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※  ミシガン・ステイトパークス・レクリエーション・パス 
（Michigan State Parks Recreation Passport ）
ステイトパークでのキャンプの際は、キャンピングサイトの 
料金以外に、車一台入場時にレクリエーションパスが必要とな
る。このパスは、年間パス、もしくは、一日入場券としてパーク
の入り口で購入可能（現金のため注意）であるが、ミシガン州
の住人は自動車のライセンス更新時（または新規登録時）に年
間パスを購入できる。（年間１2ドル - 2021年4月時点）ライ
センス・プレートに貼るタグ（四角いシール）に「P」の文字が記
載され、有効期限内（車のレジストレーションと同じ）は、どこ
のステイトパークに行っても入場可能となる。更新時以外の購
入には、手数料＄5がかかる。

• 非住人は、年間 $３４、または1日パス$１０　 
（2021年4月現在）

• メトロパーク（metropolitan parks）のパスとは別なので
要注意。

• 多くのパークが日中・エリア別でアルコールの所持飲酒を
禁止、または規制しています。ペットについても同様で、場
所によって異なるのでウェブサイトなどで要チェック。

　今年もまだ自由に動ける状況ではない中、それでも少し外に出て
新鮮な空気を吸い、体を動かしたいと思っている方も多いのではな
いでしょうか。現在、州立公園（ステイトパーク）やキャンプ場はオー
プン予定ですが（または営業中）、公共の場（バス・トイレ）でのマス
ク着用、トレイルやキャンプ場でも６ftの距離を取り、屋外でも他人
に近づく場合はマスクをする、公園遊具などは自己責任で利用者が
各自除菌を行い使用することとなっています。万全に対策をしてミシ
ガンの美しい夏をキャンプで健康的に過ごしてみませんか。

　今回は、ミシガン・キャンプ経験者に情報をご提供いただきまし
た。ぜひ、今夏のキャンプ計画の際には参考にしてみてください。 
　　　     （JNC)

ステイトパークのキャンプサイトは一泊約
25ドルから35ドルが目安。予約時にプラ
ス8ドル Processing feeと、キャンプ場
入口にてミシガン州のレクリエーションパ
ス（※）が必要となります。昨年や今年に
かけては新型コロナの影響もあり旅行に
制限がかかっているせいか、週末や祝日は
早いうちからキャンプ場が予約で埋まる傾
向にあるので、予定が決まったら早めに予
約する、平日を狙う、などが良いでしょう。 
 
　ミシガン州立公園パークウェブサイト　
　　　www.michigan.gov/dnr

Tip1:
キャンプ場を選ぶときのコツ：

他にもState Forest（シャワーなし、電気
なし、簡易トイレのみ）もありますが、こち
らはキャンプ上級者向け。また、RV Park, 
Private Campsite なども、ユニークな体
験、アクティビティをしたい場合はおすすめ
かもしれません。これらを合わせると、ミシ
ガンのキャンプグラウンドの数は１０００を
超えます。日本語で予約できるキャンプ場
もあり（P3)。

Tip２:

Tip４:

1. Up North ＆ UP（ユーピー）
ミシガン州トラバースシティなど、ロウワー半島北部エ
リアを指す「アップノース」や、アッパー半島「ユーピー
（UP)」 は、全米でも有数の避暑地/ 観光地として知
られる。北部のキャンプは大自然を存分に体感でき
て、さらに、さまざまな夏のイベントと合わせて行きた
いところ。デトロイトエリアより車で北上すると、窓か
らの景色も変わり、バケーション気分がいっそう高ま
る。キャンプでのんびり北を楽しむのも◎。

どのキャンプ場にするのかは、キャンプ以外
に試してみたいアクティビティ、または近場の
スポット、など条件から探すのも手。
• 近場のイベント開催に合わせる
• ファーマーズマーケットで仕入れた新鮮
な野菜や果物で食事をつくりたい

• カヤックや、ビーチの近くが良い
• SAP（スタンドアップ・パドル・ボート）
をトライしたい、など。

Tip３:

２. West Michigan
ミシガンの西部にある街や州立公園は、どこも
砂浜のミシガン湖の“ビーチ”を堪能できて見ど
ころがたくさん。大自然のキャンプだけでなく、
合わせて、湖岸のリゾート感あふれる街並も楽
しめる。

３－４. Thumb area, etc.
デトロイトから比較的近いが、十分にキャンプを楽し
むことが可能。五大湖以外にも湖がどこにでもある
のがミシガン。週末、近場のインナーレイクでゆった
りした時間を過ごしたい。

予約時は、できる限りウェブサイトにてその
キャンプサイトの写真をじっくり観察しま
す。
・日陰はあるか？
・ハンモックができる木はあるか？
・きれいなバス・トイレか
・平地か
・Wifiはあるか（！）

など、好みによりますが、ぜひピッキーに
なってより楽しいキャンプ体験を！

キャンプでミシガンを遊びつくす！
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１. 北部“アップ・ノース”＆“UP(ユーピー）”

●Traverse city State Park
街歩きが楽しいダウンタウンから近い場所に
あり、ビーチもキャンプ場から歩道橋を渡って
すぐ。July 4th の週末だと毎年チェリーフェ
スティバル（今年は屋外&オンライン）、航空
ショー（2021年は中止決定）、アートショー、
移動遊園地などのイベントも行われるため
キャンプ以外にも楽しむことができます。
Sleeping Bear Dunesも近く、また、ワイナ
リーも多いのでいろんなワインを楽しみたい
人には最適。秋は美しい紅葉も楽しめます。

●Straits State Park 
マキノーブリッジを北に渡ってすぐ右手にある
キャンプ場。橋を間近で見渡せ、マキノーアイ
ランドに行くときの船乗り場にも近く便利でし
た。例年、レイバー・デイの週末にはブリッジ
を歩いて渡るイベントなども行われています。

ミシガンキャンプ経験者に聞く
「このキャンプ場に行きました！」

※マキノーアイランドに行くなら、
ヘッドランズ国際ダークスカイパーク
（Headlands International Dark 
Sky Park）へ寄り道するのも良い。こ
こは、年中無休で24時間無料開放さ
れている「星空保全公園」だ。光害か
ら星空を守り、美しい夜空を保護する
アメリカ国際ダークスカイ協会が定め
た一定の基準をクリアした地区や公園
がその「ダークスカイ地区」と認定さ
れる。キャンプは禁止されているが、夜
空を楽しむため毛布、寝袋、椅子、食べ
物、飲み物などを持参することは可。
湖に近いため気温が予想よりも10度前
後低いことに注意。

●UP　(Upper Penninsula)   
Munising Tourist Park Campground 
スペリオル湖に面したキャンプ場。澄み切った
スペリオル湖が目前に広がる場所でキャンプ
を楽しむことができ贅沢そのもの。キャンプサ
イトは砂浜で気になる人もいるかもしれない
が、浅瀬の湖のほとりでいただく朝のコーヒー
が最高。UPに来たからにはPictured Rock 
National Lakeshoreのボートツアー、または、
Pictured Rock湖岸近くのカヤックツアーで、
透明感溢れる湖と何層にもカラフルに重なるダ
イナミックな岩壁を楽しんでください。
帰りにはTahquamenon Falls(写真下）にも寄
りました。https://munisingtouristpark.com

２. 西部 “ウェスト・ミシガン/ビーチタウン”

●Ludington State Park
ミシガン湖に面したビーチがとても美しく、カ
ヤック、カヌー、チュービングなどの他、釣り、
ハイキング、砂丘エリア、トレイルハイキングな
ど、さまざまなアクティビティを楽しめるとこ
ろで有名です。ミシガンの人気キャンプ場。

●Silver Lake State Park
キャンプ場内に小さなビーチと公園があるの
で、小さなお子さん連れには良いです。Sand 
Dunesがあり、ツアーも行っています。参加
者を乗せて走ってくれるツアーの他、各自で
バギーを借りてDunesを運転できるものも。
（キャンプ場内のレンタルしたバギーの騒音
が少し気になりましたが）。車でドライブして
ミシガン湖にある灯台も見に行くことができ
ました。

●Muskegon State Park
キャンプ場から車で15分くらいでMichigan's 
Adventureという遊園地に行くことができます。

●Grand Heaven State Park
真っ赤なライトハウスで有名で夕日が美しい
と評判の場所。キャンプ場からおしゃれな
Saugatuckのダウンタウンにも５０分くらい
で行くことができました。

⑩⑹⏳⏉␓⏰эԼ⏲␊⏶ʽʼ⏛⏨␗␒Εᒳ⏶⑩⑹႟ِᴆӪ⏳⏬⏋⏮ᐩ⏔␆⏟⏧
1. ダッチオーブン/鉄のフライパン 
「ファイヤーピットで作る煮込み料
理、肉料理に最適です」 

2. 鉈（なた） 
「ファイヤーウッドを燃えやすいよう
に細くカットする時に便利」 

3. ハンモック 
「吊るせる木があるかも予約の際
に重要になります」 

4. ポップアップ キャンパー 
「テントよりも快適で楽に使用でき
るため購入に至りました！」 
サイドを閉じて牽引するタイプ。 

5. キャンプグリル用　三脚 
「備え付けファイヤーピットで、鍋を
吊るしたり、網を使用して調理する
のに便利」 

6. スクリーンシェルター 
「あると多少の雨でも食事ができ、
虫よけにもなる」 

7. 牛革、スエード等作業用手袋 
「薪や鉄鍋を掴んだり、安心の厚
さで必須です」

１

３. 中部/東部  (Central/Thumb area)

●Port Crecsent State Park
ミシガンの「親指」の先に位置するPor t 
Aust inからすぐの州立公園キャンプ場。
ヒューロン湖沿岸にあるのこの公園は町か
ら少し離れているので比較的静かな印象。
夕陽が最高に美しく、こちらも”Dark Sky 
Preserve”として光害を規制している区域が
園内にあり、夜空を楽しむことができました。
Turnip Rock （写真左）のカヤックツアーの
場所からも近く便利です。

４. デトロイト近郊でもキャンプ可能！

Brighton, MI
●Island Lake Recreation Area,
●Brighton Recreation Area

Commerce Twp. MI
●Proud Lake Recreation Area 

デトロイト近郊のレクリエーションエリアでも

          ＜小さなお子さんにもオススメ＞
●Lake Port State Park　
ノバイより東へ１時間半。キャンプ場からビーチ
に直接行くことができました。ビーチはヒュー
ロン湖になるので、７月初旬だと泳ぐには水が冷
たい可能性が高いです。

●South Higgins Lake State Park
ノバイより北へ３時間半。キャンプ場からビー
チに直接行くことができて、すごく遠浅なので
小さなお子さんも安心して楽しめます。カヤッ
クなどのレンタルも可能。

十分豊かな自然と様々なアクティビティ（釣り・カヤック・カヌーなど）が用意され
ています。トレイルを歩き、多様な自然系を楽しめます。冬場はクロスカントリース
キーやスノーモービルのコースなどがあるところも。

４

Taquamenon Falls

Pictured Rock National Lakeshore

Turnip Rock 

Ludington

Silver Lake

７ ６５

ミシガン州立公園パークウェブサイト
　　www.michigan.gov/dnr

今後、新型コロナ感染拡大により州規制が変更される場合もあります。事前にご確認ください。https://www.michigan.gov/coronavirus/

https://www.michigan.gov/coronavirus/
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●BROOKHAVEN LAKE 
　　ミシガン州ノバイ市からわずか北に２時間
のところに、初心者や小さいお子さん連れの
ファミリーに最適のキャンプ（グランピング）
場も。隣同士が近く混雑した通常のキャンプ
場とは異なり、プライベートの広い敷地にある
ため伸び伸びとミシガンの大自然を楽しむこ
とができる。しかも、キャンプ道具を持ってい
なくても大丈夫というから初心者にも大変あ
りがたい。（タオル類は持参を）
　2つの大きなテントが用意され、ベッドと
シーツはすでに設置済み。1つは親用、もう1つ
は子供用。備え付けグリルもあり、美しい森の
中にはすべてが揃っている。食材はすぐ近くの
ファーマーズマーケットや食材店などでも調
達可能。
　昼は、敷地内のレイクでボートに乗って魚釣

 こちらを体験してきました！
　知り合いからの話を聞いて興味が湧き、
一泊二日のスケジュールで昨年行ってきまし
た。私たちが伺ったのは、新型コロナの外出
禁止令が解かれたあと。オーナーさんとは
ソーシャルディスタンスを取りつつ、広いプ
ライベートのキャンプ場で、開放感溢れる時
間を楽しく過ごせました。キャンプ場内の広
いトレイルコースをサイクリング、ボートで釣
り、翌日にカヤックとカヌーをして、川で泳ぎ
ました。　
　こちらのキャンプ場で良かったところは、プ
ライベートの広い敷地にあるため、4歳児と小
学生が一日中はしゃいでも気を遣う必要がな
かった点。子供用のスイムシューズ、小さい自
転車、キャンプ中、屋外で楽しめるおもちゃ、
日本語の絵本やDVDなどまで用意され、飽き
ることなく遊べたのが良かったです。
　気候もよく、自然の中で走り回ったり、自転
車に乗ったり、置いてあるおもちゃで遊ばせ
てもらったり、たくさん身体を動かすことがで
きました。オーナーさんが大の子供好きのた
めたくさん話しかけてくれました。プライベー
トの湖があり、子供たちは初めて釣りの体験
も。大人にも子供にもわかりやすく説明して
くれて、魚が釣れた時には大はしゃぎしてい
ました。
　天気が良かったので、夜は天の川も流れ星
も観れました。望遠鏡もあり星を観察できそ
うです。トイレはしっかりとした木製の建物
で完備され子供も安心しました。シャワーは
キャンプ用の簡易式ですが、水の大切さを学
びながら、温水でスッキリすることができま
した。
　実際に持って行ったものは、夜の冷えに備
えて防寒着、フリントのファーマーズマーケッ
トに立ち寄り一部の食材を買いましたが、あ
とはキャンプ場の近所のスーパーでまかなえ
ました。　

　アメリカなら
ではの大自然の
中、かといって
自前のキャンプ
道具も揃ってい
ない私たちは、
キャンプに興味
はあるものの、
知らない場所で
治 安が心配で
なかなか踏み切
れないままでし
た。しかし、ここ
では広い敷地内
の少し離れたロ
グハウスにオーナーが夜も滞在してくれるの
で、何かあれば連絡も可能。アウトドアやア
メリカの文化も教えてくれました。毎食、バー
ベキューの火おこしから、肉を焼いてくれたり
と、キャンプが不慣れな私たちに手取り足取
り教えてくださいました。キャンプファイヤー
も楽しかったです。
　初日にボートに乗りながら釣りを、そして翌
日にカヤックでしたが、子供も安全で緩やか
な浅い川で楽しく遊べ、カヤックやカヌーで
川下りを半日ほど楽しめました。2日間お世話
をして頂いている間に、次女は英語が理解で
きて、オーナーさんと会話ができるようになり
びっくりしました。
　キャンプ地の近くには、電気も引かずに自
給自足しているアーミッシュの人々が暮らす
集落があり、オーナーさんにガイドしてもらい
馬車ですれ違うアーミッシュの人たちを見な
がら、コロナで変わっていった自分たちの生
活スタイルを照らし合わせて子供と共に色々

＜問い合わせ＞
日本語：サナエ (810) 441-5653  or  sanaedori1818@yahoo.co.jp
英語：info@brookhaven-lake.com
https://www.brookhaven-lake.com   (Japanese brochure)

と感じたり学ぶ
ことができて大
満足な二日間で
した。
　今は日本に帰
国しましたが、
このアウトドア
体験が忘れられ
ず、コロナが落
ち着けば今後は
日本でもキャン
プに行きたいと
考えています。
           (Iさん）

小さい子連れファミリー・初心者に最適（日本語予約可）
プライベート環境のキャンプ場もで安全に、手ぶらでキャンプ！

りや水遊びなどで遊べる他、近隣にはゴルフ
場、putt-putt、ジップラインもあり、カヤッ
ク、カヌー、フライフィッシュングのレッスンな
ど、数日どんなアクティビティにもアクセスで
きる。
　キャンプサイトはまさに「手ぶらで」十分楽
しめるとあり、小さなお子さん連れの家族も
安心。電気、ホットシャワー、子供用寝袋、子
供用自転車（無料レンタル）、ピクニックテーブ
ル、水、薪、屋外グリル、椅子とスイングなど
もあり、バレーボール、バドミントンコートも。
数家族で追加のテントを持参しての利用も可
能。夜は、キャンプファイヤーの後、天の川や
流れ星を観ながらゆったりとした時間を過ご
すのもよいだろう。テントには、テレビ（日本
のDVDあり）、電子レンジもあるとのこと。
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ꄇ蘦ٜٛء ׂמ؆מյٜؕ؛ه٭ٛ؛ յ㖲翊含յـ ֽיׄחמסגꀒ岜ؤِئٜفյه٭ 癨ⶡնׂכ
땋عُعס拵 땋缜╖ַׇךכյعُع籡յꄇ蘦յـ ն⛼יⱶֻמ٤ه٭؛زشر姡סյ㵼չْخ٤ؤյه٭
雹姱 雹缜յ☔⹆յ㛻劮յٓؕٔةյׂמ؆׆յ⽏㉇
뉱ٌٜؕ抏׀ ٝٓ٤յ٭ذفյـ 抏ׂնך؆ⴍךٌٜؕמ稇┉յꄇ蘦ه٭
٭ٝ 㯸鵽םյ㯸❠מהגꄇ蘦כֹיז⮉㯸❠הג哧״ն
ׇ괸걉 괸慂ׇךׇֹ؆עי⪋לםַױח 荁ַ磬꽦ׂס

걉ع٭اظ٬ײױח٬ֽח걉ֽع٭اظ٬ײױח٬ֽחֽ
ؓٓت ُٖبُ ٞյع٭ٝؤ٘زյعشآتلّـٚء
掂չث٭زٜ٭ي٤ُ כ٭شٚؠי贑赁岣ֻّٔة抏ׂնך؆ⴍךٌٜؕ
٠ؕ٤عشٌ 颋٠ؕ٤յ؛ նיⱶֻتؕقتךלם٤ٓػبյة٤ٝ
־ַ ն괏יכع٭اظע䏲ד؆哧Ⱏ־ַ
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عؕئو٤ٔ؞عؕئو٤ٔ؞
ع٤ط ☔榫כד☔㳃仌ٛ؟ٛ؟ךնُ ⮵➘י全⭳מ׀蕔擻糋כדסֵֿّ٭٤ٜ٭ٛؠتն⪋חח┉ٜء٤بכ٤٭ؕؠעتٝعش
㴏运 熤؞ ⿁䑒עךو٤ٔ
تٝعشُؙؓ 䒍鸵նכֵ
٬冴عشآ٤ٚه 䑒釐ն⤓◀עعشآ٤ٚه
䟥╈꧅愉٬ٚ ٤ذ٤ Ӳնי䣆ֵַֿ┸وؕذׄח鼧꧅娢ס⤓◀⮵➘ךס拨⛮⪑ع٤طיׄחמ┕ס⣐⫁סع٤طכדסס״㵸ס%&-
榫向㯸ؓغعؗؓ 㕙䢥עיזמ䤼樣ٜه٭طײ➘⮵鵟䅻ֵٜه٭طؠشؼؠم
縨姡䓪و٭ذ٬ع٭ب նֻ✳יכն丢擻⮵➘כ丗冻ֵךסׄ־־┕סع٤طגזյꦞֿ┖סع٤ط
ؠش٤ٓـ 荁ף儒ֵֿׄ־ؠش٤ٓـמ侇硜◀عؕئ
㷑㛙榫䋝Ꝏغ٭ؤ նֹ✳מ꧅⩗סյ䯥䅮꧅鎇تٝعشُؙؓ
䯥䅮榫⩗꧅㉺
غشؗ٭ٕؕؒن ؞ մ⛣鞙ֻךعؕئو٤ٔ
詬ײף 憇詬לםⳂמ׀כג־䑒釐םכ
סֽע⹑�גם ⮵➘מ׀כعش碷ׂغشؗ٭ٕؕؒن
٭٤ُـ 榫✳מלם侇י玮ع٤ط
꧅妳奓䄭 熤؞ 荁ַնכֵעךو٤ٔ
٭ذ٭كؠشِٚج 熤؞ ⮵➘כ㷑⫂榫ֵֿס٤قٞو荁ַնכֵעךو٤ٔ

⿁٤榫زش؞⿁٤榫زش؞
٤ٞؤت ؞ 榫و٤ٔ
ٜٛء##2
ꏜٚن٤٬ه٭؛زشر� ٤ؕق ؓعتٔ؞ ⽏紆缜ם؆לꄆ㲑յ٤قؕٚنס٤ٞؕ ׂ
ٜعآ
٤ُشٔز
碊沐㛻٬㵸٬ٍ ٜ٭
ֽ疃ؠ٭ؚن٤٬٭وت٬
碊وشؤ
ء٤ع
ֽ曑
鲭ؕٚن
ⴍ┊םױ٬冎
ꄇ蘦٭ٚ٭م
٭ػو٭؛٠ؕ٤
籡⮉
姦 ؞ 遨⩗ׂי䑴מ鵟䅻頇⪌⺎耆ն䑒釐ךعؕئو٤ٔ ַ
ٜعٍ٭ذ٭ؚؗ 굁榫٬乢杼榫ֽס٤ٞיכ姡䧏⹆
괏㉺嬲ַ嬲Ⰺة٤َت٬
运ِإ
յٌوشٚ ٜؕ
ٜ؛ذ٭ق٭ً
ꏜ丢׀
ؠشؔطتסؓٓت
縨掂ؕٝع 抏ַֽג缜糋ׂסյ鐧杼מ✳榫
تٞؠٜه٭ط
憇
鐧⽏乢 㖲翊含٬ꂡ媧٬溟矴٬㖲י⺬מ٭ٖؼْלם
ٛغ٭ك٭ؤ ךײ㞐٭قش նؕמ䑫٭ذٜؔنכوشءُ ך٭ك٭ؤع٤ذت٤
媧
髭䣆٬乢杼榫 ٤ِع 擧ꪵ邮ס䣆运עյ掂ַס䧏ייꄆ㲑

辉걉յ☽辉걉յ☽
浓僀 ٬ֻꡔ㳷浓 ؞ ٤ٍثꝎכعشآٔةסն⸁䣆׳鱮ֻ⬈ך僼促㛉ע㕙و٤ٔ
姡浓
ر٤ئز٭ل ⿁榫ز٭ل٬ٜ
ꦞ⪮
ٜ؛ذ
٭اؕذؼئ
و٠ؕ 杯㏇ע䑒ꯄնꢜ蘅ֽםףֵסס荁ַ
ؠتُ
谹ꢜׄ٭ٝوت ⮵➘ס敯־ז魸סوؕذցׄחրמלםյ䣆꺙☽ס٭ٝوت
谹ꢜׄ؞ ٜغ٤ٔ ؞ ⺬豣ֿ㛡ַ㕙ע糋ׂն㛉־䢥־⛰מعؕئو٤ٔ
仼抏ׄ塛״
⺨牊話غؙؕغ٤ف٬璡 'JSTU�"JEعش؞�
嬲ꪫ榫⪮ ⮵➘מ车ׂ侇מ٭٠ٔبכֵֿؓٛٔ؞סؠشزتٚو

�⑩⑹⏩⑇⑉⑰

˝� 车מי䩰מ٤٘ب٭طتو٤رמהֹס仼סאעגױյ╈ס髪䑒עײ擻ׇ괏סיյע괏䏲סך㕙و٤ٔ؞ ն״גֵֿכ׆蔝מꄇ榟Ⳃ擻מն㛤כׂ׆
˝� նש㕙䢥�8鹟ם䇖ׂםע׀כ䍖ع٤ط
˝� 㛤侇♓�2עVJFU�5JNF״גםכ�յׂםꪐמ־鷨ׇն
˝� 礡姡㕙ע姡礡姡ךײסյ䣆괏擻괏㉺ע嬲ַםն

�⑩⑹⏜⏷␛ʼᴁ

⑩⑹ܳ⏶④⑹⏰⑱⒁⑱

˝� 㛾⠮ֿ䓦מ㚺״גֵֿכ׆յ◀״㵚⭚מֹ׀ך嶖⤓ֽי 荁ַնׂכ
˝� 墜؞סל ؞նכ׆榫✳ٖب٭ٛמ䅻ע敤עך㕙و٤ٔ؞גךْرؓيء٤م٭ٛت㕙ֿ㛡ַն❆و٤ٔ؞ַם׀ךֿכ׆车ׂי鵽עמز٭لյֿד耆⺎⛂⺱عشًע㕙و٤ٔ 嫰䙫նַׇֹםםמٜهٚعյךסַ؆ׂג؆㯸ֽם㵸עמ㕙و٤ٔ
˝� ր׀חמعؕئ髪⺏ךױցրع٤ط䍖ךױցր⺬銶☔丗☔ךױց؞⺨לם 嫰䙫նמٜ٭ٜס㕙و٤ٔ
˝� 髪ס⺏丗ֿ㛡ׄعتأף榫מء٤؞٭ق껺髪ն
侇չٝס٭ف٭؛قٔ؞ךסַיٜ٭ٞعقֿ٭ٔة٤㕙⺬攐מ髪ע嫰䙫⺎耆䓪ն㛻☔丗ך车ׂ㕙⺬עյꤍعؕئךֵכ荁ַն

˥⠕☔⠕☔؞ך նךױ縒⹆ךס泘氳ֿ鷿ֹסو٤ٔ


