
３３４Ａ地区スローガン　　　　もういちど　ウイ・サーブ
  

  

  

  

  

 

    次期会長 

L小塚 善弘 スピーチ 

 

 

    次期幹事 

L市川 信行 スピーチ 

 

http://www.google.co.jp/url?url=http://jp.freepik.com/free-vector/lion-vector-image_612782.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=QUtuVaPXLsPEmwXi14PgDg&ved=0CCwQ9QEwCw&usg=AFQjCNFYqbScZV6UzKRCNnEYtUKGUtkECw
http://www.google.co.jp/url?url=http://www.sozai-library.com/sozai/4016&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjEi87vnqvLAhUi5aYKHdOqAP8QwW4IGjAC&usg=AFQjCNF6NesCmNgqGS0ZDWmRYTVSulNcRw


愛知さくらLC 結成１０周年記念品 授与 

力強い、ローア ! 会長挨拶 

３月 お誕生日おめでとうございます！ 

L野田 泰義 

３月 ご結婚おめでとうございます！ 

ウォー！ 

結成１０周年 おめでとうございます！ 有難うございます！ 

L野田 泰義会長、お礼の言葉！ 記念品として加湿器を頂きました！ 
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この度、次期幹事にご指名頂きました、L市川信行です。 

私は、江南ライオンズクラブに2008年4月に入会し、８年が過ぎました。 

当初、故 中根ライオンが会長で、金田ライオンが幹事の時でした。 

２人が当社に来られ、説得された記憶がございます。 

スポンサーライオインは高田真宏ライオンです。それまではロータリークラブが毎年当社に来られ、 

入会をすすめられていたのですが、正直、当時、毎週例会は不可能で、ライオンズクラブは月２回例 

会ということで、まずは簡単な考えで、ライオンズクラブに決めました。 

何はともあれ、会社経営が基盤ですので、なるべく会社に負担がかからぬ様、安易な考えでした。 

しかし、入会するからには例会出席は基本だと考えていましたので、極力、例会に出席することに 

努めてまいりました。 

さて、今回次期幹事に指名され、現幹事の和田ライオンからは、すごく大変だとプレッシャーをかけられ 

ました。しかし、和田ライオンの顔を見る限り、いつもにこやかなので、なぜか私にでも大丈夫かなと少し 

ばかり安心した時もありましたが、今は準備の段階ではありますが、徐々に大変さを実感しつつあります。 
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 皆様、今日は、このような場を与えていただき感謝申し上げます。 

先の曼陀羅寺で行われました１月８日の例会後の指名委員会で江南ライオンズクラブ第５８代会長予定者 

にご指名いただきました。 今でも私に務まるか、不安と緊張で身の引き締まる思いでございます。 

去る2月8日「6Ｒ会員（新入会員を含む）セミナー」がホテルプラザ勝川にて開催されました。 

例年とは、異なり次年度の会長予定者と幹事予定者、新入会員が対象でしたので、私とＬ市川信行・334Ａ 

地区ＬＣＩF委員のＬ後藤正敏そして新入会員のＬ大澤潤一・Ｌ松岡信孝・Ｌ森下栄二・Ｌ橋本芳弘の総勢7名で 

行ってまいりました。 江南ライオンズクラブは一番前の席に決まっていました。 

私が「目立ってしまう。」とボヤクとＬ沖本一三ゾーンチェアパーソンから笑って、「江南の宿命だわ・・・」と 

言われました。出席者数におきましても席順からも、あらためて江南ライオンズクラブの存在感の大きさ 

に気づかされました。 

 翌、２月９日には「きむらや」におきまして次年度６役会議を開催いたしました。 

第1副会長予定者Ｌ伊神護・第2副会長予定者Ｌ渡辺俊也・第3副会長予定者Ｌ伊神武司より貴重なご意見 

を承りました。その上で私の基本方針・次年度役員案・委員会構成表案を確認していただきました。  

本日の理事会におきまして、承認をいただきました。 

快く役員・理事をお引き受けいただきました皆様に深く感謝申し上げますと供に、各委員会の活動を見直 

し「出席率の向上」を目指したいと思います。 

新しい取り組みとしまして次年度は、特別委員会を2つ設置します。 

1つは「徳島眉山ＬＣ姉妹提携40周年記念誌編集委員会」の設置です。 

次年度は、徳島眉山ライオンズクラブとの姉妹提携４０年になります。 

２０周年の時は江南・３０周年で徳島眉山が「記念誌」を製作していることを確認いたしました。 

そこでＬ苅谷一紀に委員長を引き受けていただきました。 

もう1つは「江南ライオンズクラブ活性化委員会」です。 

現在江南ライオンズクラブの会員数は最大時の60％前後になっています。」今日現在では78名の正会 

員と終身会員1名の79名です。各委員会の垣根を越えて 

１ ． 現状に合った事業の再構築を探る  

2 . ６０周年に向けた事業展開を探る  

3 . 家族会員の活動を考える 

という中期的ビジョン推進に、Ｌ金田久光に委員長を引き受けていただきました。 

最後に、昨年私は、持病であります腎臓結石の手術を5月と11月の2度受けました。 

主治医の江南厚生病院の泌尿器科 金本一洋先生から卒業を言い渡され、健康を取り戻すことができま 

した。どちらも入院は1週間以内でしたが、第一会長の立場である私をＬ野田泰義会長・Ｌ和田政明幹事に 

温かく見守っていただきました。 今年のような結果を残すことは出来ないかもしれませんが、 

「焦らす自分なりに努力いたします。」「頑張って行動します。」 

会員諸兄の忌憚のないご意見、ご指導、温かいご支援をお願いいたします。 

お聞き苦しい点がありましたらお詫び申し上げます。 有難うございました。     （ 原稿原文掲載 ） 

 

次期役員スピーチ  

次期会長 L小塚 善弘 スピーチ 

次期幹事 L市川 信行 スピーチ 
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・公認ガイディング・ライオン認定証 

・CEPファシリテーター研修修了  

スピーチ L柴田 学 

前ページより 

先月（２月８日）、ホテルプラザ勝川での6R-334-A地区ライオンズ会員セミナーに江南からは次期会長、 

6RLCIF委員、後藤ライオンならびに新人会員の４名の計７名で行ってまいりましたが、他のクラブは２，３名 

が多い中、江南は７名と出席者数を見ても前向きなクラブだと、印象づいたことと思います。 

このセミナーの中でライオンズクラブ創立者は、 【ライオンズクラブが人を変える、人間嫌いで利己的 
だった人がライオンズクラブに入って、社会の為に尽くす立派な人になったという話はそう珍しい事で 
はない 】 と、そして奉仕についても【他人に尽くすことから始めるのでなければ人生の大は成し遂げら 
れない。交際についても他人を善意の目で見る態度が必要であり、友情は目的にあって手段ではなく、 
ひもつきのものは誰も受け取らない 】と、【我々は人道主義的社会奉仕を目標とし、世界の平和と繁栄 
と幸福を願う】と、創立者のメルビン・ジョーンズ氏の言葉を胸にしっかりきざみました。 

江南ライオンズクラブ会長 野田ライオンの基本方針であります、【どうせやるなら楽しくみんなでウィ・ 
サーブ】の気持ちを今一度、再認識致しまして、クラブ幹事の役職の重さも痛感しておりますし、歴代の 

幹事さんに恥じないよう、会員の皆様方のご指導、ご協力をいただきまして、クラブの運営がスムーズ 

に行われますよう宜しくお願い致します。本日は、御清聴ありがとうございました。 （ 原稿原文掲載 ） 

江南ライオンズクラブの会長を去年の６月いっぱい 

で終わって休めると思っていました所、野田会長よ 

りキャビネットから公認ガイディングライオンの講習 

の要請が来ているからセミナーへ行ってこいとい 

うことで、去年の１０月５日は公認ガイディング・ライ 

オンのセミナーを、１１月１６日はＣＥＰ育成研修会のセ 

ミナーを各４時間ずつ名古屋キャッスルプラザで受 

講してきました。講師は青木元ガバナーと高坂ＧＭＴ 

コーディネーターが勤められました。今日はその内 

容についてお話しします。 

 まず、公認ガイディング・ライオンの職務についてお話しします。公認ガイディング・ライオンには３つの仕事 

があります。 

① 新しいクラブを作る事 

② 新クラブを作って２年間指導する事 

③ 弱小クラブを活性化する手伝いをする事 

ガイディング・ライオンの究極の目標はクラブを自立させる事です。これがガイディング・ライオンの仕事で 

す。ふつうのガイディング・ライオンは新クラブを立ち上げると１年に４回国際協会にレポートを提出する義 

務があります。これが公認ガイディング・ライオンは２年に８回国際協会にレポートを提出しなければなりま 

せん。新しいクラブを作る為にチャーターメンバーを２０名以上集め、スポンサーとなる親クラブを決め、 

必要な書類、報告書などをキャビネットに提出して、地区ガバナーの承認を取り付けて新クラブを結成しま 

す。１０年前、当クラブのＬ苅谷 一紀が愛知さくらＬＣを立ち上げ、新クラブの指導をされました。  

まさに、これがガイディングライオンの仕事です。 

私にはこの様なすばらしい事はできませんので、ＣＥＰ育成研修会の講習の話をしたいと思います。 

ＣＥＰとは、クラブ向上プロセスの略です。 

ＣＥＰファシリテーターの職務は、クラブ活性化を推進するお手伝いを行います。 

・ クラブを活性化するには何が必要か。 

・ 楽しいクラブ運営はどうしたらよいか。 

・ 地域密着のアクテビティのあり方はどうするのか。 

・ クラブの要請でスピーカ又はワークショップのお手伝いをする。     以上の事が主な仕事です。 

 次年度、Ｌ小塚善弘会長の元で「クラブ活性化委員会」を作り元気のいいＬ金田久光が委員長として活動 

されます。そこで「クラブを元気にするには何が必要か」という議題でお話をしたいと思います。 

 お手元に「あなたのクラブ、あなたのやり方で」のパンフレットをお配りしました。１枚目を見ますと、日本 

の会員数の増減がわかります。１９９３年をピークにだんだん減っています。２０１３年山田国際会長が第２副会 

長の時に家族会員を入会させて会員増強を行いました。２０１５年までに会員が少し増えましたが、全国のＬＣ

の１クラブ平均の会員数は３５．８人です。                                    次ページへ 
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次のページを見てもらいますと、３３０地区～３３７地区の全体の数字がわかります。 

 この中で３３４複合地区は１６５００人余りで一番多い地区です。その中でも３３４－Ａ地区は他のクラブより人

数は多いです。現在、正会員は４６５１人家族会員を含めますと７２０５名です。３０名以上のクラブが７８％ありま

す。全国平均の４０．９％に比べると大変多いと思います。 

 日本のクラブの中で３３４－Ａ地区は力があると思います。ＬＣＩＦでも世界でトップを誇っています。 

それではまず例会作りについて考えてみます。例会が楽しく温かい雰囲気であればメンバーも出席しやすく

なるし、新しい会員を募集するにも「楽しい例会だから来てください」と誘いやすくなると思います。  

メンバーに最適なクラブ例会を選んで楽しい例会にする事が大切です。 

 多くのクラブでは代々受け継がれている伝統を重んじていますが、伝統のほとんどは義務ではありません。 

堅苦しさを感じる場合は「○○の集まり」など新しい呼び名でクラブに情熱を取り戻していただきたいと思い

ます。 

 次に例会タイプを３つ紹介します。 

一つ目 伝統重視タイプ 

伝統的なクラブでは式次第に従い開会ゴングに始まり「国家斉唱」「ライオンズの誓い」「会長あいさつ」と 

儀礼を重んじ非常にフォーマルな形式で行います。クラブの議事は理事会で話し合い、例会はスピーカーを 

呼んで講演などをしてもらいます。江南ＬＣはこのタイプだと思います。 

二つ目 つながり重視タイプ 

「サイバークラブ」と呼ばれるこのタイプはスマートフォンやＥメールなどで連絡、イベント企画、活動の意思 

決定などを行います。クラブ議事の大部分を会合以外の「Ｅメール」や「ライン」を通じて処理します。 

そのためミーティングは極めてスムーズに行われて直接顔を合わせて集まるのは通常交流を目的とした例

会か、奉仕活動の時となります。 

三つ目 混合タイプ 

これは伝統重視タイプの例会のフォーマルな面と新しいコミュニケーション手段、効率の良さを併せ持って 

います。クラブの議事を迅速に行い、メンバーが集まる委員会や理事会の会議を少なくし例会や奉仕活動 

を活発に行います。 メンバーのニーズに合ったタイプを見つけて運営してください。 

次に例会のリニューアルについてお話しします。 

一つ目 目標設定する。 

・ 例会の目標を決めます 

・ 行事の企画を決めます 

・ ためになる講演を聞く 

・ 奉仕事業を実施する 

・ 仲間と親睦を深める 

こうした目的のために計画を立てプログラムに組み入れます。これは準備理事会の時から計画しないとうま

く実現しないと思います。突然何かしようとしても委員会、理事会をへて例会承認まで取り付けるには時間が

かかります。 

二つ目 プログラムの可能性をさぐる。 

例会講演を行う場合、どういったタイプの講演が良いか講演の時間はどのくらいとるか検討します。 

例えば通常１５～２０分の講演をお願いしますが、どうしても３０分以上かかる様な場合は例会の進行を変えて

講師の方に十分な時間を与え内容のある講演をしてもらいます。 

講師の方は市長、県や市の職員、警察や消防の職員、学校の先生など地域社会の指導者、又、地元の実業家、

商工会議所の役員、地元では知られていないが中央では有名な人の話、又、クラブの奉仕の受益者、これは 

クラブの取り組みによって恩恵を受けた人々の意見を聞くことによって会員の意欲をかきたてる絶好の方法

だと思います。 

三つ目 クラブ例会を月何回行うか。 例会時間は何時がよいか。 

これはメンバーの方々にアンケートをとって皆さまで検討してください。 

若手の４０代５０代の人は仕事の都合で夕方以降の方が出席しやすいという意見をよく聞きます。 

しかし今まで昼に例会をしているので、昼の方が良いという人もいます。新しいリーダーを育てる為には若い

人たちに出席してもらうのが大切です。年間予定表を作る時にこういうことも考慮していくことが大切だと

思います。あるクラブでは夜しかメンバーが集まらないのですべて夜の例会、理事会をしているところがあり

ます。クラブ数はわかりませんが、けっこう多いと思います。そして例会後はノミニケーションをとってメン

バーでお酒をくみかわしながら、ライオンズの事について色々話し親睦を深めているところもあります。 

ライオンズクラブはメンバー一人一人が協力しあって初めて発展します。 

毎年継続しているアクテビティを会長、幹事、委員長まかせで行っていては同じことの繰り返しで終わってし 

まします。奉仕事業においてメンバーが新しい提案をしたならば委員会で協議し理事会で取り上げ決定した 
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ら例会で発表し、承認を得たならば実行に移して全員で取り組む様にします。全員で行わなければクラブは 

元気になりません。 

新しいことを始めようとするとたいへん多くのエネルギーが必要です。しかしメンバー全員で協力すれば一 

人の負担は軽くなり必ず達成できます。同じアクテビティでも少しずつやり方を変える事でマンネリ化を防ぎ 

メンバーが「やる気」を起こしてクラブの活力が上がると思います。 

クラブが元気になる為にはメンバー、ひとりひとりの熱意と根気が必要です。 

メンバーのコミュニケーションを密度のこいものにして欠席されている方や、ＦＡＸなどで出欠の返事が返っ 

てこない人には連絡を取って確認する事が大切だと思います。 

街角でメンバーにあったなら、次の例会に誘って、多くの人が集まる楽しい例会にしたいものです。  

役員まかせにせず、みなさんが協力すればクラブは必ず元気になります。 

今日からみなさん全員で頑張りましょう。キャビネットでＣＤをもらってきました。事務局に置いておきますので 

興味のある方は見てください。Ｌ苅谷一紀にＣＤを何枚か焼いてもらいましたので貸出もできます。例として 

１５年ぐらい前から名古屋の堀川ＬＣは堀川の浄化を大学生をはじめ市民をまきこんでいろいろ取り組んでい 

ます。テレビ・新聞などのマスコミを利用してＰＲもうまいと思います。 

元気なＬＣを参考にして我々のクラブも元気になりましよう。            （ 原稿原文掲載 ） 

 

メンバーシップアドバンスメントメントキー贈呈 会長挨拶 

L 野田 泰義  L 柴田 学 

ご結婚祝い 長女誕生祝い 

     L 小塚 善弘 

    ご長男「文敏」さん 

ご結婚しました！おめでとうございます！ 

     L 松岡 信孝 

    ご長女「翼」ちゃん 

お誕生しました！おめでとうございます！ 

http://01.gatag.net/img/201508/10l/gatag-00013970.jpg


第１３７１回、１３７２回ドネーション 

第４回ゴルフ大会 ３月２４日（木）名古屋ヒルズゴルフ倶楽部ローズコース AM８：３０～ 

第７回麻雀大会 ３月２５日(金）ホームラン市役所店 PM17:30～ 

ホームラン 市役所店 

愛知県江南市赤童子町御宿12 

電話 ０５８７－５３－３５１８ 

順位 競技者名 NET HDCP GROSS OUT IN

優勝 L鈴木　明 76 8 84 42 42

準優勝 L山下　裕史 76 36 112 58 54

３位 L青山　勝美 77 19 96 50 46

 優勝！！ L鈴木 明 

 準優勝！！ L山下 裕史 

★ 入賞おめでとうございます！ 

１位 Ｌ伊神　護 ７位 L青山　公明

２位 L松岡　信孝 ８位 L松田　哲育

３位 Ｌ山下　裕史 ９位 L野田　泰義

４位 Ｌ和田　政明 １０位 L佐藤　順一

５位 Ｌ佐藤　全宏 １１位 Ｌ橋本　芳博

６位 Ｌ菅原　勝八 １２位 L山田　武仁

第 １３７１回例会ドネーション

Ｌ小塚　善弘 息子の結婚の喜び 20,000

Ｌ小塚　善弘 次期会長として例会でのスピーチの喜び 10,000

Ｌ市川　信行 次期幹事として例会でのスピーチの喜び 5,000

Ｌ野田　泰義 会報に写真掲載の喜び 10,000

Ｌ福田　源公 会報に写真掲載の喜び 5,000

Ｌ鈴木　　明 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ金田　久光 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ後藤　正敏 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ市川　信行 会報に写真掲載の喜び 3,000

Ｌ大澤　潤一 会報に会員企業紹介掲載の喜び 3,000

Ｌ橋本　芳博 会報に会員企業紹介掲載の喜び 3,000

Ｌ森下　栄二 会報に会員企業紹介掲載の喜び 3,000

Ｌ野田　泰義 会報に会員企業紹介掲載の喜び 3,000

Ｌ松岡信孝 会報に会員企業紹介掲載の喜び 3,000

Ｌ和田　政明 会報に会員企業紹介掲載の喜び 3,000

Ｌ野田　泰義 江南ＬＣ第６回麻雀大会　優勝の喜び 3,000

Ｌ菅原　勝八 江南ＬＣ第６回麻雀大会　第２位の喜び 2,000

Ｌ佐藤　全宏 江南ＬＣ第６回麻雀大会　第３位の喜び 1,000

Ｌ大森　邦代 ・ Ｌ桑原　　　江南ＬＣ例会へ記念品贈呈の為　出席の喜び 10,000

合計 96,000

第 １３７２回例会ドネーション

Ｌ柴田  学 例会でのスピーチの喜び 5,000

合計 5,000
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◆見どころ   

4世紀前半、後醍醐天皇の勅願で建立された 

尾張の古刹曼陀羅寺の隣が、藤の名所「曼陀羅 

寺公園」です。 

期間中は、早咲きから遅咲きの中にも、紫・紅・白 

と様々な色や、房は長く優雅な花房・短く可憐 

なもの・八重咲きのものと、たくさんの種類があ 

り、園内の約60本が色鮮やかに咲き誇ります。 

藤の甘い香りを静かに楽しみたいのであれば、 

まだ誰もいない早朝がおすすめです。また、昼 

間は各種イベントが開催され、お祭りの雰囲気 

をお楽しみいただけます。 

 

 

第５１回 江南藤まつり 

例会出席状況報告 

江南ライオンズクラブ会報 

ご結婚記念日おめでとうございます 

お誕生日おめでとうございます 

例会プログラム ４月行事予定 

献眼・献腎・献血・骨髄移植・聴覚のお願い 

発 行 江南ライオンズクラブ ＰＲ委員会 

事務局 愛知県江南市古知野町小金１１２（江南商工会館内） 

ＴＥＬ（０５８７）５５－０９１７ 

ＦＡＸ（０５８７）５９－７２６１ 

 

会 長 野田 泰義 江南市寄木町天道６６番地 

ＴＥＬ（０５８７）５４－９０２０  携帯 ０９０－３１５８－２５７９ 

ＦＡＸ（０５８７）５４－９０２０ 

 

幹 事 和田 政明 江南市布袋町北１４９番地 

ＴＥＬ（０５８７）５５－６４５５  携帯 ０９０－９１２６－９６５３ 

ＦＡＸ（０５８７）５５－６４５５   

 

ＰＲ・IT委員長 山下 裕史 各務原市緑苑中１－１６７ 

ＴＥＬ（０５８）３８５－２２４１ 携帯 ０９０－８６７２－５９２９ 

ＦＡＸ（０５８）３８５－２２４１ 

 

同 副委員長 牛垣 和博 江南市高屋町西里１５１ 

ＴＥＬ（０５８７）５６－０６７６ 携帯 ０９０－５１０９－６７７０ 

ｗｅｂ ： http://konanーｌｉｏｎｓ.jp/  
Ｅ-mail ： info@konan-lions.jp 

目の見えない人たちに愛の光を 

病める人々に愛の血液・献腎・骨髄を 
＜連絡先＞ 

・愛知県救急医療情報ｾﾝﾀｰ内・ｱｲﾊﾞﾝｸ窓口(献眼受付) 

夏期は死後６時間、冬期は８時間以内 

TEL:(052)262－1100 

 

・社会保険 中京病院(献腎受付) 

  TEL:(052)961－7151 

 

・江南ＬＣ献眼・献腎・献血・骨髄移植・聴覚 

推進委員長 石井 公久 TEL:(０９０）３２５３-９３０２ 

・上記連絡がつかない場合 

幹 事 和田 政明 TEL:(0９0)９１２６-９６５３ 

（H.Pより記載） 

１．開会のゴング 

２．国旗に敬礼 

３．国歌並びにライオンズクラブの歌斉唱 

４．ライオンズの誓いと地区スローガン 

 並びにクラブスローガンの唱和 

５．物故ライオンに黙祷 

６．会長挨拶 

７．会員慶祝 

８．スピーチ 

     次期会計    L青山 公明 

     次期第一副会長 Ｌ伊神  護 

     次期第二副会長 Ｌ渡辺 俊也 

     次期第三副会長 Ｌ伊神 武司 

９．お食事をどうぞ 

10．報告事項 

11．テールツイスターの発表 

12．出席状況報告 

13．また会う日まで  

14．ライオンズローア 

  
４月２３日（土）  １８：００～ 

第１３７４回例会 

ライオンレディ同伴藤見例会 

於：曼陀羅寺 庫裡 

◆期間  

平成28年4月21日（木）～5月5日（祝） 

◆場所   

曼陀羅寺公園（江南市前飛保町寺町202） 

 

 

Ｌ稲嶋 豊 ９日 Ｌ河合 正猛 １７日

Ｌ澤田 和延 １０日 Ｌ近藤　真市 ２０日

Ｌ髙田 良弘 １３日 Ｌ波多野　克栄 ３０日

L松岡　信孝 ４日 L後藤　正敏 １８日

L安井　浩一 ６日 L武馬　宏祐 １８日

L福田　源公 ７日 L松田　哲育 ２１日

L稲波　茂男 １３日 L丹羽　愛禮 ２５日

L酒井　幹冶 １５日

第１３７１回 第１３７２回

現在の正会員数 ７８名 ７８名

終身会員 １名 １名

本日の出席数 ４１名 ４５名

公務による欠席 １名 １名

海外出張 ０名 ０名

病欠 １名 １名

http://www.illust-box.jp/sozai/26635/
http://www.google.co.jp/url?url=http://www.city.kagoshima.lg.jp/_1010/shimin/2kenko_hukushi/2-1seikatsueisei/kenketsu/_33999.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=8WDdU-_cJ8Lm8AWY0YKABg&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFiNniaqg97Tzw9r1idHRi_1H9iUw
http://www.google.co.jp/url?url=http://www.wanpug.com/illust88.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi517bm0KnLAhUEqJQKHUx8BtwQwW4IFjAA&usg=AFQjCNFNLLNf_lA63lXfkz6cUy9WiWNjRg
http://www.google.co.jp/url?url=http://flowerillust.com/html/etc/fuji002.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj90JLA0anLAhVEKKYKHYhnANwQwW4IJDAH&usg=AFQjCNFxSgNIOl9DV4iJsb7oyUqxYJx2ig

