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心をつなげて～

８Ｒ２Ｚ親睦チャリティボウリング大会

８Ｒ新会員オリエンテーション

日 時：2016年2月13日(土)
会 場：西尾スターボウル

日 時：2016年3月25日(金)
会 場：衣浦グランドホテル

親睦チャリティボウリング大会が7クラブより１３１名が参加
し盛大に開催されました。参加者から頂いた収益金
(131,000円)は防犯カメラの設置費用にあてられました。

各クラブより７１名の会員の登録を頂き、新会員オリエン
テーションが開催されました。
講師として元地区ガバナー
Ｌ稲垣清明、地区ＧＬＴコーディネーターＬ市川輝雄をお
迎えして
「ライオンズクラブとは」
「ライオンズクラブの素晴
らしさ」
「ライオンズの歴史」
「ライオンズ用語」等について
対話形式を交え２時間にわたり有意義なセミナーを行い
ました。

個人の部
優勝

Ｌ 稲垣 和秀
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準優勝

Ｌ 鈴木 誠哉
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Ｌ 羽佐田 光保
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334-A地区ガバナーキーワード

尽くして求めず
与うる事は得来るより幸なり

4位

Ｌ 黒野 和徳

吉良LC
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Ｌ 東明 穣太郎

西尾東LC

団体の部
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西尾LC

準優勝

吉良LC

3位

西尾東LC

334-A地区アクティビティスローガン

ありがとう ウィ・サーブ

優勝

L 稲垣 和秀
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自利利他の心
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団体優勝

西尾LC

Ｌ 稲垣 清明

Ｌ 市川 輝雄

８R２Ｚ第３回ガバナー諮問委員会( 第５回ゾーン会議 )
日 時：2016年3月14日(月) 会 場：一色町商工会
諮問委員会における審議事項
①会員に対する指導育成計画
②今年度クラブが成功をおさめた奉仕活動・ＰＲ活動について
③現在のクラブとしての懸念事項について
④年度末のクラブ内における各種アワードについて
⑤地区・複合地区・国際各大会への派遣について
各クラブより回答書の発表がなされました。
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８Ｒ・２Ｚ・ＺＣスローガン

退任のごあいさつ
８Ｒ･２Ｚ･ＺＣ

ZC

ZCA

Ｌ名倉 洋

Ｌ徳田 修二

自利利他の心

Ｌ名倉

洋 (西尾LC)

光陰矢の如し、
この一年ゾーン・チェアパーソンという大役をお受けし、無我夢中で
何も分からず各クラブの会長、幹事、
リジョンの役員の方々に支えられながら乗り切る
ことが出来ました。
また不勉強で満足のいく答えも出せずご迷惑をお掛けしましたこと
心よりお詫び申し上げます。一年間ご協力、
ご支援有難うございました。
各クラブ共、
ライオニズムの昂揚と地域社会への
「奉仕」
の精神のもと、青少年の健
全育成事業、
環境美化活動、
献眼・献腎登録、
献血活動、
薬物乱用防止活動等、
地域
社会から求められている奉仕活動を数多く開催されました。会長様並びにメンバーの
皆様の熱意とご努力の賜物であり、
深く敬意を表します。
本年度、
「自利利他の心」
を２Ｚのスローガンとして掲げさせて頂きました。
ライオンズク
ラブの活動を通じて自分を磨き、
自分を生かすボランティアをしている人が他人も生か
すことが出来るという思いを持ってライオンズ活動を続けて行きたいと思っています。
結びに、皆様の御多幸と御健勝を心より御祈念申し上げまして退任のご挨拶とさ
せて頂きます。

８Ｒ･ＰＲ･ライオンズ情報･ＩＴ委員

Ｌ深見 賢一

Ｌ深見賢一 (一色LC)

このｌ年間の活動を振り返ってみますと、
８Ｒ内の各クラブのアクティビティに出席要請して頂き、
多くの行事に参加さ
せて頂きました。
どのクラブさんへ行っても大歓迎され未経験の活動を見学し、
参加させて頂きました。
私としては３０
年間ライオン活動をしてきましたが、新しい経験ばかりです。良き思い出です。
私がやる気になったのは安城南ＬＣ Ｌ榊原のおかげだと大変感謝しております。年度が始まり第２８回国
際平和ポスターにおいては、
８Ｒとして１５５０枚の応募が有り、実績と致しまして昨年度の約１０％増の成果です。
３３４－Ａ地区で集められたポスターの４０％以上を８Ｒで占める事ができました。
これも偏に先輩メンバーの努力
のおかげだと感謝申し上げます。
この重責が果たせたのも先輩Ｌ委員達、
そして一色ＬＣメンバーの方々並びに
事務局員さんのおかげだと思っております。
最後になりますが、
すばらしい８Ｒ各クラブの益々の発展と会員の皆様のご健勝を祈念申し上げて退任のあい
さつとさせて頂きます。

８Ｒ･ＬＣＩＦ･国際関係委員

Ｌ平井治清 (吉良LC)

８Ｒ･環境保全委員

2015～2016年度、
８Ｒ環境保全委員を拝命して一年、
８Ｒ１Ｚ２Ｚの環境保全委員長様始め、会長、幹事様、
また各クラブの皆様には、
大変ご協力をいただきまして感謝とお礼申し上げます。
年間活動計画基本方針もおお
むね実行する事が出来ました。又、今年度は、
ガバナー方針防犯カメラの設置の要請を受け、皆様にご負担をお
かけ致しました。大変心苦しく思っておりましたが、
３月末８Ｒで１３台の新規設置をしていただきまして結果は
３３４Ａ地区の中でも３番目に多い台数でございました。
（警察届出済６１台）
ありがとうございました。
エコキャッ
プ回収や各クラブのアクティビティ行事の素晴らしさも感銘を受けました。各クラブの皆様と交流を深められ有意
義に１年が過ぎようとしています。
最後に、
８Ｒ各クラブの益々の発展と会員の皆様のご多幸を祈念申し上げまして、
退任の挨拶とさせていただ
きます。

Ｌ荒木 義博

８Ｒ･ライオンズクエスト･薬物乱用防止･レオ委員

Ｌ鈴木 廣光

８Ｒ･献眼･献腎･献血･骨髄移植推進･聴覚委員

Ｌ溝口史朗 (安城中央LC)

８Ｒ五献委員として１年間の大役を務めさせていただきましたが、
その中で各クラブの委員長様始め会長・幹事
様には大変お世話に成り協力していただいた事に感謝申し上げます。
五献の中には幅広いアクティビティが有り、
中でも献血活動は最たるものであります。
各会場ではクラブ員が一丸
となって啓蒙活動に３０度を超える暑い夏でも一生懸命にＰＲする姿を見ると本当に頭が下がる思いでした。
今年は特に暑い日が続いたせいか、
８Ｒで６人ものクラブ員がお亡くなりになり、
心よりお悔み申し上げます。
最後に多くのメンバー諸兄に出会うことが出来、
感謝申し上げます。
又、
五献活動も末永く引継がれて行かれる
ことを願い退任の挨拶とさせていただきます。
本当にありがとうございました。

Ｌ溝口 史朗

Ｌ平井 治清

８Ｒ･ＹＣＥ委員
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Ｌ鈴木廣光 (一色LC)

この１年間、
とても充実した年でありました。
多くのリジョン役員の方々と歓談出来た事や薬物乱用防止が、
ライ
オンズ国際協会に認められたニュースも大変うれしいことでした。
今年初めて街頭で薬物乱用防止の啓蒙活動が実施されました。
学校に出向いての薬物乱用防止教室は１１年
間おこなわれていますが、
新しい試みとしては大成功だったと思います。
８Ｒ１Ｚは４６名、
場所は刈谷ハイウェイオア
シス、
８Ｒ２Ｚは４２名、
場所はおしろタウンシャオで警察署員共々ご苦労さまでした。
最後に一色ＬＣメンバーさん、
事務局員さん、
皆様の協力のおかげで役職の一年間を無事に乗り切ることが出
来ました。
ほんとうにありがとうございました。

LCIFについて勉強させていただく機会をありがとうございました。
お陰さまでたくさんの素晴らしい出会いを頂
き楽しく過ごさせていただきました。
皆様のおかげで今年度の地区ＭＪＦの目標を達成することができました。
Ａ地区９
人のLCIF委員一同皆様の｢WE SERVE｣に敬意を表すと共に感謝しています。
ライオンズクラブの大きなテーマで
ある
「視力保護」
活動が実を結び河川失明症の撲滅に大きな成果を上げています。
河川失明症の特効薬を発見
された大村智先生がノーベル医学生理学賞を受賞されました。
その特効薬
「イべルメクチン」
を必要としている現
地に届けたのはライオンズクラブLCIFの支援活動です。
この偉業を現場で担ったのがライオンズの地道な奉仕活
動なんです。
その原資が皆様からのMJF献金です。
LCIF活動はライオンズクラブの神髄であり
「WE SERVE」の
エネルギーの源です。
ご協力ありがとうございました。

Ｌ青山 弘

Ｌ荒木義博 (安城LC)

Ｌ近藤 喬康

Ｌ青山

弘 (西尾東LC)

ＹＣＥ副委員そしてＹＣＥ委員と２年間にわたり、
当初は大変なことだと心配をしており
ましたが、
８Ｒ各クラブのＹＣＥ委員長さんを始め、
各クラブの会長幹事さんのご協力によ
り無事任期をおえることが出来、
心からお礼と感謝を申し上げます。
昨年の夏期派遣につきましては、
３３４－Ａ地区は２５名でしたが、
８Ｒからは８名を派遣さ
せていただき、
地区の中でも８Ｒがいかに前向きに取り組んでいるかが云えると思います。
受入来日生は２名でありましたが、
ホストクラブそしてホストファミリーの親切な対応に
より喜んで帰国されました。
又８名の派遣生の帰国報告を聞いても“大変よかった、
考え
方が変わった”と嬉しい報告を聞き、
ＹＣＥ活動は今後共前向きに活動を続けていきた
いものだと思いました。
今後も各クラブに於かれましてＹＣＥ事業を発展させ、
青少年の
育成をお願いしたいと思います。
２年間大変ありがとう御座いました。各クラブの一層の発展を心から御祈念を申し
上げ退任のあいさつといたします。

８Ｒ･ＦＷＴ委員

Ｌ深谷久仁夫 (刈谷LC)

本年度より新設されましたＦＷＴ委員でありますが、当初は活動の目的が理解できずにスタートしました。
担当された各クラブの委員長様におかれましては、
ご苦労をされたと思います。
ここにきてやっとＧＭＴ・ＧＬＴの内
容を家族・女性会員に対して考慮し、
アクティビティに繋げていくことと私なりに解釈しました。
次年度以降も継続されると聞いていますし、
具体的な指針が出てくる可能性もあります。
初代の委員として少し
でもご支援ができればと思っています。
最後に、
各クラブの皆様が、
ＦＷＴにご理解をいただき、
益々、
会員の拡大
（家族・女性会員を含む）
にご尽力さ
れることをご祈念申し上げ、
退任のご挨拶とさせていただきます。
一年間有難うございました。

Ｌ深谷 久仁夫
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周年特集

防犯カメラの設置

西尾東ライオンズクラブ

チャリティーバザー
2015年12月6日(日)
おしろタウンシャオ

2015～2016年の地区ガバナーの活動方針に基づき、
８R２Zでは地域の安全・犯罪防止を願い、親睦事業のチャリ
ティー収益金にて防犯カメラを高浜市内１箇所、西尾市内に３箇所設置を致しました。

CN４０周年

市民ふれあい音楽会
2016年1月30日(土)
西尾市中央体育館

チャリティーゴルフ大会
2016年4月16日(土)
吉良カントリークラブ

西尾防犯連絡協議会へ寄贈

東海臍帯血バンクへ30万円・西尾防犯連絡協議会へ防犯カメラ2基
西尾市へ教育活動支援に20万円・西尾市社会福祉協議会へ車いす10台、車1台

高浜ライオンズクラブ

チャリティーゴルフ大会
2015年10月19日(月)
吉良カントリークラブ

CN３５周年

市民ふれあいコンサート
2015年11月7日(土)
高浜市中央公民館

記念例会
2016年3月12日(土)
衣浦グランドホテル

社会福祉法人日本聴導犬協会へ助成金
高浜小・吉浜小・高取小・港小・翼小・高浜中・南中・高浜高等学校へ育成助成金

一色ライオンズクラブ

キッズ走レッスン
2016年1月23日(土)
一色中学校運動場

CN３０周年

記念式典
2016年4月24日(日)
三ヶ根グリーンホテル

一色地区小中学校へ寄贈

一色中学校へテント・佐久島中小へレクチャー台・一色中部小へワイヤレスアンプ・
一色東部小へイット君着ぐるみ・一色西部小へテント・一色南部小へピアノ補助キャスター、
掃除機2台・福地南部小へカラーリングセット・リットルます
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高浜市に寄贈

高浜ふれあいプラザ
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吉良ライオンズクラブ
退任のごあいさつ

吉良ライオンズクラブ会長

3月度例会報告

Ｌ 川上 国広

吉良ライオンズクラブ会員の皆様、１年間ご支援、
ご

での献眼献腎登録、献血運動なども無事に終了すること

協力を賜りまして心より御礼申し上げます。
この１年間は、

が出来ました。
そして、
クラブ会員とご家族皆様との年忘れ

目の前の行事や事業をこなしていく事で精一杯でした。

例会など色々な企画をして頂き重ねて御礼申し上げます。

“協調と思いやりの心”をスローガンに掲げ、理事会で

また、
ゾーンの親睦事業であるソフトボール大会、
ゴル

は皆様の意見を出来る限り取り上げてきたつもりです。計

フ大会、
ボーリング大会とすべて準優勝という謙虚な結

画委員会の企画で日帰り家族旅行から始まり、YCE委員

果でしたが、
クラブ会員の和をもって出来たことを誇りに

会の派遣事業はメインアクティビティの一つでもあり４名の

思います。

派遣生を送り出す事も出来ました。

4月度例会報告

第一例会（第1288回）2016年3月1日（火）

第一例会（移動例会）

会場：吉良カントリークラブ
担当：LCIF委員会
◆スピーチ
『経済の活性化について』
西尾信用金庫 理事長 近藤 実 様

会場：岩瀬文庫見学後、和食処だるま
担当：会員会則財務委員会
◆西尾市岩瀬文庫『見学と説明』
学芸員 林 知左子 様

１年間お願いする事ばかりでしたが、
すべて私にとって

また地域密着事業としては1000人クリーン作戦へ参

一生の思い出となりました。

加、
国宝公園の清掃、
朝のあいさつ運動、
小中学校の薬物
乱用防止教室、
しはとの郷祭りで車椅子贈呈、
吉良まつり

各委員長、委員の皆様、１年間お世話になりました。
ありがとうございました。
◆3月誕生日祝い L 中村 弥生、L 倉内 睦夫

2月度アクティビティ
薬物乱用防止教室（荻原小）

16人時

白山公園清掃除草活動

24人時

3月度アクティビティ
会長

L川上

国広

幹事

L黒野

和徳

会計

L牧

善昭

2月度例会報告
第一例会（第1286回）2016年2月2日（火）
会場：ホワイトウェイブ21
担当：LCIF委員会
◆スピーチ
８R・LCIF・国際関係委員
『LCIFについて』

L 平井 治清

◆２月アクティビティ
白山公園（国宝公園）
ピカピカ作戦

北関東、東北豪雨災害義損金
８R２Z合同アクティビティ
防犯カメラ3台贈呈

◆地区ガバナーチーム優秀賞贈呈
L 石川 輝雄

西尾幡豆珠算競技大会協賛金
西尾市吉良図書館、幡豆図書館へ
児童図書を贈呈

176,174円
5,000円
60,000円

334−A地区「ダメ・絶対ダメ」薬物乱用防止
PRキャンペーンに5名参加

桜の咲く頃が
楽しみです！

4月度アクティビティ
◆キー賞贈呈
L 黒部 正弘

ボーイスカウト西尾第11団へ助成

60,000円

ボーイスカウト西尾第12団へ助成

60,000円

春の交通安全・あいさつ運動（幡豆中）
36名×1時間
西尾東LCCN40周年
チャリティゴルフ大会に25名参加
中部臍帯血バンク
6

9,200円

36人時

50,000円
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西尾ライオンズクラブ
退任のごあいさつ

西尾ライオンズクラブ会長

窓外を眺めれば桜の花も散り、
草木は眩いばかり。
緑に輝く若
葉。会長という大役を受け、早や一年が過ぎようとしている。今は
過ぎ去った日々が走馬灯のように浮かぶ。
自信の無いくせに断る
ことも出来ず承諾をしてしまう私の悪い性格。
が、案ずるは生む
が易し。
心許ない私には神が味方するのか？幹事を始めとする優
秀なスタッフが支えてくれる。
おかげで、
オープニング例会から始ま
り、
ライオンズデーチャリティコンサート、
クリスマス家族例会等々担
当委員長を始めとする会員の皆さんのご協力で成功に終わるこ
とが出来、
今となっては、
この一年の喜怒哀楽も私にとっては良い
思い出となる。
感謝感謝。
それに対し、
クラブ内で活動していた従来は、
特に深く考えも感
じることも無かったが、
中央との関わりがあまりにも上から目線で

4月度例会報告

Ｌ 外山 忠雄

の要求が多いことに
「あなた達のクラブはあなた達で」
と言ってお
きながら、
各種大会の登録数、
ＬＣＩＦ然り、
私には理解し難い。
家族会員等々、各クラブ会員数相応の負担金を拠出しているの
に、
なお、
お金集めに執着している感があると思うのは、
無知だろ
うか。
そして降って沸いた様な国際理事問題。
一旦決定されたこ
とも鶴の一声で覆るのか。
何かこの一年でこれが世界一の奉仕
団体と言われる団体なのか、
創始者メルビン・ジョーンズが求めた
ものだろうか疑問を感じる。
何はともあれ、
無事航海を終えることが出来たのも、
私を支え
てくれた幹事を始め各委員長、
ご指導いただいた諸先輩の方
々、
そして会員の皆様のおかげと感謝申し上げます。
ありがとうご
ざいました。

第1299回例会 2016年4月1日（金）PM0：30～
♦︎いつもありがとう・ネス感謝例会

会場：三河湾リゾートリンクス 担当：出席委員長 Ｌ 江崎 昭治

☆ネスも多数ご参加頂きました

☆アトラクション 沖縄三味線「美ら島ーず」

♦2Z親睦チャリティボウリング大会 日時：2016年2月13日
（土） 会場：西尾スターボウル

会長

L外山

忠雄

幹事

L木村

2月度例会報告

政直

会計

L石川

清成

3月度例会報告

第1296回例会 2016年2月19日（金）PM0：30〜

第1297回例会 2016年3月4日（金）PM0：30～

♦︎通常例会
会場：西尾信用金庫本店
担当：LCIF委員会委員長 Ｌ 松原 誠

♦座禅例会
会場：願王山 妙喜寺（江原町）
担当：PR委員会委員長 Ｌ 中村 禎吾
座禅及び講和：願王山妙喜寺 住職 佐久間 桂祥 様

♦2014年度～2015年度 クラブ優秀賞伝達
年間会員増強プログラム達成
年間会員満足度向上アワード

☆団体戦で見事優勝！ゴルフ・ソフトに続いてボウリングも！ゾーンの大会すべて優勝出来ました！
♦薬物乱用防止教室
日時：2016年2月17日（水） 会場：西尾市立福地南部小学校
◀薬物乱用防止委員長
講師 Ｌ 榎本 達也

♦公認ガイディングライオン認定伝達
♦クラブ向上プロセス
（ＣＥＰ）
のファシリテーター研修
修了証伝達

Ｌ 稲垣 和秀
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LCIF・MJF$1,000献金
L 小笠 啓介（1口） L 石川清成（1口）
合

計

226,000円
251,800円

【労力アクティビティ】

小春日和の中熱い戦
いを繰り広げました！

2月度アクティビティ
2Z親睦チャリティボウリング大会
＠1,000円×27名 防犯カメラへ
計

於：おしろタウンシャオ
L8名×1時間＝8人時

配布物248個

労力奉仕1件

受付数33名
献血32名（内400㎖26名、200㎖6名、不採血1名）
27,000円

ＬＣＩＦ・ＭＦＪ＄1,000献金 １口 Ｌ 稲垣 清明 118,000円
合

3/27（日）
「ダメ・絶対ダメ」薬物乱用防止PRキャンペーン

3/29（火）西尾市役所にて四献活動

【金銭アクティビティ】

♦２０１４－２０１５年度ガバナーチーム優秀賞
講師育成研究会修了証
Ｌ 市川 輝雄
若手リーダー育成研修会修了証 Ｌ 中村 禎吾

10,000円

北関東・東北豪雨災害義捐金 ＠200円×79名 15,800円

▶真剣に講習を受ける
６年生

第1298回例会 2016年3月18日（金）PM0：30～
♦ガバナー訪問例会
会場：西尾信用金庫本店
来賓紹介及びあいさつ：334－A地区ガバナー
Ｌ 加藤 史典（名古屋太閤ＬＣ）

【金銭アクティビティ】
平原ゲンジボタルの里保存会助成金

♦第３回ゴルフ部コンペ
日時：2016年3月22日
（火） 会場：吉良カントリークラブ

前会長
Ｌ 市川 輝雄

3月度アクティビティ

145,000円

午前4名×2.5時間＝10人時
午後4名×3時間＝12人時
合

計

献腎登録者8名

22人時
献眼登録者11名
9

碧南ライオンズクラブ
退任のごあいさつ

碧南ライオンズクラブ会長

伝統ある碧南ライオンズクラブの会長を務めさせていただ
き、
皆様有難うございました。
私がこの一年を振り返り出てくる
言葉はこの一言です。
前年度、
碧南ライオンズクラブ設立50周年を終えたあとの51
年目を任せられましてもう一年が過ぎようとしています。
本年度は
「今を大切に、未来につなごうウィサーブ」
を会長
スローガンに掲げ、会員の方々の温かいご協力の下、諸行事
を遂行することができました。
私自身嬉しく思い、
深く感謝いた

4月度例会報告

Ｌ 石川 清次

します。
振り返ると、
メインアクティビティの親子ふれあいコンサートで
は子供達の目が輝いていた事を今でも思い出します。
そして碧
南市へ楽器を贈呈させていただきました。
また多くのメンバー
からLCIFMJF$1,000献金、
福岡国際大会への登録を頂きま
した。
一年を通じクラブ活動行事が、
つつがなく運営出来まし
た事に会員の皆様をはじめ特に幹事・会計・事務局へ感謝申
し上げます。

第一例会（第1234回）2016年4月5日（火）
♦︎「しくじり先生」現在の消防団を学ぼう
会場：碧南商工会議所

♦2Z薬物乱用防止PRキャンペーンに参加
日時：2016年3月27日
（日） 会場：西尾シャオ
休日の早朝より
PR活動
ご苦労さまです

♦春の交通安全市民運動に伴う大監視活動に協力
日時：2016年4月6日
（水）
会場：碧南警察署北交差点

多くのドライバー
の方々に啓発活
動を行いました。

碧南市消防団団長 長田 康弘 氏
副団長 角谷 一基 氏

第二例会（第1235回）2016年4月19日（火）
会長

L 石川

清次

幹事

L 鈴木

2月度例会報告

良之

会計

L 岡部

誠司

♦「もっと楽しくなる！にんじんのおはなし」
会場：碧南商工会議所

2月度アクティビティ
2月23日 スギ製菓㈱において献血に協力
200ml
5名
400ml 31名
協力者に粗品進呈
金銭 1件
8,550円

3月度例会報告

第一例会（第1230回）2016年2月2日（火）

第一例会（第1232回）2016年3月1日（火）

♦︎冬季YCE派遣生帰国報告会
会場：碧南商工会議所

♦︎年後半の株式市場を展望する
会場：碧南商工会議所

YCE派遣生
杉浦 有紀さん
報告書の代読
YCE委員長
Ｌ 鍔本 武司

岡地証券（株）
調査情報室室長
森 裕恭 氏

へきなんのシニア野菜ソムリエ 永井 千春 氏

活動報告
♦︎2Z親睦チャリティボウリング大会に参加
日時：2016年2月13日
（土） 会場：西尾スターボウル

第二例会（第1231回）2016年2月16日（火）

第二例会（第1233回）2016年3月15日（火）

♦︎愛知県政報告
会場：碧南商工会議所

♦アクティビティーについて
会場：碧南商工会議所

愛知県議会議員
石井 拓 氏

70,000円

8R2Zチャリティーゴルフ大会・8R2Z親睦チャリティー
ボウリング大会チャリティー金、
ガバナー公式訪問例会
記念アクティビティ防犯カメラ寄贈費用として
金銭 1件
171,752円
合

計

金銭

3件

250,302円

3月度アクティビティ
3月30日 北関東・東北義捐金
@200円×77名分
金銭

CPEファシリ
テーター
Ｌ 伴野 功
名古屋太閤LC

15,400円
1件

3月27日 「ダメ・絶対ダメ」薬物乱用防止
PRキャンペーン参加人数 5名

優勝めざしてガンバろう！
♦卒業生を祝う
「ひなまつり会」
日時：2016年2月27日
（土）
会場：碧南市芸術文化ホール
10

2月27日 碧南市手をつなぐ育成会
「卒業生を祝うひなまつり会」助成金
金銭 1件

15,400円
労力1件

4月度アクティビティ
国際協調・その他
碧南市友好親善協会

会費10,000円
金銭1件

10,000円
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西尾東ライオンズクラブ
退任のごあいさつ

西尾東ライオンズクラブ会長

桜の季節も終わりを告げ、新緑の息吹を感じる頃となりま
した。
本年度、西尾東ライオンズクラブの会長をお受けし、身に
余る光栄であります。残す所2ケ月余りでありますが、来る5月
22日に行われますCN40周年記念式典を控えておりますの
で緊張感一杯です。
今年一年、幹事はもとより各委員長に支えられ多大な
協力を頂き、何とか無事に終えようとしています。
クラブ運営

Ｌ 小島 洋一

では、楽しいクラブ運営を目指し心のふれ合いを通して、友
情、親睦を第一と考え、
メンバーの英知を結集し、全員野球
で成し遂げ協力のもと目標100%達成出来たと思います。
ZC初め、
リジョン役員様、各クラブの会長、幹事様と楽し
く語り合い友情を深める事が出来ました。
本当に有難うございました。
感謝！感謝！

4月度例会報告
第一例会（第971回)2016年4月7日（木）ＰＭ3：00
♦︎交通安全啓蒙活動
場所：西尾警察署2F講堂
西尾警察交通課長

稲吉 昌志 様

県内交通事故が
非常に多発してい
るのでマナーを守
り注意して下さい
と挨拶する！！

第二例会（第972回)2016年4月28日（木）AＭ7：30
♦ネス参加で
《花見例会》

場所：月川温泉郷

クラブスポット
会長

L 小島

洋一

幹事

L 鈴木

2月度例会報告

宏明

薬物乱用防止
教室において
講 演をするL
東明 穣太郎

会計 L 平山 敬二

3月度例会報告

第一例会（第967回)2016年2月4日（木）ＰＭ6：00

第一例会（第969回)2016年3月6日（日）AＭ8：45

♦新会員スピーチ
場所：西尾信用金庫本店

♦︎西尾東ＬＣ・一色ＬＣ合同例会
場所：佐久島 さざなみ

７クラブ 合 同
で薬物乱用防
止 のチラシを
市民に配布

Ｌ 下村 好輝

第二例会（第968回)2016年2月18日（木）AＭ10：00
♦愛知こどもの国植樹例会
場所：愛知こどもの国
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来賓:
・8R・2Z・ZC L 名倉 洋
・8R・PR・ライオンズ情報
IT委員 L 深見 賢一と
クラブ会員でソメイヨシノ
48本、
ツツジ231本を植
樹する!

笑顔で商品を受け取るＬ 平岩

新会員
Ｌ 糟谷 克則

2月度アクティビティ
Ｌ 岸本 昌久

植樹で汗を流すＬ 栗田、
Ｌ 前田

合同例会は大島梅
林 公 園で植 樹を行
い、例会会場で懇親
を深める！

西尾市子ども会助成金

20,000円

薬物乱用防止教室下敷き代

16,130円

西尾グラウンドゴルフ協会
西尾東ライオンズ杯カップ代

5,000円

CN40周年事業 チャリティバザー
合

第二例会（第970回)2016年3月17日（木）ＰＭ6：00
場所：西尾信用金庫本店
講師：地区ライオンズクエスト・薬物乱用防止・
レオ委員長 Ｌ 髙阪 肇
ライオンズクエスト説明委員 Ｌ 髙阪 加代
小・中・高 生に対する
「ライフスキル」
について
説明する Ｌ 髙阪 加代

3月度アクティビティ

計

60,020円
101,150円

＊労力アクティビティ
薬物乱用防止教室（2校）

1H×11名＝11人時

CN40周年チャリティバザー

3H×35名＝105人時

CN40周年記念事業防犯カメラ2台寄贈
西尾防犯連絡協議会へ
ゲンジボタルの里保存会助成金
「西尾の美緑アップ」活動さくら植樹
いきものふれあいの里藤棚剪定

400,000円
30,000円
793,434円
100,000円

8R2Zガバナー公式訪問合同例会アクティビティ
防犯カメラ設置へ 1,000円×47名
47,000円
8R2Z親睦チャリティゴルフ大会アクティビティ
防犯カメラ設置へ 3,679円×10名

36,790円

8R2Z親睦チャリティボウリング大会アクティビティ
防犯カメラ設置へ 1,029円×22名
22,638円
新入学児童へ鉛筆贈呈
合

計

1,750組（2本1組） 83,160円
1,513,022円

＊労力アクティビティ
「西尾の美緑アップ」
活動さくら植樹 2H×32名＝64人時
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高浜ライオンズクラブ
退任のごあいさつ

高浜ライオンズクラブ会長

高浜ライオンズクラブ会長職一年間におきまして、
まず結
成35周年記念例会をはじめとするアクティビティを大会実行
委員長・各担当部会長並びにメンバーの方々の絶大なるご
協力をいただき、結成35周年を無事に全うできましたことに
心より感謝しお礼申し上げます。
また、
クラブの奉仕活動や運営におきましてもメンバーの
協力で事業を進めることができました。今年は特に8R内クラ

2月度アクティビティ

4月度例会報告

Ｌ 磯貝 明法

ブ周年の多い年でありまして各クラブ会長・幹事様とはすば
らしい出会いの場ができまして特別な思い出となりました。
クラブ会長を一年間全うできたことは一番に幹事様のご
協力の賜物と思っております。
今後もライオンズメンバーの一人として誇りを持った奉仕
活動等惜しみない協力をして精進していきたいと思います。
皆様 本当にありがとうございました。

第一例会（第862回)2016年4月6日（水）ＰＭ6：00
♦選挙花見例会・卓話Ｌ 萩原 敏和
会場：春日庵

４月誕生・結婚日祝
Ｌ 浅岡 保夫

第二例会（第863回)2016年4月20日（水）ＰＭ6：00
♦焼肉例会
会場：刈谷・彩助

Ｌ磯貝

明法

幹事

Ｌ加藤

2月度例会報告

次徳

会計

Ｌ杉浦

♦「県・平成28年度予算について」
会場：高浜市商工会2Fホール
講師：愛知県議会副議長 杉浦 孝成 氏

♦指名例会・卓話Ｌ 杉浦 裕二
会場：高浜市商工会2Fホール

◀転籍会員
Ｌ 萩原 敏和

第二例会（第859回)2016年2月16日（火）ＰＭ6：00
♦イルミネーション例会
会場：風々茶屋

出席委員長
Ｌ 加藤 浩永

卓話 Ｌ 杉浦 裕二

⑤薬物乱用防止教室
2月12日
（金） 港小学校
5、6年生121名に3D下敷き
金銭アクティビティ
労力アクティビティ

5件
3件

2月12日 薬物乱用防止教室

◀3月結婚日祝
Ｌ 柴田 耕一
Ｌ 江坂 文孝
Ｌ 都築 節子
Ｌ 岩月 義成

7,865円
137,565円
18人時

3月2日(水)
2H×2名＝4人時
費用 1,440円

3月3日(木)
献血者14名

2H×2名＝4人時
費用 1,440円

④大山桜清掃活動
3月5日
（土）PM1：00〜PM2：00 大山公園
会員32名中 1H×17名＝17人時
⑤35周年記念事業 観光協会案内板設置 費用 367,200円
⑥献血活動 3月23日(水) JTEKT田戸岬 4.5H×2名＝9人時
受付72名 献血者66名
費用 6,480円

2月13日 2Zボウリング大会

3月5日 大山植樹場所の草取り

3月5日 第22回青少年サッカー大会
会長

1H×12名＝12人時

③第22回青少年サッカー大会
3月5日
（土）AM9：00〜AM12：00 五反田グランド
会員32名中 3H×17名＝51人時
費用 150,000円

⑦8R薬物乱用防止PRキャンペーン参加
3月27日
（日）AM10：00〜AM11：00
おしろタウンシャオ西尾
1H×5名＝5人時
配布品155個
⑧空き缶清掃奉仕 3月29日
（火）
AM10：00〜AM11：00
高浜県道419号赤松団地高架下
会員32名中 1H×19名＝19人時
⑨2Z防犯カメラを高浜ふれあいプラザへ設置 クラブ負担費用 74,080円
⑩エコキャップ回収 フジイ化工へ持ち込み
1名×1H＝1人時
収集数15351個 ポリオワクチン 17人

L 磯貝 明法

3月29日 空き缶清掃奉仕活動
14

118,000円

シンダイ
受付16名

♦35周年記念例会
会場：衣浦グランドホテル

L 神谷 寿彦

④MJF献金1名（L 磯貝 明法）

②献血活動

アクティビティ

◀3月誕生日
Ｌ 都築 節子
Ｌ 石川 定次
Ｌ 浅岡 隆之
Ｌ 杉浦 敏一

第二例会（第861回)2016年3月12日（土）ＰＭ4：00

大会委員長

5,400円

日本ペイント
受付16名 献血者14名

第一例会（第860回)2016年3月2日（水）ＰＭ6：00

マイケルストーン
シェブロンアワード
15年 Ｌ 石川 伸
10年 Ｌ 野村 昭浩

献血者43名

橋本電機工業
4H×1名＝4人時
費用 4,050円

③北関東・東北豪雨災害義捐金

①献血活動

3月度例会報告

▼２月結婚日祝
Ｌ 杉浦 辰夫

高浜市役所

2H×1名＝2人時
費用 2,250円

3月度アクティビティ

孝成

第一例会（第858回)2016年2月3日（水）ＰＭ6：00

副議長 杉浦 孝成 氏

②献血活動
2月19日(金)
受付45名

卓話「旅行について」
Ｌ 萩原 敏和

会長

①献血活動
2月2日(火) 高浜高等学校
受付25名 献血者17名

金銭アクティビティ
労力アクティビティ

6件
8件

600,640円
110人時
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一色ライオンズクラブ
退任のごあいさつ

一色ライオンズクラブ会長

本年ＣＮ30周年の記念すべき年に会長を仰せつかり大変喜
んでいます。
クラブ運営のスローガンを
「自我作古」
として30年間の
慣例を少しずつメンバーの皆様と考える年にさせていただきまし
た。
メンバー数の減少とともに継続可能なアクティビティ、
不可能なア
クティビティの選別見直しや、
他クラブとも共同例会など様式に拘ら
ないクラブ運営に留意したつもりです。
ＣＮ30周年ではキーワードを
「家族と子供」
としてエリア内の小中学校にチャリティをさせていた
だきました。
メインの事業としては、
一色町最大のイベントの
「一色
マラソン」
にオリンピック選手の谷口浩美選手と大島めぐみ選手を
招待して参加者にオリンピック選手と一緒に走る経験をしていた

第二例会（第752回）2016年4月24日（日）PM3:00

4月度例会報告

Ｌ榊原 清孝

だきました。
大会前日には子供たちに正しい走り方教室を開き多く
の小中学生に参加をしていただき大変有意義な事業ができたと
思っております。
クラブ内事業としては各種団体と協力した献血活
動や、
商店街の夜店の支援、
交通安全街頭キャンペーン、
薬物乱
用防止教室など様々な活動をさせていただき過分な評価をいた
だきました。
一色ライオンズクラブの良いところは、
メンバー、
家族み
んな仲良くだと思っております。
来年以降もみんな仲良く不変の奉
仕活動に一色ライオンズクラブが邁進することを祈念申し上げまし
て退任の挨拶とさせていただきます。

第一例会（第751回）2016年4月4日（月）AM7:50
♦春の花見旅行前例会
会場：西尾市役所一色支所
担当：市民レクレーション国際ＹＣＥ委員会
大井川鉄道
ＳＬの旅

チャリティ事業各学校へ
目録贈呈

チャーターメンバー
ピンバッチ贈呈

出発進行!!

会長

L 榊原

清孝

幹事

2月度例会報告

L 中川

彰

会計

L 石川

篤伸
加藤ガバナーと一緒に

3月度例会報告

第一例会（第747回）2016年2月3日（水）PM6：00

第一例会（第749回）2016年3月6日（日）AM11：30

♦︎ボウリング練習例会
会場：西尾スターボウル
担当：市民レクレーション国際サービスＹＣＥ委員会

♦︎一色ＬＣ・西尾東ＬＣ合同例会
会場：佐久島 さざなみ
担当：会員会則ＦＷＴ・ＬＣＩＦ委員会

①佐久島「黒壁運動」＆「里山づくり」
ボランティア
労力：４Ｈ×２０名＝８０Ｈ

24,660円

②優秀生徒表彰事業

5,240円

③８Ｒ２Ｚガバナー公式訪問合同例会アクティビティ
防犯カメラ設置代

♦︎優秀生徒表彰例会
会場：西尾信用金庫一色支店
担当：会員会則ＦＷＴ・ＬＣＩＦ委員会

1,000円×22名

22,000円

④８Ｒ２Ｚ親睦チャリティゴルフ大会アクティビティ
防犯カメラ設置代
大島梅林公園にて

2,679円×11名

29,469円

⑤８Ｒ２Ｚ親睦チャリティボウリング大会アクティビティ
桜満開！
絶景ポイント
たくさんでラッキー!!

第二例会（第750回）2016年3月16日（水）PM6：00
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歌謡ショー!!♪

アクティビティ

第二例会（第748回）2016年2月17日（水）PM6：00

・一色中学校主幹教諭 杉浦 康 先生
・１年 三矢 遥菜 さん
愛知県ジュニアオリンピック大会１年女子走幅跳 ２位
〈１０月２５日全国大会（ジュニアオリンピック）出場〉
・３年 加藤 紗希 さん
東海中学校総合体育大会 女子１００ｍＨ ６位

♦︎一色ＬＣＣＮ３０周年記念式典
会場：グリーンホテル三ケ根
担当：環境保全指導力育成委員会

♦︎手作り例会
会場：西尾信用金庫一色支店
担当：
ＩＴ・ＰＲ情報財務
計画委員会

防犯カメラ設置代

1,029円×20名

20,580円

⑥「ダメ・絶対ダメ」薬物乱用防止ＰＲキャンペーン
労力：１Ｈ×５名＝５Ｈ

掛川グランドホテルにてお食事です
17

愛知グレースライオンズクラブ
退任のごあいさつ

誕生祝 3月
Ｌ 井圡 郁子 Ｌ 山口 妙子

愛知グレースライオンズクラブ会長 Ｌ藤田 幸子

「寄り添う心の糸で結ぶ奉仕」
をスローガンに、
一年間、
一人一
人が心を込めた活動をし、
協力を皆惜しむことなく、
メンバーが一
丸となって邁進してまいりました。
事業としては、地域企業様の多大なご協賛のもとに行われた
「地域密着型バザー」。多方面からのご尽力のおかげをもちまし
て、
市教育委員会に収益をご寄付することができました。
2月、
浄賢寺の豆まきの行事では有り難いご住職の法話をいた

だき、
一年の無病息災を祈り、
親睦を深めました。
園児への紙芝居読み聞かせでは、子供達の反応の大きさに
私達まで心温まるひとときをいただきました。
粉骨砕身努めていただいた幹事をはじめ役員、
委員長、
各クラ
ブのメンバーの皆様に心より感謝するとともに、
改めて深くお礼申
し上げまして、
退任のご挨拶とさせていただきます。
皆様のご支援、
ご協力、
本当にありがとうございました。

第二例会（第273回）2016年4月18日（月）PM0:30～

第二例会（第271回）2016年3月22日（火）PM0:30～
会場：福祉センター２F第一集会場
「福祉について」
スピーカー：福祉協議会 会長 和田 知之 氏

会場：商工会議所203号会議室
「悔いのない人生」
スピーカー：L 稲垣 多美子
あと余命半年と告知されて
からの、精神力と癌に対す
る前向きな姿勢にみんな、
圧倒されました。悔いの残
らない人生を歩まれている
人生観には驚かされるばか
りです。

4月度例会報告
第一例会（第272回）2016年4月4日（月）AM11:00～
♦お花見例会
会場：高浜大山公園

担当：出席・大会委員会

イタリアンレストランでお食事。音楽の流れる中、みなで優雅に
いただいてのお花見移動例会。
桜も満開、公園の高浜の焼き物で作られた大きな狸にびっくり
ポンでした。

会長

L藤田

幸子

幹事 L神谷 ちかえ

会計

L 判治

誕生祝 4月
L 中根 はるゑ L 鈴木 淑子

L 松隈 はるみ

2月度アクティビティ

竟子

金銭アクティビティ
①北関東・東北豪雨災害義損金
200円×24名 4,800円

２月度例会報告
第一例会（第268回）2016年2月1日（月）AM11：00～
♦節分例会
会場：須田町 浄賢寺
担当：市レク・国際YCE・環境保全委員会

②２Z親睦チャリティボウリング

第二例会（第269回）2016年2月15日（月）PM0:30～

合

計

会場：西尾商工会議所203号室
「アレンジフラワー」
指導：L 千葉 貴子

労力アクティビティ
①薬物乱用防止PRキャンペーン
6名×１H＝6Ｈ
②エコキャップ回収
③献血活動お城タウンにて

L 本田 綾乃体験談をお聞きして皆、
大いに感動しました。
「情けは人の為
ならず」
です。

受付人数65名
2人

献血400ｍｌ

52人

献腎申込み

11人

献眼申込み

8人

第一例会（第270回）2016年3月7日（月）PM0:30～
会場：商工会議所203号室
「私の失敗談」
スピーカー：L 本田 綾乃
担当：計画・財務委員会

ワクチン25人分（21,371個）
1名×１H＝1Ｈ

献血200ｍｌ

３月度例会報告
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10,800円

3月度アクティビティ

節分を神事ならぬ、仏事にて奉納後、恒例の「鬼は外、福は
内」
と高らかに豆まきをいたしました。終了後にとんかつ錦にて
昼食、例会。

誕生祝
2月 Ｌ 中村 十三子

1,000円×6名 6,000円

8名 32.5H
合

LCIF1,000ドル献金

計

39.5時間

新会員オリエンテーリング
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一年を振り返って
吉良ライオンズクラブ
平成27年7月19日（日）
AM6：00～『第27回ボラ
ンティア1,000人クリーン
作戦』
に40名で参加しま
した。早朝より吉良町宮
崎リゾートリンクス前の海
岸清掃を行いました。

西尾東ライオンズクラブ
西尾東ライオンズクラブは、
愛知こどもの国記念植樹が５年目となり
ました。
そして、今年度最終の植樹をする場所は２ヶ所にわたり
「ソ
メイヨシノ、つつじ」
を、急な斜面にもかかわらずメンバーは慣れた
手つきで無事終了しました。
また、数年後には、
りっぱに咲くことを願うしだいです。

今年度の表紙写真テーマ “我が街のお祭り”

「西尾祇園祭」
西尾の夏の名物「西尾祇園祭」は7月に行われます。初日は大名行列やその他、各町内でたくさんの出

しものが見られます。伊文神社みこしは厄年の人達が神輿をかつぎ、市内を威勢よく掛け声をかけなが

ら回る出しものです。休憩時には、神輿の下を家内安全・無病息災を祈り潜り抜ける事が出来ます。一方
中央通りでは、夕方になると出店の灯りで、人々が道路いっぱいにあふれる西尾祭りです。

西尾ライオンズクラブ

高浜ライオンズクラブ

本年のメインアクトであるチャリティ演奏会を平成27年10月18日
（日）
に西尾市文化会館大ホールにて行いました。指揮者には西尾
市出身の米津俊広様、
オーボエ独奏には同じく西尾市出身の加藤
英子様をお迎えし盛大に開催する事が出来ました。
売上金のすべ
てを地元のボランティア団体に寄付する事が出来ました。

「市内小中学校音楽会等の後援費用捻出目的」
のため、
２０１５年
１０月１７日に第１４回鬼みちまつりを、
かわら美術館駐車場のブー
ス内にて、
クラブ員がテントに入りきれないほどの手伝いのもと、み
たらしだんご・フランクフルト・とりめしの販売を行い、毎年時間内
に売り切れとなる盛況です。

編集後記
碧南ライオンズクラブ

一色ライオンズクラブ

今年度のメインアクティビティーとして
「親子ふれあいコンサート」
を開
催し、
碧南市に楽器を寄贈させて頂きました。
多くのお客さまで賑わ
い会場は満員御礼でした。
また、
ホームページの更新等で多忙な
１年でもありました。改善の余地は残りますが無事こなすことが
出来ました。1年間ご覧いただき、
ありがとうございました。

CN30周年メイン事業として一色マラソン前日、
お招きした大島めぐみ
選手に一色中学校グランドにて
「キッズランレッスン」
と称し、
市内の
小中学生に“走り方教室”を行いました。寒い中でのレッスンでした
が、
メンバーも一緒に体を動かし、
心地良い汗を流しました。

愛知グレースライオンズクラブ
「子供たちの未来に明るい希望を」
クラブスローガンにもとずき、
くるみ会のこども達とのふれあいに引き続き、市内各地の保育
園をまわり、読み聞かせを始めて三年。
今年は一月に吉良の荻原保育園に行かせていただきました。
反応よく、はしゃいでくれる子供たちと楽しい時を過ごしました。
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まだ少し早いですがリジョン役員様・各クラブの会長様から退任のご挨拶をいただいて、VOL.４号を発
行させていただきます。一年間本当にご苦労様でした。
また、隣のページに
「一年を振り返って」
という表
題で、各クラブのとっておきのベストショットを掲載いたしました。素晴らしい笑顔をご覧ください。
桜前線の北上のあと熊本・大分に激震が走りました。建物の崩壊により多くの犠牲者が出ました。
ご冥福
を申し上げます。
大切な人を失い…… 思い出あふれる我が家が跡形もなく押し潰され……
これからどうなるのか…… どうすればいいのか…… 途方に暮れる…… 涙が止まらない
私たちに出来ることは何があるだろうか
何かしなくては……
ライオンズクラブ頑張れ！
ＷＥ ＳＥＲＶＥ
(石川)

合同会報各クラブ編集委員長
吉良LC

L長坂

誠

西尾LC

L中村

禎吾

碧南LC

L名倉

康裕

西尾東LC

L本間

重幸

高浜LC

L杉浦

辰夫

一色LC

L榊原

文雄

愛知グレースLC

L佐々木

道子

2Z合同会報編集委員長
L石川

裕司（西尾LC）
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献眼者発生時連絡手順表
8R・2 Z

献眼者家族

一般

愛知県アイバンク TEL（052）262-1100

ライオンズ関係
24時間受付

注意事項
1.死後6時間以内（冬季は12時間以内）
2.連絡内容
1）住所・献眼者氏名・喪主氏名・電話番号 2）死亡時刻・死亡原因

勤務時間内

ゾーン

LC事務局
●吉良LC

●西尾LC

TEL（0563）32-1141
●碧南LC

事務局 TEL（0563）56-7866

●西尾東LC

TEL（0566）41-1100
●高浜LC

西尾ライオンズクラブ

TEL（0563）56-7866

FAX（0563）57-1140

TEL（0563）56-7866
●一色LC

TEL（0566）52-4646

2Z・ZC

TEL（0563）56-7866

名 倉 洋（なぐら ひろし）

●愛知グレースLC

TEL（0563）53-8040

自 宅 TEL
（0563）52-4412
会 社 TEL（0563）52-4030
FAX（0563）52-2576

リジョン

2Z・ZCA

徳 田 修 二 （とくだ しゅうじ）

安城中央ライオンズクラブ

自 宅 TEL
（0563）57-0884

事務局 TEL（0566）76-7622

会 社 TEL（0563）54-1550
FAX（0563）54-3520

FAX（0566）77-1291
8R献眼献腎献血骨髄移植推進聴覚委員

溝 口 史 郎（みぞぐち しろう）

会

外 山 忠 雄（とやま ただお）

自 宅 TEL
（0566）98-0930

自 宅 TEL
（0563）52-1711

会 社 TEL（0566）97-7880
FAX（0566）97-7881
携 帯

長

会 社 TEL（0563）57-2915
FAX（0563）57-2344

090-3155-5330

安城中央LC献眼献腎献血骨髄移植推進聴覚委員長

幹

加 藤 景 三 （かとう けいぞう）

事

木 村 政 直（きむら まさなお）

自 宅

TEL（0566）75-6954

自 宅 TEL
（0563）54-3525

会 社

TEL（0566）76-7588
FAX（0566）76-7274

会 社 TEL（0563）56-3233
FAX（0563）56-1380

お願い
献眼希望者は、日頃から家族や親族の方と
死亡時の献眼の意志を話し合い、両者がお互いに理解し
納得しあって献眼できるようご配慮ください。

