
18

　この度、第40代目のクラブ会長としてクラブ運営に携わることになりま
した上原です。
　今期は令和元年に元号が変わり、クラブは40周年の節目の年、私事
ですがクラブに入会して10年目と私にとっても大きな節目の年であり、ライ

オンズクラブも移りゆく年の流れの中で、その時代に合った奉仕活動の在り方が問われる重要な
時期を迎えており、会長としての責任の重さを痛感しております。
  また、本年は当クラブからL.仁科良三が334－E地区ガバナーに選出され、新たな時代に向けて
レオクラブの結成と育成に目を向けた方針が示される中、当クラブではこれに先駆け昨年7月に結成
40周年記念事業の一つとして長野日大学園内に校内型のアルファレオクラブを結成しました。
　昨今、ライオンズクラブを取り巻く環境は、依然として歯止めが掛からない会員減少など大変
厳しい状況下にありますが、長野日大レオクラブの誕生はライオンズクラブの将来を担うべき若い
息吹が芽生える扉を開いたのではないかと思います。
  今期の私のスローガンは、「友情の絆で広げよう　新たな奉仕の道のり」とし、クラブの先輩諸氏が
築き上げてきた伝統や奉仕活動を基として、本年度の地区ガバナーの基本方針でもある「サーバント
リーダーシップで『夢』を」を目標に、メンバーが奉仕で結び付き若いリーダーが持つアイディアと
情熱を未来に向けて、全てのライオンと共に新たな道のりを創るための活動を行っていくこととしました。
  そのためには、新たな奉仕に向けての信念や価値観を共有し、組織の結束力を高めると共にクラブ
運営の簡素化、会員増強による組織の強化にも力を入れていきたいと思います。
　更に本年はクラブ結成40周年を迎え記念式典等の開催があり、その準備に向けて大会実行
委員会も組織させていただきました。今後、実行委員会を中心に記念式典等の開催方法について
検討を加え、会員各位には、思い出に残る式典になるよう努力していきたいと考えておりますので、
お力添えを是非、お願いしたいと思います。
  一年間よろしくお願いします。
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新会員紹介
L. 小林 順一　S59年7月30日生
入会：2019年8月（スポンサー  L. 高橋 和夫）
自宅：長野市屋敷田379-16
　　　☎080-6994-6460
会社：優環㈲(安全施設設置)取締役
　　　長野市屋敷田379-16
　　　☎026-217-5012

L. 鹿熊　崇　S54年8月29日生
入会：2019年8月（スポンサー  L. 松野 是邦）
自宅：長野市浅川西条1142
　　　☎026-295-5647 ／ 090-4940-6699
会社：㈱鹿熊組（建設業）建築工事部工事長
　　　長野市緑町1631-3 
　　　☎026-235-3311

L. 小林　直　S59年6月16日生
入会：2019年8月（スポンサー  L. 仁科 良三）
自宅：長野市三輪3-10-17-1
　　　☎080-5506-0663
会社：信越放送㈱(営業)主事
　　　長野市問御所町1200
　　　☎026-237-0540

L. 小松　浩　S39年1月26日生
入会：2019年8月（スポンサー  L. 金澤 正明）
自宅：松本市梓川梓3768-2
　　　☎0263-78-3553 ／ 090-4152-5107
会社：長野銀行長野営業部(金融)副部長
　　　長野市大字南長野1126番地1 
　　　☎026-226-2171

・L.小林　順一　　　
・L.鹿熊　崇
・L.小林　直
・L.小松　浩

 7月　2日（火） 2018～2019年度下期会計監査
 3日（水） 第1回7月定例理事会
 3日（水） 長野市立東部中学校公開授業参観日
 4日（木） 委員会合同会議及び懇親会
 5日（金）～9日（火） ミラノ国際大会
 11日（木） 第1回地区レオクラブ委員会
 16日（火） 長野県知事表敬訪問
 17日（水） 第1回地区環境保全委員会
 17日（水） 第1回地区GMT・GST、FWT合同委員会及び懇親会
 19日（金） 第1回334複合地区管理委員会
 19日（金） 7月第1「年頭例会」
 20日（土） 第1回地区ガバナー名誉委員会
 22日（月） 第1回地区行政包括連携協定推進室会議
 22日（月） 第1回地区会則・リサーチ・アラート長期計画委員会
 23日（火） 第1回RC・ZC会議
 23日（火） 第1回地区ガバナー・キャビネット会議
 24日（水） 第1回334複合地区ガバナー協議会
 25日（木） 須坂市表敬訪問
 25日（木） 夏期来日YCE生歓迎会
 26日（金） 出席奨励委員会
 27日（土） 第1回レオクラブイベント

 27日（土） 第1回地区ライオンズクエスト・薬物乱用防止委員会
 28日（日） スペシャルオリンピックス日本・長野チャリティーボウリング大会
 29日（月） 2019-2020LCIF理事長公式訪問・懇親会
 30日（火） 長野市表敬訪問
 30日（火） 歴代会長・幹事会
 31日（水） 第3回RC会議
 8月　1日（木） 第2回2R会長会
 2日（金） 第1回2R1Zガバナー諮問委員会
 4日（日） 長野パルセイロ観戦
 5日（月） 第1回7月定例理事会
 6日（火） 会員増強セミナー
 8日（木） 第1回2R2Zガバナー諮問委員会
 8日（木） 8月第1「家族合同納涼」例会・新会員入会式
 9日（金） 第19回ライオンズクエストワークショップ
 9日（金） 第1回2R3Zガバナー諮問委員会
 13日（火）～16日（金） クラブ事務局夏期休暇
 19日（月） 出席奨励委員会
 27日（火） 2R3Zガバナー公式訪問
 28日（水） 第4回RC会議・ガバナーチーム会議
 30日（金） 出席奨励委員会

経過報告
7月～8月
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　みすず結成40周年の記念の年、幹事という大役を仰せつかりました。前年の滝沢氏の突
然の引退から訳も分からないままお引き受けする事になってしまいました。皆様にはご迷惑の
かけっぱなしのままミラノの国際大会へ……。帰国したら今期のスタートと間なり今は40周年
記念式典へと進んでいる状態です。クラブ員の皆様が安心して奉仕活動に参加していただ
けるお手伝いができ、又一方では会長が年の運びにスムーズに力を注いでいただけるよう微
力ではありますが 2020年６月迄頑張りたいと思っております。どうぞ宜しくお願い致します。

幹 事 L. 西 澤  裕 美 子
　皆様常日頃ライオンズ活動ご苦労様です。
　いよいよと申しますか恐れていた第一副会長就任が回ってきました。戦々恐々、心の準備をし
てるところです。髙野前会長、上原会長のように弁は立ちません。お二人に勝つてるのは、年齢
が若いことだけです。気弱なことを申しますが、皆様の支えをお願い致しながら本年度一年は上
原会長をよく観察し会長の勉強に励む所存です。怒られることは苦手です。
　皆様優しくお願い致します。

第1副会長 L. 金 澤  正 明 運営委員会

奉仕委員会

常設特別委員会

　昨年度は、髙野会長のもと第三副会長を務めさせていただきましたが、仕事に私生活におい
て、多忙を理由に第三副会長の仕事を、しっかり全うできなかったこともあり、本年度に第二副
会長の打診があった時は、最初はお断りをさせていただきました。しかし上原会長から強くお誘
いをいただき、来年の第一副会長はないということで、お引き受けさせていただきました。
　今年は長野みすずLC創立40周年の中での第二副会長という、重要なポストでございます。
仰せつかったからには、しっかり上原会長を支え、第二副会長としての仕事をしっかり全うさせて
いただきますので、そのためには、会員皆様のご協力なくしてできません。ぜひ皆様の積極的なご
協力を宜しくお願いいたします。

第2副会長 L. 山 室  健 三

　今年度、第3副会長になりました真島秀男です。35周年の年に入会をし、まだ５年程しか経っ
ていないにも関わらず、大役を仰せつかりました。ライオンズでは分からないことばかりですが、各
イベント等の折には皆さんに楽しい時間を過ごして頂けますよう、精一杯頑張ります。どうぞ一年
間宜しくお願い致します。

第3副会長 L. 真 島  秀 男

　長野みすずライオンズクラブ 40周年という記念する年度に会計を仰せつかりました。
　まだライオンズ歴も浅く、お役に立てるかわかりませんが、会長、幹事の足を引っ張らないように
諸先輩方々のご指導をいただき、努めさせていただきたいと思っておりますので、温かい目で見
ていただけると幸いです。
　この一年を通してライオンズの理念を少しでも自分なりに理解し行動に移せるように勉強して
いきたいと思います。
　一年間楽しく有意義な時間を皆様と過ごせることを楽しみにおりますので宜しくお願いいたします。

会  計 L. 片 桐  栄 一

　この度、ライオンテーマーを務めさせて頂きます井出です。
　入会して7年目になりますが、まだまだ分からないことが多く皆様にご迷惑かけております。1年
間一生懸命務めていきたいと思いますので宜しくお願い致します。

ライオン・テーマー L. 井 出  秀 一

　今年度、テール・ツイスターを務めさせて頂くことになりました宮澤です。ライオンズクラブには
2017年3月入会、3年目に入ったばかりです。まだまだ経験不足ですが、上原会長・西澤幹事を
はじめとする役員のみなさま、クラブの諸先輩様方にご指導頂き、任務を遂行していく所存です。
　本年度のドネーション目標金額は、150万円です。皆様のご理解ご協力を頂き、目標を達成
できればと考えております。
　一年間、宜しくお願い致します。

テール・ツイスター L. 宮 澤  昌 基

ごあいさつ クラブ役員
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ごあいさつ クラブ役員
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　ミラノ国際大会で地区ガバナーに就任致しました。そこでは４項目の誓いを宣言しました。
①責任を持って地区組織を運営します。
②国際会則を守ります
③ライオンズクラブ道徳綱領を守ります。
④ライオニズムの高揚につとめます。
　クラブメンバーが大勢ミラノに行っていただき心から感謝しお礼申し上げます。キャビネットで
は飯田幹事はじめ多くのメンバーがご活躍していただき、早くも２ヶ月を過ぎました。
　強い組織づくりからスタートをしＲＣの運用、地区ガバナー名誉委員会、地区友好クラブ支援
レガシー委員会、地区レオ委員会を新設。子供達を真ん中に集め次世代の育成をしてまいりま
す。みすずライオンズクラブも40年になりました。私も結成メンバーで有り、30歳から70歳になっ
てしまいました。この40年間で大きく成長して現在の自分がいます。ライオンズクラブの中で大きく
成長出来たと本当に思っています。感謝です。老・荘・青バランスのとれたクラブになってきまし
た。若く入会された会員に大きく成長していただき、クラブを引き継いで、334－E地区リーダーク
ラブの真ん中に居場所を作って下さい。昨年髙野会長が中心となり日大レオクラブを作ってい
ただきました。地区に大きな影響を与えレオクラブは10クラブにならんとしています。上原会長中
心に40周年記念が成功し新たな奉仕の道のりがスタートされる事をお祈り申し上げます。

地区ガバナー L. 仁 科  良 三

　約6か月間の準備期間を経て、7月から仁科キャビネットがスタート致しました。
　仁科ガバナーの基本指針を具現化するために微力ですが、誠心誠意努力してまいります。
　この原稿を書いている今まさにガバナー公式訪問の真っ最中です。全クラブ会長はじめ役
員の皆様と情報交換を行い、RC・ZC・コーディネーター・委員長・副幹事の皆さんのお力を頂
き、より素晴らしいアクティビティを推進したいと考えます。所属クラブの長野みすずライオンズク
ラブの皆様には多 ご々迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解を頂きたくお願い申し上げます。
　一年間ご協力をお願いいたします。
　受けた以上は「本気」でやり抜きます！

地区キャビネット幹事 L. 飯 田  重 光

　長野みすずライオンズクラブは長野白樺ライオンズクラブのスポンサーの下に設立され、
40年目という輝かしい年を迎えられ心からお祝い申し上げます。
　貴クラブは15周年目に三重県菰野ライオンズクラブと友好クラブ、35周年目に石川県金沢
菊水ライオンズクラブと姉妹の調印を行い、40周年事業として一昨年に長野日本学園高等部
にレオクラブを設立しました。
　青少年健全育成の一環として、少年剣道大会・三帰寮の皆様と一日里親ボウリング大会の
集い・信州あいさつ運動などの奉仕活動及び社会奉仕にクラブ員が一丸となり取り組んでいる
事に敬意を表します。
　結びに、長野みすずライオンズクラブが創立40周年を契機といたしまして、50周年・100周
年に向かって奉仕に多様性をもたせ、さらなるご発展を遂げられますとともに、会員皆様方のご
健勝とご繁栄を祈念申し上げて、お祝いの言葉といたします。

地区キャビネット会計 L. 河 田  育 畝

ごあいさつ 地区役員

　私の家ではホームステイの受け入れは初めてでした。
もっとふさわしいご家庭があったでしょうにと今になって
も思っております。と言いますのも、我が家には受け入れ
学生にふさわしい年齢の子供がいない事、92歳の要介護
３の認知症の母を抱えている事、主人が病の治療中である
事、7人家族の我が家がこの様な状態の中、小学４年生、
２年生の孫には語学の学習ができると思い、お嫁さんが理

解してくれたお陰で実現い
たしました。デリン君も我
が家と同じように不安で一
杯だったことでしょう。
たった１週間の短い時間で
はありましたが、私にとっ
ても家族にとってもすばら

しい時間を過ごすことができました。
　まずはトルコ語と英語しか話すことができないデリン君
ですが、その英会話が誰一人満足にできません。しかしな
がら今の時代ポケトークなる便利な物があり、私には誠に
便利に使うことができ非常に助かりました。また孫達には
ポケトーク使用禁止令が出ておりましたので、お嫁さんや
孫達はどうにかこうにか会話が成り立っておりました。
　非常に慌ただしい日程を毎日過ごしましたが、一方トルコ
の事、デリン君の将来の夢、ご両親の事等「食」こそ大きな
違いはありましたが、一緒に餃子を作って食べた事、日本の
「すき焼き」とやらを食べて感激した彼の笑顔は忘れられま
せん。我が家はデリン君が使っていた部屋を１週間経っても
入ることができず別れる時のシーンは一生心に残ると思いま
す。また機会があればと思えるのは不思議です。

　昨年に引き続き、YCE生を受け入れさせていただきま
した。昨年は17歳のスロベニヤのかわいい女の子（ルナ）
でしたが、今年は17歳のトルコのイケ面の男の子（デニ
ス）です。我が家には、7月25日のユースキャンプから
もどった夜から引き受けました。
　26日は、キャンプあけともあり、とりあえずゆっくり
寝かせて、お昼ころから近所に、ショッピングに行き、デ
ニス本人と母親の浴衣を購入したりしました。夕方からは、
北長野商店街のお祭りに行き、その後、映画のナイト
ショーに行ったりと、楽しみました。
　27日は、レオとの交流イベントに参加して、デニスは、
ステージにおいて催し物に参加しました。その夜は、キャ
ビネット役員さんたちと、他のYCE生と共に一緒に夕食
会に参加し、交流を深めました。
　28日は、午前は、スペシャルオリンピックス関係の人
たちのボーリング大会に参加して、午後は軽井沢に移動し
て、私が所属している、長野カーリング協会会員と共に、
カーリング体験をしました。デニスは非常にスポーツマン
で、上手にこなしていました。
　29日は、朝の始発の新幹線で東京ディズニーランドに
向かい、30日の夜に帰ってきました。大変喜んで、満喫
しておりました。
　31日は、我が家での最後の日でしたので、夜のパー
ティーの準備を一緒にして、夕方より私の兄家族を交え
て、庭でバーべQ、花火大会をおこないました。その日は
夜空がきれいでしたので、山へ星を見に行き、みんなで道

に寝転び、流れ星をながめていたのは、気持ちがひとつに
なれた気がしました。
　1日は、前日の夜が遅かったため、次の西澤フォスト
ファミリーへは、お昼の引渡しとなりました。
　わずか一週間でありましたが、デニスと私の家族や兄の
家族は、有意義な時間を過ごさせていただき、いい友情の
絆が結べたと思います。またデニスはどこで覚えたかわか
りませんが、お別れの際には、日本語でかいた手紙をくれ
ました。大切にしたいと思います。

YCE生
特集

L. 西澤 裕美子

L. 山室  健三YCE生を迎えて

7/11木～8/7水
我が家にデリン君がやって来た!
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２R３Zガバナー公式訪問
2019

7/19
金

ホテル国際２１／ 7月第1年頭例会

2019

8/8
木

ホテル国際21／「家族納涼」例会・新会員入会式

　7月年頭例会が開催されました。
　「友情の絆で広げよう　新たな奉仕の道のり」を会長ス
ローガンに掲げ上原年度がスタート致しました。本年度よ
り例会場が葵の間に代わり、今までの例会場に比べると狭
くなりましたがより近くなり会話も弾むことでしょう。
　今年は10月30日に40周年記念式典を控えており会員
の皆さんにはそれぞれの立場でご協力を仰がねばなりませ
ん。既に実行委員会が開催され着々と準備が進められてお
ります。
　当日の準備にはできるだけ多くの皆さんにお集まりいた
だき全員の力で式典を必ず成功させましょう。

　ホストクラブ長野中央ライオンズクラブによりL.仁科良三ガバナーをお迎えして盛大
に開催されました。

　8月第1例会が開催され新会員入会式が行われました。
　L.小林　直、L.小松　浩、L.小林　順一、L.鹿熊　崇4名
の方が入会されました。
　また、家族納涼例会では上原会長よりレオの皆さんに図
書券がプレゼントされ大変喜んでいました。

　その後「みすず　たろう」さんのミニコンサートが行われ、この日のために急遽結成された「ハッピー
＆ブラック」の皆さんによるバックダンスでステージが大いに盛り上がり楽しい納涼例会となりました。

▲上原会長ごあいさつ

▲山室健三第2副会長
　あいさつ

▲上原会長より図書券のプレゼント “もらったぞ～”

▲みすずたろうとハッピー&ブラック

▲各クラブ三役へ地区ガバナー L.仁科良三より記念品が贈呈されました。
▲新しい例会場　葵の間

▲年頭例会出席者40名

▲上原年度8役の顔ぶれ
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　この度、第40代目のクラブ会長としてクラブ運営に携わることになりま
した上原です。
　今期は令和元年に元号が変わり、クラブは40周年の節目の年、私事
ですがクラブに入会して10年目と私にとっても大きな節目の年であり、ライ

オンズクラブも移りゆく年の流れの中で、その時代に合った奉仕活動の在り方が問われる重要な
時期を迎えており、会長としての責任の重さを痛感しております。
  また、本年は当クラブからL.仁科良三が334－E地区ガバナーに選出され、新たな時代に向けて
レオクラブの結成と育成に目を向けた方針が示される中、当クラブではこれに先駆け昨年7月に結成
40周年記念事業の一つとして長野日大学園内に校内型のアルファレオクラブを結成しました。
　昨今、ライオンズクラブを取り巻く環境は、依然として歯止めが掛からない会員減少など大変
厳しい状況下にありますが、長野日大レオクラブの誕生はライオンズクラブの将来を担うべき若い
息吹が芽生える扉を開いたのではないかと思います。
  今期の私のスローガンは、「友情の絆で広げよう　新たな奉仕の道のり」とし、クラブの先輩諸氏が
築き上げてきた伝統や奉仕活動を基として、本年度の地区ガバナーの基本方針でもある「サーバント
リーダーシップで『夢』を」を目標に、メンバーが奉仕で結び付き若いリーダーが持つアイディアと
情熱を未来に向けて、全てのライオンと共に新たな道のりを創るための活動を行っていくこととしました。
  そのためには、新たな奉仕に向けての信念や価値観を共有し、組織の結束力を高めると共にクラブ
運営の簡素化、会員増強による組織の強化にも力を入れていきたいと思います。
　更に本年はクラブ結成40周年を迎え記念式典等の開催があり、その準備に向けて大会実行
委員会も組織させていただきました。今後、実行委員会を中心に記念式典等の開催方法について
検討を加え、会員各位には、思い出に残る式典になるよう努力していきたいと考えておりますので、
お力添えを是非、お願いしたいと思います。
  一年間よろしくお願いします。

Vol.127
長野みすず
ライオンズクラブ

発行日 2019・9・1

ごあいさつ

地区ガバナースローガン

会長スローガン 友情の絆で広げよう　新たな奉仕の道のり

～多様性を受け入れた「サーバントリーダーシップ」の推進～
培った絆で「情熱思いやり努力」奉仕するセカンドセンチュリー

会  長 L. 上 原  英 二

Vol.127
発行　長野みすずライオンズクラブ

編  集  後  記

長野市妻科 426-1　長野県建築士会館 5F
〒380-0872　TEL.026-235-0403

マーケティング・コミュニケーション委員会
　◎伊藤　義徳　　〇基井　照明　　北川　哲男
　　久保田　博巳　　丸山　栄一郎　　堀内　博

　1979年10月30日に長野みすずライオンズクラブが誕
生して40年を迎えます。
　会報も今回発行で127号となります。
　今年は40周年記念式典等様々な活動があります。昨年
より行っておりますSNSを今年も活用をして参りますので、
個々で撮影をされた写真も是非ご提供をお願い致します。
　クラブhpも是非ご覧下さい。今年１年ご支援とご協力
をお願い致します。

（委員一同）

新会員紹介
L. 小林 順一　S59年7月30日生
入会：2019年8月（スポンサー  L. 高橋 和夫）
自宅：長野市屋敷田379-16
　　　☎080-6994-6460
会社：優環㈲(安全施設設置)取締役
　　　長野市屋敷田379-16
　　　☎026-217-5012

L. 鹿熊　崇　S54年8月29日生
入会：2019年8月（スポンサー  L. 松野 是邦）
自宅：長野市浅川西条1142
　　　☎026-295-5647 ／ 090-4940-6699
会社：㈱鹿熊組（建設業）建築工事部工事長
　　　長野市緑町1631-3 
　　　☎026-235-3311

L. 小林　直　S59年6月16日生
入会：2019年8月（スポンサー  L. 仁科 良三）
自宅：長野市三輪3-10-17-1
　　　☎080-5506-0663
会社：信越放送㈱(営業)主事
　　　長野市問御所町1200
　　　☎026-237-0540

L. 小松　浩　S39年1月26日生
入会：2019年8月（スポンサー  L. 金澤 正明）
自宅：松本市梓川梓3768-2
　　　☎0263-78-3553 ／ 090-4152-5107
会社：長野銀行長野営業部(金融)副部長
　　　長野市大字南長野1126番地1 
　　　☎026-226-2171

・L.小林　順一　　　
・L.鹿熊　崇
・L.小林　直
・L.小松　浩

 7月　2日（火） 2018～2019年度下期会計監査
 3日（水） 第1回7月定例理事会
 3日（水） 長野市立東部中学校公開授業参観日
 4日（木） 委員会合同会議及び懇親会
 5日（金）～9日（火） ミラノ国際大会
 11日（木） 第1回地区レオクラブ委員会
 16日（火） 長野県知事表敬訪問
 17日（水） 第1回地区環境保全委員会
 17日（水） 第1回地区GMT・GST、FWT合同委員会及び懇親会
 19日（金） 第1回334複合地区管理委員会
 19日（金） 7月第1「年頭例会」
 20日（土） 第1回地区ガバナー名誉委員会
 22日（月） 第1回地区行政包括連携協定推進室会議
 22日（月） 第1回地区会則・リサーチ・アラート長期計画委員会
 23日（火） 第1回RC・ZC会議
 23日（火） 第1回地区ガバナー・キャビネット会議
 24日（水） 第1回334複合地区ガバナー協議会
 25日（木） 須坂市表敬訪問
 25日（木） 夏期来日YCE生歓迎会
 26日（金） 出席奨励委員会
 27日（土） 第1回レオクラブイベント

 27日（土） 第1回地区ライオンズクエスト・薬物乱用防止委員会
 28日（日） スペシャルオリンピックス日本・長野チャリティーボウリング大会
 29日（月） 2019-2020LCIF理事長公式訪問・懇親会
 30日（火） 長野市表敬訪問
 30日（火） 歴代会長・幹事会
 31日（水） 第3回RC会議
 8月　1日（木） 第2回2R会長会
 2日（金） 第1回2R1Zガバナー諮問委員会
 4日（日） 長野パルセイロ観戦
 5日（月） 第1回7月定例理事会
 6日（火） 会員増強セミナー
 8日（木） 第1回2R2Zガバナー諮問委員会
 8日（木） 8月第1「家族合同納涼」例会・新会員入会式
 9日（金） 第19回ライオンズクエストワークショップ
 9日（金） 第1回2R3Zガバナー諮問委員会
 13日（火）～16日（金） クラブ事務局夏期休暇
 19日（月） 出席奨励委員会
 27日（火） 2R3Zガバナー公式訪問
 28日（水） 第4回RC会議・ガバナーチーム会議
 30日（金） 出席奨励委員会

経過報告
7月～8月


