


　

　

１．別府ロータリークラブより創立70周年記念祝賀会開

催中止のご案内

　　新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、祝

賀会を中止し、記念式典のみ行われることになりま

した。

　

　

１．大分ＲＣ第１回親睦ゴルフ大会のご案内

　　９月18日　10：34　ＩＮ／ＯＵＴスタート

　　湯布高原ゴルフクラブ

　　※ご案内文書を例会後ＦＡＸ送信しますのでご確認

ください。

　

　

　大分ロータリークラブでは2022－2023年度地区補助金

を活用して、大分市および由布市市内に開設されている

子ども食堂へ生理用品および食材の支援事業を行います。

　2022年８月23日の例会で大分県社会福祉協議会の草

野俊介会長とすみれ学級の藤井富生理事長に目録を贈呈

しました。

　

　

“大分県社会福祉協議会の取り組み状況について”

　　　　　　　　社会福祉法人　大分県社会福祉協議会

　　　　　　　　　　　　　　　会長　草野　俊介　氏

フードバンクマルシェの開催

・大分県内の留学生支援のため、大分ロータリークラブ

様からの寄付を活用して実施。（大分県社協・ＮＰＯ

法人大学コンソーシアムおおいたの協働事業）

・いただいた寄付金を活用して、留学生に対して食品お

よび日用品の無償提供プロジェクトとして「フードバ

ンクマルシェ」を開催。

＜フードバンクマルシェの実績＞

　　　開催日　　　　　会　　　　場　　　　参加者数

　①Ｒ３.７.19　Ｊ：ＣＯＭホルトホール大分　104人

　②Ｒ３.９.17　別府ＡＰＵプラザ　　　　　　200人

　③Ｒ３.10.30　祝祭の広場　　　　　　　　　134人

　④Ｒ３.12.18　別府ＡＰＵプラザ　　　　　　148人

　⑤Ｒ４.３.９　Ｊ：ＣＯＭホルトホール大分　100人

　　　　　　　　　　　合　　　計 　  　　 　686人

＜参加者の多い国＞

　１　中国　　　　　145人

　２　ネパール　　　 60人

　３　インドネシア　 59人

　４　スリランカ　　 54人

　５　モンゴル　　　 49人

　６　ベトナム　　　 41人

　　　韓国　　　　　 41人

＜参加者の多い大学等＞

　１　立命館アジア太平洋大学　 　　　　　　　324人

　２　日本文理大学　　　　　　 　　　　　　　110人

　３　別府大学　　　　　　　　　　　　　　　　96人

　４　明日香国際ブライダル＆ホテル観光専門学校　49人

　５　大分大学　　　　　　　　  　　　　　　　30人

　６　田北ビジネス専門学校　　 　　　　　　　 23人

大分県社協の子ども食堂の開設から運営までの支援

　子ども食堂とは、子どもや親、地域の人たちに無料や

低額で食事を提供する場所で、最近では「子どもの居場

所」「多世代交流の拠点」とも言われています。

　①新規開設への支援：開設希望者向けに個別相談・説

明会を実施（随時）開設希望者への見学の調整

　②研修会・セミナー等の開催：子どもの居場所運営

者・支援者、関係機関団体等を対象とした研修会・

セミナーの開催

　③子どもの居場所の支援者（ボランティア等）の確

保：運営に協力いただける方々（ボランティア等）

の募集や説明会、紹介や調整

　④おおいた子ども食堂ネットワークの運営：ブロック

別連絡会・企画推進部会等の開催、寄付・寄贈等の

配分、運営状況調査等実施

　⑤子どもの居場所の普及・啓発・広報：子どもの居場

所見学希望者と子どもの居場所のマッチング、メル

マガ、ホームページ、Facebook等更新

　⑥フードバンクおおいたの食料品等の提供

年々増えている子ども食堂

　県内の子ども食堂は、平成28年には17か所でしたが、

現在は96か所となっています。

　県内に子ども食堂がひろがり、そこで県内の子ども食

堂を実施する団体間の交流や情報共有、人材や食材の

マッチングなどの支援を通じて、子ども食堂の輪を広げ

ていくことを目的として、令和元年５月に「おおいた子

ども食堂ネットワーク」を設置しました。

“こども食堂の現状と生理の貧困について”

　　　　　　　　　　　　公益財団法人　すみれ学級

　　　　　　　　　　　　　　理事長　藤井　富生　氏

すみれ学級開設の動機

　飽食の時代と言われて久しい今日の日本で、自己責任

の全くない子どもたちが「食べることに困窮している」

という状況を深く憂え、日本の未来を担う子どもたちの

「食事」を確保し、教育格差が負の連鎖とならないよう

に学習を支援し、児童・生徒の健全な成長を図るために、

すみれ学級を開設しました。現在５つの学級と１カ所で

子どもカフェを開いています。

　全国で小中学生9,511,676人、大分市で小中学生だけ

で40,303人に及ぶ児童・生徒に対し、すみれ学級は、あ

まりに無力です。(児童生徒数は「令和３年学校基本調査」より)

　しかし、子どもたちの貧困をなくす支点になろうと努

力してきました。

すみれ学級とは

・宿題すませ、食事して、みんなで過ごすこどもの居場所

・大分大学経済学部の授業における体験活動の場として

も提供しています

　＊今後は、他学部・ＡＰＵとも連携をめざします

すみれ学級の対象者

　児童・生徒（小・中学生)、育成クラブ等の行政の

セーフティネットにかからない児童・生徒。

相対的貧困の子どもの状態

　相対的貧困とは、その国の文化水準、生活水準として

比較して困窮した状態を指す。

　OECDの基準は、相対的貧困の等価可処分所得は122

万円以下、４人世帯で約250万円以下（2015年時点）

　すみれ学級からみえる家庭での様子

　　・朝ごはんを食べていない

　　・夕食を十分に摂っていない

　　・子どもだけで食事をしている

　　・家庭内で学習ができていない

生理用品の配付

　すみれ学級は、2018年11月より小学４年生以上の女子

児童・生徒に生理用品の無償配布を開始しました。12月

からは、株式会社G－Placeに生理用品を寄贈していた

だいています。

大分県内の自治体で生理用品の無償配布が広がっています

・豊後大野市：すみれ学級がスクールソーシャルワー

カーに生理用品を提供していることがきっかけとなり

ました。→2021年７月　小中学校の保健室などで配布

・豊後高田市→2021年９月　小中学校のトイレに生理用

品を配置

・大分県内９市町で児童・生徒への無償配布

　大分市、別府市、中津市、日田市、杵築市、臼杵市、

日出町

　

　

●中野通孝会員（２口）

　大分県社会福祉協議会ならびにすみれ学級の皆さん本

日はお越しいただきありがとうございます。特にすみれ

学級の藤井理事長は私財を投じてこども食堂の運営をさ

れており頭が下がります。今後も微力ですが協力させて

いただきます。

　

　

■９月17日　別府ＲＣ創立70周年記念式典

　式典　14：30～15：30　別府市中央公民館

　杉原会長、中野会員

■９月18日　大分ＲＣ第１回親睦ゴルフ

　湯布高原ゴルフクラブ

■10月28日　大分南ＲＣ創立45周年記念例会

　18：30～21：00　ホテル日航大分オアシスタワー

　山本幹事

　

　

９月13日　ゲスト卓話　安達禎文氏

　　　　　　（㈱アマネク代表取締役社長）の卓話

９月20日　定款第７条第１節に基づく休会

９月27日　緒方正会員卓話

10月４日　新会員歓迎夜の例会　18：30点鐘

　　　　　　（トキハ会館５階ローズの間）

10月11日　定款第７条第１節に基づく休会

10月18日　浦川会員卓話

10月25日　甲斐会員卓話

11月１日　定款第７条第１節に基づく休会

11月８日　通常例会・ファンド奨学金贈呈

11月15日　通常例会

11月22日　定款第７条第１節に基づく休会

11月29日　通常例会

お　知　ら　せ

例　会　予　定

山本幹事幹　事　報　告

クラブ管理運営委員会 小野委員長委 員 会 報 告

地区補助金事業贈呈式

卓　　　　話

ニコボックス 森若Ｓ.Ａ.Ａ.

例　会　変　更

週報編集担当者

クラブ名 開催日 会　　　場

ト キ ハ 会 館大 分 南 9/30(金)

ト キ ハ 会 館大分1985 9/12(月)

9/28(水)

両 築 別 邸別　　府 9/9(金)

両 築 別 邸別　　府 9/16(金)

ト キ ハ 会 館大分1985 9/26(月)

別 府 東 9/29(木)

別 府 北
別府市内ＲＣ事務局

（別府市西野口町1－1 青山通りビル3階）
9/7(水)

大分城西 ホテル日航大分オアシスタワー

ホテルサンバリーアネックス

土　屋　勝　俊９月13日号

尾　野　文　俊９月27日号

中　村　直　樹10月４日号

吉　野　敏　成10月18日号

別 府 北
別府市内ＲＣ事務局

（別府市西野口町1－1 青山通りビル3階）
9/14(水)

別府市内ＲＣ事務局
（別府市西野口町1－1 青山通りビル3階）

別 府 北 9/21(水)

別府市内ＲＣ事務局
（別府市西野口町1－1 青山通りビル3階）

別 府 北

　本日は野外家族例会です。ですから通常の会長の話はやめにして、簡単に終わらせます。

　私の本年度ロータリーの運営方針の一つであります「家族参加の行事を充実させる」に合致したイベント

であります。私も張り切って家内と３人の孫を連れてきました。

　本日は天気にも恵まれ、大分はかなり暑くなると思いますが、行き先が久住ですから、涼しいです。皆さ

ん今日一日お昼の焼肉もたらふく食べて頂いて、十分に楽しんで下さい。

　以上で本日の会長の時間を終わります。

会長の時間 杉原会長

　８月２８日(日)、処暑の爽やかな風が吹く好天の下、１７名の会員と１０名のご家族の参加を得て、コロ

ナ対策に万全を期しつつ、３年ぶりの野外家族例会が催行されました。

　大分交通さんのハイデッカーバスならではの阿蘇五岳を見晴るかす雄大なパノラマビューに感動し、見頃

のサルビアとベゴニアを愛でながら、くじゅう花公園を散策。昼食の久住高原コテージでは地ビールと焼肉

で待望のアルコールも入り親睦モードにスイッチオン！ビンゴゲームの後は、ガンジーファームで県民割

クーポンを使ってお土産を買われたり、ソフトクリームを食べたり、と終始和やかに交流を楽しむ会員の姿

がみられた一日でした。

クラブ管理運営委員会　松本淳也委員

第７回例会
2022年8月28日(日)  № 3429 野外家族例会 【 くじゅうコース 】
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学級の藤井理事長は私財を投じてこども食堂の運営をさ

れており頭が下がります。今後も微力ですが協力させて

いただきます。

　

　

■９月17日　別府ＲＣ創立70周年記念式典

　式典　14：30～15：30　別府市中央公民館

　杉原会長、中野会員

■９月18日　大分ＲＣ第１回親睦ゴルフ

　湯布高原ゴルフクラブ

■10月28日　大分南ＲＣ創立45周年記念例会

　18：30～21：00　ホテル日航大分オアシスタワー

　山本幹事

　

　

９月13日　ゲスト卓話　安達禎文氏

　　　　　　（㈱アマネク代表取締役社長）の卓話

９月20日　定款第７条第１節に基づく休会

９月27日　緒方正会員卓話

10月４日　新会員歓迎夜の例会　18：30点鐘

　　　　　　（トキハ会館５階ローズの間）

10月11日　定款第７条第１節に基づく休会

10月18日　浦川会員卓話

10月25日　甲斐会員卓話

11月１日　定款第７条第１節に基づく休会

11月８日　通常例会・ファンド奨学金贈呈

11月15日　通常例会

11月22日　定款第７条第１節に基づく休会

11月29日　通常例会

お　知　ら　せ

例　会　予　定

山本幹事幹　事　報　告

クラブ管理運営委員会 小野委員長委 員 会 報 告

地区補助金事業贈呈式

卓　　　　話

ニコボックス 森若Ｓ.Ａ.Ａ.

例　会　変　更

週報編集担当者

クラブ名 開催日 会　　　場

ト キ ハ 会 館大 分 南 9/30(金)

ト キ ハ 会 館大分1985 9/12(月)

9/28(水)

両 築 別 邸別　　府 9/9(金)

両 築 別 邸別　　府 9/16(金)

ト キ ハ 会 館大分1985 9/26(月)

別 府 東 9/29(木)

別 府 北
別府市内ＲＣ事務局

（別府市西野口町1－1 青山通りビル3階）
9/7(水)

大分城西 ホテル日航大分オアシスタワー

ホテルサンバリーアネックス

土　屋　勝　俊９月13日号

尾　野　文　俊９月27日号

中　村　直　樹10月４日号

吉　野　敏　成10月18日号

別 府 北
別府市内ＲＣ事務局

（別府市西野口町1－1 青山通りビル3階）
9/14(水)

別府市内ＲＣ事務局
（別府市西野口町1－1 青山通りビル3階）

別 府 北 9/21(水)

別府市内ＲＣ事務局
（別府市西野口町1－1 青山通りビル3階）

別 府 北

　本日は野外家族例会です。ですから通常の会長の話はやめにして、簡単に終わらせます。

　私の本年度ロータリーの運営方針の一つであります「家族参加の行事を充実させる」に合致したイベント

であります。私も張り切って家内と３人の孫を連れてきました。

　本日は天気にも恵まれ、大分はかなり暑くなると思いますが、行き先が久住ですから、涼しいです。皆さ

ん今日一日お昼の焼肉もたらふく食べて頂いて、十分に楽しんで下さい。

　以上で本日の会長の時間を終わります。

会長の時間 杉原会長

　８月２８日(日)、処暑の爽やかな風が吹く好天の下、１７名の会員と１０名のご家族の参加を得て、コロ

ナ対策に万全を期しつつ、３年ぶりの野外家族例会が催行されました。

　大分交通さんのハイデッカーバスならではの阿蘇五岳を見晴るかす雄大なパノラマビューに感動し、見頃

のサルビアとベゴニアを愛でながら、くじゅう花公園を散策。昼食の久住高原コテージでは地ビールと焼肉

で待望のアルコールも入り親睦モードにスイッチオン！ビンゴゲームの後は、ガンジーファームで県民割

クーポンを使ってお土産を買われたり、ソフトクリームを食べたり、と終始和やかに交流を楽しむ会員の姿

がみられた一日でした。

クラブ管理運営委員会　松本淳也委員

第７回例会
2022年8月28日(日)  № 3429 野外家族例会 【 くじゅうコース 】



　

　

１．別府ロータリークラブより創立70周年記念祝賀会開

催中止のご案内

　　新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、祝

賀会を中止し、記念式典のみ行われることになりま

した。

　

　

１．大分ＲＣ第１回親睦ゴルフ大会のご案内

　　９月18日　10：34　ＩＮ／ＯＵＴスタート

　　湯布高原ゴルフクラブ

　　※ご案内文書を例会後ＦＡＸ送信しますのでご確認

ください。

　

　

　大分ロータリークラブでは2022－2023年度地区補助金

を活用して、大分市および由布市市内に開設されている

子ども食堂へ生理用品および食材の支援事業を行います。

　2022年８月23日の例会で大分県社会福祉協議会の草

野俊介会長とすみれ学級の藤井富生理事長に目録を贈呈

しました。

　

　

“大分県社会福祉協議会の取り組み状況について”

　　　　　　　　社会福祉法人　大分県社会福祉協議会

　　　　　　　　　　　　　　　会長　草野　俊介　氏

フードバンクマルシェの開催

・大分県内の留学生支援のため、大分ロータリークラブ

様からの寄付を活用して実施。（大分県社協・ＮＰＯ

法人大学コンソーシアムおおいたの協働事業）

・いただいた寄付金を活用して、留学生に対して食品お

よび日用品の無償提供プロジェクトとして「フードバ

ンクマルシェ」を開催。

＜フードバンクマルシェの実績＞

　　　開催日　　　　　会　　　　場　　　　参加者数

　①Ｒ３.７.19　Ｊ：ＣＯＭホルトホール大分　104人

　②Ｒ３.９.17　別府ＡＰＵプラザ　　　　　　200人

　③Ｒ３.10.30　祝祭の広場　　　　　　　　　134人

　④Ｒ３.12.18　別府ＡＰＵプラザ　　　　　　148人

　⑤Ｒ４.３.９　Ｊ：ＣＯＭホルトホール大分　100人

　　　　　　　　　　　合　　　計 　  　　 　686人

＜参加者の多い国＞

　１　中国　　　　　145人

　２　ネパール　　　 60人

　３　インドネシア　 59人

　４　スリランカ　　 54人

　５　モンゴル　　　 49人

　６　ベトナム　　　 41人

　　　韓国　　　　　 41人

＜参加者の多い大学等＞

　１　立命館アジア太平洋大学　 　　　　　　　324人

　２　日本文理大学　　　　　　 　　　　　　　110人

　３　別府大学　　　　　　　　　　　　　　　　96人

　４　明日香国際ブライダル＆ホテル観光専門学校　49人

　５　大分大学　　　　　　　　  　　　　　　　30人

　６　田北ビジネス専門学校　　 　　　　　　　 23人

大分県社協の子ども食堂の開設から運営までの支援

　子ども食堂とは、子どもや親、地域の人たちに無料や

低額で食事を提供する場所で、最近では「子どもの居場

所」「多世代交流の拠点」とも言われています。

　①新規開設への支援：開設希望者向けに個別相談・説

明会を実施（随時）開設希望者への見学の調整

　②研修会・セミナー等の開催：子どもの居場所運営

者・支援者、関係機関団体等を対象とした研修会・

セミナーの開催

　③子どもの居場所の支援者（ボランティア等）の確

保：運営に協力いただける方々（ボランティア等）

の募集や説明会、紹介や調整

　④おおいた子ども食堂ネットワークの運営：ブロック

別連絡会・企画推進部会等の開催、寄付・寄贈等の

配分、運営状況調査等実施

　⑤子どもの居場所の普及・啓発・広報：子どもの居場

所見学希望者と子どもの居場所のマッチング、メル

マガ、ホームページ、Facebook等更新

　⑥フードバンクおおいたの食料品等の提供

年々増えている子ども食堂

　県内の子ども食堂は、平成28年には17か所でしたが、

現在は96か所となっています。

　県内に子ども食堂がひろがり、そこで県内の子ども食

堂を実施する団体間の交流や情報共有、人材や食材の

マッチングなどの支援を通じて、子ども食堂の輪を広げ

ていくことを目的として、令和元年５月に「おおいた子

ども食堂ネットワーク」を設置しました。

“こども食堂の現状と生理の貧困について”

　　　　　　　　　　　　公益財団法人　すみれ学級

　　　　　　　　　　　　　　理事長　藤井　富生　氏

すみれ学級開設の動機

　飽食の時代と言われて久しい今日の日本で、自己責任

の全くない子どもたちが「食べることに困窮している」

という状況を深く憂え、日本の未来を担う子どもたちの

「食事」を確保し、教育格差が負の連鎖とならないよう

に学習を支援し、児童・生徒の健全な成長を図るために、

すみれ学級を開設しました。現在５つの学級と１カ所で

子どもカフェを開いています。

　全国で小中学生9,511,676人、大分市で小中学生だけ

で40,303人に及ぶ児童・生徒に対し、すみれ学級は、あ

まりに無力です。(児童生徒数は「令和３年学校基本調査」より)

　しかし、子どもたちの貧困をなくす支点になろうと努

力してきました。

すみれ学級とは

・宿題すませ、食事して、みんなで過ごすこどもの居場所

・大分大学経済学部の授業における体験活動の場として

も提供しています

　＊今後は、他学部・ＡＰＵとも連携をめざします

すみれ学級の対象者

　児童・生徒（小・中学生)、育成クラブ等の行政の

セーフティネットにかからない児童・生徒。

相対的貧困の子どもの状態

　相対的貧困とは、その国の文化水準、生活水準として

比較して困窮した状態を指す。

　OECDの基準は、相対的貧困の等価可処分所得は122

万円以下、４人世帯で約250万円以下（2015年時点）

　すみれ学級からみえる家庭での様子

　　・朝ごはんを食べていない

　　・夕食を十分に摂っていない

　　・子どもだけで食事をしている

　　・家庭内で学習ができていない

生理用品の配付

　すみれ学級は、2018年11月より小学４年生以上の女子

児童・生徒に生理用品の無償配布を開始しました。12月

からは、株式会社G－Placeに生理用品を寄贈していた

だいています。

大分県内の自治体で生理用品の無償配布が広がっています

・豊後大野市：すみれ学級がスクールソーシャルワー

カーに生理用品を提供していることがきっかけとなり

ました。→2021年７月　小中学校の保健室などで配布

・豊後高田市→2021年９月　小中学校のトイレに生理用

品を配置

・大分県内９市町で児童・生徒への無償配布

　大分市、別府市、中津市、日田市、杵築市、臼杵市、

日出町

　

　

●中野通孝会員（２口）

　大分県社会福祉協議会ならびにすみれ学級の皆さん本

日はお越しいただきありがとうございます。特にすみれ

学級の藤井理事長は私財を投じてこども食堂の運営をさ

れており頭が下がります。今後も微力ですが協力させて

いただきます。

　

　

■９月17日　別府ＲＣ創立70周年記念式典

　式典　14：30～15：30　別府市中央公民館

　杉原会長、中野会員

■９月18日　大分ＲＣ第１回親睦ゴルフ

　湯布高原ゴルフクラブ

■10月28日　大分南ＲＣ創立45周年記念例会

　18：30～21：00　ホテル日航大分オアシスタワー

　山本幹事

　

　

９月13日　ゲスト卓話　安達禎文氏

　　　　　　（㈱アマネク代表取締役社長）の卓話

９月20日　定款第７条第１節に基づく休会

９月27日　緒方正会員卓話

10月４日　新会員歓迎夜の例会　18：30点鐘

　　　　　　（トキハ会館５階ローズの間）

10月11日　定款第７条第１節に基づく休会

10月18日　浦川会員卓話

10月25日　甲斐会員卓話

11月１日　定款第７条第１節に基づく休会

11月８日　通常例会・ファンド奨学金贈呈

11月15日　通常例会

11月22日　定款第７条第１節に基づく休会

11月29日　通常例会

お　知　ら　せ

例　会　予　定

山本幹事幹　事　報　告

クラブ管理運営委員会 小野委員長委 員 会 報 告

地区補助金事業贈呈式

卓　　　　話

ニコボックス 森若Ｓ.Ａ.Ａ.

例　会　変　更

週報編集担当者

クラブ名 開催日 会　　　場

ト キ ハ 会 館大 分 南 9/30(金)

ト キ ハ 会 館大分1985 9/12(月)

9/28(水)

両 築 別 邸別　　府 9/9(金)

両 築 別 邸別　　府 9/16(金)

ト キ ハ 会 館大分1985 9/26(月)

別 府 東 9/29(木)

別 府 北
別府市内ＲＣ事務局

（別府市西野口町1－1 青山通りビル3階）
9/7(水)

大分城西 ホテル日航大分オアシスタワー

ホテルサンバリーアネックス

土　屋　勝　俊９月13日号

尾　野　文　俊９月27日号

中　村　直　樹10月４日号

吉　野　敏　成10月18日号

別 府 北
別府市内ＲＣ事務局

（別府市西野口町1－1 青山通りビル3階）
9/14(水)

別府市内ＲＣ事務局
（別府市西野口町1－1 青山通りビル3階）

別 府 北 9/21(水)

別府市内ＲＣ事務局
（別府市西野口町1－1 青山通りビル3階）

別 府 北

　本日は野外家族例会です。ですから通常の会長の話はやめにして、簡単に終わらせます。

　私の本年度ロータリーの運営方針の一つであります「家族参加の行事を充実させる」に合致したイベント

であります。私も張り切って家内と３人の孫を連れてきました。

　本日は天気にも恵まれ、大分はかなり暑くなると思いますが、行き先が久住ですから、涼しいです。皆さ

ん今日一日お昼の焼肉もたらふく食べて頂いて、十分に楽しんで下さい。

　以上で本日の会長の時間を終わります。

会長の時間 杉原会長

　８月２８日(日)、処暑の爽やかな風が吹く好天の下、１７名の会員と１０名のご家族の参加を得て、コロ

ナ対策に万全を期しつつ、３年ぶりの野外家族例会が催行されました。

　大分交通さんのハイデッカーバスならではの阿蘇五岳を見晴るかす雄大なパノラマビューに感動し、見頃

のサルビアとベゴニアを愛でながら、くじゅう花公園を散策。昼食の久住高原コテージでは地ビールと焼肉

で待望のアルコールも入り親睦モードにスイッチオン！ビンゴゲームの後は、ガンジーファームで県民割

クーポンを使ってお土産を買われたり、ソフトクリームを食べたり、と終始和やかに交流を楽しむ会員の姿

がみられた一日でした。

クラブ管理運営委員会　松本淳也委員

第７回例会
2022年8月28日(日)  № 3429 野外家族例会 【 くじゅうコース 】


