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2016〜2017年
ライオンズのスローガン（テーマ）
☆国際会長プログラム ボブ・コーリュー
『次なる山を目指して』
☆334複合地区スローガン
『100周年にウィ・サーブ つなげよう未来へ』
☆334-E地区 地区ガバナースローガーン
獅子魂よ 永遠なれ！ Lionʼs Spirit Forever！
「百年の力」より強く より高く 新たなる改革を

上越中央LC50周年
記念式典参加
(髙田公園にて)

6/15

52期役員の皆さんお疲れ様でした

例会ニュース
３月第一例会 ≪資金獲得事業例会≫
３月11日
（土）
1５：30

〜清水和音 イブニングコンサート〜
計画・財務委員長 Ｌ.関谷 登

３月第一例会は、昨年（平成28年）５月に開館したばかりの長野市芸術
館にて、ピアニストの清水和音(かずね)氏をお迎えし、イブニングコンサー
トが開催されました。
長野市芸術館内の特設会場で通常例会が行われたあと、音響効果が抜群の
メインホールにて、大勢の会員家族や近隣のライオンズクラブの皆様ととも
に、約１時半の情熱的なコンサートを堪能しました。
ムソルグスキーの「展覧会の絵」
、
ベートーベンのピアノソナタ第23番「熱
情」など、広く知られた楽曲も演奏され、クラシックファンならずとも、そ
の見事な音色に気分が高揚するひと時となりました。
演奏後は、ステージにて清水和音氏との懇親の場が設けられ、ピアノに関
するお話をお聞きし、記念の写真撮影も行われました。

３月第二例会 ≪会員スピーチ例会≫
３月23日
（木）
18：30

出席委員長

Ｌ.坪根

正晃

３月第二例会は、会員スピーチ例会が行なわれました。会員スピーチに先立ち、長野
中央LC次期53期役員候補者が指名され、その場で承認されました。
会員スピーチは、L.小山、L.駒津、L.渋谷の３名によって行われ、それぞれ10分程度
の持ち時間の中、あらためての自己紹介や仕事に関すること、過去の経験談など、普段
聴くことができない貴重なお話をいただきました。ありがとうございました。

Ｌ.小山卓延

Ｌ.駒津敏

Ｌ.渋谷一男

３月誕生ライオン

これで見納め？L.眞田丸

新人会員のための

知っておきたい ライオンズ用語・略語

ライオンズの活動の中で良く出てくる用語や
略語は意味を確認し、理解を深めましょう！

■メークアップ（Make up）
・・・代替え出席のこと。メーク・アップ規則は以下のとおり。
１．例会の前後それぞれ13日間以内に次のいずれかに該当する場合は、例会に出席したものと見なされる。
（ａ）他クラブの例会または特別会合への出席
（ｂ）所属クラブの理事会の会合への出席
（ｃ）所属クラブの常設委員会の正式会合への出席
（ｄ）所属クラブ主催の会合（クラブ・アクティビティ資金獲得活動を含む）への出席
（ｅ）リジョンまたはゾーンの会合への出席
（ｆ）国際大会、東洋東南アジア・フォーラム、複合地区、地区大会またはその他の正式なライオンズの会合への出席
（ｇ）上記期間中における国際本部、
外国の地区または複合地区（state）事務局訪問（訪問の証明書が用意されている）
※以下、ライオンズ必携等に掲載の「出席メークアップ規則」をご参照ください。

例会ニュース
４月第一例会 ≪上越中央LC 50周年記念式典参加≫
４月15日
（土）13：30〜18：30 指導力育成
（GLT）
・会則付則・有好親善・
接待・大会・会員厚生委員長 Ｌ.和田 正彦
４月第一例会は、友好クラブである上越中央ライオンズクラブ様の
「結成50周年記念式典・祝賀会」参加例会となりました。
記念式典では、Ｌ.池杉多津美会長のご挨拶をはじめ、クラブ様の
地域に根差した活動をまとめた「50年の足跡」も紹介され、50年の
歴史を垣間見ることができました。
祝賀会では、祝宴に先立ち、池杉恵理奈（Ｌ.池杉会長ご令嬢）、マ
クイーン時田深山、お二人の箏奏者による箏曲演奏が行われ、参加者
は箏曲とは思えないモダンでダイナミックな演奏に魅了されました。
祝宴が始まると、久しぶりにお会いする皆様との懇親も深まり、大盛
況の祝賀会となりました。上越中央ライオンズクラブ様の今後ますま
すのご発展をお祈り申し上げます。

４月第二例会 ≪講師例会≫
４月27日
（木）1８：30
視聴覚障がい者福祉・四献推進委員長

Ｌ.小林

博

４月第二例会は、講演例会が行なわれました。
講師に長野県立長野西高校 硬式野球部監督の大槻寛先生をお招き
し、「私が生徒に教えてもらっている事」と題して、甲子園を目指し
て硬式野球部を率いる立場からのお話をお聞きしました。
・子どもたちの主体性を重視したチーム作りを行っていること
・「本気は伝わる」を信条に、一人の人間として生徒に本気で接し
ていること。生徒を変えられないのは，自分の本気が足りない。
・笑顔をモットーにしていること

日本・フィリピン合同医療
奉仕活動 参加者への感謝
の楯授与
L.有賀良和

など、一般の社会人にも十分ためになるお話でした。
大槻先生には春の大会直前のお忙しい中、短
時間の中ではありましたが「先生の本気が伝
わってくる」貴重なお話をいただき、ありがと
うございました。長野西高校野球部の今後のご
活躍をご祈念申し上げます。
４月誕生ライオン

100周年会員増強賞授与
L.渋谷一男 L.上田正昭

LCIFの献金楯・バッチ授与
L.小林一彦 L.三浦靖雄

５月第一例会 ≪講師例会≫
PR・情報・記録保存・会報・IT委員長 Ｌ.竹内
５月1１日
（木）1８：30

伊吉

５月第一例会は、講演例会が行なわれました。
講師には、日本経済新聞社長野支局長の宮内禎一様をお迎えし、「東
南アジアの重要性」というテーマで、お話をお聞きしました。
・日本が孤立しないためにも、ASEANとの関係がたいへん重要であ
ること
・ミャンマーは、ビルマ時代の鎖国的な経済体制によって、だいぶ発
展が遅れたこと
・長野市の面積にも満たない国土のシンガポールは、強権国家であ
り、厳しい規制に縛られていること
など、海外支局の勤務経験からの貴重なお話ばかりでした。
宮内様は、長野支局に勤務されて２年目とのこと、今後ますますのご
活躍をご祈念申し上げます。ありがとうございました。
５月誕生ライオン

334-E 地区年次大会

ニュース

松本市キッセイ文化ホール
第63回 334-E地区年次大会
PR・情報・記録保存・会報・IT委員長 Ｌ.竹内 伊吉
５月1４日
（日）9：00
代議員提出議案及びシンポジュウムテーマは、以下のとおりです。
委員会

議

案

議事運営委員会

議案１．第63回地区年次大会の議事運営については、第63回地区年次大会議事規則に基づき行うものとし、議案
については、大会誌に記載の代議員会提出議案にそって審議したいので承認されたい。

指名・選挙委員会

議案１．2017〜2018年度334-E地区 地区ガバナーに、4R・1Z 上田城南ライオンズクラブ所属
L.山邉正重を選出されたい。
議案２．2017〜2018年度334-E地区 第１副地区ガバナーに、1R・2Z 飯田ライオンズクラブ所属
L.菅沼哲夫を選出されたい。
議案３．2017〜2018年度334-E地区 第１副地区ガバナーに、2R・3Z 長野みすずライオンズクラブ所属
L.仁科良三を選出されたい。

分科会

議

案

シンポジュウムテーマ

第１分科会
「会則及び付則、政策、
経理、長野県連携協定
推進」
L.北村倢一・L.竹内伊吉
出席

議案１．2015〜2016年度（自2015年７月１日 至2016年６月30日）の地区会計及
び地区大会の決算報告と監査報告を承認されたい。
議案２．2017〜2018年度の地区一般会計の地区費・地区大会費・地区特別活動費を
決定承認されたい。（一部省略）
議案３．公益財団法人長野県アイバンク・臓器移植推進協会の運営に対して、2017年
７月〜2018年６月まで、１会員600円の協力金の拠出をお願いしたい。
議案４．2020年度東京オリンピック・パラリンピックが開催されるにあたり、その協
力金として2017年〜2018年度も会員一人当たり1,000円ずつの拠出を承認
されたい。（一部省略）
議案５．ライオンズクラブ国際協会334-E地区に緊急災害、その他これに類する事項の
応急的援助のため、
「地区緊急援助資金」を設ける。2017年〜2018年度も会
員一人当たり1,000円の拠出決定を承認されたい。（一部省略）
議案６．2012年５月に設置された「長野県連携協定推進室」は、次年度においても長野
県との連携協定の趣旨の実現に向けて、更なる推進のための活動を継続すべく、
引き続き協力金として１会員年額2,000円の特別供出を求めたく提案するとこ
ろ、これを承認されたい。（一部省略）

・次なる100年に向けて
・和、共動の政策

第２分科会
「GMT・GLT・ ア ラ ー
ト、FWT」
L.中城秀樹 出席

議案１．2014年ジョー・ブレストン元国際会長が提案した「ASK１」に今一度、本気
で取り組むことを提案する。

・10年後を見据えて
・ライオンズの目指す
道

第３分科会
「IT、PR・ライオンズ情
報、アクティビティス
ローガン」
L.中島英明 出席

議案１．次年度地区ガバナー

アクティビティスローガン
積極的な挑戦を！
Letʼs Challenge more Aggressively to serve
〜新たなる山を求めて〜

・ 今 後 のIT化 の 発 展 と
PRについて
・10年先を見越した奉
仕活動

第４分科会
「国際関係・LCIF・レオ・
青少年ライオンズクエ
スト、薬物乱用防止、
YCE」
L.内田秀樹 出席

議案１．「日本・フィリピン合同医療奉仕活動」を次年度においても引き続き継続して
実施されたい。
議案２．地区年次大会記念事業として、次年度においても青少年の海外派遣を実施され
たい。（一部省略）
議案３．薬物乱用防止教育講師認定のため、養成講座を次年度においても継続実施され
たい。さらにより実践的な活動に繋げていけるよう関係団体との連携を一層進
められるよう配慮されたい。
議案４．ライオンズクエストについて、次年度はその継続事業として各リジョンでワー
クショップ４回、体験会を地区の主管により、各クラブの奉仕事業として開催
することを承認されたい。
議案５．地区年次大会事業として、青少年のためのライフスキル教育プログラム普及を
図るため「ライオンズクエスト地区フォーラム」を実施されたい。

・334-E地 区 ラ イ オ ン
ズクエスト・薬物乱
用防止の現況
・日本・フィリピン医療
奉 仕 活 動 に つ い て・
LCIF協力要請
・青少年・レオ、ライ
オンズクエストにつ
いて

第５分科会
「視聴覚障がい者福祉・
献眼・献腎・糖尿病教
育、環境保全、献血・
骨髄移植」
L.駒津敏 出席

議案１．市町村連携協定に基づく環境保全活動の推進をされたい。

・奉仕活動について
・10年後のリーダー育
成とライオンズの未
来

議案２．献血推進アドバイザー認定制度を継続実施されたい。

例会ニュース
５月第二例会 ≪年次報告例会≫
５月25日
（木）1８：30

ライオンテーマ―

Ｌ.駒津

敏

５月第二例会は、14日(日)に松本市のキッセイ文化ホールに
て開催された334-E地区年次大会からの年次報告例会が行われま
した。参加メンバーより出席した第１〜第５分科会の報告が行わ
れたあと、年次表彰受賞者へ表彰状が授与されました。また、薬
物乱用防止教育講師認定賞の授与も行われました。
334-E地区年次大会プログラム
＜代議員会＞
9：00〜 9：50 次期地区ガバナー・第１、第２副地区ガバナー選挙投票
10：00〜10：30 資格審査・議事運営・指名選挙 決議委員会合同会議
10：40〜11：10 代議員総会 〔第１部〕
11：25〜12：30 代議員会
〔分科会〕
13：00〜13：30 代議員総会 〔第２部〕
＜大会式典＞
14：00〜16：00 大ホールにて大会式典
＜ガバナー晩餐会＞
16：15〜17：45 中ホールにて晩餐会

会員増強個人賞

40年皆勤賞
L.小林久次郎

６月第一例会 ≪年次活動報告例会≫
６月８日
（木）1８：30

L.和田正彦

敬老会員

LCIF優秀賞
・MJF20回 L.渋谷一男
・MJF５回 L.北村倢一

ライオンテーマ―

L.高田茂

薬物乱用防止教育講師
認定証授与
L.宮下正典 L.中島しず枝

Ｌ.駒津

敏

６月第一例会は、今期第52期のクラブ年次活動報告例会が行われ
ました。
最初に各委員会の委員長・副委員長から１年の活動を通して印象
に残ったことや苦労したことなどが発表され、運営委員会・事業委
員会・特別委員会をそれぞれ統括する第一副会長・第二副会長・第
三副会長より１年間の総括が行われ、最後にL. 北村会長より、全体
の総括をいただきました。
今年度も各委員会が活発に活動し、クラブ全体としても充実した１
年になったと思います。皆様、ご協力ありがとうございました。

6月誕生ライオン

６月第二例会 ≪新旧役員歓送迎例会≫
６月1５日
（木）1８：30

出席委員長

６月第二例会は、今期第52期最後の例会、新旧役員歓送迎例会が開催さ
れました。北村会長からは、
「いろいろなことがあった１年でした」という
実感のこもったご挨拶がありました。
北村会長はじめ役員・地区委員の皆様、
１年間お疲れ様でした。ありがとうございました。来月７月からは、第53
期がスタートします。中城新会長はじめ新役員・地区委員の皆様、よろしく
お願いいたします。
例会のあとは、宴席が設けられ、ビンゴゲームなどで会場の一体感も生ま
れ、
会員各位の１年間の労をねぎらうのに相応しい和やかな場となりました。
L.和田正彦
L.小林久次郎
L.渡辺昌祺
L.村上義徳
L.上田正昭
2016−2017年
マイルストーン・シェブロンアワード贈呈

Ｌ.坪根

正晃

アクティビティ・レポート
信州あいさつ運動
４月11日
（火）
７:30〜8:00

市民奉仕・環境保全委員長

Ｌ.小林

一彦

長野市内の小学校へお邪魔して、長野県青少年育成県民会議が推
進する「信州あいさつ運動」（大人が子どもにあいさつすることで
子どもを元気づけ、地域ぐるみで子どもの育ちを応援する運動）に
参加してきました。
（当クラブ関係者7名参加）
「信州あいさつ運動」の取組の考え方としては、
大人があいさつをしなくなり、子どもへの声かけ事件等の影響もあ
り、子どもがあいさつをしなくなっています。
⑴ 無理せずに、できる地域で、できる人で、できるやり方で運動を展開
⑵ まずは家庭から、まずは大人から子どもへあいさつする
はじめは、子どもがあいさつを返してくれないかもしれなせんが、
あいさつをし続けることで、きっと子どももあいさつをしてくれるよ
うになるでしょう。
〔信州あいさつ運動HP（http://himawari-nagano.jp/aisatsu.html）より抜粋〕

あいにくの雨模様の肌寒い朝でしたが、登校してくる児童の皆さん一人一人に声を掛けると、寒さを吹き飛ばすような
元気な声で「おはようございます！」のあいさつが返ってきました。私たちも、児童の皆さんから今日１日の元気をもら
いました。ありがとうございました。

2R 環境保全活動
５月27日
（土）
７:30〜8:30

市民奉仕・環境保全委員長

Ｌ.小林

一彦

334-E地区2R「環境保全の日」の活動が、長野市の千曲川河川
敷（屋島橋）にて行われました。
（当クラブ関係者13名参加）
毎年実施されている2R合同の活動であり、今年も2R各クラブの
皆様をはじめ、ガールスカウトの皆様、近隣の中高校の皆様にも参
加していただき、河川清掃活動を実施しました。
河川敷のエリアのみならず、運転中に空き缶などが捨てられやす
い堤防道路わきの草むらも実施範囲とし、多くの空き缶、ゴミを集
めることができました。
参加された皆様、早朝よりお疲れ様でした。

春のゴミゼロ運動
５月28日
（日） 9:00〜10:00

市民奉仕・環境保全委員長

Ｌ.小林

一彦

クリーン長野運動推進本部が主催する「春のゴミゼロ運動」に参
加しました。
（当クラブ関係者15名参加）
秋葉神社にて、加藤市長のご挨拶などお聞きしたあと、長野市か
ら指定のゴミ収集時間「9時53分」
（ゴミ・ナイ(ン)）まで、それ
ぞれ担当エリアのゴミ拾いを行いました。
参加された皆様、お疲れ様でした。

加藤市長と一緒に！

334複合年次大会から
６月11日
（日） ライオンズクラブ国際協会334複合地区

「第63回
2016〜2017年

年次大会in長野」

松本市キッセイ文化ホール

334複合地区スローガン「100周年にウィ・サーブ

つなげよう未来へ」

334複合地区中部８県より、会員2200人余が参加し、
ライオンズクラブ発足100周年の節目を祝いました。
当クラブからも、10名が参加しました。
＜代議員＞
L.北村倢一、L.中城秀樹、L.竹内伊吉、L.三浦靖雄、
L.中島英明、L.駒津 敏、L.小山卓延
＜一般＞
L.上田正昭、L.渋谷一男、L.増田隆雄
〔８つの複合地区〕
日本のライオンズは、地域によって以下の８つの複合地区に区
分けされています。
〇330複合地区…東京都、
神奈川県・山梨県・伊豆大島、
埼玉県
〇331複合地区…北海道 ― 道央、道北・道東、道南
〇332複合地区…青森県、岩手県、宮城県、福島県、山形県、
秋田県
〇333複合地区…新潟県、栃木県、千葉県・神津島、群馬県、
茨城県
〇334複合地区…愛知県、岐阜県・三重県、静岡県、
富山県・石川県・福井県、長野県
〇335複合地区…兵庫県 ― 東、大阪府・和歌山県、
滋賀県・京都府・奈良県、兵庫県 ― 西
〇336複合地区…愛媛県・香川県・高知県・徳島県、
岡山県・鳥取県、広島県、山口県・島根県
〇337複合地区…福岡県・対馬・壱岐、大分県・宮崎県、
長崎県・佐賀県、
鹿児島県・沖縄県、熊本県

〔334複合地区について〕
長野県334-E地区は、
「ライオンズクラブ国際協会 334
複合地区」に所属し、内訳は以下のとおりです。
（カッコ内は、2017年3月末現在の会員数）
〇334-Ａ地区
（6,976名）……愛知県
〇334-Ｂ地区
（4,798名）……岐阜県・三重県
〇334-Ｃ地区
（3,513名）……静岡県
〇334-Ｄ地区
（6,008名）……富山県・石川県・福井県
〇334-Ｅ地区
（2,710名）……長野県
334複合地区全体では、
430クラブ、
会員数約2万4000名。
年次大会は毎年地区持ち回りで、今回は松本で開催。

神秘的な色彩に魅了！〜アイスランドでオーロラ撮影成功〜
L. 竹内

伊吉

今年2017年１月、長年待望でありまし
たオーロラ撮影に、
成功しました。
場所は、
南アイスランド、ホテル・ラキ屋上。
夜10:30頃、満天の星空にオーロラが出
現、幸運にも恵まれ撮影することができま
した。
オーロラは、太陽から出たプラズマが地
球の北極と南極を両端とする磁力線に引か
れて降下する際に、大気中の酸素イオン、
水素イオンなどと衝突して発光するといわ
れており、虹の色とはまったく異なり、こ
の神秘的な色が出るのだそうです。
なお、
「神秘的な色彩に魅了」アイスラ
ンドでオーロラ撮影成功、という同じタイ
トルで、産経新聞にも取り上げていただき
ました。

５月11日
（第一例会）

ドネーション

L.中城秀樹
5,000円
誕生祝い、ありがとうございます。

３月11日（第一例会）
L.北村倢一
5,000円
清水和音コンサート、満員御礼祈願！
L.徳武好春
中島幹事、がんばってください。

1,000円

L.伊藤 博
3,000円
会報第３号、
制作担当させていただきました。
合計

9,000円

L.安藤邦雄
5,000円
誕生祝い、ありがとうございます。
L.田中博明
3,000円
誕生日プレゼントありがとうございます。４
月生まれです。
L.竹内邦雄
誕生祝い、ごちそうさまです。

3,000円

合計

L.宮下正典
10,000円
３月３日に次女が誕生しました。孫でなく娘
です。がんばって働きます。

５月25日
（第二例会）

L.駒津 敏
初スピーチで緊張しました。

2,000円

L.内田秀樹
2,000円
誕生日のお祝いの品、いただきありがとうご
ざいます。

L.小林久次郎
10,000円
健康で出席できましたこと、感謝申し上げま
す。

L.北村倢一
10,000円
年次大会でクラブアワードを取れず、お詫び
申し上げます。

合計

100円
32,100円

合計

65,000円

６月８日（第一例会）
L.上田正昭
5,000円
第52期事業委員会三委員会の皆様、たいへ
んお世話になりました。

４月27日（第二例会）

L.竹内邦雄
3,000円
I.T.Cコンペ、腰痛でドタキャンしました。

L.村上義徳
5,000円
業界の事例発表会で、社員が最優秀賞になり
ました。

L.駒津 敏
3,000円
本日の例会は、各委員長さんのお力で大成功
でした。ありがとうございました。

L.上野 仁
10,000円
余り事が多くて、クラブ例会に出席できず、
申し訳ございません。

L.伊藤 博
3,000円
誕生日祝いをいただきました。ありがとうご
ざいました。

L.三浦靖雄
30,000円
母の葬儀には、皆様のご厚情ありがとうござ
いました。
L.竹内伊吉
10,000円
『神秘的な色彩に魅了！』という見出しで、
私がアイスランドで撮影に成功したオーロラ
の写真が新聞に掲載されました。
L.小口範夫
3,000円
誕生祝い、ありがとうございます。
L.眞田法海
3,000円
誕生祝い、ありがとうございます。
L.上田正昭
5,000円
長期間お休みさせていただき、ご迷惑をお掛
けしました。
L.北村倢一
40,000円
上越中央ライオンズとの懇親ができました。
（ビール代、上越中央ライオンズとの懇親会
の費用をドネーション）
合計

106,000円

合計

149,000円

L.三浦靖雄
30,000円
皇居で叙勲を授与されました。「旭日双光章」

L.坪根正晃
３月の誕生日
ます。

★ファイン

89,000円

L.前田裕子
5,000円
今日、新車の大型バスが２台納車になりまし
た。

L.高田 茂
10,000円
敬老会員になりました。これからも頑張りま
す。

L.鹿熊 彰
10,000円
１．次期役員候補、無事承認ありがとうござ
います。
２．お誕生祝、ありがとう。
３．清水和音コンサート、ありがとう。

お花のドネーション

26,000円

L.前田裕子
3,000円
誕生日プレゼント、ありがとうございます。
3,000円
プレゼントありがとうござい

L.宮下正典
10,000円
北村会長はじめ、52期八役・地区委員の皆
様、お疲れ様でした。新八役・地区委員の皆
様、よろしくお願いいたします。

日本経済新聞長野支局 宮内禎一様 10,000円
講師御礼分をドネーションいただきました。

３月23日（第二例会）

L.小山卓延
2,000円
スピーチの機会をいただき、ありがとうござ
います。

L.坪根正晃
5,000円
I.T.Cコンペと６月例会を欠席となりました。
出席委員長を務めさせていただいた１年間、
ご協力ありがとうございました。

合計

14,000円

６月15日
（第二例会）
L.北村倢一
20,000円
最終例会、１年間ご協力ありがとうございま
した。中城次期会長に引き継ぎます。
L.若林秀幸
10,000円
一年間ありがとうございました。
最後のお務め、欠席で申し訳ありません。
L.三浦靖雄
5,000円
第三副会長として、無事本日を迎えました。
ありがとうございました。
L.駒津 敏
5,000円
一年間テーマ̶として貴重な経験をさせてい
ただきました。ありがとうございました。
L.眞田法海
5,000円
皆様のお陰を頂戴し、目的を達成でき、うれ
しく思います。ありがとうございました。

編集後記
１年は早いもので、52期最終号の
発行となりました。
例年ですと最終号は期の最後の例
会の６月第二例会に発行・配布して
おりましたが、今回は第二例会「新
旧役員歓送迎例会」までを掲載した
ために、発行が６月末、配布が７月
第一例会となりましたこと、ご了承
ください。
今期１年、各委員長Ｌを始め皆様
のご協力をいただき、ここまでやっ
て来れました。特に副委員長の伊藤
Ｌには、紙面の構成・制作から印刷
まで、２号からの２頁増ページによ
る費用増も顧みずに協力いただきま
した。
お陰様で、各号充実した会報が発
行できたと思っております。ありが
とうございました。

編集委員長

L．竹内

伊吉
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