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2012-2013年度  第１７号                ２０１３年３月発行 

今年度スローガン 

見よう！聞こう！語ろう！奉仕の心！We Serve 
 

トピックス 
◎ 次回 理事会・例会等のご案内 

★３月１７日（日） 於：駒沢陸上競技場 

第 14回理事会 

第 1199回 例会(例会振替) 

世田谷ＬＣカップ／少年サッカー教室 

９：３０～１５：３０ （ﾒﾝﾊﾞｰ集合８：３０） 

例年開催している少年サッカー教室です。 

今年は日曜日開催です。９時半に開会式とな

ります。午前中はＦＣ東京普及部コーチによる

サッカークリニック、午後は東京世田谷ライオ

ンズクラブカップとなります。今年は女子チー

ムの参加もあります。昼休みに理事会を行い、

来期役員指名を行います。皆様、ぜひお越し

くださいますようお願い申し上げます。 

★４月１１日（木） 於：目黒雅叙園 

第 15回理事会  １７：３０～１８：２０ 

第 1200 回  例  会 １８：３０~２０：３０ 

1200回記念例会 

  内容については現在検討中です。 

★４月２４日（水） 於：目黒雅叙園 

第 16回理事会   １７：３０～１８：２０ 

第 1201 回  例  会 １８：３０~２０：３０ 

 

 

会長挨拶   
花粉お見舞い申し上げます。m(__)m （花

粉症の方、ホントに辛いですね） 
いよいよ今度の日曜日（３月１７日）は、

当クラブが行っている数多いアクティビティ

の中でも一番長く継続してきております世田

谷ライオンズクラブカップ・少年サッカー教

室を、駒沢公園の陸上競技場にて開催いたし

ます。昨年は残念ながら悪天候により中止と

なりましたので、ただただ晴天を祈るばかり

です・・・ 
今年は男子チーム（または男女混合）だけ

ではなく、“なでしこ”の大活躍に影響される

ように、女子チーム（２チーム）の参加も得

られ、将来のプロサッカー選手を目指す少年

少女達による益々白熱した試合が期待できる

と思います。メンバーの皆様および関係者の

皆様に於かれましては、是非、子供達の元気

いっぱいなプレーを応援していただき、青少

年健全育成を目的とした今大会の貴重な体験

が参加された子供

達にとって大きな

成長の一助となり

ます様、御協力の

程、宜しくお願い

申し上げます。 
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 第１３回理事会報告             ３月７日   於 目黒雅叙園 

出席者 石上会長、L阿部、L福島、L磯辺、L小塚、L諸見里、L中村、L西山、 
L老田、L小野一郎、L佐々木、L進藤、L白石、L鈴木、L須藤、L高橋、 
L山本、L吉崎、畠山幹事               （計１９名） 

  
第１３回理事会が、３月７日（木）１７：３０より目黒雅叙園４階「清風」にて開催されました。 

■審議事項■ 
１．２月収支およびチャリティコンサート収支会計報告に

ついて、会計Ｌ須藤よりご報告を頂きました。会費の

督促について協議致しました。 

２．３月１０日（日）新宿中央公園震災被災地支援アクテ

ィビティの件につきまして、Ｌ進藤よりご提案頂きま

した。７万円弱の南三陸町物産と２万円分の手漉き和

紙葉書きの販売を行うことが承認され、石上会長・畠

山幹事・Ｌ進藤・Ｌ佐々木・Ｌ亀川・Ｌ諸見里・Ｌ田

中が参加することとなりました。 

３．３月１７日（日）少年サッカー教室の件につきまして

石上会長より様々なご確認を頂きました。国歌のＣＤ

の手配をＬ阿部・Ｌ手塚にお願いすること、カメラマ

ンは石上会長が手配すること、協賛頂いたコカコーラ

の飲料の運搬については今回はＬ畠山にお願いするこ

と、次回以降は業者にお願いすること、撮影した写真

はＣＤに焼いて１５００円で当日販売する方向を検討

すること、当日お手伝いで上智大学の学生６名ほど来

てくれることなどが確認されました。 

４．３月２４日（日）青少年英語スピーチコンテストの件

についてＬ進藤よりご提案頂きましたが、残念ながら

現時点では参加可能なメンバーがいませんでした。 

５．来期役員の審議を次期会長予定者Ｌ西山よりご提案頂

きました。 

６．ＣＮ５０周年実行委員会報告・審議の件について石上

会長より、次回実行委員会を、チャリティコンサート

およびサッカーが終わったところで開催すること、詳

細は実行委員会で決定することとなりました。実行委

員会の日付は４月２日１８時３０分、場所については

追ってご連絡することとなりました。 

７．依頼を受けている次年度キャビネット役員について

様々協議致しました。 
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 第１１９８回例会報告            ３月７日   於 目黒雅叙園 

出席者 石上会長、L阿部、L福島、L磯辺、L小塚、L諸見里、L中村、L西山、 
L老田、L小野一郎、L佐々木、L進藤、L白石、L鈴木、L須藤、L高橋、 
L村井、L山本、L吉崎、畠山幹事 
メーキャップ：L藤原、L今尾、L桂、L越智、L老田、L田中、L手塚 
東京ヒルズ LC：中西浩太 L    

（出席２０名、メーキャップ７名、ビジター１名、計２８名） 
  

1 第１１９８回３月第１例会が３月７日（木）、１８時３０
分より目黒雅叙園４Ｆ「清風」にて開催されました。開

会のゴングを石上会長に鳴らして頂き、国歌（君が代）・

ライオンズクラブの歌・世田谷ライオンズクラブの歌を

斉唱いたしました。 

2 お客様のご紹介を畠山幹事より頂きました。本日のお客
様は、東京ヒルズＬＣの中西浩太Ｌにお越し頂きました。

お忙しいところ有難うございました。 

3 石上会長より会長挨拶をいただきました。石上会長は、
中西Ｌに謝意を述べた上で、先日のチャリティコンサー

トで久しぶりに回収した募金箱を銀行で換金しようとし

て大変な目に遭った体験から「募金箱はすぐに換金する」

との教訓を得たとお話しされました。そして３月１７日

の少年サッカー教室への参加を呼び掛けてご挨拶とされ

ました。 

4 お客様挨拶を東京ヒルズＬＣ中西 浩太Ｌより頂きまし
た。中西Ｌは青年アカデミー委員会の３回の交流会にす

べて出席していること、今回はＬ手塚の呼びかけで例会

訪問されたこと、他クラブ例会から自クラブに活かせる

様々なヒントを得ていることをお話しされてご挨拶とさ

れました。 

5 ここで、ウィ･サーブのご発声を、チャリティコンサート
実行委員長Ｌ吉崎より頂きました。Ｌ吉崎はチャリティ

コンサートへの協力に対しての感謝を述べられ、コンサ

ートに初めて参加できた子供たちにとって良い体験とな

ったであろうこと、大勢で１つの目標に向かって協力す

ることで世田谷ＬＣの意識が高まったことをご指摘され

て、高らかにウィ・サーブのご発声を頂きました。 

6 会食中、幹事報告を畠山幹事より頂きました。直前に開
催された第１３回理事会の審議事項を上程し、満場一致
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の拍手で承認されました。皆様有難うございました。 

7 テールツイスターの活躍の時間は、副テールツイスター
Ｌ佐々木にお願いしました。Ｌ佐々木は先日のチャリテ

ィコンサートで回収したアンケートから来場者のご感想

をいくつかご披露しました。「小さな子供が入れてよかっ

た」「声を出せてよかった」「おしゃべりバイオリンコー

ナーなどピアノ以外の音でフルート・ピッコロ・チェロ

などの音に触れられるといい」「素晴らしいコンサートを

聴けて良かった」などの感想がご披露されました。 

8 続いてＬ須藤から、パワーポイントを用いて、少年サッ
カー教室のための「企業向け企画書」のご紹介を頂きま

した。Ｌ須藤、どうもありがとうございました。 

9 ドネーションの発表はＬ亀川が行いました。本日のファ
インは２０００円、ドネーションは３５０００円で、合

計３７０００円でした。皆様有難うございました。 

10 出席率の発表は出席委員長Ｌ中村が行いました。Ｌ中村
は、３月１１日が近付いてきていること、２年前の震災

の際には当クラブも前会長Ｌ進藤を先頭に南三陸への支

援を行い、仕事を作りだすことで夢を持っていただくこ

とができたと感じられること、陸前高田の一本松も再現

に向けて工夫が続けられていることをご紹介されて、出

席率を発表されました。本日の在籍者数４３名、不在会

員１名、終身会員４名、出席者数２０名、メークアップ

７名、ビジター１名で、出席率は７１．１％でした。 

11 これを受けてＬ進藤より、南三陸町ののぞみ福祉作業所
の畠山所長が３月１３日から１４日にかけて東京を来訪

されることをご紹介頂きました。 

12 閉会のゴングを石上会長に鳴らして頂き、全員で大きな
輪になって「また会う日まで」を歌いまして、お客様を

お見送りいたしまし

て、無事お開きとなり

ました。本日も皆様有

難うございました。 
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第９回障害者施設見学ツアー報告    ３月８日 於：区内障害者施設 

出席者：L佐々木、L進藤、L吉崎関係者               （計３名） 
  
３月８日（金）第９回障害者施設見学ツアーを実施しました。

東京三軒茶屋ＬＣとの共催事業ですが、今回は珍しく当事者家

族の申し込みがなく（ちなみに次回はすでに予約が入っていま

す）、Ｌ佐々木とＬ進藤、さらにＬ吉崎の奥様である吉崎恵美

様の３名が参加しました。 

京王線千歳烏山駅に集合してまず、近くにある就労移行支援

事業所『千草工芸』に向かいました。就労支援に力を入れてい

るということもあり、この日は職員の木村さん以外に千草工芸

の利用者さんがパワーポイントを用いて施設のご紹介を頂き

ました。スーツで施設に通所されている方、朝の当番決めで電

話番を行っている方、ＭＯＳなどの資格試験に向けてパソコン

の記述向上のための自習を行っている方などがいらっしゃい

ました。パソコン技術の高さに驚いてしまいました。また、就

労移行支援ということでここ数年にわたり数名の一般企業就

職者が出ているということでした。 

次にＬ進藤の運転するワゴン車で上北沢に向かい、授産・軽

作業系の就労継続Ｂ型事業所『フレンドパーク』を見学しまし

た。普段はダイレクトメールの封入作業や宛名シール貼り作業

を大量に行っている施設なのですが、この日はなんと我々の到

着前に作業が終了、納品にでかけてしまい、利用者さんはスポ

ーツジムに行かれたりして、すべて帰られた後でした。しかし

逆に職員の方からじっくりと作業のことやレクリエーション

についてご説明を伺うことができ、１０年にわたって施設に通

所している方々の表彰状も多数拝見することができました。

『フレンドパーク』では一般就労を目指すというよりもここを

職場として長く通う方が多いようです。 

最後に下高井戸に移動して、居場所的雰囲気が漂う就労継続

支援Ｂ型事業所『まごの手便』を見学しました。大きな印刷機

があり、メインの作業となっている絵ハガキは利用者さんの描

いた絵を取り込んでパソコンで印刷したものです。また、身体

のセルフケアが心のケアに通じるというコンセプトで、この日

も職員からテルミーという温灸療法を施術して頂きました。特

に調子が悪い時に服薬だけでなくテルミーやマッサージなど

で復調することもあると伺い、人間の体の不思議さを再確認し

ました。 

Ｌ進藤から精神障害者福祉の歴史や世田谷のネットワーク

についてご説明して見学ツアーは終了しました。次回は４月８

日の予定です。お疲れ様でした。 
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震災復興支援ｲﾍﾞﾝﾄ「私たちは忘れない３.１１」報告 ３月１０日 於：新宿中央公園 

出席者：石上会長、L亀川、L諸見里、L佐々木、L進藤、L田中、畠山幹事 
 （計７名） 

  
３月１０日（日）新宿中央公園にて、西新宿角三町会と東京

新都心ライオンズクラブ共催の震災復興支援チャリティイベ

ント「私たちは忘れない３．１１」に当クラブからも参加致し

ました。当クラブは何度も支援に訪れた南三陸町のさんさん商

店街の皆様、とくに南三陸志津川ＬＣ及川善祐Ｌにご手配頂い

て笹かまぼこや塩辛・イクラ醤油漬け・塩わかめ・塩のり・オ

クトバス君といった南三陸町の名産品のほか、のぞみ福祉作業

所で製作した手漉き和紙ハガキセット、さらには当クラブ例会

でも歌っていただいた南三陸町出身シンガーのミキ・ベイビー

の復興支援ソングを含めたＣＤセットを販売致しました。 

ステージでは都内の各所から震災復興を祈って、ダンスや太

鼓などが披露されており、また消防署のご協力で起震車なども

でて、震災の体験ができるようになっていました。おかげさま

でたくさんの人出でにぎわっておりました。 

天気はとてもよく晴れて、半袖でもよいくらいだったのです

が、午後１時半過ぎ、にわかに空が掻き曇り、見る間に暗くな

って視界が悪くなり、気温が急低下したうえ砂埃がテーブルに

舞ってきました。「煙霧」なるものが発生したらしいです。風

も強くなってテントが飛ばされる恐れもあるとのことでそそ

くさと販売を終了しましたが、それでも総額で１１３５００円

もの売り上げがあり、さらに１１２４０円の寄付を頂きました。 

２時４６分、１分間のサイレンが鳴り、黙祷を捧げました。

被災地を忘れず何度もまた訪れようと思いました。 
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ① 

☆ ３月９日 ライオン誌主催若手フォーラム参加報告       （Ｌ田中） 

さる３月９日、東京･新富町の日本印刷会館で、ライオン誌日本語版委員会主催の若手会員フ

ォーラムが開催されました。全国８複合地区すべてから４４名の若手会員が参加、参加者の平均

年齢は４３歳、平均ライオン歴は５年８か月でした。４名ずつ、世界遺産のある地名がつけられ

た各テーブルに分かれ、ボランティアで協力頂いた１１名のファシリテーターのもと、熱いディ

スカッションを繰り広げました。 

東京世田谷ＬＣからは、ファシリテーターとしてＬ桂が参加されていたほか、グループメンバ

ーとしてＬ進藤と私Ｌ田中で参加してまいりました。 

会場入口では、一人一人に資料満載のファイルと、ライオンズスクールの本が配られました。 

会場入りして直ぐに、配られたファイルを使用し、最初のアイスブレークとして「誕生月」「好

きな色」「好きな食べ物」「好きな音楽」を書いて仲間探しをするものをやりました。同じのを書

いている人からサインをもらい、その数を競い、優秀者にはライオン誌委員さんからプレゼント

が渡されました。多い人では一気に５０名や６０名ものサインをいただいていました。また、全

国の集まりともなると似ている方がいるもので、３３５‐Ａ地区ガバナー団英男Ｌが似ている人

の組み合わせを指摘するたびに会場が盛り上がりました。ここで、ネクタイを外す指示が出て、

和やかにスタートしました。 

「理想のリーダー像」を３３０‐Ｃ地区元ガバナー大野元裕Ｌがプレゼンテーションされ、そ

の後ライオンズクラブの明日を真剣に考える若手会員で、ライオンズ仕分けなるディスカッショ

ン（友人をライオンズに誘うとして「おすすめなところ」「トホホなところ」をポストイットに

書いて模造紙に貼っていくもの）に熱中して、直ぐにお昼をむかえてしまいました。 

お昼は用意して頂いた、春っぽい華やかなお弁当。お食事の他に、お菓子と、いつでも飲める

ようにボトルでタリーズコーヒーを、店員さんが届けてくださっていました。 

午後は、自分の人生を過去から未来

まで書き込むライフラインというア

イスブレークの後、「ワールドカフェ」

なる、メインの時間となりました。「若

手会員がライオンズという組織の中

でリーダーシップを発揮するには」と

いうテーマで２０分ずつテーブルを

入れ替わりながら、熱~いディスカッ

ションを４クール行うのです。あっと

いう間に時間が経ち、あちこちのテー

ブルの発表を聞く振り返りののち、全

員で記念撮影して夕方となりました。 

半分くらいのメンバーで、近くの居

酒屋へ二次会に。次の日新宿で行われ

た復興支援イベントのお誘いもでき

て、地区を越えた、本当に楽しい交流

が出来ました。全国のフォーラム、交

流会は大切だと感じました。  
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 ☆ Ｆｒｏｍ ＭＥＭＢＥＲＳ ② 

☆ ３月１３‐１４日 のぞみ福祉作業所畠山所長 東京来訪アテンド報告（Ｌ進藤） 

さる３月１３日、南三陸町でいつもお世話になっている、

のぞみ福祉作業所の畠山光浩所長が東京武蔵野市に講演に

来訪され、その後一泊されるということで、世田谷の障害者

施設を数か所ご案内することとなりました。夕方、Ｌ進藤が

渋谷駅で待合せをして三軒茶屋にお連れし、フランス料理店

形式の主に精神障害者対象の就労継続支援Ｂ型事業所『アン

シェーヌ藍』を見学。施設長の大野さんのご説明を聞きなが

ら情報交換しました。Ｌ佐々木、Ｌ亀川も『アンシェーヌ藍』

で落ち合い、その後居酒屋に移って、当クラブでもみんなで

また南三陸町に行こう！と盛り上がりました。Ｌ畠山と南三

陸町出身シンガーのミキ・ベイビーも駆けつけ、さらに夜中

まで語り合いました。畠山所長からは今だからこそ話せる震

災当日から数日間の状況をお聞かせいただき、胸にぐっとく

るものがありました。また、現在被災地では仕事が再開した

ものの人手不足となっており、外部から手伝いに来る人の住

居も不足していると課題を伺いました。 
三軒茶屋のホテル・ザ・ビーにご宿泊いただき、１４日は

朝８時半にお迎えに行き、桜新町にある主にアルコール依存

症者対象のリサイクルショップ『すとぉりぃ』にお連れしま

した。２０１２年３月に紙漉き機械を贈呈した際に南三陸町

にご一緒した職員の方たちと話が盛り上がりました。『すと

ぉりぃ』でも近々南三陸町に行く計画を立てているとのこと

で、今後も交流が続けられそうです。 
午前中は『すとぉりぃ』の活動にご参加頂いたのですが、

午後は等々力にある主に精神障害者対象の就労移行／就労

継続支援Ｂ型事業所の『社会就労センターパイ焼き窯』と三

宿になる主に知的障害者対象の就労移行／就労継続支援Ｂ

型事業所の『世田谷福祉作業所』を見学致しました。『パイ

焼き窯』からはＪＤＦ（日本障害者連盟）を通じてのぞみ福

祉作業所に支援に行った職員もいて、話に花が咲いたほか、

焼き菓子のお土産を頂きました。『世田谷福祉作業所』は同

じ紙漉き機械で紙漉き作業をしていること

もあり、工夫された商品の数々を見て大変

刺激となられたようでした。 
『世田谷福祉作業所』で合流したＬ佐々

木とともに東京駅までお送り致しましたが、

今後も支援と交流を継続していこうと思い

を新たにいたしました。畠山所長、駆け足

での施設見学、どうもお疲れ様でした。 
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 ☆ ｆｒｏｍ ＺＣ ① 

☆ ３月１２日東京表参道ＬＣ結成式参加報告           （Ｌ進藤） 

 ３月１２日、原宿の南国酒家迎賓館にて東京表参道ＬＣの

結成式が開催され、当クラブからはエクステンション委員会委

員としてＬ佐々木とＬ田中に加え、１０Ｒ２ＺＺＣとして私Ｌ

進藤が参加致しました。３３０‐Ａでは今期初めてのエクステ

ンションということもあり、３３０‐Ａ阿久津隆文ガバナーを

はじめとして約１２０名もの参加者が会場を埋め尽くしてい

ました。 
東京表参道ＬＣは、３Ｒ３Ｚの東京麹町ＬＣと１１Ｒ３Ｚの

東京キングＬＣを共同スポンサーとして結成されました。松浦

辰吉会長や春日富士夫幹事のご挨拶・ご説明によると、メンバ

ー２４名の平均年齢は４２歳と大変若く、入会金１万円、年会

費６万円、例会は第１・第３火曜日で、千駄ヶ谷にある『シン・

カフェ』を例会場とされるそうです。５月２５日には早くもア

クティビティとして、障害者対象にダンスコンサートを開催し

たりするＮＰＯ法人ＡＶＡと共催で「ドレミファダンスコンサ

ート」（於：渋谷公会堂）を開催し、その日の夜がチャーター

ナイトとなるようです。 
式次第に従って、結成までの経過がエクステンション委員会

委員長杉浦基Ｌから報告され、チャーター申請書に阿久津ガバ

ナーがサインをして東京表参道ＬＣは結成されました。阿久津

ガバナーより東京表参道ＬＣは１０Ｒ１Ｚに所属すると発表

されました。 
祝宴では、新会員となった若いメンバーたちが積極的に各テ

ーブルを回って名刺交換をしている姿が大変印象的でした。今

後のご活動に注目していきたいと思います。 

☆ ３月２５日ガバナー諮問委員会開催について            （Ｌ進藤） 

３月１８日に開催される第３回キャビネット会議を受けて、１０Ｒ２Ｚでは３月２５日（月）

１８時より原宿南国酒家迎賓館にて第３回ガバナー諮問委員会を開催致します（１Ｚは３月２９

日、３Ｚは３月２５日）。各クラブ会長・幹事の皆様、どうぞご出席のほどお願い申し上げます。 

☆ 地区ガバナー・第１第２副地区ガバナー立候補者立会演説会開催について（Ｌ進藤） 

① 日時 ２０１３年４月６日（土）１４時００分～１６時００分（受付１３時３０分～） 
場所 立川グランドホテル（立川市曙町２‐１４‐１６ ＪＲ 立川駅北口から徒歩２分） 

② 日時 ２０１３年４月１５日（月）１３時００分～１５時００分（受付１２時３０分～） 
場所 東京プリンスホテル（港区芝公園３‐３‐１地下鉄三田線御成門駅（Ａ１）徒歩１分） 

③ 内容 「所信表明演説」「応援者推薦演説」「パネルディスカッション」  
④ 参加者 対象：３３０‐Ａ地区所属 各クラブ会員  ⑤ 費用 無料 
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 【告知】少年サッカー教室    

２０１３年３月１７日（日） 駒沢オリンピック公園陸上競技場 
  

東京世田谷ＬＣでは、青少年健全育成アクティビ

ティとして、平成９年から世田谷区および教育委員会、

並びに世田谷区少年サッカー連盟等の賛同を得まし

て「東京世田谷ライオンズクラブカップ 少年サッカ

ー教室」を継続開催しております。毎年世田谷区内の

小学生と同伴の父兄を合わせて数百名もの御参加を

頂き、更にはプロサッカーチーム「ＦＣ東京」様の選

手から指導を受けると共にミニサッカーゲーム等を

行っております。今年は女子チームの参加も取り入れ

て、本年も盛大に開催できる様、準備に取り組んで居

りますので、多くの方にご参加頂ければ幸いです。 
開 催 日：平成２５年３月１７日（日） 

開 会 式：午前 ９ 時３０分から 

      （１５時５０分 終了予定） 

開催場所：駒沢オリンピック公園 陸上競技場 

      世田谷区駒沢公園１‐１（公園事務所 03-3421-6199） 

■ 行事予定 

 ３月１７日（日） 9：30～ 世田谷ＬＣｶｯﾌﾟ／少年ｻｯｶｰ教室（例会振替）於：駒沢陸上競技場 

 ４月１１日（木）18：30～ ４月第１例会              於：目黒雅叙園      

 ４月２０日（土）     第５９回３３０‐Ａ地区年次大会     於：東京プリンス 

 ４月２４日（水）18：30～ ４月第２例会              於：目黒雅叙園    

■ 

 幹事 畠山より一言  

  
 
 
 

世田谷ライオンズメンバー皆様をはじめとした、全国いや世界のライオン

ズメンバーのみなさま、いつもありがとうございます。 
先日、若手フォーラムのオフ会に参加したところ全国から来られたライオ

ンズメンバーとの交流が出来て楽しい時間を過ごす事ができました。またま

たＬＩＯＮ’Ｓの良さを身に染みて実感しました。 
いよいよ明日は（３月１７日（日））「少年サッカー教室・世田谷ライオン

ズカップ」を開催いたします。世田谷ＬＣメインアクテビィティです。「なで

しこＪＡＰＡＮ」の影響もあり少年サッカー界も女子チームが盛んになって

来ましたので、今年から「世田谷ライオンズカップ」にも女子チームも２チ

ーム参加しますのでとても楽しみしております。ご興味のある方は、駒沢競

技場へ遊びに来て下さい。 
昨日、福岡ではさくらの開花が発表され、そろそろ春の訪れが近くなって

きましたとはいえ、季節の変り目でもあり、花粉やＰＭ２．５などの影響を

受けて体調を崩された方も少なくはないと思いますが、メンバーの皆様は無

理をなさらないで、お身体ご自愛下さい。    
      2012.7～2013.6 幹事 Ｌ畠山 


