
    

    

                                                                                    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

今日今日今日今日ののののロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング    

『『『『    里里里里のののの秋秋秋秋    』』』』    
    

                                                        
みなさんこんにちは。本

日は待ちに待ったガバナー

公式訪問です。 

本日のお客様は、国際ロ

ータリー第2650地区ガバナ

ー富田謙三様同じく、ガバ

ナー補佐荒木一寿様同じく、

新世代担当副幹事宮井宏明

様遠いところありがとうございました。先ほどは懇談会で運営方法等

ご教示ありがとうございました。後ほどガバナーアドレスよろしくご

指導の程お願いします。 

10月3日、福井県下のロータリアンが一同に集う、インターシティ・

ミーティング(略して1.M.)に当クラブより16名が参加致しました。本

日お見えのガバナーも教育界に身を置いておられるということですが、

『そだてよう、人』のテーマで開催されたIMの講演会の講師も小学校

の先生、岩堀美雪さんで、『子ども達が、自分のことを大好きになる

ために!』の演題で、パーソナル・ポートフォリオのことなどを熱心に

語りかけ、みんなに感動を与えたと思います。最後には母親のことを

歌にまでして、本当に心に染み込む内容でした。講演も『生きる証を

探そう』の一途さんのライブも、自分を大切にし、生きていくことの

価値を訴えていたのだと思いました。本当にいい講演で、聞けて良か

った、また、心のこもった懇親会のごちそうや、おもてなしに主催の

福井ロータリークラブの皆様に、感謝の気持ちで一杯になって帰って

参りました。 

次のIMは、福井あじさいロータリークラブの担当と決まりました。丸

岡は4年後にまた順番が回ってきます。 

 
 

※ 福井ＲＣよりＩＭ参加の御礼状 

※ 富田謙三ガバナーより公式訪問の御礼状 

※ 地区財団補助金管理セミナー開催 

     11/21（土） 京都商工会議所にて 

※ ポールハリスフェローのメダルの有料化（＄15） 

※ 活動報告書＝福井南ＲＣ、大野ＲＣ 

   会 報  ＝福井北ＲＣ、福井南ＲＣ、大野ＲＣ 

※ 暴力追放福井県民福井大会への参加依頼 

※ ウイングカップソフトボール大会 協力への御礼状 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

第第第第１５１５１５１５４０４０４０４０例会例会例会例会    委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    （（（（１０１０１０１０月月月月７７７７日現在日現在日現在日現在））））    

【【【【出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会】】】】    

    

    
【【【【メーキャップメーキャップメーキャップメーキャップ】】】】    10/1510/1510/1510/15    池田会員池田会員池田会員池田会員、、、、西川会員西川会員西川会員西川会員（（（（福井福井福井福井ＲＣ）ＲＣ）ＲＣ）ＲＣ）    

【【【【ロータリーロータリーロータリーロータリー財団特別寄付財団特別寄付財団特別寄付財団特別寄付】】】】（入会順・敬称略） 

池田・林田（千）・林田（數）・北・下田・藤本・金・奥村・髙嶋・横山・林田（恒）・山下

下村・竹内・高尾・倉本・桑野・野尻・玉川・高山 

（本日59,000円 本年度累計238,000円） 

【【【【米山記念奨学会米山記念奨学会米山記念奨学会米山記念奨学会】】】】（入会順・敬称略） 

池田・林田（千）・林田（數）・下田・藤本・金・奥村・髙嶋・横山・林田（恒）・山下 

下村・竹内・高尾・倉本・桑野・野尻・玉川・高山 

                      （本日62,000円 本年度累計277,000円） 

 

【【【【ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱箱箱箱】】】】        

････････（順不同・敬称略） 

自祝金＝富田ガバナー・荒木ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐・宮井副幹事 

下田・・・富田謙三ガバナー様、荒木一寿ガバナー補佐様、宮井宏明新世代担当

副幹事様、本日はよろしくお願いします。 

奥村・・・富田謙三ガバナー様、荒木一寿ガバナー補佐様、宮井宏明新世代担当

副幹事様、本日はご苦労様です。 妻の誕生日を自祝して。 

池田・・・富田ガバナー遠路ご苦労様です。本日はよろしくご指導の方願います。 

中島・・・ガバナーをむかえて 

澤田・・・富田ガバナーをお迎えして。妻の誕生日を自祝して。 

林田（千）・・ガバナーをお迎えして。誕生日を自祝。 

小見山・・誕生日を自祝。又、ＲＣ公式訪問に富田ガバナー様をお迎えし、よろしく

御指導の程、お願いします。 

林田（數）・・冨田ガバナー、荒木ガバナー補佐、宮井副幹事を迎えまして。本日は

よろしくお願いします。 

石橋・・・誕生日を自祝。富田ガバナーをお迎えして。 

北・・・・・富田ガバナーをお迎えして。ご指導よろしくお願い致します。 

藤本・・・ 富田ガバナー、本日は遠路の所ありがとうございます。 

金・・・・・富田ガバナー御一行のご訪問を歓迎致します。 

髙嶋・・・富田ガバナーをお迎えして。 

横山・・・富田謙三ガバナー、本日は公式訪問ありがとうございます。 

林田（恒）・・ガバナー訪問ありがとうございます。 

下村・・・富田謙三ガバナーをお迎えして。よろしくお願いします。 

竹内・・・欠席が続きましてすいません。富田ガバナー御苦労さまです。 

髙尾・・・結婚記念日を自祝。富田ガバナー、ご指導ありがとうございます。 

倉本・・・富田ガバナー様、ご苦労様です。 

桑野・・・冨田ガバナー様、荒木補佐様、宮井副幹事。本日は公式訪問お疲れ様

でございます。 

野尻・・・富田ガバナー公式訪問。 

玉川・・・富田ガバナー様公式訪問御苦労さまです。よろしくお願いします。 

高山・・・富田ガバナー様公式訪問御苦労さまです。よろしくお願いします。 

竹澤・山下 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数 出 席 欠席届有 
欠席届

無 

ﾒｰｸｱ

ｯﾌﾟ 
出席率％ 

36 25 11   69.44 

本 日 の 合 計 本日迄の累計 前年度実績 

77,000円 549,400円 518,000円 

火曜日火曜日火曜日火曜日    
福井南福井南福井南福井南    繊繊繊繊 協協協協ビルビルビルビル８８８８FFFF    

勝勝勝勝    山山山山    市 民 活 動市 民 活 動市 民 活 動市 民 活 動 ｾﾝﾀｾﾝﾀｾﾝﾀｾﾝﾀ ｰーーー    

武武武武    生生生生    武生商工会武生商工会武生商工会武生商工会館館館館    

若若若若    狭狭狭狭    小小小小浜商工会議所浜商工会議所浜商工会議所浜商工会議所    

福井福井福井福井ﾌｪﾆｯｸﾌｪﾆｯｸﾌｪﾆｯｸﾌｪﾆｯｸｽｽｽｽ    ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ    

                            PPPPm6:30m6:30m6:30m6:30    点鐘点鐘点鐘点鐘    

水曜日水曜日水曜日水曜日    
福井北福井北福井北福井北    ホテルフジタフクイホテルフジタフクイホテルフジタフクイホテルフジタフクイ    

敦敦敦敦    賀賀賀賀    北陸銀行敦賀支店北陸銀行敦賀支店北陸銀行敦賀支店北陸銀行敦賀支店    

鯖江北鯖江北鯖江北鯖江北    鯖江鯖江鯖江鯖江ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ会館会館会館会館    

大大大大    野野野野    大野商工会議所会館大野商工会議所会館大野商工会議所会館大野商工会議所会館    

丸丸丸丸    岡岡岡岡    JAJAJAJA花咲花咲花咲花咲ふくいふくいふくいふくい    

                                        

月曜日月曜日月曜日月曜日    
福井東福井東福井東福井東        福井厚生年金福井厚生年金福井厚生年金福井厚生年金    

敦賀西敦賀西敦賀西敦賀西        ｻﾝﾋｻﾝﾋｻﾝﾋｻﾝﾋﾟ゚゚゚ｱｱｱｱ敦賀敦賀敦賀敦賀    

                                            PPPPm7:00m7:00m7:00m7:00点鐘点鐘点鐘点鐘    

県内県内県内県内クラブクラブクラブクラブ    

例例例例    会会会会    日日日日    

木曜日木曜日木曜日木曜日    
福福福福        井井井井    ユアーズホテルユアーズホテルユアーズホテルユアーズホテル    

武生府中武生府中武生府中武生府中    JAJAJAJA 越前越前越前越前たけふたけふたけふたけふ    

福井水仙福井水仙福井水仙福井水仙    神明神社神明神社神明神社神明神社    

                    Pm6:30Pm6:30Pm6:30Pm6:30 点鐘点鐘点鐘点鐘    

金曜日金曜日金曜日金曜日    
福井西福井西福井西福井西    グラントリアグラントリアグラントリアグラントリア    

三三三三    国国国国    三国観光三国観光三国観光三国観光ホテルホテルホテルホテル    

鯖鯖鯖鯖    江江江江    鯖江商工会館鯖江商工会館鯖江商工会館鯖江商工会館    

あじさいあじさいあじさいあじさい    リバージュアケボリバージュアケボリバージュアケボリバージュアケボノノノノ    

R.I R.I R.I R.I ＤＩＳＴＲＩＣＴＤＩＳＴＲＩＣＴＤＩＳＴＲＩＣＴＤＩＳＴＲＩＣＴ    ２６５０２６５０２６５０２６５０ＲＯＴＡＲＹＲＯＴＡＲＹＲＯＴＡＲＹＲＯＴＡＲＹ    ＣＬＵＢＣＬＵＢＣＬＵＢＣＬＵＢ    ＯＦＯＦＯＦＯＦ    ＭＡＲＵＯＫＡＭＡＲＵＯＫＡＭＡＲＵＯＫＡＭＡＲＵＯＫＡ    

http ://www.maruokahttp ://www.maruokahttp ://www.maruokahttp ://www.maruoka----rotary .comrotary .comrotary .comrotary .com     会長会長会長会長    下田重道下田重道下田重道下田重道    幹事幹事幹事幹事    奥村雅徳奥村雅徳奥村雅徳奥村雅徳    

N ON ON ON O ，，，， １ ５ ４ １１ ５ ４ １１ ５ ４ １１ ５ ４ １     

N ON ON ON O ，，，， １ ５ ４ ２１ ５ ４ ２１ ５ ４ ２１ ５ ４ ２     

    

平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年１０１０１０１０月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（水水水水））））    

ＲＩＲＩＲＩＲＩ２６５０２６５０２６５０２６５０地区地区地区地区のののの    

世界社会奉仕活動世界社会奉仕活動世界社会奉仕活動世界社会奉仕活動とととと今後今後今後今後    

平田好祐副委員長平田好祐副委員長平田好祐副委員長平田好祐副委員長（（（（福井福井福井福井ﾌｪﾆｯｸｽﾌｪﾆｯｸｽﾌｪﾆｯｸｽﾌｪﾆｯｸｽＲＣ）ＲＣ）ＲＣ）ＲＣ）    

次 週次 週次 週次 週 のののの例 会例 会例 会例 会         第第第第 １５４３１５４３１５４３１５４３ 回回回回     

今 週今 週今 週今 週 のののの例 会例 会例 会例 会         第第第第 １５４２１５４２１５４２１５４２ 回回回回     

    平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年１０１０１０１０月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（水水水水））））    

米山奨学生卓話米山奨学生卓話米山奨学生卓話米山奨学生卓話    

章章章章    政政政政    君君君君    

『『『『私私私私のののの研究研究研究研究テーマテーマテーマテーマとととと故郷故郷故郷故郷    杭州杭州杭州杭州についてについてについてについて』』』』    

創立創立創立創立    昭和昭和昭和昭和 53535353 年年年年 3333 月月月月 21212121 日日日日        承認承認承認承認    昭和昭和昭和昭和 53535353 年年年年 4444 月月月月 6666 日日日日    

下田会長下田会長下田会長下田会長    挨拶挨拶挨拶挨拶        

奥 村奥 村奥 村奥 村 幹 事幹 事幹 事幹 事     報 告報 告報 告報 告     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪≪≪≪地区大会地区大会地区大会地区大会のののの案内案内案内案内≫≫≫≫    

今年度の地区大会は型破りな、新しい時代の地区大会にします。家族同

伴でご家族には「都をどり」の観覧、会員には会議に出席して頂きその後、

花見園遊会を盛大に行いたいと思います。京都のすべての有名料亭の

屋台を出して、京料理と桜を満喫して頂きたいと思います。 

記念講演は王貞治氏を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丸岡ＲＣは１９７８年に創立し、昨年創立３０周年を迎え、今年は３１年目

という中堅クラブです。下田会長方針の「結束し、未来に向かおう！」と全

員で楽しいクラブづくり、例会をしようと提唱されています。会員増強、親

睦活動の充実、各委員会には全員が参加して協力をしようと呼びかけて

います。皆さん、会長の方針の通り今年一年間活動をしていただきたいと

思います。 

 本年１月、サンディエゴにて国際協議会に参加し、朝７時から夜１０時ま

で１週間、とてもハードなガバナー研修を受けてまいりました。世界には５

３５の地区があり、１２００余名の大規模な研修でした。 

 ジョン・ケニーＲＩ会長は「「「「ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの未来未来未来未来はははは、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの手手手手のののの中中中中にににに」」」」

と表明されました。ロータリーの未来はロータリアン一人ひとりの双肩にか

かっていると受け止めました。特に““““ロータリーロータリーロータリーロータリーはははは各各各各クラブクラブクラブクラブがががが最最最最もももも重要重要重要重要

であるであるであるである。。。。ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの要要要要はははは各各各各クラブクラブクラブクラブであるであるであるである。。。。私達私達私達私達がががが成成成成すことすことすことすこと、、、、達成達成達成達成

するするするすることのすべてはことのすべてはことのすべてはことのすべてはクラブクラブクラブクラブがらがらがらがら始始始始まるまるまるまる。。。。””””各クラブの自主性と重要性

を強調されました。ロータリーの未来はＲＩの本部で出来るのではなく、各

クラブで形成されるものです。 

 知性と道徳観念を備えた善良な人々が多く集まれば、一人でやるよりは

るかに大きな奉仕が出来るという理念の基にロータリークラブが結成され

ました。職業倫理にたけた人の奉仕集団です。一人ひとりの資質の向上

に努めることにより、より大きな奉仕の花が咲くものと期待を致します。植木

に水を与えるように、ロータリーの土壌の再構築が必要です。又、 時代を

担う青少年の育成も私達に課せられた責務です。２００９－１０年度は未来

のロータリーの礎を再構築する為の一年にしたい。ロータリーの未来はあ

なたの手の中にあります。世界の恒久平和を築くための礎となるロータリア

ンを育てたいと思います。それが強力なクラブ作り、ロータリーの輝かしい

未来を築き、社会に奉仕をすることにより、世界の恒久平和に繋がるもの

と信じます。基本理念に忠実でありながら、新しいものに挑戦することが発

展の秘訣です。 

 ロータリーの歯車は未来永劫に引き継がれ、廻り続けております。今年

度のテーマを『『『『育育育育てようてようてようてよう、、、、人人人人』』』』としました。職業奉仕については絶えず

≪四つのテスト≫を口ずさみ、道を外すことなく、この難局に立ち向かおう

ではありませんか。それがロータリーの未来を輝かしいものにすると信じま

す。天職である職業を通じて社会に奉仕をし、その輪を少しずつ、力強く

大きなものにしていくことが肝要だと思います。 

 今年度、ロータリーマニュアル編集委員会を新たに設置致しました。『わ

かりやすいロータリー』という小冊子を発行しました。非常に分かり易く、ロ

ータリーの全体が読み取れます。本年度当初に全員に購読して頂きたい

とお願いしました。ロータリーの知識を新会員だけでなく、全員に共有して

頂き、ロータリーの認識を深めていただきたいと思います。 

 2009-10 年度ＲＩの最重点事業は【【【【ポリオポリオポリオポリオのののの撲滅撲滅撲滅撲滅】】】】です。次に【【【【会員会員会員会員

のののの維持維持維持維持】】】】できれば１名の増員。【【【【飢餓救済飢餓救済飢餓救済飢餓救済】【】【】【】【識字率向上識字率向上識字率向上識字率向上】【】【】【】【超我超我超我超我のののの

奉仕奉仕奉仕奉仕】】】】の実践、【【【【親睦親睦親睦親睦のののの重要性重要性重要性重要性】【】【】【】【公共公共公共公共ののののイメージイメージイメージイメージ向上向上向上向上】【】【】【】【青少年青少年青少年青少年のののの

育成育成育成育成】】】】などです。 

 １０４年のロータリーを支えてきたのは何でしょうか？ひとつはロータリー

の理念・哲学が歴史を支えてきたものです。そしてロータリーの仕組み、ロ

ータリアンの努力、先達から今日まで営々と努力をしてきた成果です。皆

様もその認識にたって、ロータリーの奉仕にお力を頂きたいと思います。 

    

【【【【ポリオポリオポリオポリオのののの撲滅撲滅撲滅撲滅】】】】ポリオは皆様の努力のおかげで９９.９％撲滅できまし

た。しかし、ポリオは一人でも残っていると、また蔓延してしまうという病気

です。ビル・ゲイツと共に２００８年より４年計画にて、合わせて５億５千万ド

ルにてポリオの完全撲滅を目指します。お一人年間１０００円のご協力を

お願い致します。 
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富田謙三富田謙三富田謙三富田謙三ガバナーガバナーガバナーガバナー    アドレスアドレスアドレスアドレス        

例会に先立ちクラ

ブ役員との懇談会

が行われ、クラブの

運営方法など今後

のあり方など、話し

合われました。 

１０月 祝 事 

会員誕生日 会員結婚記念日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下田会長下田会長下田会長下田会長    クラブクラブクラブクラブ運営方針運営方針運営方針運営方針    
昭和53年(1978年)3月丸岡ロータリークラブが誕生しました。

同じ年、東京で世界大会が開催されました。31年前です。私

は入会して18年目ですからもちろんまだいません。その時の

記念切手がこれです。家内の母の遺品の中にありました。宝

物として大事にとっておこうと思っています。 

私は、この経済不況真只中に会長を仰せつかりました。本年度テーマを

『結束し、未来に向かおう!』とし、この3ヵ月頑張ってきました。 

活動方針を 

１．会員全員で、楽しい例会にしよう。 

楽しくなければ来て下さらない。 

２．会員増強目標2名を是非とも達成したい。 

３．親睦活動の充実納涼家族会クリスマス家族会等 

４．各委員会の事業には全員が率先して協力する 

親子自然体験教室･･･等 

以上の4項目とさせていただきました。地域の人々と共に奉仕とはなにか

を考え、そして、決めた事業を実践していこうと思っています。私も、

青年会議所に14年在籍しまして、まちづくりを仲間と一緒に考え、実行

してまいりました。そうしたまちづくりを考えるとやはり、歴史に根差

した未来へと続くまちづくりにも積極的に参画しなければなりません。

この地域は書いてあります通り、京都に近いところですから、名所旧跡

が数多くあります。そして、環境問題にも眼を向け、会員の誕生日祝い

にはマイ箸を記念品にするなど、小さいけれど大事なことだと思って始

めました。また、近隣友好クラブの三国RCや山中RCと友好を継続し、九

州の島原南RCと引き続き15年目の姉妹クラブの再締結式をこの10月31日

におこなってまいります。 

微力ではありますが、本年度理事役員ロータリー活動に邁進し、一生懸

命頑張りますので、富田謙三ガバナー様はじめ地区の役員の方々のご支

援・ご指導を是非ともお願い申し上げまして、はなはだ簡単ですが、会

長方針の発表とさせていただきます。 

 

富 田富 田富 田富 田 ガ バ ナ ーガ バ ナ ーガ バ ナ ーガ バ ナ ー のののの 講 評講 評講 評講 評     
皆さんが貴重な時間や労力そしてご芳志を頂いて、一年間活動して頂く

発表に、私なりに一つひとつコメントをさせていただき皆さんの誠意に

お応えしたいと思いました。時間が３０分ほどオーバーしてしまいまし

たが、皆さんのご協力に感謝いたします。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富 田富 田富 田富 田 ガ バ ナ ーガ バ ナ ーガ バ ナ ーガ バ ナ ー のののの 言 葉言 葉言 葉言 葉     
出席率の向上＝地区の平均出席率が９０％です。   

出席率をもう少し上げて頂きたい。出席はロータ 

リーでは義務と云われていますが、権利だと意識

して欲しい。 

会計＝ニコニコ箱については、会員数からみれ

ば会員の皆さんが非常に協力的です。 

ＳＡＡ＝時間の配分についてはＳＡＡは絶対的な

権限があります。楽しい例会になる様に時間を配

分してください。 

プログラム＝会員卓話を６０％程度、組み入れて欲しい。会員同士のコミュニ

ケーションに大いに役に立ちます。 

新世代＝青少年育成に多角的な取り組みはこれからも進めて欲しい。 

親睦＝ロータリーの基礎は親睦です。結束を高めるのも親睦です。 

出席＝出席表は出席の奨励には良いことです。意識改革を持ってほしい。 

ソング＝例会の始めに和やかにする。童謡や季節の歌を取り入れては。 

ニコニコ箱＝ニコニコは奉仕活動の資源です。立派な奉仕が出来れば公共イ

メージも上がり広報につながる。 

雑誌資料＝「友」は読まれざるベストセラーと云われています。ポイント紹介を

することは、ただ読むだけでなく耳から入ることも大切です。 

会報＝クラブの歴史を残す意味もあります。「歴史探訪」にもそれについての

会員の意見や感想を掲載すると良いのでは。情報委員会と提携してロータリ

ーの情報も取り入れてはどうか。 

会員増強＝地区９５クラブ共通の課題です。増強は出来なくても、維持に努め

て欲しい。クラブ発展の基になります。 

会員選考＝人数の割に開業医が少ない。女性会員も。「新入会員勧誘カー

ド」で候補を提出してもらい閲覧し、一番適切な会員が勧誘に行く。 

情報＝「分かりやすいロータリー」の冊子を読み合わせて利用して欲しい。後

に懇親会にて大いに親睦を深めて欲しい。 

姉妹クラブ＝良い勉強になります。地区大会に出席するのは大変良いと思い

ます。ガバナーによろしくお伝えください。 

職業奉仕＝模擬面接は学校より生きた面接が出来て、大変感謝されています。

ぜひ、続けて欲しい。職業奉仕の重要性を委員長より話していただき重要性

を共有して欲しい。 

国際奉仕＝戦前・戦後の世代の価値観の違いの修正は１００年かかる。家族

制度の崩壊を直していくことが、私達の仕事かもしれない。 

社会奉仕＝地域に密着した奉仕活動を完遂して欲しい。 

財団＝世界で良い事をしようと決議をして、入会時１００ドルをお願いしていま

す。ロータリー財団の意義を十分理解して、ご芳志をお願いしたい。丸岡クラ

ブは１８６ドルと意識の高いクラブだと思います。 

米山＝カウンセラー御苦労さまです。丸岡クラブは財団ともども良く主旨を理

解して頂き多くのこ芳志をいただき、ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブクラブクラブクラブ協議会協議会協議会協議会 
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