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ライオニズムを大切に！仲間とともに We Serve
会長挨拶
トピックス

西紀２０１４年 平成２６甲午年 皇紀
２６７４年 新年あけましておめでとうござ
◎ 次回 理事会・例会等のご案内
います。本年もよろしくお願いいたします。
★１月８日（水） 於：目黒雅叙園
昨年の運気は、
「表面明るく見えても内実が伴
第 11 回理事会 １７：３０〜１８：２０
わない運気なので、この点をよく考えて歩ん
12１8 回 例 会 １８：３０〜２１：００
で下さい。何も考えずに勢いにまかせて無理
新年例会
な行動をすると、たちまち痛い目にあう恐れ
あけましておめでとうございます。本年初
があるので気を付けて下さい…」とありまし
めての例会ということで、ゆったりとした
た。昨年７月、会長に就任してからは必死に
お時間をお過ごしいただきたいと存じます。
なってクラブ運営を阿部幹事と大竹会計と共
にこなしてきましたが、多くの失敗・失態を
★１月１５日（水）
重ねメンバー皆様に迷惑ばかりを掛けてしま
ＣＮ５０振り返り新年会。
いました。先輩ライオンの厳しくも心温まる
昨年９月２８日に開催しましたＣＮ５０を振り返
アドバイスによりなんとか軌道修正しながら
り、またＣＮ５５に向けて今後のクラブ方針を
成長してきたと思っています。さて本年の運
語る会を新年会と合わせ開催させて頂きます。
気は、
「物事の動きが遅く、結果がでるまでに
メンバーの皆様、是非ご参加くださいますよう
時間がかかりますが、決して途中で諦めない
お願い申し上げます。
ようにコツコツと粘り強く行動することです
日時：１月１５日（水） １８：３０～
…」とあります。今期後半もアクティビティ
場所：権八
が目白押しです。わんぱくクラブ育成会２０
東京都渋谷区円山町３－６
歳を祝う会・薬物乱用防止教室・池尻小学校
Ｅ・スペースタワー１４Ｆ
マラソン大会支援・フィリピン台風災害支
援・東日本震災支援・そして青少年育成サッ
０３－５７８４－２０１１
カー教室が控えています。コツコツと焦らず
会費：５５００円（当日お支払いください）
に取り組んで参りたいと思います。そして焦
らず堅実な歩みで、会員増強を推し進めてい
★１月２２日（水） 於：目黒雅叙園
きたいと思っています。家族会員・賛助会員
少年サッカー教室実行委員会 １６：３０〜１７：２０
のクラブ内規を確定するためにメンバーの皆
第 12 回理事会 １７：３０〜１８：２０
様のご理解とご協力をお願いし、新年の挨拶
12１9 回 例 会 １８：３０〜２１：００
とさせていただきます。
（Ｌ西山和範）
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第１０回理事会報告
出席者

１２月２５日

於 目黒雅叙園「華しらべ」

西山会長、L 福島、L 畠山、L 石上、L 磯辺、L 岩瀬、L 亀川、L 小塚、
L 諸見里、L 老田、L 小野一郎、L 大竹、L 進藤、L 庄司、L 白石、L 鈴木、
L 田中、L 吉崎、阿部幹事
（計１９名）

第９回理事会が１１月２７日（水）１７：３０より目黒雅叙園４Ｆ「孔雀」にて開催されました。

■審議事項■
１ ２０１３年８月および９月の収支報告を大竹会計より
頂き、承認されました。
２.１月２２日３３０複合地区臨時代議員総会について、西
山会長より締切が早かったので、すでにＬ村井・Ｌ杉
村・Ｌ進藤・Ｌ手塚の４名を登録したことが報告され承
認されました。
３. 第９７回カナダ・トロント国際大会早期登録の件につい
て西山会長からご報告頂き、クラブでトロント国際大会
への参加者を確認したところ、西山会長とＬ進藤とＬ田
中の３名で、全員個人で１月１０日までに早期登録を行
うこととなりました。
４.１月２０日(月)キャビネット賀詞交歓会開催の件につい
て西山会長よりご報告頂き、クラブからの登録は西山会
長と阿部幹事の２名となりました。
５.１月１０日(金)青年会議所世田谷区委員会の新年賀詞交
歓会の件について西山会長より、東京成城ＬＣ新年例会
及び正副幹事会と重なっていることがご報告され、代理
としてＬ磯辺・Ｌ進藤が参加することとなりました。
６.２月２３日(日)東京マラソン応援の件について西山会長
よりご提案頂き、西山会長・Ｌ諸見里・Ｌ進藤の３名が
応援に参加することとなりました。
７. 第６０回記念年次大会がバナーズ・アワード申請の件に
ついて西山会長よりご報告頂き、申請の方向性について
検討しました。また青年アカデミー優秀賞については他
クラブ訪問したメンバーは申告をお願いすることとな
りました。
８. ２月２６日１０Ｒ２Ｚのゾーン合同例会概要について
西山会長よりご報告頂き、２月第１例会で予定していた
東京三軒茶屋ＬＣとの合同例会をこれにあてることと
し、１月中に出欠をとることとなりました。

2

９.２月２１日(金)第２回薬物乱用防止教育認定講師講座開
催の件につきましては、当クラブ更新対象はがいないこ
とと場所が立川と遠いこともあり、今回は参加者はいら
っしゃいませんでした。
１０.３月３０日(日)第１０回英語スピーチコンテスト参加
のご案内について西山会長よりご説明頂き、発表者及び
当日参加者を募ることとなりました。
１１.次年度キャビネット役員の件につきまして西山会長よ
り、個人的にご指名をうけられた方はその都度理事会で
審議する方針であるとご説明を頂きました。
１２.１月１５日・１６日世田谷ぼろ市でのフィリピン災害
支援募金の件につきまして西山会長よりご説明頂き、当
初の説明にはなかった「５万円の協賛金が必要である」
との条件がネックとなり、今回は辞退させて頂くことに
なりました。
１３.フィリピン災害支援現地視察の件につきまして、無事に視察を終えられたことをＬ田中・
Ｌ畠山・Ｌ亀川よりご報告頂きました。
１４.第２回フィリピン災害支援現地視察の件につきましてもＬ田中・Ｌ畠山・Ｌ亀川からご提
案頂き、２月から３月にかけて再びフィリピンを訪れたいこと、今回の視察で避難民のテン
ト村では住宅が必要であること、１棟約１４万円で一つの村で９つ家が建てば助かることな
どのご説明を頂きました。協議の中で、ＬＣＩＦ交付金の活用の検討や、新年賀詞チャリテ
ィボウリング大会などの企画を立てることなどが検討されました。今回の視察については旅
費の一部をクラブで負担することも承認されました。
１５.３３０－Ａ地区名簿の件につきまして、Ｌ進藤より「情報掲載可否表」についてご説明頂
きました。
１６.今期入会した４名の新入会員の手帳への追加の件について阿部幹事よりご提案頂き、追加
情報を差し込む形式で作成することとなりました。
１７.南三陸見学ツアーの件につきましてＬ亀川よりご提案頂きました。当クラブＬ藤原が３月
８日・９日で南三陸「さんさん商店街」で歌を歌われるとの情報を得て、これに絡め、３月
８日から９日にかけて宿泊組と日帰り組をそれぞれ募ることを決定し、仙台からバスをチャ
ーターすることなどを検討しました。
１８.１月２５日わんぱくクラブ育成会「２０歳を祝う会」についてＬ進藤から告知がありまし
た。
１９.西山会長より１１月２７日の会員増強例会にゲストでお越し頂いた柿崎裕治様が入会を考
えているとご報告頂きました。
２０.Ｌ吉崎より２月２２日の池尻小学校マラソン大会協力にて、クラブとしてメンバーに保険
をかけているかどうかの問い合わせが小学校からあったとご報告頂きましたが、クラブメン
バーは当日走るわけではなく、警備を行うのみなので危険は少なく保険を掛ける必要はない
だろうということになりました。
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第１２１７回１２月第２例会(メンバースピーチ)報告 １２月２５日
出席者

於 目黒雅叙園

西山会長、L 福島、L 畠山、L 東村、L 石上、L 磯辺、L 岩瀬、L 亀川、L 河俣、
L 小塚、L 老田、L 小野一郎、L 大竹、L 進藤、L 庄司、L 白石、L 鈴木、
L 田中、L 手塚、L 吉崎、阿部幹事
ビジター：東京シティ LC 柏崎文昭 L
メーキャップ： L 諸見里、L 佐々木、L 須藤、L 山本
（メンバー計２１名、ゲスト１名、メークアップ４名、計２６名）

1.

第１２１７回１２月第２例会（メンバースピーチ）が、１
２月２５日（水）１８：３０より目黒雅叙園２Ｆ「華しら
べ」にて開催されました。開会のゴングを西山会長に鳴ら
して頂き、全員で国歌君が代、ライオンズヒム、世田谷ラ
イオンズクラブの歌を斉唱いたしました。

2.

お客様のご紹介を行いました。本日はお客様として、東京
シティＬＣ会長 柏崎文昭Ｌにお越し頂きました。お忙し
い中誠に有難うございました。

3.

西山会長から会長挨拶を頂きました。西山会長はビジター
の柏崎Ｌに感謝を述べたのち、本日が２０１３年最後の例
会であること、他クラブのクリスマス例会にも多数出席し
いろいろ勉強になったことを述べられ、今までライオンズ
に本気で取り組んでいたのかと自問自答した、と明かされ
ました。ライオンズメンバー以外にもお世話になった方で、
日能研の各先生方にもご挨拶に行かれたこと、その時に京
都大学アメフト部前監督の水野弥一監督の話となり、京都
大学はスポーツ推薦の学生はいないのに学生日本一が６
度、日本一が４度の実績があり、「楽しみながらやってい
るクラブでは強くならない、厳しい練習で限界に挑戦して
こそ強くなる」との考えで指導されているとご紹介されま
した。そしてご自身も今期会長になって勉強しつつ本気で
取り組んでおり、限界をも知る覚悟で２０１４年に臨もう
と考えている、と話されてご挨拶とされました。

4.

本日のお客様、東京シティＬＣ会長 柏崎文昭Ｌからご挨
拶を頂きました。柏崎Ｌは、東京シティＬＣについてこの
３年あまりで２０名くらいの新入会員が入会したこと、今
期会長になるにあたって「和をもってライオニズムとな
す」とスローガンを付けたこと、クラブでひとつのベクト
ルを持ってライオニズムで活動していこうと思っている
ことなどをお話しされてご挨拶とされました。

5.

ここで、今期新入会員のＬ庄司里香よりメンバースピーチ
を頂きました。Ｌ庄司はまず、昭和４０年１１月２０日生
まれ・巳年の年女・さそり座・長野県長野市出身、と自己
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紹介されました。大学時代は教育学部ということで教員免
許もあり採用試験も受けていったん赴任地も決まってい
ましたが、バブル時代ということもあって民間の堅実な食
品会社に就職されたとのことです。この会社はしばらく業
績拡大していましたが海外の会社に買い取られ、ご自身は
某会社の役員秘書を１０年されたとのこと。ここで結婚し
て主婦業に入り、子供が育ったのち「ジブラルタ生命」に
再就職して保険を扱っていらっしゃいます。直近４年は銀
行行員に保険知識や商品の販売方法を教えたり、病気の実
態や精神医療の実態などをテーマとしたセミナーの講師
としても活躍されているとのことです。最近は、一般の方
向けの保険を再び扱うようになり、１０年前に比べてお客
様の意識の変化と保険の進化を実感されていると、略歴を
まとめられました。
6.

Ｌ庄司は続けてご家族の紹介をされました。ご主人とはＯ
Ｌ時代に知り合い、穏健な性格の持ち主であること、お子
さまは中１男子と小５女子の２人いらっしゃることを紹
介されました。ご長男様は日能研にお世話になり、開成中
学に合格されたとのこと。受験中の一年間は辛く悶々とし
ていたが、本人は希望の中学校に入学で来てのびのびし、
ボート部で筋骨隆々とされているそうです。今度はまもな
くご長女様が塾に通い始めるとのことです。そして、世田
谷ＬＣで少年サッカー教室や薬物乱用防止教室があると
知り、自分の子供がしてきてもらったことへのお礼として
活動を広めていけたらと考えていると、スピーチを締め括
られました。

7.

質疑応答では、Ｌ小野一郎から、「主婦で仕事も持ち、子
供もいてしかもライオンズ」、このような方がこれからは
多く入会される可能性もあり、ライオンズのイメージを質
問されました。Ｌ庄司は、活動が土日であれば活動しやす
いこと、子供にも活動を見せたいと思っていることを話さ
れて回答とされました。またＬ畠山からライオンズに入っ
ての感想について質問があり、Ｌ庄司は他メンバーが仕事
でも活躍していて忙しいのに精力的にライオンズ活動を
していて、その気持ちの真剣さに驚嘆していると回答され
ました。Ｌ吉崎からは「どんなボランティアをしていきた
いか」と質問があり、Ｌ庄司は「薬物乱用防止教室」の講
習を受けて現状を知り衝撃を受けたことで、薬物乱用防止
教室を中心に活動したいと回答されました。

8.

ウィサーブのご発声は、少年サッカー教室実行委員長Ｌ老
田にお願い致しました。Ｌ老田は少年サッカー教室が１２
回を迎えて、最初と比べて条件も変化していることを踏ま
えつつ、３月１６日の少年サッカー教室を成功に導きたい
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こと、そしてライオンズ活動で大事なのは、自分がどこの
居場所にいて何をやるのかを一人一人が意識して活動す
ることであると話されたのち、翌年も全員で頑張っていこ
うと高らかにウィサーブのご発声を頂きました。
9.

会食中に、フィリピン災害支援現地視察報告をＬ畠山・Ｌ
亀川・Ｌ田中から頂きました。Ｌ岩瀬とＬ田中は１２月１
２日から、Ｌ畠山とＬ亀川は１３日から、緊急アラート委
員会の久保田委員長と宮本前委員長とともに６名で現地
入りされました。現地でＬ田中の奥様ジェニファーＬのガ
イド付きでボホール島に移動し、台風３０号と直前にあっ
た大地震の影響をまざまざと実感したこと、クリスマスプ
レゼントのお菓子を１０個入りの箱で５００個日本から
持って行ったこと、ボホールＬＣの会長・副会長が迎えに
来られたこと、テント村２カ所でクリスマスプレゼントを
配布し、歓迎の歌も歌ってくださったことをご報告されま
した。地震の影響で地面が隆起した写真や、緊急アラート
委員会からセブのガバナーへのドネーション、さらにはマ
ニラのガバナーにもお会いしたことなどもご報告頂きま
した。皆様お疲れ様でした。また、報告中、Ｌ岩瀬のフィ
アンセというフィリピンの女性がスライドの中に登場し、
一同驚きました。

10. 会食中に阿部幹事より幹事報告を頂きました。直前１７時
３０分より目黒雅叙園にて開催された第１０回理事会の
審議事項が報告され、拍手にて承認されました。皆様有難
うございました。また、１月１５日のＣＮ５０振り返り新
年会についての告知も頂きました。
11. テールツイスターの活躍の時間はテールツイスターＬ高
橋の予定でしたが、急用のためご欠席となったＬ高橋から
のメッセージを読み上げたのち、代わりにＬ吉崎にテール
ツイスタータイムをお願いしました。そしてＬ岩瀬に婚約
の詳細なご報告を頂きました。誠におめでとうございます。
本日は東京シティＬＣ柏崎Ｌから多額のドネーションを
頂き有難うございました。本日のファインは２１００円、
ドネーションは４２９００円で、計４５０００円でした。
皆様有難うございました。
12. 出席率の発表は、出席委員長のＬ手塚にお願い致しました。
本日の在籍者数４７名、不在会員１名、終身会員４名、出
席者２１名、メークアップ４名、ビジター１名で出席率は
５９．５％でした。
13. 閉会のゴングを西山会長に鳴らして頂き、全員で輪になっ
て「また会う日まで」を歌った後でお客様のお見送りをし、
お開きとなりました。皆様どうもお疲れ様でした。
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第１回少年サッカー教室実行委員会報告
出席者

１２月２５日

於 目黒雅叙園「華しらべ」

西山会長、L 畠山、L 磯辺、L 亀川、L 小塚、L 諸見里、L 老田、L 小野一郎、
L 大竹、L 庄司、L 白石、L 鈴木、阿部幹事
FC 東京 久保田淳様、世田谷少年サッカー連盟 古川進一様（計１５名）

第１回少年サッカー教室実行委員会が１２月２５日（水）１６：３０より目黒雅叙園２Ｆ「華し
らべ」にて開催されました。
１ ＦＣ東京普及部の久保田淳様、世田谷少年サッカー連盟
の古川進一様にもご出席いただきました。お忙しいとこ
ろありがとうございます。
２ 今年度の少年サッカー教室の開催日時は２０１４年３
月１６日（日）、開催場所は駒沢オリンピック公園陸上
競技場となります。午前中はＦＣ東京普及部コーチによ
る少年サッカー教室、午後は世田谷少年サッカー連盟の
ご協力のもと、東京世田谷ライオンズクラブカップを実
施致します。
３ 世田谷少年サッカー連盟の古川進一様より東京世田谷
ライオンズクラブカップの概要と運営についてご説明
頂きました。今回も例年同様１６クラブ３２チームを対
象として予選リーグ、決勝トーナメントを行う予定です。
４ この実行委員会開催に当たり、事前に少年サッカー教室
実行委員長Ｌ老田・西山会長・阿部幹事で打ち合わせて
おいた昨年の反省点改善点についてご説明させて頂き
ました。特にこの事業が多くの皆様のご協力を頂いて成
り立っていること（例年同様、おにぎりや飲み物につい
てはＬ福島を通じてファミリーマート様よりご協賛頂
けることになりました。ありがとうございます）や、特
に本事業の開催の趣旨については、少年サッカー教室・
東京世田谷ライオンズクラブカップの告知の段階から
参加するチームの皆様・保護者の皆様にも今一度しっか
り伝えて頂くこととなりました。
５ ＦＣ東京の久保田淳様から、雨天時の対応についてご質
問ご意見頂きました。
６ 次回の少年サッカー教室実行委員会は、１月２２日（水）
１６：３０から目黒雅叙園にて開催予定です。
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☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

新入会員自己紹介

その１

東京世田谷ＬＣは上半期で４名の新入会員が誕生しました。遅ればせながら皆様に自己紹介文
をお寄せいただきましたので、ご紹介いたします。

Ｌ中村謙介（２０１３．７．２４入会）
Ｌ中村謙介です。明けましておめでとうございます。本年もよ
ろしくお願い申し上げます。
私は現在、監査法人にて公認会計士として上場会社や上場を目
指す会社に対して会計監査やコンサルティングを中心に仕事を
行っております。
父親の仕事の都合で、幼少のころは、愛媛や北九州にも住んで
いましたが、小学校３年から高校卒業までは三重の津で育ちまし
た。大学は横浜にあったものの、２０歳から現在に至るまで尾山
台・等々力にずっと住んでおり、今では人生で一番長く住んでい
る土地が世田谷になりました。
・・とは言いつつも、これまでは地元の方との交わりもなかったのですが、そんな中、もとも
と職場の上司であった東京ＬＣ現会長の山本Ｌからのお誘いで、ライオンズクラブの存在を知り、
入会を勧められました。昨年７月に入会させていただいてからは、稲刈りや募金活動等様々なア
クティビティに触れあうことができ、いい経験をさせてもらっていると感じます。

Ｌ庄司里香（２０１３．７．２４入会）
明けましておめでとうございます。７月に入会してから半年、
まだまだわからないこと、覚えきれないことが多いのですが、積
極的に関わっていきたいと思いますので、よろしくお願い致しま
す。
皆さん「長野」と聞いて何をイメージされますか？「蕎麦」
「善
光寺」
「りんご」等々・・四方を山に囲まれた自然豊かな土地で、
冬空気が澄むと、真っ白なアルプスの山々を見ることができます。
私はそんな長野出身です。今は素晴らしいと思える田舎の風景も、
当時都会に憧れた私は田舎脱出を画策、千葉大（教育学部）に進
学します。卒業後は赴任学校も決まっていたのですが、時はバブル・・誘惑に負けて一般企業に
就職しました。（性格が推測されるかと・・）
結婚して一時仕事から離れましたが、再就職。保険の世界に入りました。とかくイメージの良
くない保険業界ですが、奥深い一面も持ち合わせていて、正しく活用してもらいたいとの思いで
１０年以上携わって現在に至ります。損保・生保・個人・法人と多岐にわたって取扱っておりま
すので、お困りの時は一声かけて下さい。
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☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

Ｌ河俣

新入会員自己紹介

その２

勝（２０１３．１０．２３入会）

この度、世田谷ライオンズクラブに入会させて頂くことができ、
皆様と一緒に奉仕活動が出来ることが凄く嬉しく思っています。
今まで奉仕を出来る場面になかなか巡り合えず、もやもやして
いた時もありました。
今回、Ｌ宮崎大二郎のご縁で世田谷ＬＣに入会させて頂き、奉
仕活動をさせて頂く場所を与えてもらい、感謝しています。
まだまだ、未熟者ではありますが、今後も皆様のご指導のもと、
勉強し、より良い環境作りが出来るよう、努力して行きたいと思
っております。

Ｌ吉田雅美（２０１３．１１．２７入会）
昨年の１１月に入会させて頂きましたＬ吉田雅美です。
健康は最大のアンチエイジングであるという理念の元、エステ
ティシャンそして健康アドバイザーとして活動しております。
Ｌ田中文太郎とは中学からの友人で以前よりライオンズクラ
ブの活動を伺っておりましたが世田谷ＬＣは中でも活動的で活
気があること、素晴らしい仲間の方々に出会えたことを語ってい
らっしゃいました。
昨年のチャーターナイトへお招き頂いた際にそれを目の当た
りにし、入会を希望した次第です。
昨年末にフィリピンへの災害募金に参加致しましたのが私が携わった活動の始まりとなりま
したが、募金して頂いた地元の方、道行く老若男女様々な方々の優しい気持ちに触れとても感動
したと共にライオンズクラブに入会するきっかけを作ってくれたＬ田中、そして迎えて頂いたク
ラブの皆様に心から感謝をしております。これからどうぞよろしくお願い申し上げます。
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■ 行事予定
１月

８日（水）18：30～

１月第１例会

於：目黒雅叙園

１月

９日（木）13：00～

障害者施設見学ツアー

於：区内障害者施設

１月１５日（水）18：30～

ＣＮ５０振り返り新年会

於：渋谷・権八

１月２０日（月）15：00～

臨時キャビネット会議・新年賀詞交歓会

於：東京プリンス

１月２２日（水）15：00～

330 複合臨時代議員総会

於：関内ホール

１月２２日（水）18：30～

１月第２例会

於：目黒雅叙園

１月２５日（土）10：00～

わんぱくクラブ育成会２０歳を祝う会

於：わんぱく駒沢

１月２５日（土）＜検討中＞
１月２７日（月）

チャリティボウリング

於：品川プリンス

池尻小学校薬物乱用防止教室

於：池尻小学校

フィリピン台風災害支援

於：フィリピン

２月２２日（土）

池尻小学校マラソン大会協力

於：池尻小学校

３月

８日（土）

南三陸町視察

於：南三陸町

３月

９日（日）

新宿中央公園震災被災地支援イベント

於：新宿中央公園

少年サッカー教室・世田谷ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ

於：駒沢陸上競技場

２月７日～１０日＜検討中＞

３月１６日（日）

■ 幹事

阿部より一言
「明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。今
年のお正月休みはカレンダー通りですと９連休でした。私はのんびり過ごしま
したが、皆様はいかがお過ごしでしたか。さて、前半期は例会皆勤賞でした。
新年第一例会はまさかの欠席になります。会長始め事務局、メンバー皆様にご
迷惑おかけします。社用につき御了承下さいませ。
今期も半期が過ぎました。例会前の幹事の動きを簡単に紹介させてくださ
い。例会の遅くても 1 週間前迄にメンバー皆様にご案内と出欠確認を送りま
す。内容は事前に会長と打ち合わせしておきます。当クラブ例会は基本第２・
第４水曜日です。だいたい例会がある週の月曜日に例会準備会を現三役前三役
とその時々数名のメンバー(Ｌ進藤、Ｌ亀川いつもありがとうございます)と行
います。それと平行して理事会アジェンダ、例会式次第を作成します。例会場
に席数をお伝えします。その都度、事務局に一斉送信や返信の受皿をして頂い
ています。ざっとですが、このような流れでやっております。
メンバー皆様とは１５日の新年会でお会いできるのを楽しみにしておりま
す。
（阿部鉄平）
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