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　２度目の会長職を拝命して、当時指名委員長をさせ
て頂き次期会長職を決める事が大変な仕事だとは思
っていましたがこれ程、大変だとは思いませんでした。
　又、自分達の年代と40代50代の年齢差の考え方
がこれ程、違っているとも思いませんでした。
　まだまだ力不足ですが一旦受けたからには、全力
を尽くして職責を全うしたいと思っております。

　ウィサーブの合言葉のも
と、メンバーの皆様と共に
一年間社会奉仕に携さわ
らせていただき、無事役割を終えさせていただきまし
たことに感謝と御礼を申し上げます。一会員として活
動している時と違い、会長をお引き受けした後は奉仕
活動へ参加・問題への対応・決定、会議への参加等、
この間時間の経つことの速いこと速いこと。まるで濁
流に流木が流されるごとく、あっという間の一年間で
した。今夏、ＮＨＫで「無縁社会」「三万二千人死の記
録」が放映されたのを記憶の方もおありと思います。
家族や地域、仕事とのつながりを失うことによる人間
関係の断絶、生死の確認ができない「所在不明の高
齢者の相次ぐ発覚」のニュースが全国をかけ巡りまし
た。私たちの社会は、今人と人とのつながりが希薄に
なり自己中心的な生き方が増える中、奉仕の精神は

　又、これも自分に対する勉強の場を与えてもらった
と思っています。この会長職を引き受けて、若いクラブ
の人 と々先輩方の橋渡しになれればと思います。
　最後に皆様の御協力なしでは職をまっとう出来な
いと思っておりますので、宜しくお願い申し上げます。

１年を終えて 増え輝きを増してきています。人は人に何かを与える、
寄与するということは、必ずしも余裕のある人、富める
人々のみが行い得ることではなく、ある人は貧しき中
から与え、ある人は富みてもちうることなさずが一般で
あります。また、それはひとえに各個人の心がまえのい
かんによるものでもあります。さすれば人は何に突き
動かされて奉仕への道へ歩むのでしょうか。それは古
の人の言葉に有るように「与える前には心楽しく、与え
つつある時は心清浄ならしめ、与え終わっては心喜ば
し」です。暑い中汗を流し子供達と野球に興じ、寒風
の中で献血を呼びか
け、声をからして品物
の販売等、古の人の
言葉のごとく奉仕の精
神的意味をより深く心
に持ちえた一年間で
した。ありがとうござい
ました。
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自分に対する勉強の場を与えてもら た

会長挨拶 堺陵東ライオンズクラブ  会長   米田　増己

前会長挨拶  楠　　昭  乗
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山中　勉
　米田会長の指名をいただき、第一副会長に就任し
早や3ヶ月が過ぎました。堺陵東ライオンズクラブに
入会し7年間が過ぎこれまでにも色々な役職を努め
てきましたが、クラブ運営委員会の統括者としては不
安がいっぱいのスタートでした。何事も前向きに取組
めば何とか成るという思いと奉仕の気持ちで先輩方
達のご指導の下、第一副会六委員会委員長及び委員
と一緒に1年間頑張りたいと思いますので宜しくお願
い致します。

就任のご挨拶

第一副会長挨拶

大仲　康暉
　今年度第二副会長を拝
命しまして、早速今期のメイ
ンアクティビティの一つであ
る「母子寡婦福祉会　サッ
カーアクティビティ」を過日９
月１１日（土）に実施致しま
した。当日は子供たちに思
いっきりサッカーを楽しんでもらうことができ大変うれし
く思っております。
　また、献血アクティビティにおきましても年間６回を予
定しており、８月に実施しましたクラブ単独献血では新し
い実施場所であるリーガロイヤルホテル堺にて多くの方
にご協力を賜わることができました。
　12月に予定している泉ヶ丘学院でのクリスマスパー
ティーでは、子供たちに楽しい時間を過ごしてもらえるよ
うな計画を進めているところであります。このように、一年
間計画しましたアクティビティの成功に向け頑張ってい
く所存でございますので、どうかご協力の程宜しくお願
い致します。

第二副会長を拝命して

第二副会長挨拶

南　醸人
　入会させて頂き10ヶ月経過した今年4月に、スポン
サーであり尊敬するＬ川井よりお呼びがかかり、来期
の幹事をとのお声掛けを頂きました。
　私は（わかりました）と返答し、（ただ私では役不足で
はないでしょうか？）との問いに（大丈夫）と言って頂き
ましたので、全く力不足ではありますが引き受けさせて
頂きました。
　その後に、会長にはＬ米田だとお聞きし私はそれま
で米田会長とは挨拶程度の会話でしかお付き合いが
無かったのですが、今現在何とか幹事職ができている
のは米田会長のお力があってのことです。会長職をさ
れる方はやはり会長の器のある方だと思います。私自
身は微力ながら会長の為に出来るだけのことはしよう

幹事拝命にて
幹事挨拶 と思う大きな魅力があ

ります。
　初回の例会時にて私
は（これから1年間、不
手際等々でご迷惑をお
掛けしますが、遠慮無く
どんどんお叱り、ご指導
下さい。）あれから早4ヶ月が経過し、理事の方々の指
導、幹事経験者のＬ山中やＬ水ノ上の助言。いつも
フォローしてくれるＬ内川。たくさんのメンバーの方に
支えられやっている次第です。
　しかし私自身もそういった支えを受けている以上、そ
れを糧に社会貢献、明るく楽しい例会運営が出来る
様、最善の努力をしてまいります。

表敬、職務訪問の感想
　堺陵東を崇高に感じ、クラブに初めて誇りを感じま
した。（個人意見）
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　２００９年度～２０１０年度　３３５―Ｂ地区　児
玉隆ガバナーの任命において、地区長期計画・リサー
チ特別委員を拝命致しました。
　今回小委員会の活動として、個人的に構想していた
３３５－Ｂ地区の歴史・現在に至るまでの過程等を含
めて３５年を機会に冊子発行の提案を小委員会にさ
せて頂き、全員賛成後に委員会においても賛同を得
て、資料集めに奔走致しました。
　当クラブ川井敏弘も同委員会でした。多数の資料を
提供頂き又、他の委員の方 も々紆余曲折がありました
が（３５年前のことで資料が十分に整わない）第４回
キャビネット会議の日に「歩」が刊行されました。残念
な事は「歩」の製作過程において３３５－Ｂ地区初代
ガバナー米島忍元国際理事が１２月に御逝去されま
した。完成を非常に楽しみにしておられる様に聞いて
おりました。「歩」は各クラブに配布してあります。各ク
ラブ員が歴史を振り返り、ライオンズクラブの意義をも
う一度認識しようではありませんか！

地区指導力育成委員
　としての活動を終えて

大仲康暉

夏　有民

　前年度、地区指導力育
成委員を拝命し活動をして
まいりました。
　主に会員増強・ＭＥＲＬ
委員会に力を入れ、「ライオ
ンズクラブの楽しみ方」につ
いてディスカッションを実施したり、「ライオンズクラブ
検定問題」の作成に携わったりいろいろと経験するこ
とができました。これも皆様のご協力のおかげである
と感謝しております。一年間どうもありがとうございま
した。

　私も当クラブに入会させて頂き、早１７年を迎える
事ができました。
皆様方の御指導・御協力のもとに、会長・幹事その他
の当クラブの役職を無事過ごさせて頂きました。心よ
り御礼申し上げます。
　今年度、ＰＲ・ＩＴ委員として地区役員に拝命されま
した。不安と緊張感でいっぱいでございます。
吉田宏ガバナー「Ｌ字の友と　燃えよう気魄　育む奉
仕と変革へ」の方針に従い頑張って参ります。
又、当クラブの先輩地区委員を見習いまして堺陵東ラ
イオンズクラブのメンバーの一員として恥じない様、務
める所存でございます。
　どうか一年間後協力よろしくお願いいたします。　

PR・IT委員を拝命して

３３５－Ｂ地区

紙野　忠雄PR・IT委員

私も当クラブに入会させて頂き 早１７年を迎え

335-B地区委員

長期計画・リサーチ
特別委員を終えて

大仲康暉
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有満　昭彦

　平成22年7月、堺陵
東ライオンズに入会させ
ていただき、先輩方と
一緒に奉仕活動に参加
できること誠に光栄で
ございます。
　私は、サービス業に従
事しており「お客様が望まれ、喜ばれ、感動されること
は、何か」考え、結論のひとつとして「直接、お話をお聞
きすることがニーズにこたえる早道だ」と思い、お客様
が疑問に思うこと、不安に思うこと、いろいろな話をお聞
きし、その中で、生活保護も受けずに頑張っておられる
老夫婦、老老介護の家庭、女手ひとつで障害をお持ち
の息子を育て、残念ながら息子を残してあの世に旅立た
れた方など、人それぞれ、育った環境、生活環境、物事
の考え方や価値観、また、それぞれの想いすべてが違う
ということを痛感しました。
　特に葬儀の相談では、地域の習慣、宗旨宗派、亡く

なった後の事、金銭面などの御相談が多く、地域での
助け合いがあった時代、三世代一緒に暮らしていた時
代、すべてが右肩上がりの時代では、あまり考えられな
かったことと思います。
　私は、皆さんの苦労に比べれば何不自由なく、また、
たくさんの方々に支えられて暮らせていることに感謝し、
「こういう世の中だからこそ、少しでも自分にできること
はないか」考えている時に、坂元正幸が退会すると聞
き、またL内川の勧めもあり入会を決意し、微力ながら、
お手伝いをさせていただければと思います。よろしくお
願いいたします。

新入会員として

井上　周一

　はじめまして。この度，
堺陵東ライオンズクラブ
に入会致しました，井上
周一です。どうぞよろしく
お願い致します。
　私は，大学卒業後は
大学院に進学し，一年は
延びましたが運良く在学中に司法試験に合格することが
でき，修了後は司法修習，弁護士登録と進むことができま
した。ただ，社会に出たのは大学中にアルバイトをした程
度で社会人経験もなく，ましてや奉仕活動にはまったく無
縁な生活を送ってきました。
　入会してからすでにいくつかのライオンズの活動に参加
させて頂きました。私にとってこれまで全く経験をしたこと
のないことばかりで，正直，最初は戸惑いもありましたが，
新しい経験をしたり，メンバーの方と交流を持つことがで

きたりして，これまで何気なく思っていたことに気付くこと
ができたり，また楽しく活動に参加できるようになってきま
した。８月６日には堺東での献血活動に参加させて頂きま
した。猛暑の中，他のメンバーの方とともに汗だくになりな
りながら，献血の呼び掛けをしました。ティッシュを受け取
る人，受け取らない人，献血のことを尋ねられる人，迷惑そ
うな顔をする人など，いろいろな人の対応を見ながら，自
分は迷惑そうな顔をして受け取っていなかったなと思い，
少し自分を振り返ることができました。また，９月１１日には
ナショナルトレーニングセンターでのサッカーにも参加さ
せて頂きました。小学生相手に大人げなく一生懸命サッ
カーをし，楽しい思い出となりました。
　これからもいろいろな活動に参加したいと思っておりま
す。多々至らない点があろうかと思いますが，どうぞ宜しく
お願い致します。

以上

堺陵東ライオンズクラブに入会して
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入会させ
先輩方と
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　この度、「私の履歴書」と云うタイトルで二枚分位の原稿
を担当の方より依頼を受けました。しかし、クラブ入会時に
提出しており、また例会時に御紹介頂きました故、少し高齢
者に纏わる雑文を綴りながら適当に略歴を挿入致しまし
た。今年の３月２７日を以って私は確実に厚労省が云う「後
期高齢者」に成りました。つまり当年取って７５歳に成長
（？）。その道程は、勿論大阪で生まれ天王寺区内の義務教
育を終え、同志社大（経）を辛うじて卒業。大阪の夕刊紙に
入社。配置された編集局で酷使され、二年余りで退社しま
した。安月給では結婚も出来ませんので、ビジネスの社会へ
見習いで身内の化学工場に籍を置く。昭和４２年に商社の
真似事の様な百万円の会社を造ったが未だ人様にこれが
会社ですと云えるようなものに成って居りません。恥ずかし
い次第。結果、年齢の数だけ生理的に成長しただけで高齢
化社会に身を置くだけの物に成り果てました。
　さて、「少子・高齢化」社会と言うと、高齢者だけが増え、
衰退した社会の悪の根源の様に受け取られる様な昨今。
年金を全額まともに受け取る方が悪いみたいに言われる
が、税金も社会保険料も介護保険まで全部天引きされ、正
直に納めてきた世代が、厄介者扱いされる謂われはない。
　戦後一貫して、近経学者は何でも値上がりする故、買っ
て置けとそそのかし、不動産屋と株屋は土地・株をまるで
「打ち出の小槌」の様に勧めた。銀行屋も歩積み両建てで、

われ先にと預貯金をかき集め大量に融資したのである。誰
もがグラフの右肩上がりを疑わず、人口動態ですら増加の
一途を辿るものと錯覚して居た。戦後の日本人すべてが経
営の永遠の繁栄を信じてうつつを抜かし過ぎていたのだ。
　それにしてもバブル期には「あっぱれ企業戦士」だと“ほ
め殺し”の目に遭い、不況になると「働き中毒」とか、「後進に
道を譲れ」と言われ、手に馴染んだ仕事から勇退を余儀な
くされた人は多い。知恵も技も経験の揃った人たちを活用
出来ない社会は何処かおかしいと思うが、如何なものか。
　さてよく考えれば、自分の人生は自分だけのもの。働くだ
けが人生ではない。インド人は三千年前に人の一生を四つ
のステージに分け、その生き方を教えている。
　宗教学者、山折哲夫氏の著書「林住期を生きる」をお借
りすると、第一は学生（がくしょう）期。何事にも師について学
び、技を習得し、ストイックな生活を送る青春時代だ。
　第二は「家住期」。結婚して子供を作り職業に専念する
時期。隣近所との付き合いを大事にし、先祖を祭って家庭
を維持する。以上は普通の世俗的なライフスタイルだ。
　重要なのは第三の「林住期」だろう。経済と家庭の安定を
得た後、家を出てやりたい事をやる時期のことである。慰め
と珍しい出会いを求める旅に出るのが好ましいと云ってい
る。最後の「遊行（ゆぎょう）期」は我々凡人には無理。釈迦
やガンジー、西行など聖人にお任せしよう。林住期はいわば
「不良老年の家出期」。癒しに金が尽き、家族が恋しく成れ
ば帰って来れば良いのだ。さあ、吾 も々少なからず人生の黄
昏どきと遭遇して居るこの林住期を大いに楽しみ、妻子や
孫に自慢話や失敗談を聞かせる為にも小さな旅ぐらいは一
緒に出ようではありませんか。

私の履歴と秋の雑文

　自己紹介をさせていただきます。生まれは堺市浜寺であ
ります。その後、幼少期は、父の転勤により名古屋、富山と
住まいを替え、10歳の時、父の実家である泉佐野に住む
ようになりました。それから35年です。
　大学は関西大学商学部を卒業し、1988年に、当時の
住友銀行の子会社である明光証券に入社して以来、22
年間、証券営業一筋でやってきました。その間、金融機関
にとって、激動の時代でもあり、弊社も、何度も合併を繰り
返し、現在は三井住友ＦＧの一員であるＳＭＢＣフレンド
証券と名前を変えております。合併を繰り返す度、リストラ
があり、仲間たちが辞めていきました。その中で、私自身何
とか生き残ってきているというのが現実です。
　H22年9月現在、弊社は、北は札幌、帯広、南は福岡、中
津まで計70か店営業させていただいておりまして、転勤と
なると、いったいどこまで行かされるのやら、まったく予想
がつかない状況にあります。

　会社の案内はこのくらいにしまして、私自身の話に戻り
ますと、とにかく今、仕事が面白くて仕方ない年齢とポスト
なのですが、休みの日には何をやっているかと申しますと、
毎週土曜日、必ず10キロのジョギングをしています。これ
は30歳の時に始めて、15年間休まず続いています。走り始
めた当時は、まだ若かったので2年間で3回のフルマラソン
大会に出場し42.195キロ完走しました。ちなみにタイムは
5時間くらいです。
　もうひとつの趣味としては、旅行です。学生の時から現
在に至るまで、海外も含めあちこちと行っております。旅行
の話になると、とまらなくなりますのでこの辺にしておきま
す。あと、お酒が大好きです。そんなに強くは無いのです
が。祖父が生前、酒屋を営んでおりまして、小学校の時か
ら祖父のあぐらの上にちょこんと座り、一緒に日本酒を呑
みながら、夕方の相撲中継、当時、北の海対輪島戦を観て
いた記憶があります。その時以来、日本酒の味を覚えてし
まったのだと思います。
　今後としては、やはり二人の子供たちの行く末が楽しみ
であります。9歳と4歳とまだ小さいのですが、それぞれどん
な方向に進んでいくのか、楽しみでなりません。、
以上自己紹介でした。

南　　嘉孝

新入会員として

柳川　博嗣
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江田　晃

　陵東号第1号の編集者L水ノ上さんより、新入会員の入
会いきさつ等を書いて下さい、との依頼を受けました。小
生、L大仲さんとL香川さんより勧められ、L三好さんのスポ
ンサーで本年2月に、入会させていただきましたが、入会ま
でに貴重な経験をいたしました。入会式の2月24日の当
日、難波の病院にて健康診断を受け出席すべく、堺に戻っ
ていたところへ、義母が危篤との連絡があり、方向を変え
寝屋川の病院へ向かいました。到着前に危篤より死去と
なりました。歳91才でしたので、大往生と思います。その
為、当日の入会式には出席出来ませんでした。次回に延期
したしだいです。
　ところが、そのつぎの入会式4月24日までの間に、小生、
めったに経験できない体験をしました。丁度その頃、巨人
の木村コーチがクモ膜下出血で亡くなられましたが、それ

ライオンズクラブ入会顛末

渡部　良夫

　堺市に住み７年、この度は縁があり「堺陵東ライオンズ
クラブ」に入会させていただき光栄でございます。出身は
島根県松江市ですが、堺市の前は広島市に14年住んで
おりました。
　私の仕事は旅行業であり、日本及び世界各地へお客様
をご案内或いはお客様とご一緒させていただきました。観
光旅行、視察旅行、親睦旅行などさまざまな旅行形態は
ございますが、奉仕旅行（ボランティア活動）を企画し実施
したことがございます。それは中国内陸部の砂漠化防止の
ための植林ツアーでした。当初、お金を払ってボランティア
活動に海外まで行く人はいるのだろうかと疑念を持ちまし
たが、ある県の職員組合でご賛同をいただき10名足らず
で1週間行って来ました。砂漠の中、砂を掘ってはポプラを
一本ずつ植えていく作業で、私も一緒になり植林をしまし
た。目標本数を達成した時の感動、満足感は今でも忘れ
ません。まさに同じ志を持った者が集まり同じ目標に向
かって行く、まさにチームワークを発揮して行なうライオン
ズクラブ活動そのものだったと思います。
　これからは、身近な社会奉仕活動を諸先輩方のご指導
を仰ぎ、堺陵東ライオンズクラブの一員として、“WE　
SERVE”精神に則り活動していきたいと思いますのでよろ
しくお願いいたします。またカメラマン（自称）として頑張り
ます。

　今年１月（2010年）に堺
陵東ライオンズクラブに入会
させていただきました。私の
ような未熟者がライオンズク
ラブに入会するのは、まだま
だ先の事だと考えていました
が、昨年堺陵東の諸先輩方
に何度も私のところに足を運んでいただき、これ以上お断
りするのは人の道に反すると思い入会を決意致しました。
　例会に参加させていただいて、周りを見渡すと各方面
で活躍する名高い方々ばかりでさらに、半数以上は私の
親の世代の方ばかりです。そんな先輩諸氏の中、私は昭
和39年 東京オリンピックの年に生まれ、昔気質と現代っ
子の間の人間です。24歳で独立して、今日までがむしゃら
に仕事をしてきました。頑固者で粗雑な私が「ライオンと
呼ばれる人」として、人様のお役にたてるかどうか不安で
仕方ありません。「一生懸命」が私の好きな言葉です。入
会した以上、私なりの「一生懸命」でライオンズの活動をし
ていく所存であります。
　メンバーの皆さま、今後ともご指導ご鞭撻の程宜しくお
願い申し上げます。
　最後に堺陵東ライオンズクラブが永遠に光輝くように
祈願いたします。

新入会員として ライオンズクラブに
入会して 西原　健二

と同様の病状でありました。小
生、マラソンをやっており３月
28日に柳生石仏街道マラソン
に申し込みをしておりました。さ
らに3月2日より10日まで中国
出張でしたので、どうしても2月

28日は、マラソンの練習をしなければならない状況でし
た。そのランニング中に後頭部に異常を感じました。プチツ
という感覚です。意識なく救急車で馬場記念病院にはこ
ばれました。手術を受け約3週間入院しました。幸い、体力
があり、気力もあり、良き先生にも恵まれ、家族、親戚、社
員にも心配をかけましたが、術後も良好に推移しておりま
す。本日、10月12日、6ヶ月検診を受けてきましたが異常な
しとのことです。お世話になった方々へ感謝しております。
1/3は死亡で、1/3は後遺症が残り、1/3が正常に復帰で
きるとのことでした。
　せっかく救けてもっらた人生です。これからは、世の為、
人の為、家族の為、自分の為に大事に、やっていきたいと
思います。宜しくお願い致します。
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アクティビティ Photo Library

平和ポスター展平和ポスター展

堺相撲選手権大会堺相撲選手権大会

堺
市
長
杯
争
奪
少
年
剣
道
大
会

堺
市
長
杯
争
奪
少
年
剣
道
大
会

母子寡婦福祉会サッカーアクティビティ母子寡婦福祉会サッカーアクティビティ

献血奉仕献血奉仕

堺堺

会
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例会風景 Photo Library

大阪新梅田シティLC合同例会

大阪新梅田シティLC合同例会

7R1Z合同例会

7R1Z合同例会 7R1Z合同例会

大和川河口まつり 大和川河口まつり

7R1Z合同例会

7R1Z合同例会
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2010年度
第1回ゴルフコンペ

優勝 吉川智明

2010年度
第2回ゴルフコンペ

優勝 水ノ上成彰

今年度もすでに半期が過ぎようとしています。
米田会長のもと、計画通りクラブ活動が着 と々進められております。

PRライオンズ情報委員会と致しましても遅れを取らないよう微力ながら頑張って参りましたが、目標よりクラ
ブ会報の発行が遅れましたことをお詫び申し上げます。また、陵東号43号発行にあたり、皆様には何かとご多
用の中多数寄稿をいただき、またご指導ご鞭撻をいただきました事を、委員会一同より感謝致し心よりお礼
申し上げます。 今後ともPR・ライオンズ情報委員会にご協力賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

編 集 後 記

ゴルフ部 Golf Club

委 員 長　水ノ上成彰
副委員長　渡部　良夫　　委員　釜中与四一

納涼家族
例会風景

PR・ライオンズ情報　IT、会報編集委員会／
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2010年～2011年度　理事会・委員会構成2010年～2011年度　理事会・委員会構成

〈理事会構成〉

〈335-B地区関係〉

〈委員会構成〉

発行／堺陵東ライオンズクラブ
事務局　堺市堺区戎島町4丁45番地の1 リーガロイヤルホテル堺10階

電話072-224-1100　FAX072-224-1101

B　PR・IT委員 紙野忠雄

山　

中　
　

勉

舩本　公明

社会福祉環境保全
市民教育等奉仕委員会

PR・ライオンズ情報
IT、会報編集委員会

出席・大会委員会

財務委員会

計画委員会 山脇　良庸

水ノ上成彰

角田　　充

西谷　昌幸

薬害、糖尿病
視力保護、盲人福祉
聴力保護、言語障害
献血等健康委員会

木村　壽男

YCE、レオ、
青少年育成委員会

大　

仲　

康　

暉

岩﨑　和弘

山下　行雄

西原　健二

渡部　良夫

三原　宏巳

小崎　照夫

江田　　晃

髙橋　利雄

釜中与四一

三好　治雄
有満　昭彦
南　　嘉孝

久我　けい子
井上　周一
柳川　博嗣

得津　正熈 野里　　勇

藤井　　勉

香川　　哲会員、接待、指導力育成委員会
川井　敏弘 吉川　智明

夏　　有民会則、付則委員会

副委員長 委員委員長

第
二
副
会（
事
業
委
員
会
）

委員会名副会長

第
一副
会（
運
営
委
員
会
）

会 長

前 会 長

第 一 副 会 長

第 二 副 会 長

幹 事

会 計

米　田　増　己
楠　　　昭　乗
山　中　　　勉
大　仲　康　暉
南　　　醸　人
紙　野　忠　雄

ライオン・テーマー

テール・ツイスター

会 員 理 事

二 年 理 事

一 年 理 事
（計画委員長）

内　川　隆　司
堀　内　房　子
香　川　　　哲
角　田　　　充
山　脇　良　庸


