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会員のパワーに感激と感謝
第44代会長

Ｌ．木

内

彰

昨 年７月、手 探 り 状 態 で ス
タートしましたが会員の皆様の
温かいお心で、どうにか一年を
迎えることが出来ました。本当
にありがとうございました。
会長テーマを「温故知新」と
しましたが山形霞城LCのこれ
までの歩みを顧みますと先輩方
の大変なご尽力によって押しも押されぬ県内随一の
クラブに成長したことは間違いありません概
一方、変化の速い今日、時代に即した対応を求め
られていることはLCも同じと思います。
LC発足100周年を迎える今年は絶好のタイミング
と思って未来に向かって「つながり」を大切にして
いきたいと思い温故知新とテーマを決めました。
アクティビティスローガンは「チームワークで
ウィ・サーブ」としましたが会員の皆さんが一緒に

感

謝
幹

事

Ｌ．髙

橋

誠

平成21年６月に入会し、大役
をさせて頂きました。本来は会
計をやるはずでしたが、今は亡
き故Ｌ佐藤稔ライオンが検査入
院の為繰上げられ、幹事をさせ
て貰いました。
最初は不安続きの毎日でした
が、会員皆様の大変大きな抱擁
力を感じ安心致しました。
平成28年６月「ライオンズクラブ第99回国際大会」
が、福岡にてありました。この時も人集めに心配が
ありましたが、７名の方から心良く受けて頂き幹事
を受けての初めての感謝を実感しました。その後７
月に入り本番が始まり身が引締まりすぎて硬直した
気分でしたが、例会で硬くなっている自分に温かく
声を掛けてくれた人も大勢います。一緒になって、
解決してくれた人もおります。自分一人では何も出
来ない。皆の力が集まり仕事が出来るのでは無いか
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なって活動できたなら自分たちの活動に心から誇り
をもって次の活動につなげていけるものと思ったか
らです。
事実、年初に委員長会を一泊の合宿の意志結集を
行い、各委員会は多くの奉仕活動を行いました。従
来の活動の他、新たに車いすの清掃活動を加えまし
た。また、次につなげる仕組みとしては３人の副会
長との連絡会も定期的に行うようにしました。
結果、クラブアワードにおいてお陰様で７つの受
賞に預かりました。
又、個人アワードも７人に８つの栄誉の受賞があり
ました。授賞の皆さん本当におめでとうございます。
ところが６月に入り、思ってもいなかった５会員
から退会届があって、大変さみしい気持ちになりま
したが６月終盤には５人の新しい仲間の入会が急に
決まり我がクラブのパワーを改めて感じたところ
です。
こんなに素晴らしい一年を終えることはこのうえ
ない喜びであり理事会の皆様・委員長の皆様・そし
て会員の皆様に感謝申し上げる次第です。
一年間有難うございました。

と思い知らされました。
今年初めてのアクティビティの取り組みで、
「車椅
子清掃」を２回実施しましたが、作業終了した直後
程よい疲労感が出て奉仕活動と言えば大袈裟ですが、
本当に丁度良いアクティビティになったと思います。
今後も継続して頂けたら嬉しいです。
今年度「第63回地区年次大会」でアワードを沢山
頂きました。それも会員皆様の大活躍の賜物だと
思っております。大変ありがとうございました。そ
れに、Ｌ．市村一敏ライオンから知恵を頂き受賞を
頂いた賞でした。
最後になりますが、Ｌ．木内彰会長には一年を通
し迷惑ばかり掛けてしまった感じがします。又、Ｌ．
伊藤彰会計には、先々の計画やプランの知恵を頂き
大変助かりました。テーマのＬ．池田知之ライオン
には、適切な進行をして頂き、テールツイスターの
Ｌ．市村一敏ライオンからは、多額のドネーション
を集めて貰い又、楽しませて頂きました。木内丸の
五役には、迷惑ばかり掛けてしまった事にお詫びと
１年間支えてくれました会員皆様に感謝いたします。
本当にありがとうございました。

The Kajo

ߺ

役のLI
NEを使ったことで全体の流れが共有できた
ことで役割のタイミングもわかり大変良かったと思
いました。
彰
会 計 Ｌ．伊 藤
役員期間が１年間ですので、長期計画の展望、三
木内会長から会計をお願いさ
役・担当委員長の解らないこと、気づかないこと、
れ安易に受けてしまってから、 計画の変更、と結構大変な所もありましたが、それ
荷の重さに無事務められるか心
なりに対応出来たのは都度相談しながらのチーム
配の１年でした。木内会長・高
ワークが有ったからと痛感し、大切さを感じたとこ
橋幹事を始め理事の皆様よりご
ろです。又、適材適所にご指導戴いた方々のおかげ
指導戴き、事務局佐藤さんの力
と感謝申し上げます。
をお借りして何とか務めること
ライオンズクラブ事業で収益のある事業はありま
が出来ました。誠にありがとう
せん。会の活動・運営は皆さまからの会費にて執行
ございました。
しますので、一番大切なことは会費を速やかに納入
この一年を振り返ってみますと、木内会長のスター
して戴くことです。そして１年間の計画を早めに決
トが非常に早く、５月の連休明けには「宿泊委員長会」 定し、内容に伴った予算計画の基、実行と為ります。
舟形の下見、
「南三陸つつじ観賞家族例会」徳仙丈山へ 「温故知新」今までの慣習にあまりとらわれず変革し
の下見と行動を起こしました。６月には福岡国際大会
て行くことも必要と感じました。現状の予算計画で
の参加、その後７月「鳥海の恵家族例会」と本格的に
は金銭の伴う新事業への取組は難しい様です。
スタートを切ったわけですがスローガンの「チーム
この１年、会員皆様のご理解とご協力のおかげに
ワークでウィ・サーブ」で乗り切ってこられました。 より、無事、重責を務めさせて戴きましたことに感
連絡情報手段に電話・FAX・メールの他３役・５
謝申し上げます。

会費を預かっての１年

務めてこそのテーマー
ライオンテーマ

Ｌ．池

田

知

之

例会の雰囲気づくりを担う重
要なお役目のひとつであるテー
マーを経験させていただきまし
て大変感謝申し上げます。初め
の半期はライオンの皆様からひ
とつひとつご指摘ご鞭撻をいた
だきハラハラとする場面も多く
ご心配をお掛けしましたが、ご
指導やサポートのお陰をもちまして何とか最後まで
務めさせていただけましたこと御礼申し上げます。

楽しかった、皆さんの反応
テールツイスター

Ｌ．市

村

一

敏

ドネーションの総額は1
00万
円、これは予算書にきちんと表
示され、あらかじめ計画されて
いることです。このドネーショ
ンは事業費として活用され、各
種アクティビティの原資となり
ます。年間の例会数は24回。そ
の中でもテールツイスターの活
躍のお時間をいただける例会は18回前後となります。
単純計算すると１回の例会で獲得しなければならな
いドネーションは５万円強。年間の各事業委員会の

運営に関しては副テーマーのＬ．斎藤香太郎のご
支援が無ければ到底務め切ることはありませんでし
たので深く深く感謝致します。突然の我儘なお願い
を何度かお聞き入れいただき、この場をお借りしま
して御礼申し上げます。仲間って本当に大切です！
テーマーの役割は会場の皆様に気持ち良く、自然
体で例会にご参加いただけるようにする役割だと感
じます。諸先輩方の素晴らしい進行を参考にさせて
いただきましたが、理想のテーマーとしては全くの
道半ばでした。しかし、機会を与えていただいたこ
ととても勉強になりました。ライオンズクラブでの
お役目は人生の勉強と実践の場として理想的です。
本当にありがとうございました。

総予算は230万円。つまり全奉仕活動の約40
％がド
ネーションにてまかなわれていると言うことです。
ライオンズクラブが誕生し1
00年を迎える今年、
テールツイスターはとても勉強になりました。歴史
を調べ、世界の情勢を調べ、女性会員の割合や分布
を調べ、東京LCの設立当初のいきさつを調べ……
皆さん、引っかかってくれてありがとうございま
した。お陰さまで120万円のドネーション収入となり
ました
（^_^.
）
10年間育てていただいた山形霞城ライオンズクラ
ブに感謝です。次期より330－Ａ地区へ移籍となりま
すが、教えていただいた奉仕の心を忘れることなく、
東京中央ライオンズクラブ発展のために精進してま
いります。WeSer
ve
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ぬるま湯に浸った１年
会員・GMT委員会 委員長

Ｌ．山

本

脩

彰

初回委員長会は舟形泊りで開か
れ、今年の三役の意気込みを伝え
るためには相応しい企画でした。
私の担当する委員会は、会員の維
持、増強が主な任務であり、特に
維持には強い思いを懐いていまし

一年を振り返って
会則・GLT委員会 委員長

Ｌ．新

目

晴

三

暇な委員会である。会を開いた
のは２回。１度目の議題は、第一
副会長より理事の構成について理
事会に具申するようにとの事。
従来どおりであれば90％は決
まっており、会長が指名出来るの

一年を振り返って
出席・大会参加委員会 委員長

Ｌ．瀧

澤

一

夫

出席・大会参加委員会の委員長
を仰せつかり、あっという間に一
年が過ぎ去ろうとしています。大
会参加の仕事は、役員の方や事務
局でやって頂きましたので、月一
回の出席委員会での例会やその他
の会議、行事などの出席状況をまとめるのが主な仕
事でした。
例会、会議の出席の他に奉仕活動に対し多くの

Ｌ．山

内

健

今期は、財務・長期計画委員長

方々が参加されている事に感銘を受けました。しか
しながら奉仕活動に参加されている方々は、ほぼ同
じ人が参加されている傾向にあると思われるので、
なるべく多くの方々が参加して頂けるように考えて
行かなければと思います。
今迄出席状況を調べる際、その都度手書きで書き
込んでいたのですが、自分なりにチェックシートを
作りパソコンでチェック出来るようにしたので、出
席率や階出席率、メーク有り階出席率など同時に行
えるので便利か！と思いますので次期委員長に申し
送りさせて頂きたく思います。最後に、拙い委員長
でしたが、皆様方のご協力ご指導を賜り何とか務め上
げる事が出来ました。
一年間ありがとうございました。

オンズクラブと他のクラブの皆さんから、
「行動力が
違うね」と声が掛かります。本当にまとまりのある
当クラブです。どうか会費の納入は、指定された期
日まで入金していただければ幸いです。

を務めさせていただきました。
会の運営は、会員の皆さん一人

木内会長、高橋幹事、伊藤会計の三役の皆さん、
本当にお世話様となり、ご苦労様でした。事務局担

一人の会費で運営されています。
奉仕活動の財源です。大切な大切

当の佐藤由美子さんにも大変お世話様になりました。
この一年、会員の皆さんにはお世話様になり感謝

な財源です。そのことをしっかり
と理解し、この一年は内容のある奉仕活動をしてい
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は２名ぐらい。第三副会長になれば７年間理事を務
事になる。
委員会としては、１年理事・２年理事８名をフ
リーにし三役が指名出来るよう答申した。
２度目の議題は６月最終の理事会にて、Ｌ会津久
治郎より５名の退会者があるが、20年、30年在籍し、
やむを得ず退会する方に何か感謝の意を表すべきで
ないかと発言があった。全くその通りである。早速、
委員会を開会した。

ただき、会員皆さんの協力のもと、やはり霞城ライ

ご協力に感謝
財務・長期計画委員会 委員長

た。現有会員を維持しながら各委員会の活動をより
盛んにするためにも、更に純増２名は必要不可欠で
あり、達成可能と思われたのですが甘かった。
結果として思惑は大きく外れたばかりか逆に４名
の退会者を出してしまいました。次期に負担を遺す
ことになったのは私の不作為によるものであり只管、
頭を垂れお詫びをいれるより逃げ道はありません。
深謝。

申し上げます。

The Kajo
私の携帯はまだガラケーです
I
T・ライオンズ情報委員会 委員長 Ｌ．武

田

典

雄

この委員会を機にスマホに変え
るつもりでしたが、結局変わるこ
とがありませんでした。
昨年の横室委員長から引き継い
だ際、難しいことが多いことを聞
いていました。I
T委員会は何をす
べきか。７月の舟形町委員長会合宿において木内会

一年を振り返りまして
接待・計画委員会 委員長

Ｌ．石

川

隆

私が接待計画委員長の役職を拝
命いたしましてから、早一年が経
とうとしております。
一年を振り返りますと、やはり
クリスマス家族例会が思い出され
ます。

一年間ご協力ありがとうございました
地域社会奉仕委員会 委員長

Ｌ．斎

藤

香太郎

ߺ

長はじめ皆さんからの意見を頂戴しましたが、なか
なか明確なものが出ませんでした。そして一年が過
ぎてしまった、というのが正直なところです。ガラ
ケーはその象徴であります。
I
T技術はどんどん進化しています。クラブの情報
発信もホームページだけではなく、様々なツールを
利用することでより多くの方々に見ていただけると
思います。（言葉で言うのは簡単ですけれど。）私は
このことに対する端緒を開くことができませんでし
た。反省です。
一年間、大変ありがとうございました。

準備から各打合わせ等たくさんの皆様のご協力を
頂きました。会員の皆様、そして家族の皆様を笑顔
にする事の大変さを痛感いたしました。それと一年
間を通して高橋幹事・伊藤会計には大変ご苦労をお
掛けしまして申し訳ありませんでした。
と一年を振り返っておりますが、私は来期も接待計
画委員長を拝命すると言う接待計画に呪われた男で
すので、来期も皆様宜しくお願い致します。

ありがとうございました。
また今年度は、昨年雪不足で中止となりましたス
キー競技も無事開催され子供たちにメダルを届ける
ことが出来ました。

木内丸の船出とともに、本年度
の活動がスタートいたしました。

本年度の活動の中には清掃活動・小中理科研究発
表会の支援・まるごとマラソンの応援支援など多く

地域社会奉仕委員会の活動は、山
形市スポーツ少年団に対する支援

のボランティア活動があり、一生懸命な子供たちや
多くの方々と出会うことができ、すばらしい財産が

活動メインとなっています。特に
夏の総合大会は競技数の多さから

出来たと思っております。
ご指摘を受けたところもあり、次年度に担当され

当ライオンズクラブの皆様からのご協力なしには出
来ないものであります。炎天下の中、皆様には大変

る委員長と引継ぎをしっかり行ってまいりたいと思
います。
委員会の皆様一年間ありがとうございました。

一年を振り返って

少なくない割合でおられたことから戦力不足となり、
二役や施設と関係の深いライオンにも参加していた
だきました（教訓：当委員会には身体壮健な者を配
置すべし）。各回とも実働１時間半程度だったと思い
ますが、心地よい疲労感と達成感がありました。施
設の職員さんは入所者のお世話で忙しく、なかなか
車いすの清掃まで手が回らないとのことで、われわ
れの活動はかなり役に立ったようでした。受入施設
の確保や連絡調整に尽力いただいたＬ鈴木光弘、Ｌ
須貝寿一をはじめ、参加いただいたライオン各位に
感謝申し上げます。

社会福祉・アラート委員会 委員長

Ｌ．村

山

永

今年度の新規事業として、福祉
施設で車いすの清掃活動を行うこ
とが会長方針として示され、２回
実施しました。28年９月に「フロー
ラさいせい」で、29年３月に「す
げさわの丘」で行いましたが、当
委員会のメンバーには腰痛等の持病のため、立った
りしゃがんだりしての車いす清掃作業が困難な方が
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皆様の御協力に感謝いたします
視聴力保護推進委員会 委員長

Ｌ．菅

野

俊

一

今年度視聴力保護委員をつとめ
させていただきました。
活動については、光の箱 募金
とアイバンク登録呼びかけという
内容でありましたが、募金に関し
ましては、例年と同程度の金額と

献血臓器移植推進委員会をふりかえって
献血・臓器移植推進委員会 委員長

Ｌ．山

口

四

郎

山形霞城ライオンズに入会させ
ていただいて４年間ずっと献血・
臓器委員として活動してきました。
最初のころは勝手がわからず何
をすればいいのか、とまどうこと
ばかりでした。先輩がたの教えを
いただきながら、何んとか務めることが出来ました。

Ｌ．三

ただ自分の思いとして月一回は必ず、支援活動し
ようと思いながらやってきました。
最後の年に委員長としてやらせていただきましたが、
一番の問題は、委員会の場所をどこにするかでした。
幸い今年度の委員会のメンバーに、飲食関係を営
む人が２人いまして、ローテーションで場所が決め
られて、あまり問題する事はありませんでした。
最後になりますが、今年度の目標を達成出来たの
は、委員会の皆様と会員の皆様の、ご理解とご協力
のおかげと、心より感謝申し上げたいと思います。
本当に一年間ありがとうございました。

浦

幸

二

沢山の子供達、保護者の方々、当クラブの皆様と共に
落合のスポーツセンター周辺の清掃を行いました。
数

この一年間を通じて、環境保全

年前までは私の子供もスポーツ少年団で活動してい
たので、
この度霞城ライオンズクラブとして参加させ

委会活動に対して皆様から御理解
御協力を頂き誠に有難うございま

て頂き嬉しく思いました。
雪椿まつり会場清掃においても、
委員会以外の皆様

した。
活動としては、スポーツ少年団

から多数参加して頂き本当に感謝申し上げます。
また、
祭り当日のわらび汁は最高に美味しかったです。
今年

統一ボランティア清掃活動、大平
地区『雪椿まつり』会場の清掃、また当日の祭りへの

参加出来なかった方も来年は是非参加してみて下さ
い。
これからも環境保全委員会の活動が充実したもの

参加でした。

になることを心から願っております。

世界平和と国際交流

みなさんです。みなさんが日本や山形での留学で感

国際関係委員会 委員長

Ｌ．池

田

功

山形県留学生日本語スピーチコ

じたことをしっかりとした日本語でスピーチされま
した。会員皆様の動員ご協力により多くの来場者に
もおいでいただき、会場満員での開催となりました。
準備の段階や、TVの告知出演そして蔵王の樹氷

ンテストも今年で８回目となりま
した。９月に市村前委員長との引

鑑賞など留学生のみなさんと居酒屋などでお話をす
る機会がありましたが彼らの積極的に山形や日本、

継打合せからはじまり10月13日の
第一回全体打合せでキックオフさ

そして世界を見て学ぼうとする意欲の旺盛さに感嘆
しました。今後の日本と世界の架け橋の役割を期待

れました。手探りでの準備や関係
先へのお願いでしたが、前回までの資料ファイルや

したいと思います。そして世界平和につなげていた
だきたいと思います。会員・委員会そして関係の皆

委員会の皆様のご協力に助けられまして２月12日に
無事開催することができました。今回出場の12名は

様のご協力に感謝申し上げます。

米沢と庄内からも参加の四つの大学で学ぶ留学生の
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皆様の御協力に感謝いたします。

スポーツ少年団の清掃活動においては朝早くから

一年を振り返って
環境保全委員会 委員長

いう結果に終わりました。
反省点としては、回覧の途中で行き違いがあり、
回収が遅れてしまった事と会員各位の皆様への周知
が徹底されなかった事です。今後の活動をしていく
上でこの経験を踏まえてより良い結果が出るように
努力してまいります。

The Kajo
二年間ありがとうございました
332E地区1R2Zゾーンチェアパーソン Ｌ．佐

藤

正

悦

2015年～2017年 1R2Zの副、正
ゾーンチェアパーソンの役を終え
まして、大変「ほっと」致してお
ります。
1R2Zの各クラブ役員、キャビ
ネット会議、ゾーンチェアパーソ
ン会議などで他のリジョーンの方々と知り合えまし

ߺ

て大変参考および勉強になり感謝致しております。
1R2Zの各クラブとも会員人数は違いますが、大、
小色々なアクティビティをこなしています。良い悪
いではなく、古いクラブと新しいクラブの例会が大
分違いがあるように感じました。
今回、よそのクラブを見たり、聞いたり致しまし
て、山形霞城ライオンズクラブの良さを随分と感じ
ております。その中で一つを上げるとすれば、
「ライ
オンの上にライオンなし、ライオンの下にライオン
を作らず」このクラブモットーでしょうか。
二年間、大変ありがとうございました。

第99回福岡国際大会（６／24〜28）

１年間ご苦労さまでした（６／21）
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The Kajo
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The Kajo
2016～2017年度
第63回年次大会アワード
〃
クラブ運営部門
アクティビティ部門
〃
〃
ガバナー特別賞
個人部門 功労賞
ガバナー特別功労賞
高齢者賞
YCE賞

Ｌ．市村
Ｌ．佐藤

332－Ｅ地区年次大会アワード

「青少年教育推進賞 金賞」
「社会福祉・献血推進賞 金賞」
「グッドスタンディング賞」
「ノーマライゼーション推進賞」
「国際平和推進賞 銀賞」
「市民教育推進賞 銀賞」
「次世代アクティブ賞 銅賞」
Ｌ．和合 成治・Ｌ．成原 雅道
Ｌ．会津久治郎
Ｌ．星川 八郎
Ｌ．堤
孝雄・Ｌ．会津久治郎

2016～2017年度
国際アワード
〃

ߺ

地区ガバナー感謝状

一敏 「リーダーシップアワード」
正悦 「国際会長感謝状」

2016.
7～2017.
6 山形霞城ライオンズクラブ運営計画表
2016年

７

月

８

月

９

月

10 月

11 月

12 月

第１例会 第1,
025回
第1,
027回
第1,
029回
第1,
031回
第1,
033回
第1,
035回
６日
（水）
３日
（水）
７日
（水）
２日
（日）
２日
（水）
７日
（水）
新会長方針・委員会 ZC訪問例会
早朝座禅例会 福島西交流
ゲストスピーチ 会員スピーチ
パレスグランデール 常林寺
計画発表例会
芋煮会例会
例会
例会
パレスグランデール
パレスグランデール パレスグランデール パレスグランデール
18：30
12：15
11：30
12：15
12：15
６：00
第２例会 第1,
026回
第1,
028回
第1,
030回
第1,
032回
第1,
034回
第1,
036回
23日
（土）
30日
（火）
21日
（水）
19日
（水）
16日
（水）
16日
（金）
ガバナー公式訪問 ゲ ス ト ス ピ ー チ 新蕎麦賞味例会 ワイン賞味例会 クリスマス家族例会
鳥海の恵
例会（合同例会） 例会（ベナン） パレスグランデール パレスグランデール パレスグランデール
家族例会
ホテル・メトロポリタン パレスグランデール
庄内方面
18：00
12：15
12：15
18：30
17：30
７：00
2017年

１

月

２

月

３

月

４

月

５

月

６

月

第１例会 第1,
037回
第1,
039回
第1,
041回
第1,
043回
第1,
045回
第1,
047回
11日
（水）
１日
（水）
１日
（水）
５日
（水）
10日
（水）
６日
（火）
千歳LC合同例会 次期役員発表 次期役員選挙 ゲストスピーチ １Ｒ11LC合同
新年会例会
山形国際ホテル （山形霞城LC） 例会
花見例会
例会
引継例会
パレスグランデール パレスグランデール パレスグランデール パレスグランデール パレスグランデール
18：00
12：15
18：30
18：30
12：15
12：00
第２例会 第1,
038回
第1,
040回
第1,
042回
第1044回
第1,
046回
第1,
048回
18日
（水）
12日
（日）
15日
（水）
19日
（水）
27日
（土）
21日
（水）
委員会活動報告 スピーチコンテス 会員スピーチ 健康体操例会 南三陸つつじ 新旧役員引継
パレスグランデール 観賞家族例会 例会
例会
ト・国際交流例会 例会
パレスグランデール パレスグランデール パレスグランデール
南三陸・気仙沼 パレスグランデール
12：15
18：00
12：15
12：15
18：30

The Kajo

ߺ

ゲストスピーチ・会員スピーチ
会員

皆さんありがとうございました
2016．９．21 ゲストスピーチ
講演 「日本・アフリカをビジネス面で結んでいく決意で」
西アフリカ ベナン共和国 ゾマホン・スールレレ 様

2016．11．２

ゲストスピーチ

講演 「健康医療先進都市」を目指して
山形市長 佐 藤 孝 弘 様

2016．12．７

会員スピーチ

講演 「霞城ライオンズに入会して思うこと」
寛 様
森谷大仏堂本店 店主 森 谷

2017．４．19
健康体操
健康体操講師

秋

葉

裕 様

2017．５．10
講演 「株式会社 ダイバーシティーメディアの取組み」
代表取締役社長 吉 村 和 文 様

退 会
Ｌ．佐

藤

Ｌ．加

藤

一

夫

Ｌ．市

村

一

敏

章

Ｌ．池

田

知

之

Ｌ．加

藤

信

昭

編集後記
子供の頃から６月は梅雨で７月に入るとすぐに梅雨晴れの空が広がると思っていた。最
近では７月下旬になってようやく梅雨が明けるような感じがしている。山形霞城ライオン
ズ会報「霞城」も発行日が徐々に遅くなっているような気がする。今年は絶対に７月の第
一例会に間に合うように発行しようと頑張ったが、１年前からとり置いた写真の時系列的
整理が付かなったこと、写真撮影技術が未熟で室内で撮影した写真の多くが使用できない
など、思わぬ苦労を味わう羽目になった。高橋幹事をはじめ多くの会員の皆さんから協力
をいただき、写真を手配することができました。ありがとうございました。
また忙しいなかで急な原稿執筆依頼に快く対応してくれた役員、委員長の皆さんに心から感謝申し上げます。
（PR・会報編集委員長 Ｌ．須貝 寿一）

2

