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　　　　　　　　　　　         ★ごあいさつ★

ども、^^　　 gochan です！

そうは言っても、私の事を知ってる人は

そんじょそこらにはいないと思うんで

まずは簡単に自己紹介なんぞをさせてもらっちゃいます♪

　

学歴は高卒、単身アメリカに乗り込んでカリフォルニア州

ロサンジェルス郊外のトーランスっていう町にある

「トーランス・ウエスト・ハイスクール」っていう

地元では超有名？なパブリック・スクールにいって

無事卒業しました・・・日本男児です！^^;

帰国後は起業させて現在も会社経営する傍ら、インターネット

（英語圏）中心に活躍中？です^^;

アメリカやオーストラリアのネット界では

「知る人ぞ知る！」ニックネーム “gochan”と言えば

ちょっとうるさい存在なんですョ♪

まあ、いわゆる「変わり者」なんです・・・私は・・・(^^ゞ

自慢じゃないけどあなたの周りには多分？（絶対に）いない

タイプの男だと思います（笑）

現在は国内のとある田舎町で妻１人？子供２人とともに

幸せな家庭を営む４７歳♪

（上の娘が小２でまだ「チビ」ですが・・とてもカワイイッス！）^^

年齢は４７歳なんですが、普通は大体３０歳前後に

見られちゃってます、ハイ！^^
　　　　
２０歳代に見られる事だって度々なんですヨ！^^;

でもこれは「偶然」そうなっているのではなくて

まだ日本では、だぁ～～れも知らない秘密が私にはあったからなんです！！　　　　　　
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ジャッジャッ－－ンッ！！

なんと！これは私の「第二の故郷？」であるアメリカの

あるところから、ある超極秘情報を手に入れて

それを自分自身に導入している結果なんですヨ！

そして、そして・・・

今回こうしてレポートを執筆しているのも

日本の方、特に美しい日本女性の皆さんに

この超パワフルなスーパーコンセプトを

紹介させてもらっちゃおうかな？

と、思いまして・・・^^

筆、じゃなかったマウスを手にしているんです！

私、gochan は数年内にはまたアメリカに行っちゃおうかなー

と予定しているんですが・・・♪($・・)/~~~

でも行く前にどうしても私の大好きな

美しい？日本女性のために

日本では未公開であり、前代未聞である・・

（未だ誰も知らないと言う事です！当たり前か？）
　　　　　

日本だけではなく世界レベルでもまだまだ

知る人は数えるくらいしかいない・・・

超、激、スーパー、ウルトラ、パワフルな

ノウハウをこっそり打ち明けちゃおうかな？と思ったんです！！

長年温めてきた、取って置きのヤツですヨ！（＾－＾）

もう公開するのは「今」しかない！って思ったから・・・（汗）

あなただって知りたいでしょっ？^^
　

                            2006 © CAS System Research Inc. - All Rights Reserved



                              

言っておきますが、これはそこら辺に転がっている

安っぽいどうでもいいような？　ノウハウではありません！！

あっ！　なんか簡単に自己紹介してるつもりが

長くなっちゃってスミマセン！<m(__)m>

こんな人ですが、どうぞヨロシク！(^_-)-☆

あ！それから言い忘れていましたが、

今日は間違いなくあなたにとって記念すべき

「ラッキーデー」になっちゃうんです(^^♪

その理由はいずれ後でわかる事になります！

それでは早速イってみましょう！！
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   　　　　　　（Ⅰ）　本物のコンセプトを求めて・・

さて、予ねてより「綺麗」に、より「健康で綺麗」になっちゃう方法を

探してきたあなたは、これまでもいろいろなものを試しちゃったと思います！

時間の無駄になりますのであえてここでは

一つ一つを具体的には言いませんが^^;

現在まで地球上に存在した全ての方法には、残念ながら

「根本的」に見落としていたポイントがあったのです・・・

最も重要であるその「ポイント」を無視？　

もしくはそれに気付かずに？

何をやったところで所詮は

「仮」の綺麗を手に入れちゃっているだけです！

その方法が、そのコンセプトがいかに高額であろうが、

有名であろうが、関係ありません！

「仮」は「仮」です！（笑）

一旦は効果が現れたりしますが・・・必ず・・・

時間（月日）とともにその効果は失われちゃうのです・・・

何故なら、手に入れたのはあくまでも「仮の綺麗」でしかないからです！

悲しい事にそれが失われた後には

またその「束の間の美しさ」を取り戻しちゃおうと、

藁にも縋る気持ちで「仮の綺麗」の販売店の門を叩きます（汗）

何故なら、それ以外の方法を知らないからです！

この状態を客観的には

「イタチの追いかけごっこ」と表現します！
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「苦し紛れ」ともいいますか？（笑）

もっと別の例えで言うと・・

「基礎」 の無い「家」を建てちゃっているのと同じ事です。

この場合、上物（うわもの）に幾らお金を掛けてどんなに立派な家を

こしらえたところで、それは「無駄遣い」になっちゃうんですヨ！

なぜなら時間の経過とともに、ちょっとした天災に見舞われたが最後

全てが無に帰することは想像するのに難しくありません(笑）

　 　　　　　 
                    

　　　　（Ⅱ）未来には超パワフルな方法が用意されていた！

私はあなたが永遠の「綺麗」を手に入れる方法を知っています。

私はあなたが知らない「その方法」を知っているのです。

あなたが「根本的」に綺麗になって、しかも・・・

手に入れたその美しさを永遠に失わない方法を！

「え！？」
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って思いましたか？

思っちゃいますよね（笑）

そう思わなければあなたは「変」です！

なんて、失礼しました！^^;

だけど現在ではそんな事を言われても、信じられない方が普通です。

あなたが、いや誰もが知っている「常識」からは

考えられない事ですからネ！

ん？

もしかしてあなた！

私が言っている事を「口から出任せ」って思ったりとかしています？(ーー;)

であれば、どうせ「無料レポート」なんですからどうぞ

削除→ゴミ箱行きにしちゃって下さい（笑）                            

                                     
でもそうすると、あなたは後で必ず後悔する事になってしまいますが・・^^　              　　　　

 だって、世界はあなたが想像しているよりもず～～～～っと広くて

まだまだあなたが知らない事はいっぱい、い～～～～っぱいあるんですよぉ！

まだまだ、この世の中は捨てたもんじゃないんですよぉー！

だからせっかくここまで読んじゃったんだから・・・

読んじゃった時間が、少しでももったいないと思うんだったら

もうちょっとだけお付き合いして貰えませんか？

決して損はさせませんから^^
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　　　（Ⅲ）　せっかく手にした「綺麗」を失う原因は何？

あなたはエステティックに通ちゃった経験はありますか？

美容整形（プチ整形）を施しちゃった事はありましたか？

もし答えが「はい」であればどうでした？

施術した直後はそれは確かに効果は現れた事でしょう。

でも年月の経過とともに、少しずつ変化？が現れなかったですか？

ちょっと汚い話しになっちゃってスミマセン！

古い CMにこんなのがありましたっけ？・・・

「臭い匂いは元から絶たなきゃダメ！」

でもこれは実に的を得ているんです（笑）

                               
トイレが臭うからといって表面的にいくら綺麗に掃除したって

臭いの元である排水管の方まで掘り下げてクリーンアップしなくちゃ

すぐに臭いは戻ってきちゃいますよ！　という事です。

何で私がこんな話をしたかというと・・・

何 が、あなたの「綺麗」を失わせている「元」に

なっちゃっているのかを、考えてもらいたかったからなんです！

何だと思いますか？

あなただけではなく多分、おそらく殆どの人は

潜在的にはそれが何なのかわかっていると思います！
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わかってはいるけど、見て見ない振りをしているのか？

それとも、どうにもならない事だから背を向けてしまっているのか？

このどちらかです！

いずれだとしても心理的にはとても「辛い」状況ですよね？(>_<)

        　　　　　　

　　　　　  （Ⅳ）　「元」から目を背けたらイケません！

ここではあえてハッキリと言わせてもらっちゃいます！

あなたの大切な「綺麗と健康」を奪っちゃっている「元」は・・・

「老化現象」です！

　　　　　　　　
あなたはこのことに気付いていなかったでしょうか？

いいえ、気付いていたはずです！

前のページでも書きましたが、殆どの人は気付いているけれど

それから目を背けちゃっています！

どうしてそうなっていると思いますか？

はいそうです！　 どうにもできないと思い込んでいるからです！

とてもそれには太刀打ちできないと、決め付けちゃっているからですよね！
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年齢を重ねる度に「老化現象」によって自らの身体が蝕まれる事は

当たり前で、誰にも止める事は不可能だと思い込んでいるからでしょう？

本来、医学というものは人間の「老化」を止めるためにあったはずなのですが

残念な事に今ではその存在は完全に本末転倒になっちゃっています。

「老化」を食い止められないために人は病気になって

なった病気もまともに治せずに、

いいとこ症状を和らげる程度の効かない薬を

処方することしかできない「能無し」に成り果てています・・

年老いた人が身体のあちらこちらが痛くて、

具合が悪くて病院に行こうものなら

診療に当たる医師はこう言います

「おじいちゃん（おばあちゃん）それは仕方ないんだよ、

老化現象だから・・もうその年になったんだから

老化とは上手に付き合っていかないとダメなんですよ！」

これが決まり文句なんです！

（まるでマニュアルにでも書いてあるかのように・・笑）
                           

　　　　　　　　

そしてお決まりの効きもしない｢気休め薬」を出して

「はい、サヨナラ、お大事にねー！」で終わりです！

医者の言っているこの言葉は・・・

「老化」に対しては完璧に降伏しているという意味でしょう？

「私たちにはどうする事もできませんよ！」ってね！(-_-)

医学（医療体制）がこんなんだから、あなたも含めた全ての人が

「老化」に対して無力だと思わざるをえません！
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　（Ⅴ）　ところが「老化」など有り得ない世界が存在したのです！

現在、あなたがいるこの地球上には老化など簡単にストップできる

コンセプトを解明しちゃった頗る優秀な科学者がいます。

彼ら（その科学者と同僚達）は既に、

地球上で唯一つの意識生命体である人間が

老化などせずに生きていけるコンセプトを

何十年も前に発見しちゃいました！

彼らのコンセプトに従えば老化を食い止めちゃうことは勿論ですが

加齢プロセスを逆転させちゃう事も可能です！

これはつまり・・・若返っちゃうのです！！＼(◎o◎)／！

こんな夢のような話を聞かされてもあなたは信じることが

出来ないでしょう？

正直私だってこの情報を知った時に、すぐには信じられませんでしたヨ！

「この情報は本当なのか？　それとも真っ赤な嘘なのか？・・・」

  　　　　　　　　

何度も何度も頭の中で葛藤がありました。

でも「百聞は一見にしかず」っていうじゃないですか？

だからとにかく試しちゃおう！と思って、

自分自身を実験台にしてやっちゃったんです♪

それなら誰にも文句を言われる筋合いはありませんからね（笑）               

               

 
そして初めて約1ヶ月が過ぎた頃、はっきり言ってそれほどの実感はなかったんです・・・
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だけど 3 ヶ月が経とうとした時点で、自分自身の身体に少しずつ

「変化」が現れちゃったんです！
                       

6 ヶ月～1年になる頃には、明らかに、見るからに

それを始める前とは違ってきちゃったんです！

まるで「別人」のようになっちゃいました＼(^o^)／

以前は 95キロもあった体重が 75キロに（因みに私の身長は１７５ｃｍです）

肌のツヤはよくなって見た目には実年齢よりもかなり若く見られるように

なっていました♪

そうそう、元々私はどちらかというと老けて見られていたんです(ーー;)

２０歳代の頃は時々「君は３０代だろ？」、「まだ４０はいってないよな？」

とか言われてちょっと「ムッ」っとしちゃいましたが

「男なんだから落ち着いて見られるのも良いのかな？」

とか思ったりして・・自分で慰めたりしちゃってました！（涙）

　　　　
そんな私が今は 47才なんですが、15～20歳位は若く見られます♪

２０代の頃を思うと反対（逆転）になっちゃったんです！（笑）

それに体重とか見た目だけではなく、体調が頗る良くなっていました！

                            
その２０代のころには時々頭が重くなったり、倦怠感というか

何かにつけやる気がなくなったりすることも良くあったんですが、

４０歳を過ぎてから逆に気分は冴え渡り体調は完璧になっちゃったんです！

更には体調ばかりか、精神的にも改善されて何事にも前向きに

積極的に取り組む事ができる人になっちゃいました！

言い忘れましたが、体力もかなり戻ったというか２０代の頃のそれと

比べても勝っても劣らない力が漲ってきていました。

凄いですよぉー！＼(-o-)／

この結果に一番驚いてしまったのは勿論、

私自身だったのは言うまでもありません♪
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現在の「能無し医学」では、どうやっても説明しようがない出来事が

私に起こちゃったんですから！

実際は４７歳にもなると、同年代の人達は

「老化現象」に翻弄されまくっちゃってます。

やれ肩が痛いだの、腕が上がらないとか、

血圧が高くなった、血糖値が上がった、

老眼が始まった、皮下脂肪・内臓脂肪が付きまくって

体重は増え続け・・・逆に体力は落ちまくり・・・

例を上げていたら何ページ必要になっちゃうのかわかりません（笑）

本人達にしてみれば笑い事ではありませんが、

そうなった人達の口からは決まったように

「もう年だから仕方ないんだよ・・」

と言う諦めの言葉しか返ってはきません・・

    

「なにぃー！年だからぁ－！？」

                                 

笑わせちゃあイケません！               

たかが４０代の人間の口から当たり前のように出てくる諦めの言葉・・

情けねぇー！　私としては聞きたくもないですよぉー！

悲しくなるぜェ！・・・本当（涙）

（本当に笑いたいのか、泣きたいのか自分でもわからないです！私としては・・）

かくして彼らは現在の能無し医学が「生活習慣病」

と名付けた病気に苛まれ続けているのです！

　　　　　　　　           

当然、私は上に列挙した様な老人病とは一切無縁ですが(^_^)v
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　　　　　　　　　　　　　　（Ⅵ）　意識の汚染

実は私たち人間の老化をストップさせる方法自体は非常にシンプルで

誰にでも簡単に理解出来てしまう「内容」です！

しかし方法自体は簡単であっても、その事をあなたが受け止めるのは

事実上不可能となります・・・そのままのあなたでは。

それが大問題と言う事になるんですが、何故「不可能」になってしまうのかを

説明していきます！

ではまず、あなたは今までに

あなたが何故、老化するのに至っているのか？

一体、何があなたを老化させてしまっているのか？

って考えた事ってありましたか？

なかったでしょう？

何故ならあなたは一般の思い込みと同じように

「人間は年齢・年月の経過に伴って、自動的に老化は進行している」

と信じてしまっているからです。

あなたがそう思っている限り、あなたの老化をストップさせるのは

事実上不可能になってしまいます。

その考え方が変えられない限り不可能なのです！

ここが問題なんですが、実は・・・

あなたが老化してしまっているのは決して自動的、必然的ではなく

ちゃんと原因があったんですヨ！                            
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私たちが今まで勘違いしていたのとは裏腹に

宇宙で起こっている全ての事象（結果）には必ず何らかの原因が

伴っているんです！

そしてその全ての事象を発生させないようにするためにはどうしたらよいか？

答えは簡単でしょう？

そうです！　

その原因を探って、それをを把握して、

その原因を取り除けばその事象は発生しなくなります。

つまり老化の原因を理解して、それを除去することで

あなたは老化しなくなるのです！

でも、こんな事を聞いたってあなたは・・・

？？？

でしょう？笑

ではその前に、根本的な疑問について考えて見ましょう！

何故、全ての人が老化をストップする事は不可能だと思い込んでいるのでしょう？

これについては考えた事ありましたか？

これについてもやはり、ありませんよね？

おそらく殆どの人は「そんなの（不可能なのは）当たり前でしょう！」と答えるでしょう！

では、お聞きしますが

何故、当たり前なんですか？
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何に対してもそうなんですが、今までがずぅ～～～っとそうだった事に対して

は何でも「当たり前だから！」で片付けてしまいますか？

実はそういったものに対する考え方の事を「非論理的思考」と言うのですが

それってもの凄く危険な意識の持ち方であり、避けなくてはならない思考方法
なんです。

ところが非常に残念な事に、殆どの人間はこの「非論理的思考」によって

意識を塗りつぶされてしまっています。

つまり私たちの頭の中は「非論理的思考」で一杯になってしまっていると言う事です。

それが全ての人が自分で自分の首を絞めている原因になっているんですが、

これも非常に残念な事に、全ての人はその事に全く気が付く事はありません。

あなたにもし子供がいるのならこんな経験が必ずあるでしょう？
                              

「ねえねえ、○○○ってどういう事なの？」

「ねえ、△△△ってなんでなの？」

「ねえ、何で●●●をするの？」

こんな風に子供から聞かれて困ってしまった事が・・・

そして困ってしまったあなたは答えます。

「そんなの、当たり前だからだよ！」「当然だからでしょ！」

って・・・

もしくは、「そうするようにって昔から言われているからだよ」とか

「そう言う仕来たりだから」とか・・・

ここに今の答えが凝縮されているのにあなたは気が付く事があったでしょうか？

大人には当たり前としか「答えられない事」であっても

子供はちゃんとそれに真正面から向き合って

それに対して純粋に「疑問」を抱いているのです！

何故なら、幼いあなたの子供は「非論理的思考」を未だ学んでいないからです。

未だ「非論理的思考」に意識を汚染されていないから なんですよ！

その時に大人が答えている「そんなの当たり前なんだよ」と言っている事は

つまり「お父さん（お母さん）にも本当はそれが何でなのかよくわからないんだよ・・」

っていう事なんですよ！
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誤魔化しちゃあダメなんですよ！笑

あなたの子供はとても重要なヒントをあなたに投げかけてくれているんですが

「既成概念」や「固定観念」に思考を塗りつぶされてしまっているあなたは

その事に気づくことは永遠にありませんでした！

実際には、私たち「非論理的思考」で頭が満たされてしまっている大人は

そうではない子供から学ばなければならないのですが・・・

非常に残念な事に私たち大人は、本当は不必要で邪魔なはずの

「非論理的思考」を反対に子供に一生懸命植え付けて（押し付けて）しまいます。

非常に残念な事に、そのあなたや私が知っている「非論理的思考」というものは

私たち自身を「不幸」に貶める、「悲劇」に閉じ込めてしまっている

元凶である事には全く気づかないままに・・・

非常に残念な事に、「常識を無条件に鵜呑みにする」という「非論理的思考」によって

子供の可能性を台無しにしていく事に、私たちは一生懸命になってしまっています。

                               
何故ならその事に全く気づいてはいないし、

疑問を持つ事すら永遠にあり得ないからです。

それがずぅ～～～～っと大昔から繰り返されてきているし

これからもずぅ～～～～っと繰り返されていきます！

永遠に・・・

ところがこの地球上には、あなたの子供のような純粋な心を失わないまま

全ての人が「当たり前だ」、「当然だ」と言ってちゃんと考えようともしなかった事に

真正面から向き合って「事実」を導きだした科学者が存在します。

その科学者は誰もが疑問すら抱かなかった、我々人間の「老化」について

その原因と結果を 100％科学的に論理的な視点から解明してしまったのです！

実際は「老化」だけでなく人間が生きていく上で最も重要な事全てに対してですが・・・
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そのコンセプトを私は入手し、まず頭の中で整理して、努力して理解するように

努めました。

しかし最初の時点では理解することはおろか、その事をストレートに

受け止める事自体が不可能に近かったと言えるのです！

そして自分を実験台にしてまずそれを実証するのに 1年以上・・・

更に長い年月をかけてそれをあなたに伝えられる内容にまとめ上げるのに

数年（約3年ほど）を要したのです！

一体、どうしたら私やあなたの様に「非論理的思考」に意識を汚染されて

しまっている極普通の一般的な人間が

このスーパーコンセプトを受け入れられるようにできるのだろうか？

試行錯誤を繰り返し、当初の予想を遥かに上回る年月を浪費して

ようやくそのポイントに辿り着く事ができたんです！

それを私がこのレポートであなたに伝えようとしているのですが・・・

あなたにはそれを受け入れる姿勢がありますか？

子供のような純粋な心に立ち返って、それをストレートに

受け止める自信はありますか？

一言に「子供の頃のように」とはいっても

あなたが小学校へ上がる以前の、「非論理的思考」にまだ汚染される前の・・・

つまり幼稚園や保育園の頃のあなたの心のレベルまで意識を戻す必要が

あるという事です！

それが今のあなたに可能でしょうか？

それができないのであれば、このコンセプト（方法）を理解する事はおろか

それを聞く耳すら持ち合わせないと言う事になってしまいます・・・

このコンセプト（方法）は非常にシンプルで簡単であるのにも拘らずです！
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　　　　　　　（Ⅶ）人類に残された最後の選択

それではよろしいでしょうか？

今から伝えます！　そのスーパーコンセプトを・・・

その科学者が発見したあなたの「老化」をストップさせる方法とは・・・

あなたが、あなた自身の身体に悪い事（良くない事）をしなければよいのです！

ただ、これだけです！笑

フィジカル（身体）的にはこれだけなんです。

これが何を意味しているのかと言うと・・・

私たちが自動的に必然的に「老化」しているように見えてしまうのは

私たち人間は、自分自身の身体に悪い事（良くない事）を

日常的に、継続的にしてしまっている！　と言う事になります！

その日常的な良くない、身体に悪い行動があなたを「老化」させてしまっている

という事になるんですが・・・
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難しく考えずに、極シンプルに単純に思考を廻らせれば

良いのです。

「老化」すると言うことは、即ち「死」に近づいていく事です。

更に「死ぬ」という事は即ち「生体機能」が全てストップするという事です。

それではもしあなたが死ぬため（自殺するため）には何をすれば良いでしょうか？

それでは自殺する方法を検証してみましょう！^^;

自殺するためには、物理的にあなたの生体機能を破壊してしまえば良いという

事になりますが・・・

例えば高所から投身したり、走行中の電車に体当たりしたりするような

あなたの身体に物理的な衝撃を加える事でもできます。

また例えば、毒を飲んだり、睡眠薬の様な劇薬を多量に摂取したり

ガスを吸ったりする等の、有害な物質の摂取によっても可能になります。

これらの全ての自殺する為の方法を良く観察してみると

そこにある共通点に気付く事ができましたか？

そうです！　全てあなたの生体機能にとって悪い事（良くない事）を

意識的に行うという事になります！

またこれらの自殺する為の方法のもう一つの共通点として

ほぼ「瞬間的」に生体機能をストップさせる方法を選択しています。

別の言い方をするのであれば、生体機能にとって極めて悪い事（極めて良くない事）

をしているのです！

それらの方法を選択する事によって、あなたはあなたが「老化」する暇もなく

あなた自身を「死」に至らしめる事ができるという事です。

ただあなたは「自殺」などする必要はありませんので（笑）

それらのあなたの生体機能にとって極めて悪い事（極めて良くない事）は

意識的にする事はないでしょう^^;

ここがとても重要なポイントです！

ただあなたは決して「老化」など意識的にしたくはないのですが

何故、「老化」するのに至っているのでしょう？
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それは先程も言いましたが、あなたがあなたの身体に悪い事（良くない事）を

日常的に継続的にしてしまっているからです！

そしてここであなたは極めて重要な問題にぶつかります！

一体全体何が、自分の身体に悪い事（良くない事）なのか？？

あなたは考える必要があるのです！

ただ、残念ながらあなたは今のままであれば、いくら考えたところで

その答えは見えてこないままになります！

というより、今のままで無理やり考えようとすればするほど

答えからは返って遠ざかってしまう事になるのです・・非常に残念な事ながら・・・

「非論理的思考」で頭が満たされてしまっているあなたにとっては・・・

　　　　　　　　　　　★おわりに★

如何でしたか？

ここまで私のレポートを読んできたあなたは、今までは「当たり前だ」「当然だ」

と思って考えもしなかった事を、少しは見直してみようかな？と

思う事はできましたか？

今回の議題はたまたま「老化」を取り上げてきましたが、

ところが私たちの思いとは裏腹に、私たちの周りにある如何なる事に対してでも

同様の事は言えるのです！

あなたは・・・今のままでは・・・

永遠にそれが何なのかも、一体全体、何のことを言っているのかも

全くわからないままこの世を去ることになるのです。                                 
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でもあなたがこのレポートを読んで、

あなたの現状を変えてみようと決心してもらえたなら・・・

いや、変えなくてはならない事に気付いてもらえたのであれば・・・

あなたがもし、本当に自分の事を大切にしているのなら・・・

本当に自分が向上して行きたいと思っているのであれば・・・ 

そして家族の事を心から大切に思っているのなら・・・

あなたにとって不必要で、極めて邪魔な存在である

「非論理的思考」 と永遠にオサラバできる究極の方法を

私のＷＥＢサイトで伝える事ができるようになりました。                             

　　　　　　　

下の扉を開く事で「道」は示されます！

       ここから私のＷＥＢサイトに入れます！
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