本日の行事予定 (2014 年 6 月 27 日)
第 2974 回
≪納 会≫

先回の記録（例会）
第 2973 回 ’14 年 6 月 20 日（金）
≪クラブアッセンブリー≫
ロータリーソング 「日も風も星も」
ソングリーダー 寺島淳一君
会 員 総 数 67 名
5 月 30 日例会分訂正
出席免除会員 21 名
欠 席 会 員
20 名
本日出席会員 53 名
MAKEUP 会 員
12 名
本日の出席率 79.10％ 訂 正 出 席 率 95.24％
超 過 出 席 安江正博君、三谷栄一君、幅辰雄
君、加藤則之君、後藤務君、高木輝和君、伊藤哲
朗君、服部貴君、浅井彦治君、稲垣宏高君、寺田
晏章君、山田勝弘君、篠田廣君、八谷潤一君（次
年度第 2 回役員理事委員長会議）、佐藤雅彦（名
古屋東南ＲＣ）
会長挨拶
鈴木吉男会長
今日はあと 2 回だという
ので、舞い上がってるのか
なという感じがしており
ます。字が見えないので、
みんな眼鏡をかけろとう
るさいんですが…。サッカ
ーＷ杯で寝不足が続いてます。今日は 7 時から前
半は見てましたが、後半は会社へ仕事に行ってま
したから、「うそ言え」という言葉が出ましたが
（大笑）、その後は車でテレビを見ました。（相
手チームがレッドカードで退場のため）一人少な
かったのに同点でした。
2000 年に、アルゼンチンのブエノスアイレスで
ＲＩ国際大会があり、その時初めてブラジルへ行
きました。地球の裏側で大変な苦労して行ったと
いう記憶があります。浅井彦治君や伊藤幸蔵君、
伊藤哲朗君と向こうで会って、私が泊まったホテ
ルよりよほどひどかったのか、ロータリーから紹

介されたホテルで 3 割ほど安かったと聞きました。
あまＲＣと津島ＲＣの会長さんも来ておられ、一
緒に食事をさせていただきました。日本食でした
が、ワインを津島ＲＣのメンバーがほとんど飲ん
でしまって、たいへんなお金を使わせたという記
憶があります。
2 回目は地区青少年交換委員会で行きました。
世界には７つのＲＩ事務局があり、ブラジルにも
あります。地区の青少年交換の全体会議がブラジ
ル・サンパウロで行われました。我が地区の青少
年交換委員会にも招待状がきており、誰も行かな
いのでおっちょこちょいの私が一人で向こうへお
邪魔しました。びっくりしたのは、サンパウロの
飛行場についた瞬間に英語が通じない。飛行場を
ウロウロしてやっと行き場所がわかってバスに乗
りましたが、町の中は大変な混雑でした。
サンパウロには 4 日ぐらいいて、毎日 8 時ごろ
になると向こうのメンバーが呼びにきまして、車
でロータリアンの家に行くんですね。そこで毎日
宴会がありました。言葉が通じないので酒だけ飲
んでいれば心が通じるだろうと思って、ワインを
目いっぱい飲みました。たまたまおばあさんがい
らっしゃいまして、意気投合してワインを酌み交
わしました。それが毎晩続いたという思い出があ
ります。ブラジルの人たちは本当に陽気で、遊び
には長けていると感じました。
来年またブラジルでＲＩ国際大会があります。
また行こうかどうか迷ってますが、1 年間かけて
ゆっくり考えようと思います。

幹事報告
寺島淳一幹事
1. 本日は、クラブアッセ
ンブリーです。役員・
理事・委員長の皆様、
宜しくお願い致しま
す。なお、発表原稿は
来週火曜日の午前中
までに事務局にメールでお願いします。
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2. 中部電力㈱津島営業所の山田彰博（やまだあきひ
ろ）さんと、
㈲ノキハの服部則仁(はっとりのりひと)
さんから入会の申し込みがありました。山田彰
博(やまだあきひろ)さんの推薦人は鈴木吉男会長
と私です。服部則仁(はっとりのりひと)さんの推薦
人は浅井賢次君と高木輝和君です。6 月 13 日
(金)の理事会で承認されました。推薦に対して
ご異議のある方は本日より 7 日以内に理由を
記載した書面を、事務局まで提出して下さい。
異議のない場合は 6 月 27 日(金)の納会にゲス
トとして出席いただき、7 月 4 日(金)の次年度
初例会で入会式を行います。
3. 本日午後 6：00～、クラブ広報委員会が「朝日
寿し」にて開催されます。
4. 6 月 21 日(土)午後 5：30～、「2014～2015 年
度西尾張分区第 1 回会長・幹事会」が一宮の「末
木(すえき)」で開催されます。安江正博会長エレ
クトと野々山勝也幹事エレクトが出席します。
5. 6 月 26 日(木)午後 6：00～、
「今年度最終役員・
理事・委員長会議」が「魚しま」で開催されま
す。
6. 次週 6 月 27 日(金)は納会です。ゴルフ部会の
会長杯の発表も併せて行います。
以上です。よろしくおねがいします。

ニコボックス報告 第 2973 回分
水野人志ニコボックス委員
山田公男様（朝日寿し） 父
の葬儀には大変お世話になり
ました。
鈴木吉男会長、伊藤哲朗副会
長、寺島淳一幹事 ①本日は
クラブアッセンブリーです。
役員・理事・委員長の皆様宜
しくお願いします。②本日の例会が終わりますと
あとは納会のみとなりました。ニコニコ!!
浅井賢次君 ①服部昭三先輩の所へお見舞いに行
って来ました。至極元気で、皆さんによろしくと
のことでした。②いよいよ最終回に近づいて参り
ました。1 年は早いものですね。③会長からエア
ーズロックの話をして頂き、山本鐡彦君の奥様、
山本保子さんと一緒に登ったことが思い出されま
す。
加藤泰一郎君 本日の例会はクラブアッセンブリ
ーです。よろしくお願いします。
坂井裕君 昨日のゴルフ会で優勝しました。
余郷利彦君 昨夜はゴルフ会の納会でした。大変
楽しく出席いたしました。
野々山勝也君 坂井さん、優勝おめでとうござい
ます。
浅井彦治君 ゴルフの幹事、ありがとうございま
した。
鶴見治貞君 本日、新商品「入魂」が中日新聞に
のりました。

河西あつ子君 ①浅井親子様にお世話になりまし
た。②本日のクラブアッセンブリー、よろしくお
願いいたします。
篠田廣君 寺田晏章さんにお世話になりました。
宇佐美三郎君 神社でホタルも飛んでいます。是
非来て下さい。
岡本康義君 ①久しぶりに出席させていただきま
す。②高木さんにお世話になりました。
佐藤雅彦君 今日も元気にがんばります。
根崎健一君、八谷潤一君、児玉昭君、小林啓子君、
幅辰雄君、住田正幸君、水野憲雄君、伊藤幸蔵君、
水野人志君 ウィークリーに写真が載りまして。
矢田潔君、生田達一君、野々山勝也君、後藤務君、
水野人志君、松崎安孝君、田中正明君、相羽あつ
子君、稲川明俊君、山本達彦君、杦田勝彦君 そ
の他。
≪クラブアッセンブリー≫
米山奨学委員会 山本達彦委員長
1. 普通寄付金 5,000 円/人の
取り組みは予定通り実施
しました。
2. 米山功労者には、新たに水
野憲雄君にお願いするこ
とができました。また山本
も申込みさせていただき
ました。ありがとうござい
ます。
3. 今年度、本クラブにてお世話させていただいた
マルディス君につきましては、毎月第二例会に
出席してもらう以外に以下のような報告をい
たします。
1）2013/5/9 カウンセラー・クラブ委員長・
世話クラブ合同説明会兼米山奨学生オリエン
テーション。
2）2013/7/12 マルディス君歓迎カラオケ大会。
3）2013/7/27 津島市国際交流協会の席をお借
りして尾張津島天王祭にマルディス君を招待。
ジャパニーズエインシェントトラディッショ
ナルサマーリバーフェスティバルを堪能して
いただく。
4）2013/7 大嶽部屋名古屋場所打ち上げにマ
ルディス君を招待。ラマダン力士大砂嵐と盛
り上がる。
5）2013/9/12 地区米山奨学委員長会議。
6）2013/10/17 米山奨学生カウンセラー研修会。
7）2014/1/1 マルディス君を拙宅に招待し、
おせちとお神酒で新年を祝う。津島神社に初
詣後皆でカラオケにて歌い初め。
8）2014/3/8 米山奨学期間終了者歓送会、指
導教員感謝の会。
9）2014/4/25 マルディス君歓送カラオケ大会。
以上でございます。
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年交換の 3 つです。
津島ＲＣの素晴らしい活動としては 13 年続いて
いる「天王子ども塾」で、小学生の頃から地域を
愛し活動することを推奨しております。あま市の
会員増強委員会 松崎安孝副委員長
教育次長（現・南小学校長）の浅井厚視先生、天
当初目標でもある新入会
王文化塾等いろんな方に支えられながらやってま
員の純増 2 名を目標に、3
いりました。今年度は 8 月 10 日に 36 名の参加で
名の新入会員を迎えること
「キャッスルワールド・信長探検隊」というタイ
ができ、また、当該年度の
トルで清洲城に行き、城や歴史の勉強をしました。
入会には至らなかったもの
今年度最後ということで一生懸命やったつもりで
の新年度早々に新たに 3 名
すが、次年度もまたやるということです。大学の
の会員を迎えられそうです。 教育実習生も学生ボランティアとして参加いただ
しかしながら、多くの退会
いております。
者、また、お亡くなりになったメンバーもみえ、
青少年交換は、ジェッシー君が昨年 8 月にまい
結果的には純増に至らなかったのは大変残念です。 りました。
来月 25 日に帰国するということなので、
次年度以降も、増強も大切だと思いますが、何よ
まだ終われません。そして私はカウンセラーです
りも退会される方をいかになくすか、そんなこと
ので、彼をきちっとフォローしていきたいと思っ
が今後の重大な課題だと考えています。至らない
ております。歓迎会や誕生パーティもやり、三者
委員長でしたが、1 年間ありがとうございました。 懇談会もやりました。留学生を預かるのはいかに
(文)山勝、代読松崎。以上です。
難しいか、あるいは地域でどう関わったらよいか、
非常にいい勉強をさせていただきました。津島Ｒ
社会奉仕委員会 田中正明委員長
Ｃでホストファミリーがいませんでしたので、本
1 年間ご協力ありがとうご
当に申し訳ないのですが今藤井さん（名駅ＲＣ）
ざいました。図書の寄贈、津
のところでお世話になっています。その前は成田
島駅と勝幡駅の時計塔に信長
さん（成田浩規君の実家）、その前は横井さんの
に関わる銘板を設置、近代海
お世話になりました。成田浩規君が 7 月 18 日にカ
部郡誕生 100 年事業、この 3
ナダから帰国し、25 日にジェッシーくんがカナダ
本を軸に活動させていただき
へ帰国します。その間に歓送会をやりたいと思い
ました。市民団体の皆様や教
ますので、ぜひご協力願いたいと思います。
育関係の方々、行政の方にも
最後に、インターアクトクラブの設立に向けて、
いろいろお手伝いいただいた
次年度につなげようと思います。幸運にもジェッ
り、市民目線で事業を行うこ
シー君が津島東高校にお世話になりまして、非常
とができたのではないかと思います。もう少し環
に高校生が国際感覚にというか、興味を持ってい
境に配慮した事柄、事業に生かすことができれば
ただきボランティア部もありました。こんな素晴
良かったかとも思います。ボーイスカウトに関し
らしい学校はあまりなく、一生懸命やるとおっし
ては協力、支援依頼がなかったものですから、や
ゃっていただいたようですので、次年度以降もう
りませんでした。
まくやっていただけるといいと思います。
会長―早退される方…、会員増強委員会どうぞ。

（そんな特権があることは知りませんでした
－松崎）

会長―再来年あたり、ボーイスカウトのジャンボリ

会長―今年度の青少年交換は治安が悪いのでブラジ

ーが山口県であるようで、その時にロータリ
ーへの援助の要請があると聞きました。ボー
イスカウトを作ったときにロータリーが深く
関わっておりました。

ルとはやっておりません。サンパウロには 2
つの地区があり、1 つの地区で 50 人くらい
送り込んでいます。来年、サンパウロでＲＩ
国際大会がありますが、何も問題が起こらな
いように開催されればいいと思います。

新世代委員会
次年度からは青少年奉仕
という名に変わります。
未来
を担う青少年を様々な活動
を通して、
将来のリーダーを
育成するという、
人づくりに
役立つ委員会だと思ってお
ります。
高校生にはインター
アクト、18～30 歳まではロ
ーターアクト、
もう一つ青少

加藤則之委員長
職業奉仕委員会 河西あつ子委員長
1 年間本当にお世話になりま
して、ありがとうございました。
変わったことはやらないほう
がいいんじゃないという委員
の皆様方の総意のもと、唯一
「四つのテスト」を作っていた
だいて例会場に掲示し、皆さん
に見ていただいております。先
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日亡くなられた山田清三さんがメンバーでしたし、 会長―Ｒ財団の「夢計画」として 3 年間やってまし
よく委員会で一緒になることが多かったので、大
たが、今年度から世界中のロータリーができ
るようになりました。それまで 3 年間はパ
変残念に思っております。各々のロータリーの
イロット地区として世界 100 ヵ地区が選ば
方々が職業を通して奉仕の精神でやるということ
れてやっておりました。第 2760 地区も選
が一番基本かなと思います。
会長―女性がロータリーに入ったのは 1991 年ご
ろです。カリフォルニア州の最高裁までロー
タリーが訴えられたという事実があります。
女性差別はダメだということで決まりまし
た。それからロータリーが女性会員を入れる
と決議されたそうです。

国際奉仕委員会 幅辰雄副委員長
2013 年 10 月、姉妹クラブ台北
滬尾ＲＣに 14 名が訪台し、2014
年 3 月に台北滬尾ＲＣから 24 名
が訪日され木曽路で歓迎会を開
催致しました。
2014 年 4 月、台北滬尾ＲＣの
創立 8 周年記念例会に 13 名が訪
台し、親睦、親善を深めること
ができました。
地区ＷＣＳには地区一括事業費のため 10 万円
を拠出し、ベトナムのクアンビン省ティエンフォ
ア市キンチャウ村幼稚園の校舎を建設しました。3
月にガバナー始め地区国際奉仕委員会のメンバー、
津島ＲＣからは鈴木吉男地区国際奉仕副委員長も
出席して引き渡し式を行いました。(『ロータリー
の友』6 月号 53 ページ参照）
巨大台風 30 号で災害を受けたフィリピンへの
義援金として 132,000 円をガバナー事務所へ送金
しました。これは会員の皆さんから募った義援金
と、例会食事費からの拠出です。
6 月のＲＩシドニー国際大会で第 2760 地区のガ
バナーナイトが開催され、鈴木吉男夫妻が出席し
ました。
ロータリー財団委員会 浅井彦治委員長
皆様のご協力により、一般
寄付として会員一人 10,000
円、ポール・ハリス・フェロ
ー(1 名＄1,000)4 名の実績
が残せました。本当に感謝申
し上げます。
また、ロータリー活動に於け
る地区補助金事業も当地区
では定着してきているように思います。年度をま
たぐ計画で本委員会独特の役割ではありましたが、
前年度今年度の会長はじめとした連携でスムーズ
に運ぶことができました。重ねて心から深く御礼
申し上げます。

ばれて実験の段階でやりました。財団が各ロ
ータリーにお金を戻そうということで始ま
っております。今年使えるのは 3 年前に地
区が財団本部におさめただいたい半額が地
区におりてきますので、津島ＲＣが 3 年前
に地区財団におさめた金額の半額が 3 年後
に使われる金額になるというわけです。（補
助金事業申請の）締切が 2 月頃ですので、
まだ決まってない状態で事業を進めていか
なければならないという難しいことになっ
ているんですが、最近ようやくそのシステム
がわかってきたのかなと思います。せっかく
我々が出したお金を使うのですから、きちん
と事業計画をだして使うのがベターかと思
います。これから財団の重要性がどんどん高
くなっていくのではないかと思います。

加藤泰一郎クラブ奉仕委員長
クラブ奉仕委員会は、この
1 年間各委員会の委員長様に
はいろいろと活躍を賜り、心
から厚くご御礼申し上げます。
さて、各委員会の皆様には
それぞれの委員会の役割及び
運営に多大な努力をいただき、
当クラブの事業を推進発展につながりました。奉
仕委員長としましては、皆様のご期待にお答えす
るほど役割をすることができませんでした。当ク
ラブのいろいろな行事を行う上には皆様のご協力
がありましたので、役目を終えました各委員会を
統括するクラブ奉仕委員会は満足するものと思い
ます、またロータリアンとして良かったです。
親睦活動委員会 八谷潤一委員長
クリスマス家族会とバス
旅行家族会は、会員の親睦
は勿論のこと、家族間の交
流を念頭に入れた設営を心
掛けました。クリスマス家
族会は年々参加人数も増え
て各ご家族の年中行事にま
でなってきた感があります。
バス旅行家族会については
お子様の参加者が少なくて残念でしたが、食事が
美味しかったとの声をいただき、前もって試食を
したかいがありました。1 年間、メンバーの皆様
に楽しんでいただけるよう活動を行ったつもりで
すが、至らぬ点もあったかと存じますが、1 年間
ご協力ありがとうございました。
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ロータリー情報委員会 住田正幸委員長
直近の会長経験者であ
ります私と、寺田氏、篠田
氏の 3 人で構成されており
ます。新入会員の方々がロ
ータリーを認識していた
だいて、たくさんの事業が
できるといいなと思って
おります。親睦が第一で、
仲間があってこそ事業が
できると思いますので、仲間を作ることが必要だ
と思います。
3 月 28 日に会員増強委員会と合同で、
新入会員の吉田君、杦田君、佐藤君、飯村君の 4
人を迎え全 18 名の参加で委員会を開きました。鈴
木会長によるロータリーにおける薫陶を受けまし
て、ロータリーを理解いただいて一人もやめるこ
とのないようやっていきたいと思います。どうも
ありがとうございました。
会場委員会 服部貴委員長
会場委員会は「楽しい例
会」を目標に実行してきまし
た。１年間が終了し、委員会
のメンバーには感謝の気持
ちでいっぱいです。またスト
レッチ体操、ソングリーダー
もこころよく引き受けてく
ださり、感謝感謝です。ささ
やかな記念品を用意しました。 横井知代さんに
は１年間ピアノ演奏をしていただき、本当にあり
がとうございました。

と思いますが、まだ 1 回ありま
すので、本当のところは申し上
げません（笑）。
実際にやらせていただいて、
財政が苦しいのはいろんな問
題が起きるなと、家族会とか経
費を節約しておりましたが、せ
っかく行くんですからおいし
いものが食べて楽しい家族会だったと思っていた
だくのが一番大事かな思います。言えばその責任
が自分に戻ってきます。私に委員会構成の相談が
あって組んだわけではないんですが、委員会メン
バー全員に本当によくやっていただきました。
浅井賢次Ｓ.Ａ.Ａ.
1. 1 年間大過なくＳＡＡの
お役を全うさせていただ
き感謝しております。鈴
木会長始め理事・役員、
また全会員の皆さんか、
たのご協力があったれば
こそと思っております。
2. ＲＣの気品と風紀を守り、例会も楽しく魅力が
あり、私語も全くなく、本当に素晴らしい 1 年
でした。
3. このようなロータリークラブに所属し、生き甲
斐であるＲＣを愛し、一生現役でありたいと望
んでおります。
Ｓ.Ａ.Ａ.としての 1 年間にご協力を感謝し、ここ
ろより厚くお礼を申し上げます。
会長―山勝さんが来てるからやってもらえ。

クラブ広報委員会 伊藤基委員長
クラブ広報委員会では毎週
発行の Weelky 担当者を月別に
委員会メンバーで振り分け、
各委員さん皆さんの協力で順
調に進めることができました。
それと事務局には大変お世話
になり、この場を借りてお礼
申し上げます。また本年度か
ら Weekly は白黒となり、印刷経費も大幅に削減で
きたと思います。それと会員同士の情報交流を深
めるために本年度から立ち上げた Facebook を利
用した津島ロータリークラブのグループは、あま
り活発な活用もなく終わってしまい反省すべき点
となり、次年度での活用を期待したいと思います。
ニコボックス委員会 余郷利彦委員長
1 年間、本当にありがとうございました。あと 1
回残すだけとなりまして、当初 300 万円という目
標ですが、会員が減っておりますのでなんとか頑
張ろうということで、どうにかクリアできるとこ
ろまでまいりました。もう少しいい数字になるか

山田勝弘委員長
（松崎副委員長に発表していた
だきました）1 年間ありがとう
ございました。

会員増強バッジ→

その他

伊藤哲朗副会長

故・山田清三君夫人と、ご長
男の公男様が、お父様の会葬
のお礼に来られました。
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青少年交換だより
6 月 21 日、カナダに留学中のの成田浩
規君から 5 月のマンスリーレポートが届
きました。

ロータリーニュース（6 月 4 日）
シドニー大会のハイライト

学校の状況
5 月末に高校 2 年生としてのカナダでの教育課
程が終了しました。前期と同じように期末テスト
を受けたのですが、今回は先生がカナダでの単位
は必要ないからまじめに受けなくて図書館でテス
ト中待機していてもいいと提案してきたので、そ
れに甘えもう一人の留学生のフィリペと一緒に図
書館でテストが終わるまで待機しました。
こちらの学校は日本の高校と比べると夏休みが
かなり長く、補習もありません。日本の親たちは
家族みんなで一緒に夕ごはんが食べられないほど
遅くなって家に帰ることがあると友達に教えたら、
日本人はクレイジーだと冗談交じりに言われまし
た。特に仕事時間の長さに驚いたようで、逆に日
本製品の質がしっかりしているとも感心していま
した。
ところでもう一人の留学生であるフィリペの進
学先として、バンクーバーにある音楽専攻大学の
1 年コースというところに決まったそうです。こ
れに乗じて浩規もカナダの大学に来ないかいと友
達に誘われましたが、高専の事情によりそれは不
可能だということを話したらすごく残念がってい
ました。
ホストロータリークラブとの関係
5 月中旬に 10 日間のカナダ横断旅行に行きまし
た。毎年この地区の留学生が有志で参加するもの
で、他の旅行と被ってしまって来られない 2 人を
除き 18 人が参加しました。旅行はムースジョーと
いう市から始まり、ブリティッシュコロンビア州
の境まで行きました。主にロッキー山脈を観光し、
恐竜博物館、乗馬、ボート等を体験し、ゴンドラ
で山に登ったりし
ました。ipod をホ
テルに忘れてしま
うなどのハプニン
グもありましたが、
全体を通してすご
く楽しかったです。
その他近況
英語ですが、カナダに来た
当時に比べるとずいぶんと
良くなりました。最近は友達やロータリーの方々
によく上手になったねと言われます。もちろんネ
イティブのひとと同じように話すことはできませ
んが、日常生活には全く困らないほどのレベルに
はなっていると思います。

6 月 4 日に閉幕したロータリー国際大会。4 日間
にわたりシドニーの街をにぎわせた今大会は、3
つの世界記録を残しただけでなく、ポリオ撲滅を
大きく後押しするものとなりました。
大会直前、5 月 30 日に行われたポリオ撲滅支援の
ためのシドニーのハーバーブリッジ登頂イベント
に、世界中から集まった 340 人が参加。2011 年に
人気司会者のオプラ・ウィンフリーさんがファン
とともに打ち立てた記録を塗り替え、世界新記録
を打ち立てました。さらに、橋に登った参加者ら
が 278 カ国の国旗を掲げ、「一つの橋の上に掲げ
られた国旗の数（most flags flown on a bridge」
でギネスに認定されました。（中略）
これらの快挙に続き、さらに大きいニュースが
大会を盛り上げました。6 月 1 日、オーストラリ
アのトニー・アボット首相がロータリーのポリオ
撲滅キャンペーンに 1 億ドルの支援を提供するこ
とを発表。さらにその 2 日後には、Chrome Group
副会長のエメカ氏が、ロータリー財団にポリオ撲
滅を目的とした 100 万ドルを寄付することを発表
しました。ナイジェリアでロータリーのポリオプ
ラス大使を務めるエメカ氏は、「大勢の友人やク
ラスメートがポリオの犠牲になった」という自身
の体験を紹介した上で、ポリオ撲滅への固い決意
について語りました。

7 月のメニュー
7 月 4 日(金)
7 月 11 日(金)
7 月 18 日(金）
7 月 25 日(金）

割子弁当
上ちらし寿司
ハヤシライス
上鰻丼

7 月の例会変更
クラブ名
名古屋北 RC
名古屋空港 RC
名古屋城北 RC

日
7/25
7/28
7/29

曜
サイン受付
金 名古屋東急ホテル
月 キャッスルプラザ
火 栄東急イン

次回例会
第 2975 回 ’14 年 7 月 4 日（金）
≪新年度初例会≫
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