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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

会長に就任して早１年が過ぎようとしてい
ます。ライオンズクラブに入会していろいろ
なアクティビティに携わってきましたが、ど
れも“ライオンズクラブだからこそのアクテ
ィビティ“であったと思っています。私自身、
小学校・中学校時代にボーイスカウト活動を
活発に行っていました。大学時代は、ボーイ
スカウト隊の副長として子供たちを指導して
いました。やはり“ボーイスカウトだからこ
そできた活動”が多くありました。ボーイス
カウトは１９０７年(明治４０年)に退役将軍
のベーデン＝パウエル卿が英国の島で子供た
ちを集めて行ったキャンプから始まりました。
キャンプ・ハイキング・社会奉仕活動等を通
じて協調性やリーダーシップを身につけさせ
ようという狙いがあり、世界２１５の国と地
域で約４千万人が活動しています。スローガ
ンは「備えよ常に」、更に「３つのちかい」と
「８つのおきて」があります。毎月数回の隊
集会・班集会が活動の基本になります。隊集
会では開会と閉会のセレモニーで、国旗に向
かい「ちかい」と「おきて」を唱和して歌を
歌います。夏のキャンプのためにロープの結
び方や手旗信号の訓練をします。また赤い羽
根の街頭募金や、地域のイベントの手伝い等
の活動をしてきました。これらスカウト活動
とライオンズクラブの例会やアクティビティ
に共通性を感じ、ライオンズクラブの活動を
振り返ってみると過去に見た光景がいくつも
ありました。社会奉仕活動の重要性を改めて
感じました。
「ライオニズムを大切に！仲間と
共にＷｅ Ｓｅｒｖｅ」で頑張って参ります。
（Ｌ西山和範）

★選挙例会にて次期役員が決定しました。
次期会長予定者はＬ亀川、次期幹事予定
者はＬ須藤、次期会計予定者はＬ庄司と
なります。皆様、どうぞよろしくお願い
申し上げます。
◎ 次回 理事会・例会等のご案内

★５月１４日（水） 於：目黒雅叙園
第 17 回理事会 １７：３０〜１８：２０
1226 回 例 会 １８：３０〜２１：００
講師例会
西山会長のご紹介で、神職をお持ちでかつ女
優でもある吉木誉絵様を講師としてお招きし
てご講演を頂く予定です。ぜひ皆様ご出席の
ほどよろしくお願い申し上げます。

★５月１８日（日） 於：潮来
潮来ＬＣ合同食育アクティビティ（田植え）
９：３０ＪＲ潮来駅前集合
例年行っている潮来市での田植えです。
潮来ＬＣとの食育アクティビティとして、
東京の子供たちに田植え体験をして頂きま
す。多くの皆様のご参加お待ちしています。

★５月２８日（水） 於：目黒雅叙園
第 18 回理事会 １７：３０〜１８：２０
1227 回 例 会 １８：３０〜２１：００
講師例会
Ｌ手塚のご紹介で「認定ＮＰＯ法人桜ライ
ン３１１」の方からスピーチを頂く予定で
す。皆様ご出席のほどお願い申し上げます。
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第１６回理事会報告
出席者

４月２３日

於 目黒雅叙園

３Ｆ「カシオペア」

西山会長、L 畠山、L 磯辺、L 亀川、L 中村謙介、L 中村信行、L 老田、
L 小野一郎、L 進藤、L 白石、L 須藤、L 田中、L 山本、阿部幹事 （計１４名）

第１６回理事会が４月２３日(水)１７：３０より目黒雅叙園３Ｆ「カシオペア」にて開催されま
した。

■審議事項■
１．６月５日（木）１２クラブ懇親ゴルフ大会の件につき
ましては、西山会長より当クラブとしての参加を丁重に
お断りしたとご報告頂きました。
２．５月３１日（土）６月１日（日）東京都障害者スポー
ツ大会の件について、西山会長よりご説明頂き、Ｌ進藤
が参加するとともに今後も参加者を募ることとなりま
した。
３．６月７日（土）ファミリーナイトの件について、西山
会長よりご説明頂き、Ｌ諸見里が参加することとなりま
した。４月申し込み締め切りなので他の参加希望者は早
急にご連絡いただくこととなりました。
４．５月１８日（日）潮来ＬＣ合同食育アクティビィティ
―の件について西山会長よりご説明頂き、それぞれの車
で自由行動を希望するとのことでバスをチャーターす
る案については取り消し、例年通り、ＪＲ潮来駅９時半
集合としました。現時点での参加希望者は、西山会長・
阿部幹事・Ｌ中村謙介・Ｌ亀川・Ｌ畠山・Ｌ石上となっ
ております。
５．５月１９日（月）東日本大震災支援チャリティ－コン
サートの件についてＬ進藤よりご説明頂き、Ｌ進藤が参
加することとなりました。
６．６月１１日（水）東京青年会議所世田谷区委員会４０
周年の件については、西山会長よりご説明頂き、当日は
自クラブ例会と重なっているために欠席せざるを得な
いこと、また５月１１日（日）わんぱく相撲世田谷区大
会も複合地区年次大会と重なっているため欠席とする
こととなりました。ただし、例年通り１万円の協賛につ
いては承認されました。
８．６月２７日（金）東京渋谷ＬＣＣＮ５７例会について
西山会長よりご説明頂き、西山会長・Ｌ進藤が内規に基
づいて参加することとなりました。
９．家族会員・賛助会員の件についてＬ進藤よりご説明を
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頂きました。この理事会では、家族会員候補者として
終身会員Ｌ臼井のご子息である臼井淳一郎様、Ｌ進藤
の奥様である進藤光子様の計２名、賛助会員候補者と
してＬ柿崎の秘書である岡村里織様が紹介され、それ
ぞれ入会が承認されました。
１０．ビオトープメンテナンスの件について西山会長及び
Ｌ磯辺から現状をご説明頂きました。三宿中について
は水が出ないとの連絡もあり、水位が低いとわかった
ものの、約２カ月前にメンテナンスを行い１日１回は
水が出るようになったこと、池尻小学校はおやじの会が草刈りをしていて取り急ぎメンテナ
ンスは不要であるとご報告頂きました。
１１．ＹＣＥ生の件について西山会長にご説明頂き、Ｌ田中から収支報告をいただくことになっ
ているとご報告頂きました。次の候補者の受け入れについてはその都度考えることを確認い
たしました。
１２．クラブバッチ追加発注の件について阿部幹事よりご説明頂きました。クラブバッジがすで
に無くなっており、単価４４０～５００円での想定案が示され、今後相みつを取って５月第
１例会で決めることとなりました。
１３．準備理事会の件について、亀川次期会長予定者より日程を６月１８日（水）と決定したい
とご提案頂きました。
１４．フィリピン災害支援アクティビィティ―の件について西山会長からご説明頂き、協議しま
した。１２月の募金活動と１月のチャリティボウリングで集めたお金について今期中に支援
を行い収支報告をしたいと考えていること、他地区でのフィリピンへの支援情報を調べるこ
と、住居を提供することは個人特定のアクティビティになるので避けたいこと、家の材料を
支援するのであればよいのではないかという提案を頂き、次回理事会でたたき台を提出して
いただくこととなりました。
１５．その他ご報告として、①西山会長からは、３３０－Ａ地区第６０回記念年次大会にて青年
アカデミー優秀賞をクラブと個人（Ｌ進藤・Ｌ田中）で受賞したこと、②Ｌ進藤からは東京
三軒茶屋ＬＣにてＣＥＰを開催していることと５月１８日に３３２－Ｂ地区年次大会ヤング
セミナー講師を務めること、③Ｌ山本より来期地区役員の推薦を受けたこと、④Ｌ進藤より
年次大会報告として当クラブから１４名参加したこと、ガバナーエレクト・次期第１・第２
副地区ガバナーの決定についてのご報告を頂きました。
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第１２２５回４月第２例会（講師例会)報告 ４月２３日
出席者

於 目黒雅叙園「カシオペア」

西山会長、L 福島、L 畠山、L 磯辺、L 亀川、L 中村謙介、L 中村信行、L 老田、
L 小野一郎、L 進藤、L 白石、L 須藤、L 田中、L 山本、阿部幹事
賛助会員：L 岡村里織
ビジター：東京神宮前 LC 原田浩太郎 L、ゲスト：菅原いつ子様
メーキャップ：L 石上、L 桂、L 諸見里、L 村井、L 大竹、L 手塚
（メンバー１５名、賛助会員１名、ビジター１名、ゲスト１名、
メーキャップ６名、計２４名）
1.

第１２２５回４月第２例会（講師例会）が４月２３日（水）
１８時３０分より目黒雅叙園３Ｆ「カシオペア」にて開催
されました。西山会長に開会のゴングを鳴らして頂き、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。本日はビジターでありご講
演を頂く東京神宮前ＬＣ原田浩太郎Ｌと、また本日賛助会
員として承認されたＬ岡村里織さんがご紹介されました。
また事務局関連のゲストとして菅原いつ子様がお越しに
なられました。皆様お忙しいところ有難うございました。

3.

西山会長に会長挨拶を頂きました。西山会長は４月も第２
例会となり年次大会もすんで「あと２か月頑張れば」とい
う思いであること、ストレスで奥歯の下部が化膿していた
ことを告白されました。また、本日は講師例会ということ
で神宮前ＬＣの原田浩太郎Ｌに講師をお願いした経緯、家
族会員・賛助会員が認められＬ岡村が参加される喜び、さ
らには年次大会でクラブとして「青年アカデミー優秀賞」
アワードを頂いたことを紹介してご挨拶とされました。

4.

ここで賛助会員となられたＬ岡村里織よりご挨拶を頂き
ました。Ｌ岡村は「ビーテックコーポレートグループ」の
Ｌ柿崎の秘書をされていること、Ｌ柿崎を上司として非常
に尊敬していること、そのＬ柿崎が入会したライオンズク
ラブに関心を持ち、社会奉仕活動に共感して賛助会員とし
て入会したこと、今後賛助会員として誇りを持って活動し
ていきたいことなどを話されて、ご挨拶とされました。

5.

ビジターである東京神宮前ＬＣ原田浩太郎Ｌに「仕事の面
白い話」というテーマでスピーチを頂きました。原田Ｌは
東京神宮前ＬＣに所属していること、本業が布団屋である
こと、しかし２つのラジオ番組に司会として出演している
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こと、そのうえ、プロレスのリングアナや女子大の講師も
していることを自己紹介としてご紹介されました。
6.

次に原田Ｌはご自身の会社「おたくふわた」についてご紹
介されました。江戸時代の１８４０年に博多で創業し、木
綿布団が普通だった当時、綿布団がぜいたく品であったこ
と、昭和に入って綿布団が庶民にも広まっていったこと、
屋号は明治時代に福岡市と博多市が揉めたことがあり、福
岡の「福」と博多の「多」の両方が入っている「おたふく
わた」となったことを説明されました。

7.

「おたふくわた」は紡績を改良して布団の綿に力を入れて
日本一の生産量となったものの、原田Ｌが小学校４年の時
にお父様が急死され、親戚が会社を継いで社名を横文字に
して「ハニーファイバー」にしたところ業績も下がり、原
田Ｌが大学３年生の時にはかなり業績が悪くなり、取引銀
行の頭取から呼び出しを受け、寝具業撤退か会社をたたむ
ようアドバイスされ、結果として寝具業からいったん撤退
されたとのことです。３００－５００名いた社員のうち５
名のみ不動産管理業ということで残し、残りの社員は転職
いただいたのだそうです。

8.

その後、沖電気の子会社に入社して、新規の営業で上司に
徹底的に鍛えられたという話をされました。飛び込み営業
を５年間行い、先方に断られて「もう来なくていい」と言
われた翌日にまた訪問して相手から「負けたよ」と仕事を
頂いた、というエピソードをご紹介されました。

9.

そして「おたふくわた」を継ぐこととなり、２年間綿の勉
強をしてホームページを立ち上げて職人も見つけて、「お
たふくわた」を復活させたたとのことです。やはり飛び込
みで営業に回り、何とか相手に会うコツをご披露されて、
ご自身のことを「仕事のストーカー」と称されました。１
のチャンスを１０００にするとのことです。

10. その後、ラジオ出演に至った経緯、リングアナになった経
緯のほか、「のび太の昼寝座布団」などのヒット商品が生
まれたきっかけや海外進出の経緯などを明るくマシンガ
ントークで話されてスピーチを締め括られました。原田Ｌ、
どうも有り難うございました。
11. ウィサーブのご発声はＬ白石にお願いしました。Ｌ白石は
原田Ｌが縁を大切にされていると感じたこと、人間は一所
懸命生きていると誰かが助けてくれること、バイタリティ
があってご先祖様を大事にしているところから成功され
たと思うと話されました。また、西山会長についても５０
周年ＣＮの会長ということで覚悟と必死さが伝わったこ
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とや成果と成長を感じたと話されました。さらに、亀川次
期会長予定者について、覚悟によって結果が出ると話され
て、声高らかにウィサーブのご発声を頂きました。
12. 会食にあたって、西山会長から日本酒、Ｌ畠山から焼酎、
Ｌ亀川から焼酎のドネーションを頂きました。
13. 会食中、阿部幹事から幹事報告を頂きました。例会の直前
に開催された第１６回理事会の審議事項についてご説明
頂き、会場の拍手によって承認されました。皆様、ありが
とうございました。
14. テ-ルツイスタ-の活躍の時間はＬ山本にお願いしました。
Ｌ山本は故郷広島県福山市にお墓参りのため帰省された
際に、福山松永ライオンズクラブを例会訪問されました。
Ｌ山本はクイズを交えながら、福山市の説明、３３６ＭＤ
の 説明ののち、福山松永ＬＣについてご説明されました。
１９６０年１２月に結成された福山松永ＬＣは現在メン
バー数は４０名で、薬物乱用防止教室・環境事業・チャリ
ティ茶会などのアクティビティを積極的に展開している
伝統あるクラブです。例会場は福山市西部市民センターで
１２時１５分からの昼例会を開催されており、訪問当日は
約３７名が出席されていたそうです。Ｌ山本は福山松永Ｌ
Ｃ例会の中でＬ小林修蔵会長とクラブバナーの交換と当
クラブのバッチ贈呈を行ったのち、１０分間のビジタース
ピーチと して、当クラブの概要やアクティビティをパワ
ーポ イントやライオン誌の記事なども引用しながらご説
明されました。スピーチの中で当クラブの活性化のポイン
トは、伝統を守りながらも新しい提案を積 極的に受け入
れる風土がクラブに定着していた事と福山松永ＬＣの皆
様に説明したとご報告頂きました。
15. ドネーションの発表もＬ山本から頂きました。本日のファ
インは１５００円、ドネーションは２０５００円、計２２
０００円でした。どうも皆様有難うございました。
16. 出席率の発表はＬ中村謙介にお願いしました。Ｌ中村謙介
は飛び込み営業の話が大変参考になり、懐に飛び込んで話
のできる関係に持っていくことが重要だと思ったと話さ
れてから出席率を発表されました。在籍者数４８名、不在
会員１名、終身会員４名、家族会員３名、賛助会員１名、
ゲスト１名、ビジター（講師）１名、メークアップ６名で
出席率は５２．２％でした。
17. 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「またあう日まで」を歌い、お客様をお見送りして無事
お開きとなりました。本日も皆様お疲れ様でした。
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３３０複合地区第６０回年次大会報告
出席者

５月１１日

於 横浜ロイヤルパークホテル

西山会長、L 亀川、L 進藤、L 須藤、L 田中、阿部幹事

（計６名）

１．５月１１日、横浜ロイヤルパークホテルで行われた３３０複
合地区第６０回年次大会に当クラブから６名が参加しました。
代議員として、西山会長・阿部幹事・亀川次期会長予定者・
須藤次期幹事予定者の４名に加え、設営側・大会事務局とし
てＬ進藤・Ｌ田中が参加しました。
２．８時３０分に運営委員Ｌ進藤・式典部会員Ｌ田中は横浜ロイ
ヤルパークホテルに集合、設営及び準備を行いました。９時
３０分からは代議員登録受付が始まり、当クラブの代議員と
して西山会長・阿部幹事・亀川次期会長予定者・須藤次期幹
事予定者の４名が登録し、代議員会（分科会・全体会）に参
加しました。
３．１０時３０分から代議員会が開催されました。定足数１１９
５名に対して６７９名の代議員が登録し、６つの分科会に分
かれて８つの議題と様々なシンポジウムテーマに沿って活発
な協議を行いました。再開後の代議員会では、各種会計報告
の承認に加え、家族会員及び学生会員の今期下半期年会費免
除と２０１４－２０１５期の会費の不徴収の決定、複合地区
会則改正の承認や「複合地区財政問題検討委員会」
「家族会員
活性化委員会」の設置が承認されました。
３．１４時３０分からは、大会式典が開催されました。ご来賓と
しては、黒岩祐治 神奈川県知事・渡辺功教 横浜市副市長、
そして山田實紘国際第二副会長・清水英徳国際理事ら、多く
の方たちにお越し頂きました。式典の中では、今期のガバナ
ー協議会議長佐藤精一郎Ｌの活動を中心に３３０複合地区の
活動の報告を頂いたほか、代議員会報告をおこないました。
４．ここで、ご来賓の皆様からのご祝辞として黒岩祐治 神奈川
県知事らからご挨拶を頂いたのち、山田實紘国際第二副会長
のご講演を頂きました。山田国際第二副会長は、現在の日本
の会員増強の状況が国際協会にも評価されていること、国際
協会では女性会員を現在の３０％程度から４年後の１００周
年には５０％程度にしたいと考えていること（日本は現在１
５％！）、ＧＭＴ・ＧＬＴに続いて女性会員増強グローバルチ
ームの設立が検討されていることなどをお話し頂きました。
５．そして、各準地区のガバナーエレクトの入場を迎えました。Ａ地区塩月藤太郎Ｌ（東京田無
ＬＣ）、Ｂ地区安達成功Ｌ（川崎南ＬＣ）、Ｃ地区松原一郎Ｌ（上尾中央ＬＣ）がご紹介され
ご挨拶を頂きました。続いて次期ガバナー協議会議長予定者として金子正之Ｌ（Ｃ地区川越
初雁ＬＣ）また各準地区の第１・第２副地区ガバナー予定者のご紹介、複合地区アワード受
賞クラブの表彰があり、盛会のうちに終了しました。
６．その後、会場を２階の「芙蓉」に移して懇親会が開催されました。中華風獅子舞などのアト
ラクションもあり、盛大に行われました。皆様お疲れ様でした。
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☆
☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

５月１日 南三陸町来訪および南三陸志津川ＬＣ例会訪問報告

（Ｌ進藤）

５月１日、宮城県南三陸町に通算２１回目の訪問をして参りまし
た。まず町に入って本格的に盛り土が進んでいることに驚き、地形
が変わっているとの印象すら抱きました。
先日、
「世田谷区内の大学に入学されたご子息のために３月にアパ
ートを探してさしあげたら、偶然その不動産屋代表が南三陸町出身
だった」というエピソードがありまして、実際にその方にお会いし
て、不思議なご縁を喜び合いました。
続いて、
「のぞみ福祉作業所」を訪れました。役所・保健センター
の並びに移転されていて、紙漉きの部屋が広くなり、水槽もバージ
ョンアップしていました。もちろん「笑はがき工房 世田谷」の看
板も移転していました。公園の上に建てられたということで不思議
なオブジェもありましたが、やはり「仮設」ということで、また３
－４年先には本格的に移転しなければならないのだそうです。
そして、のぞみ福祉作業所の畠山所長とともに、前回の訪問の時
に知り合ったピースウィンズジャパンの方が高齢者向けコミュニテ
ィセンターを建設する予定地を視察したのち、予定地のすぐそばに
ある「研修センターいりやど」の阿部館長のガイドで「オクトパス
君」で有名なＹＥＳ工房を案内して頂きました。
「オクトパス君」の
文鎮だけでなく蚕の繭を使った商品や、桜の木片にレーザープリン
トした名札などの商品など、商品の幅が非常に広がっていました。
次に、のぞみ福祉作業所の畠山所長と南三陸復興センターを訪れ
て、いつもお世話になっている鈴木清美さんから町の復興計画につ
いて説明頂きました。町内３か所の高台に住宅地を造成し、海沿い
に水産加工の工場群とその手前に商店街、さらには国道と川を付け
替えて国道をかさ上げし、高速道路のインターチェンジ２つと気仙
沼線の新駅も作るという案について進捗状況と今後の課題について
いろいろお話を伺いました。
夕方、南三陸志津川ＬＣの同期会長の小坂克己Ｌが迎えに来てく
ださり、新しい例会場の「南三陸プラザ」まで送って頂きました。
今まで例会訪問でお伺いした「トレーラーハウス」
「日の出荘」に比
べて段違いに新しくてきれいな３階建ての建物。既に壁に国旗とラ
イオン旗が貼られていて、新しい方のゴングが置かれていました。
佐藤仁町長の著書や３３２－Ｃ年次大会の資料・３３２－Ｃ地区
の広告が見開きで出ている河北新報などをお土産で頂戴し恐縮いた
しました。震災の被害のため国際協会から会費減免等の処遇については三陸地方の複数のクラブにつ
いては再度減免が適用されることになったらしく安堵しました。
そして、お食事を頂きながら、私が南三陸町に来ることになったきっかけから、当時の南三陸志津
川ＬＣメンバーが津波でうけた被害や、直後の生活の様子など、さまざまな話で盛り上がりました。
近くにいても情報がわからず、むしろ大阪など遠方の親戚を介して安否確認ができたという話は大変
教訓となりました。内容的には大変深刻な話をさらりと笑顔で話しているところに３年間の時の経過
と「復興」の一端を感じることができました。その後、二次会でも大変お世話になりました。どうも
ありがとうございました。
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☆
☆

Ｆｒｏｍ
５月９日

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

３３３－Ｅつくば中央ＬＣ例会訪問報告

（Ｌ進藤）

さる５月９日、つくばオークラホテルにて開催された、
３３３－Ｅ地区つくば中央ＬＣに例会訪問させて頂きま
した。これは１月の３３３－Ｅ地区の新春会員大交流会で
若柳会長と例会訪問の約束をして今回実現したものです。
会場に行きますと生後４か月の可愛い赤ちゃんがいま
した！現会計の女性メンバーがご出産されて今回お披露
目で連れてこられたとのことです。例会が始まりますと、
若柳会長に「私が入会して初めての例会ゲストです」と紹
介されて大変驚きました。
例会は和やかで、かつユーモアのセンスを感じる進行で
何度も吹き出してしまいました。審議の途中、さまざまな
ことをその場で iPad で調べるメンバーが数名いらっしゃ
ってこのような形式もいいなと思いました。
例会中にＭＪＦ献金した人が９名くらいピンを贈呈さ
れたのには驚きました。また、会員純増数が１１名と多か
ったのとさらに家族会員で会員数が倍増したとのことで、
地区の最優秀クラブを受賞されたらしいです。
二次会にもお邪魔して、交流を深め、アクティビティに
ついて様々な情報交換をして参りました。お世話になりま
して誠に有難うございました。

■ 行事予定
５月１４日（水）５月第１例会（講師例会：吉木誉絵様）

於：目黒雅叙園

５月１８日（日）潮来ＬＣ合同食育アクティビティ（田植え）

於：潮来

５月２８日（水）５月第２例会（講師例会：認定ＮＰＯ法人桜３１１様）
６月１１日（水）６月第１例会（メンバースピーチ）
６月２５日（水）６月第２例会（最終家族例会）

於：目黒雅叙園
於：目黒雅叙園
於：六本木ﾋﾙｽﾞｸﾗﾌﾞ

■ 幹事

阿部より一言
皆様いつもお世話になっております。ＧＷ付近で寒暖差が激しい日が続きま
したが、体調はいかがでしょうか！かくいう私はＧＷ最後の日に発熱いたし
まして本調子までもう少しというところです（涙）。５月９日（金）に１０Ｒ
２Ｚ正副幹事会があり、５月１１日（日）には３３０複合年次大会、そして
５月１４日（水）には当クラブ第１例会とライオンズイベントが目白押しで、
特に１０Ｒ２Ｚの皆様には立て続けにお会いできてうれしかったです。１０
ＲＲＣ野々晴久Ｌ、１０Ｒ２ＺＺＣ重信眞一Ｌはじめ正副幹事会の皆様あり
がとうございました。また、５月１８日(日)には潮来ＬＣと合同の食育アクテ
ィビティである田植えが控えております。多くの皆様のご参加をお待ちして
おります！
（阿部鉄平）
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