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2019～2020年度　浦安ライオンズクラブスローガン

「つなげる奉仕の心、広がる友情の輪。We Serve！」

「令和」元年、第48期浦安ライオンズクラブ会長を務めさせて頂きます
事、大変光栄と感じております。

長きに渡って浦安ライオンズクラブの伝統を継承し、これまで先輩皆
さまの並々ならないご尽力と結束の結果でありますものと理解致してお
ります。

世界最大の奉仕団体であるライオンズクラブに身をおける喜び、そし
て伝統ある所属クラブ会長として拝命します責任を感じております。

 まずもって今期の会長スローガンは、『つなげる奉仕の心、広がる友
情の輪  We serve ！』と致しました。

ライオンズ精神の基本である奉仕をする心から生まれる活動であり、活動を通してその先にあるのは友情
のつながりであると実感致します。

ライオンズ精神の下、メンバーのつながりを大切に会員満足度の向上と会員増強により強堅なクラブを目
指したいと思います。

そして理事会にてご承認を頂き、クラブ目標を下記と致しました。
1. 会員が充実感を得られるクラブ作り
2. 各委員会の充実した活動の実現
3. 次世代と融合する強堅なクラブを目指す

時代の変化、、、AI、ロボット、自動運転など日々変化が目まぐるしい状況を迎え、反面、惨忍な事件の数々
がニュースで聞こえて来る日々に心を痛めますのは、皆さまも同様に感じられていらっしゃる事と思います。

まさに私たちが目指すべき”無償の愛“、、、慈しむ心
や奉仕の心が必要とされるいる世の中であると感じて
おります。

相手を思いやる心を大切にし微力ながら、目標達成
を目指して皆さまのご尽力を頂けますよう進めて参り
たいと思います。

日々皆さまのご協力に感謝を申し上げ、引き続き
ライオンズクラブのご支援を賜りますようお願い致
します。

会長挨拶

浦安ライオンズクラブ
第48期会長　Ｌ小林　祐子

第48期執行部の皆さん
（左からＬ皆川、Ｌ吉田、Ｌ小林、Ｌ島田、Ｌ熊切、Ｌ大石）

●三浦ライオンズクラブ（330-B 8R 3Z）
●米国アナハイム市ブレックファーストライオンズクラブ

1982年12月3日　代表L6名　訪米し調印
1983年5月15日　代表L2名　訪日、訪浦し調印

●米国カリフォルニアガーデナー市
エルカミノライオンズクラブ（4L3）（1R提携）

　　　　　　　　　　　　　　※2019年6月30日解散
●米国グアム　グアメリカライオンズクラブ

2017年4月9日45周年CNにて調印
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理 事 会：第１火曜日　ライオンズ事務局 午後６時開会
第１例会：第２火曜日　東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート 午後７時開会　

第２例会：第４火曜日　ホテルオークラ東京ベイ 午後７時開会

333-C地区 1R 2Z 所属
スポンサークラブ　　市川ライオンズクラブ
結成式　1971年10月3日
認証式　1972年4月16日
日本国内で1623番目のクラブとして発足

1971/10  浦安ライオンズクラブ結成
1974/10  三浦ライオンズクラブと姉妹提携
1980/2　米国エルカミノクラブと１Ｒ姉妹提携
1981/10  第1回チャリティーゴルフ大会開催
1985/5　財団法人千葉県アイバンク協会設立に寄付
1986/6　浦安シーサイドライオンズクラブ結成をスポンサー
1989/4　浦安市100周年記念表彰式参加
1990/1　浦安市とオーランド姉妹都市提携の記念植樹
1993/7　浦安中央ライオンズクラブ結成をスポンサー
1999/5　盲導犬助成チャリティーディナーショー主催

2012/4　浦安ライオンズクラブ40周年記念式典にて、
　　　　防犯パトカー寄贈
2017/4　米国グアム　グアメリカライオンズクラブと
　　　　姉妹提携

題字　関根　薫園氏
浦安ライオンズクラブ会報

「獅子吼」初号

〒279-0004
浦安市猫実1-19-36浦安商工会議所会館内

TEL 047-353-2203  FAX 047-350-0729

E-mail : mail@urayasu-lc.jp
URL : http://www.urayasu-lc.jp/

浦安ライオンズクラブの歩み

浦安ライオンズクラブ誕生の記録 提携クラブ

理事会・例会会場

48期役員

事務局のご案内

（サンルートプラザ東京より名称変更：2019年10月1日より）



あなたも「浦安ライオンズクラブ」で活躍しませんか？

新メンバーの紹介

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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あなたも「浦安ライオンズクラブ」で活躍しませんか？

フレッシュなメンバーが、6名入会しました。若いメンバーが増えて、クラブが活性化していくことでしょう。
今後の活躍を期待します。

（50音順）

本年５月１日、「平成」から「令和」へと、新しい時代が幕を開けました。
新しい時代は、さらなる人口減少、超少子・高齢化、技術革新、グロー
バル化など、社会環境は加速度的にその様相を変えていくと思われます。

しかしながら、私はどんな時代であっても、まちづくりの基本は、市
民の貴重な生命・財産が守られること、誰もが自分らしく生き生きと暮
らせること、そして、市民一人ひとりが誇りを持って活躍できることだ
と考えております。すべての市民が“幸せ”を実感できるまち、誰もが
輝けるまちを目指し、本市のさらなる飛躍のため、市政運営に全力を傾
注してまいりますので、引き続きのご理解、ご協力をお願いいたします。

浦安ライオンズクラブの皆様におかれましては、「We Serve（われわれは奉仕する）」のモットーに基づき、
今後とも地域の発展のために、皆様の団結力を活かし、より一層のご活躍をご期待申し上げます。

結びに、浦安ライオンズクラブのさらなる発展と会員皆様方の、ご健勝、ご多幸を祈念してご挨拶といた
します。

ごあいさつ

浦安市長 内田　悦嗣 様

ライオンズクラブの会員は、各地域で「仕事をしながら地域に役立つ奉仕活動をしよう」と集まった人た
ちです。

ライオンズクラブでは奉仕活動のことを「アクティビティ」と呼び、一般にボランティア団体では、ある
特定の奉仕分野に特化して、専門的に活動されることが多いですが、ライオンズクラブの活動分野は非常に
多岐にわたり取り組んでおります。地域社会をよくするために活動を実行し、地域のニーズがあれば何にで
も取り組む姿勢があるのがライオンズクラブの特徴です。さらに活動のフィールドも地域を中心に、地区キャ
ビネット、国際協会本部や LCIF を通じて、県内・国内そして国際的にも貢献の場が広がります。

広瀬前会長のクラブ目標であった支部を結成しました。
５月第二例会において、木村ガバナーをはじめ大勢のご来賓が出席する中、盛大にお披露目する

ことができました。
地域の「人間関係の和」をつなぐため、未来に向けた出会いの場をつくる、という結成の趣旨の

もと今後の活動に向けて準備中です。ご期待ください！

各種活動や行事への参加等ライオン
ズクラブでは、リーダーシップを磨く
実践の場があります。ビジネスの現場
でも役立つスキルが身に付きます。

自分の中の能力を伸ばす
AbilityAbility

さまざまな奉仕活動を通じて、職業
や年齢の違いを超えた多くの仲間と、
厚い絆を育むこととなります。

友情で結ばれた仲間
FriendshipFriendship

ライオンズクラブは国際的なネット
ワークです。国境を越えた奉仕活動や、
世界中の会員同士の交流を経験するこ
とができます。

世界に広がる組織の一員
InternationalInternational

青少年の育成や、障がい者への支援
活動等、あなたの時間と能力を奉仕活
動に活かすことができます。

地域社会の力になれ
ActivitiesActivities

浦安ライオンズクラブに支部を結成しました！

本山祐紀寛
株式会社こころの風
葬祭部課長

もと やま ゆ き ひろ

2019年7月入会

鈴 木 雄 一
有限会社功徳林
代表取締役

すず き ゆう いち

2019年4月入会

宮 坂 奈 緒
千葉県議会
県議会議員

みや さか な お

2018年11月入会

鈴 木 孔 司
株式会社千寿司チェーン
取締役総務部長

すず き こう じ

2018年9月入会

長谷川博紀
株式会社ファーストリゾート
料飲宴会セールス部課長

は せ がわ きひろ

2019年７月入会

西 川 嘉 純
浦安市議会
市議会議員

さい かわ よし ずみ

2019年７月入会

支部会員にお祝いの花束を贈呈
左からＬ坂口剛、Ｌ伊地知厚子、Ｌ田頭あやこ、Ｌ室井朋子、Ｌ金子宜弘、Ｌ北園八大

・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・
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愛の献血運動
献血は、尊い命を救う一人一人の崇高な精神と、多くの方々の善
意によって成り立っております。全国のライオンズクラブにおいて献
血運動を展開しておりますが、千葉県では県内の献血量の約14
パーセントを、ライオンズクラブの献血活動により確保しております。
浦安ライオンズクラブでは、千葉県赤十字血液センターと協力し献
血バスを年３回ほど配車し、多くの献血協力者を募ってまいります。

アイバンク献眼推進運動
1925年のライオンズクラブ国際大会に、三重苦の聖女と呼ばれた
ヘレン・ケラー女史が、ゲストスピーカーとして招かれ、そこで彼女
はライオンズクラブに対し「暗闇と戦う盲人のための騎士になってく
ださい」と訴えました。以来、ライオンズクラブは視聴障がい者福祉
や視力保護の活動に重点を置いております。浦安ライオンズクラブ
においてもアイバンク登録運動を展開しております。献眼は角膜移
植を必要とされる方々に、ふたたび光を届けることが可能となりま
す。一人でも多くの方の善意とご協力をお願いいたします。

盲人留学生交流会支援
「ジュエリーボックス盲人留学生交流
会」は盲人留学生が視覚障がいを持ち
ながら、言葉も文化も異なる日本で、
鍼・灸・マッサージなどを学んで自国に
もどり、自立を目指す若者たちを励ま
すことを目的とした交流会です。

浦安市スカウト連絡協議会への支援
社会教育として青少年の成長に貢献し
ているスカウト運動への支援を行ってお
ります。
・ボーイスカウト浦安第１団
・ボーイスカウト浦安第２団
・ガールスカウト千葉県第60団
・ガールスカウト千葉県第80団

・盲導犬支援募金活動
・災害支援募金活動

社会福祉活動

・社会福祉協議会
・浦安市スカウト連絡協議会
・手をつなぐ親の会
・浦安市少年野球
・浦安青年会議所　青少年事業
・盲人留学生交流会
・市内盲導犬育成支援
・千葉県アイバンク協会

支援アクティビティ
・薬物乱用防止教室の開催
・薬物乱用防止
　キャンペーンの実施
・国際青少年交換（YE）活動

青少年健全育成活動

・献血活動
・アイバンク献眼推進活動

環境衛生活動

浦安ライオンズクラブの奉仕活動薬物乱用防止キャンペーン
「ダメ。ゼッタイ。」薬物乱用防止キャンペーンを、例年10月の浦
安市民まつり会場にて開催しています。薬物乱用防止に関する
正しい知識が容易に理解できるよう工夫されたキャラバンカーを
展示し、車内の標本や模型、3Ｄ映像、ゲームなどを見学、体
験していただいています。

「手をつなぐ親の会」クリスマス会への支援
浦安市総合福祉センターにて「手をつなぐ
親の会」の恒例クリスマス会が行われます
が、浦安ライオンズクラブの奉仕活動にお
いて、一番永く継続して行われているボラ
ンティア活動です。クラブで用意したクリス
マスプレゼントを、メンバーのサンタクロース
がお一人お一人にプレゼントしております。

今期も、３回程度の献血活動を予定しておりますので、
ぜひご協力をお願い申し上げます。

薬物乱用防止教室の開催
「薬物乱用防止教室」は、薬物乱用防止教室認定講師のメンバー
を中心に、浦安警察署のご協力をいただきながら進行していき
ます。市内小中学校にて「薬物乱用防止教室」を各学校からの
依頼を受け実施しております。開催のご要望がありましたら、
クラブ事務局までご連絡ください。

国際青少年交換（YE）活動
青少年交換（YE）は、ライオンズクラブがスポンサーとなり、双方の国に
交換生を派遣および受入れし、青少年が文化を学ぶ機会を得ることが
できます。派遣生は15～21歳で、派遣期間は1ヶ月程度。他国の青少
年がホスト家庭に滞在し、家族の一員としての日常生活の中で、地域
の人 と々触れ合う機会を持つことができます。

浦安ライオンズクラブアクティビティの紹介

浦安市少年野球への支援
浦安市野球協会学童部では、世界野球
大会日本代表予選を兼ね毎年７月に少
年軟式野球世界大会（全国ブロック大
会）を市内で行っております。野球を
通じ青少年健全育成への活動に対し支
援を行っております。

浦安青年会議所への支援
「わんぱく相撲浦安場所」などの青少
年健全育成事業を展開する公益社団
法人浦安青年会議所への支援を行っ
ています。

浦安市社会福祉協議会への支援
浦安市における地域福祉の中核的な役
割を担っている社会福祉法人浦安市社
会福祉協議会への支援をしています。

「チャリティーゴルフ大会」の開催
チャリティーゴルフ大会の収益金は、クラブの運営に利用するので
はなく、クラブメンバーのドネーション（会員の寄付金）とともに、すべ
てアクティビティ（奉仕活動）のために使用されます。

盲導犬支援募金活動
盲導犬協会の募金箱を、市内の事業所に設置し管理を行ってお
ります。
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Ｌ古　河　守　男

Ｌ丸　茂　陽　一
Ｌ指　田　勝　希

Ｌ髙　瀬　治　之

Ｌネタラ・Ｂ・タパ

Ｌ芝　田　錦　一 Ｌ小　川　純一朗

Ｌ吉　野　公　大

第48期委員会組織今期（48期）の主な予定事業

浦安チャリティテニス大会

ネパール支援チャリティ

Ｌ加賀田　将　虎 Ｌ広　瀬　直　樹
Ｌ髙　瀬　治　之 Ｌ宮　坂　奈　緒
Ｌ内　田　千　尋 Ｌ大　石　守　史

Ｌ保戸田　　優　 Ｌ丸　茂　陽　一

Ｌ大　塚　行　雄 Ｌ芝　田　錦　一 Ｌ鈴　木　雄　一

Ｌ小　川　純一朗 Ｌ大　石　守　史 Ｌ増　田　　勉　 Ｌ高　梨　良　茂
Ｌ保戸田　　優　 Ｌ鈴　木　雄　一 Ｌ江　口　隆　定 Ｌ島　田　富美子
Ｌ長　野　朋　樹
Ｌ熊　切　克　巳 Ｌ古　河　守　男
Ｌ古　河　守　男 Ｌネタラ・Ｂ・タパ Ｌ長谷川　博　紀

特別委員会
チャリティーゴルフ委員会 Ｌ加賀田　将　虎

地区名誉顧問・元地区ガバナー Ｌ内田　千尋（浦安LC）
地区FWT副コーディネーター Ｌ小林　祐子（浦安LC）

地区ガバナー・LCIF地区コーディネーター Ｌ小髙左起子（房総勝浦LC）

1R 1Z ZC Ｌ後藤　　香（市川南LC）
1R 2Z ZC Ｌ福田　　昇（浦安中央LC）
地区ライオンズクエスト委員長 Ｌ広瀬　直樹（浦安LC）
地区YCE副委員長（1R兼務 ） Ｌ白木　聖代（浦安LC）
地区ライオンズクエスト委員 Ｌ宮坂　奈緒（浦安LC）

納 涼 委 員 会
クリス マ ス 委 員 会
三クラブ合同アクティビティ

旅 行 委 員 会

333－C地区　キャビネット役員（出向者）

Ｌ長谷川　博　紀
Ｌ白　井　寛　之 Ｌ宮　坂　奈　緒
Ｌ芝　田　錦　一

車椅子テニスチャリティ Ｌ熊　切　克　巳
ネパールチャリティ合同企画 Ｌ金　子　康　行

Ｌ髙　瀬　治　之 Ｌ鈴　木　雄　一
Ｌ島　田　富美子

会員（GMT・FWT）委員会

会 則 ・ 付 則 委 員 会

Ｌ高　梨　良　茂 Ｌ芝　田　錦　一計 画 ・ 財 務 委 員 会

Ｌ鈴　木　孔　司 Ｌ大　塚　行　雄出 席 委 員 会（ＧＭＴ）

第一副会長担当委員会　Ｌ長　野　朋　樹（GLT）

環境衛生・献血献眼推進委員会

社 会 福 祉 委 員 会

会 計 監 査

第二副会長担当委員会　Ｌ金　子　康　行（GST）

青少年健全育成委員会

ＰＲ・ＩＴ情報委員会
国際親善・ＹＣＥ委員会

第三副会長担当委員会　Ｌ白　木　聖　代（GMT）

Ｌ白　井　寛　之

Ｌ内　山　昌　紀
Ｌ吉　野　公　大 Ｌ鈴　木　孔　司 Ｌ宇田川　博　信
Ｌ江　口　隆　定 Ｌ鈴　木　政　高 Ｌ古　河　守　男 Ｌ本　山　祐紀寛
Ｌ芝　田　錦　一 Ｌ高　梨　良　茂 Ｌ宮　坂　奈　緒

Ｌ鈴　木　孔　司 Ｌ大　塚　行　雄

Ｌ宮　坂　奈　緒

例会（新入会員入会式） 愛の献血運動

2018年６月、浦安の３クラブが合同アクティビティと
して「浦安市チャリティテニス大会」を開催しました。そ
の時に培った経験を生かし、今期は浦安ライオンズクラ
ブ独自で同様の大会を行うことになりました。
このチャリティテニス大会の収益で、貸出用車いすを日本車いすスポーツ協会に寄贈します。2020年東京
パラリンピックの正式種目でもある車いすテニス。障害を持つ青少年がテニスに興味を持ち、体験、プレー
ができる環境をサポートできるように取り組んでいきます。

当ライオンズクラブ所属のタパＬは、母国ネパール・
ポコタで身寄りのない子ども達35人に対し、衣服、食事
の世話、そして学校へ通えるように以前からサポートし
ています。
タパＬは、将来この子ども達に家を建ててあげるのが夢だそうです。
そんなタパＬに手を差し伸べたい、という小林会長の熱い思いによってこの企画が実現しました。
ネパール色豊かな、すばらしいイベントになるためにメンバー一同奮闘しています。お楽しみに！

チャリティテニス大会を開催します！

（詳細については、浦安ライオンズクラブＨＰをご覧ください。）

（詳細については、浦安ライオンズクラブＨＰをご覧ください。）

2019年11月2日（土）※11月3日予備日
場所：浦安市運動公園テニスコート
競技種目：男子ダブルス、女子ダブルス
募集組数：各16組

みんな集合しよう！
Love for Nepal charity 35

～身寄りなき35人の子供たちへ支援を～
開催日時：11月17日（日）
場所：東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート
　　 （旧サンルートプラザ東京）
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（詳細については、浦安ライオンズクラブＨＰをご覧ください。）

2019年11月2日（土）※11月3日予備日
場所：浦安市運動公園テニスコート
競技種目：男子ダブルス、女子ダブルス
募集組数：各16組

みんな集合しよう！
Love for Nepal charity 35

～身寄りなき35人の子供たちへ支援を～
開催日時：11月17日（日）
場所：東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート
　　 （旧サンルートプラザ東京）
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333-Ｃ地区 1Ｒ2Ｚ
URAYASU LIONS CULB 浦安ライオンズクラブ

2019～2020年度　浦安ライオンズクラブスローガン

「つなげる奉仕の心、広がる友情の輪。We Serve！」

「令和」元年、第48期浦安ライオンズクラブ会長を務めさせて頂きます
事、大変光栄と感じております。

長きに渡って浦安ライオンズクラブの伝統を継承し、これまで先輩皆
さまの並々ならないご尽力と結束の結果でありますものと理解致してお
ります。

世界最大の奉仕団体であるライオンズクラブに身をおける喜び、そし
て伝統ある所属クラブ会長として拝命します責任を感じております。

 まずもって今期の会長スローガンは、『つなげる奉仕の心、広がる友
情の輪  We serve ！』と致しました。

ライオンズ精神の基本である奉仕をする心から生まれる活動であり、活動を通してその先にあるのは友情
のつながりであると実感致します。

ライオンズ精神の下、メンバーのつながりを大切に会員満足度の向上と会員増強により強堅なクラブを目
指したいと思います。

そして理事会にてご承認を頂き、クラブ目標を下記と致しました。
1. 会員が充実感を得られるクラブ作り
2. 各委員会の充実した活動の実現
3. 次世代と融合する強堅なクラブを目指す

時代の変化、、、AI、ロボット、自動運転など日々変化が目まぐるしい状況を迎え、反面、惨忍な事件の数々
がニュースで聞こえて来る日々に心を痛めますのは、皆さまも同様に感じられていらっしゃる事と思います。

まさに私たちが目指すべき”無償の愛“、、、慈しむ心
や奉仕の心が必要とされるいる世の中であると感じて
おります。

相手を思いやる心を大切にし微力ながら、目標達成
を目指して皆さまのご尽力を頂けますよう進めて参り
たいと思います。

日々皆さまのご協力に感謝を申し上げ、引き続き
ライオンズクラブのご支援を賜りますようお願い致
します。

会長挨拶

浦安ライオンズクラブ
第48期会長　Ｌ小林　祐子

第48期執行部の皆さん
（左からＬ皆川、Ｌ吉田、Ｌ小林、Ｌ島田、Ｌ熊切、Ｌ大石）

●三浦ライオンズクラブ（330-B 8R 3Z）
●米国アナハイム市ブレックファーストライオンズクラブ

1982年12月3日　代表L6名　訪米し調印
1983年5月15日　代表L2名　訪日、訪浦し調印

●米国カリフォルニアガーデナー市
エルカミノライオンズクラブ（4L3）（1R提携）

　　　　　　　　　　　　　　※2019年6月30日解散
●米国グアム　グアメリカライオンズクラブ

2017年4月9日45周年CNにて調印

会 長
前 会 長
第一副会長
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幹 事
会 計
一 年 理 事
一 年 理 事
一 年 理 事

一 年 理 事
二 年 理 事
二 年 理 事
二 年 理 事
会員理事（会員委員長）
（GMT・FWT）

テールツイスター
ライオンテーマー
副ライオンテーマー

（GAT）
（LCIF）
（GLT）
（GST）
（GMT）

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
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L
L
L
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小　林　祐　子
広　瀬　直　樹
長　野　朋　樹
金　子　康　行
白　木　聖　代
吉　田　賢太郎
皆　川　光　司
内　田　千　尋
小　川　純一朗
大　塚　行　雄

指　田　勝　希
芝　田　錦　一
丸　茂　陽　一
江　口　隆　定
加賀田　将　虎

熊　切　克　巳
大　石　守　史
島　田　富美子

理 事 会：第１火曜日　ライオンズ事務局 午後６時開会
第１例会：第２火曜日　東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート 午後７時開会　

第２例会：第４火曜日　ホテルオークラ東京ベイ 午後７時開会

333-C地区 1R 2Z 所属
スポンサークラブ　　市川ライオンズクラブ
結成式　1971年10月3日
認証式　1972年4月16日
日本国内で1623番目のクラブとして発足

1971/10  浦安ライオンズクラブ結成
1974/10  三浦ライオンズクラブと姉妹提携
1980/2　米国エルカミノクラブと１Ｒ姉妹提携
1981/10  第1回チャリティーゴルフ大会開催
1985/5　財団法人千葉県アイバンク協会設立に寄付
1986/6　浦安シーサイドライオンズクラブ結成をスポンサー
1989/4　浦安市100周年記念表彰式参加
1990/1　浦安市とオーランド姉妹都市提携の記念植樹
1993/7　浦安中央ライオンズクラブ結成をスポンサー
1999/5　盲導犬助成チャリティーディナーショー主催

2012/4　浦安ライオンズクラブ40周年記念式典にて、
　　　　防犯パトカー寄贈
2017/4　米国グアム　グアメリカライオンズクラブと
　　　　姉妹提携

題字　関根　薫園氏
浦安ライオンズクラブ会報

「獅子吼」初号

〒279-0004
浦安市猫実1-19-36浦安商工会議所会館内

TEL 047-353-2203  FAX 047-350-0729

E-mail : mail@urayasu-lc.jp
URL : http://www.urayasu-lc.jp/

浦安ライオンズクラブの歩み

浦安ライオンズクラブ誕生の記録 提携クラブ

理事会・例会会場

48期役員

事務局のご案内

（サンルートプラザ東京より名称変更：2019年10月1日より）


