽの家

o+h

o+h

たんぽぽの家

たんぽぽの家

2. 3.1.

4. 5. 6.

o+h
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