
4/11 第10回 定例理事会
議題 1. 新会員の件

築山清一君 建設業 畳職
海野広明君 東洋医学 はり師・きゅう師 ・・・ 入会承認

2．社会奉仕表彰の件
3．青少年交換プログラム交換学生受け入れ調査の件
4．収支報告

医学豆知識⑯医学豆知識⑯医学豆知識⑯医学豆知識⑯

平均寿命と平均余命平均寿命と平均余命平均寿命と平均余命平均寿命と平均余命
平均寿命平均寿命平均寿命平均寿命とは、その年に死亡した人の年齢を実際に平均したものではなく、その年に生まれた新生児が、

あと何年生きられるかを推計したもの（０歳児の平均余命）。

1947年に、初めて50歳を超えた。 2012年の女性の平均寿命は世界１位で、男性は世界５位になった。

過去の平均寿命過去の平均寿命過去の平均寿命過去の平均寿命
★７０２年の美濃国の戸籍断簡の分析から、２０歳を超えない。 （鬼頭宏「日本2千年の人口史」）

★江戸時代の人別帳（信州諏訪地方）から、２歳児の平均余命は
1671年～1725年では男性は36.8歳、女性は29.0歳
1726年～1775年では男性は42.7歳、女性は44.0歳 （立川昭二「江戸病草紙」）

★寿命が伸びた原因
過去では、天然痘など疫病の流行の減少や飢饉の減少。近年では乳幼児死亡の減少や青少年の結核死の減

少。成人病による死亡率の減少が寿命の伸びの原因になったのは、ごく最近。
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週報

■会長：都築 雅人

■幹事：神谷 研

■クラブ会報：青山竜也・川合昭道・加藤英明

■創立日：Ｓ33年1月10日

■RI加盟認証日：Ｓ33年2月6日

安城ロータリークラブ会長方針：

「充実したロータリーライフを楽しもう。」「充実したロータリーライフを楽しもう。」「充実したロータリーライフを楽しもう。」「充実したロータリーライフを楽しもう。」

【 No.632 2014/４ 第３例会 】

２０１４年４月１８日(金) 12:30～13:30

司会者： 山田 庸雄君

ソング：「それでこそロータリー」

卓上花：グロリオサ・ユーカリ

ゲスト及びビジター：

2013-2014年度RIテーマ：

「ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を」「ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を」「ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を」「ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を」

■会長挨拶 都築 雅人会長

厚生労働省 「簡易生命表」から



【【【【4月のクラブ内例会・委員会予定】月のクラブ内例会・委員会予定】月のクラブ内例会・委員会予定】月のクラブ内例会・委員会予定】
25日 卓話担当 外山勝美君 テーマ「銅ナゲット」

【【【【5月のクラブ内例会・委員会予定】月のクラブ内例会・委員会予定】月のクラブ内例会・委員会予定】月のクラブ内例会・委員会予定】
2日 定款により休会
9日 卓話担当 清水正幸君

＊次年度理事会 11：45～ ＊定例理事会 13：30～
16日 卓話担当 辻隆士君
23日 クラブフォーラム 社会奉仕委員会

RYLA報告会
30日 卓話担当 成瀬克久君

《《《《4月の行事予定・地区会議》月の行事予定・地区会議》月の行事予定・地区会議》月の行事予定・地区会議》
19日 安城市スカウト協議会総会 19：30～安城市青少年の家 都築会長
25日 ロータリー財団情報交換会議 16：00～ガバナー事務所分室 神谷会計長

《《《《5月の行事予定・地区会議》月の行事予定・地区会議》月の行事予定・地区会議》月の行事予定・地区会議》
7日 定款細則検討委員会 10：00～会議室

15日 安城・三河安城合同コンペ ザ・トラディションゴルフクラブ
16日 地区社会奉仕委員会 14：30～名鉄グランドホテル永谷地区社会奉仕委員長・内藤社会奉仕委員長

次年度理事・委員長によります打ち合わせ及び懇親会 18：30～川本
19日 明祥中学校油が淵清掃 （予備日22日） 13：20～
22日 幹事・副幹事・事務局連絡会 18：00～福長
23日 次年度合同委員会 川本

国際奉仕委員長会議 １６：００～名鉄グランドホテル
写真同好会展覧会 碧海信用金庫本店 ～6/20

27日 次年度会長幹事会
29日 国際ソロプチミスト安城チャリティーゴルフ大会 ロイヤルカントリークラブ
30日 次年度理事会 すず岡 18：30～

社会の衛生状態、経済発展度（所得水準）、

医療制度の質や貧富格差などが関与する。

平均余命平均余命平均余命平均余命
2012201220122012年（平成年（平成年（平成年（平成24242424年）の平均余命年）の平均余命年）の平均余命年）の平均余命

これはあくまで、平均で、確率約50％。個々人の余命は家系や持っている疾病、家族構成、経済状態などによって、
変わる。

厚生労働省「平成24年簡易生

命表」から



近藤 裕保君
■ニコボックス報告■出席報告 岩井 春次君 石川 徳重君

会員 61名
出席義務者 46名

出席 41名

欠席 5名
出席免除者の出席 12名
出席率 91.37％

修正出席率
4月6日 第2771回
100％

■幹事報告

《同好会》
・写真同好会より 5/23～6/20写真展を行いますので一人1点出品下さい。

神谷 研幹事

■次年度会長報告

・例会終了後次年度クラブアッセンブリーがありますので次年度理事委員長は参加ください。
・5/16(金)18：30～川本にて、次年度理事・委員長・3年以下会員によります打ち合わせ及び懇親会を行います。
・5/23(金)18：30～川本にて、次年度合同委員会を行います。ご参加ください
・5/30(金)18：30～すず岡にて、次年度理事会を行います。
・6/12(木)11：00～仔馬にて、記者懇談会を行います。

永谷 文人 会長エレクト

◆地区研修協議会報告◆地区研修協議会報告◆地区研修協議会報告◆地区研修協議会報告

発表者発表者発表者発表者 ≪次年度組織による≫≪次年度組織による≫≪次年度組織による≫≪次年度組織による≫
第第第第1分科会分科会分科会分科会 会長会長会長会長 永谷文人君永谷文人君永谷文人君永谷文人君

第第第第2分科会分科会分科会分科会 会員増強委員長会員増強委員長会員増強委員長会員増強委員長 杉山淳一君杉山淳一君杉山淳一君杉山淳一君

第第第第3分科会分科会分科会分科会 雑誌委員長雑誌委員長雑誌委員長雑誌委員長 石原昭君石原昭君石原昭君石原昭君

第第第第4分科会分科会分科会分科会 社会奉仕委員長社会奉仕委員長社会奉仕委員長社会奉仕委員長 恒川憲一君恒川憲一君恒川憲一君恒川憲一君

第第第第5分科会分科会分科会分科会 国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長 成田孝則君成田孝則君成田孝則君成田孝則君

第第第第6分科会分科会分科会分科会 青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長 内藤教恵さん内藤教恵さん内藤教恵さん内藤教恵さん

第第第第7分科会分科会分科会分科会 ロータリー財団会計長ロータリー財団会計長ロータリー財団会計長ロータリー財団会計長 神谷研君神谷研君神谷研君神谷研君

第第第第8分科会分科会分科会分科会 米山奨学会米山奨学会米山奨学会米山奨学会 深津正則君深津正則君深津正則君深津正則君



★★★★第第第第1分科会分科会分科会分科会 会長会長会長会長 永谷文人君永谷文人君永谷文人君永谷文人君
平成26年4月13日(日)にウエスﾃｲン名古屋ｷｬｯｽﾙにて、2014～2015RC2760地区協議会が行われた。その概要を

下記のとおり報告する。
・テーマ・・・｢ﾛｰﾀﾘｰに輝きを｣
・討議の内容・・・田中ガバナーの挨拶に始まり、ガバナーエレクト・パストガバナー(2名)・ガバナーノミニー等の挨拶

及びロータリーの現状問題点の指摘があった。特に印象に残ったものは、江崎パストガバナーのパワーポイントを
使って行った講話であった。それについて、説明する。
①活気のあるクラブとは次の現象がある。

会員が増えている。会員が、クラブ事業に積極的に参加する。
②ロータリーの厳格な方針が失われようとしている。
③ロータリーの研修は、教育ではない。
情報の共有化であり、最新の情報で鼓舞することにある。
④「不易流行」の考えも大事である。
変えなければならないもの、変えてはいけないもの区別を
しっかり行う。
⑤ロータリーの哲学

一つの人生哲学である。
例会に出席して得ることができる。
奉仕の理念は、人生における成功の理念である。

★★★★第第第第2分科会分科会分科会分科会 会員増強委員長会員増強委員長会員増強委員長会員増強委員長 杉山淳一君杉山淳一君杉山淳一君杉山淳一君

今年は、増強委員長として第２分科会に参加をしました。当分
科会には４名のパストガバナ－が出席され、この分科会に力を
入れていることを強く感じました。４名のパストガバナ－のお話
の中でも、盛田さんの話には強い印象を持ちました。会員資格
一業種一名の原則が崩れたことによる会全体の格式・伝統が
少し乱れていることによる懸念。会員拡大は必要ではあるが、
拡大が優先されるような行為は少し控えた方が良いという苦
言も頂きました。

しかし、 2014-15年度2760地区は、５０００名拡大に力を入れ

ることも発表されました。

★★★★第第第第3分科会分科会分科会分科会 雑誌委員長雑誌委員長雑誌委員長雑誌委員長 石原昭君石原昭君石原昭君石原昭君

アドバイザーの片山主水パストガバナーは挨拶で、職業奉仕
と広報部門が同じ分科会になるのは初めての経験であり理解
できなかった。

ロータリーの中核的価値観を重視し、以前は530運動が実施

されたが、現在はＷＦＦの活動を行なっている。この活動を積極
的に広報活動することで、公共イメージの認知度を向上させる
ことである。

★★★★第第第第4分科会分科会分科会分科会 社会奉仕委員長社会奉仕委員長社会奉仕委員長社会奉仕委員長 恒川憲一君恒川憲一君恒川憲一君恒川憲一君

環境保全と社会奉仕
○環境保全
水をテーマにしたロータリー社会奉仕活動
・地区内クラブに於いてどの様な水と関わる環境で社会奉仕がされてるかの情報収集
・県、NPO、関連機関等とどのような水でのかかわりがあるか整理

・ロータリークラブ全体の中で水をテーマとした環境事業として注目されるものがあるかを探る
○社会奉仕

ロータリー一人一人が超我の奉仕を実証する機会であり、地域に住む人々の生活の質を高め、公共のために奉
仕することはロータリー個人、クラブにとっても献身に値することであり、社会的責務である。と下記10項目の推奨ポ

イントがありました。（一部記載）
・地域社会に於ける奉仕の機会を定期的に調査し、各クラブ会員に地域のニーズを検討する事
・社会奉仕プロジェクトを実施するに当たっては、会員の得意とする職業上の能力や趣味に力を生かす事等



○RCCについて
RCCとは

ロータリー地域社会共同隊 奉仕で繋がっている隊。
ロータリアン以外の人々がロータリーの価値観を共有し、奉仕活動に尽力するグループ。
全世界で7200隊、約16万人隊員、内、日本は33隊、2760地区は15隊（13クラブ）

事例、青少年の健全育成、国際交流、伝統文化の伝承、森林保全、交通安全
○質問のなかで

・クラブ規模が小さい等で社会奉仕予算が足りない
場合はどうしたらいいか？

・神戸パストガバナー解答
物を買っての発想をしない。
例えば交通安全奉仕であれば、集金して信号機を作る
のではなく、横断歩道に子供がいたら手を引く。
交通整理に立つ。ロータリーの最近の傾向はお金の使い
道を危惧している。

○感想
ロータリー活動のなかでも社会奉仕は地域貢献の根幹で

あり、重要な責務であると認識した。
また、いままで分りにくかったRCCの活動についても詳しい

説明があり理解が深まりより積極的に動ける自信になり後輩の方々にも伝えたいと思います。

★★★★第第第第5分科会分科会分科会分科会 国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長 成田孝則君成田孝則君成田孝則君成田孝則君

テーマ：「世界の現状を理解し、奉仕の心で親睦と平和を」

他国へ行き、その地域に何が必要かを確認して手を差し伸べる、これがRIの地域密着型奉仕と思います。グ

ローバルな補助金をどのように利用するのかも各クラブで検討しても良いと思います。

ロータリーデイの実施11/1～11/3（ワールド・フードふれ愛フエスタ）が開催されます。各クラブへの参加要請が

あると思います。
このイベントは、ロータリーの公共イメージの向上を図り、広く一般の人にもロータリーの活動を見て頂き少しで
も会員拡大につながればと思っています。
裏情報ですが、RI会長のゲイリーCKホァンさんも来場されるかも知れません。

クラブ単独で国際奉仕を行わない場合は、地区国際奉仕を利用して頂き、地区プロジェクトに一任でも良いで
すが、現地には各クラブの方々も同席して頂きたいと思います。
また、RIはアジア地区はアジア地区への支援と言っているのでアジアへの支援を検討して頂きたい。

国際奉仕を検討する場合、米山奨学生の国単位で決めても良いと思います。
奨学生を利用しても良いと思います。
海外のRCと連携する場合、RI日本事務局を利用して頂ければ良いと思います。各クラブで世界社会奉仕活動
（WCS）をした場合は、活動報告を地区へ提出して頂きたい。

識字率向上について
教育支援と地域活性支援で貧困のサイクルを断つことです。
「ポリオ撲滅の次は識字率向上」です。

補助金の利用について
国際奉仕で３万ドルまで新築補助金（学校等）が出ることに
なっていますが、詳細は財団に確認して頂き、グローバル
補助金をうまく利用して国際奉仕活動をして行くことだと
思います。



★★★★第第第第6分科会分科会分科会分科会 青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長 内藤教恵さん内藤教恵さん内藤教恵さん内藤教恵さん

次年度青少年奉仕委員長 内藤 教恵でございます。
この度は第６分科会に出席させていただく貴重な機会を
頂戴しました。深く感謝申し上げます。そこで学ばせて頂き
ましたことをここにご報告申し上げます。
この会から自宅に戻りまして、考えてみました当クラブの定
款を読みました。

「奉仕の五部門である青少年奉仕（新世代奉仕）は、指導
力養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プロジェ
クトへの参加、世界平和と異文化の理解を深め育む交換プ
ログラムを通じて、青少年ならびに若者によって好ましい変
化がもたらされることを認識するものである。」とクラブ定款
に記載されておりました。これは青少年奉仕の目的に通じる
のでしょうか。

また、青少年のためのＲＩ常設プログラムにはインターアクト
クラブ（ＩＡＣ）ローターアクトクラブ（ＲＡＣ）ロータリー青少年指
導者養成プログラム（ＲＹＬＡ）青少年交換（ＹＥＰ）があります。なるほどです。また危機管理の必要性についても丁
寧な説明を受けました。
研修を受けまして、私も次世代を担う青少年、若い方々が望ましい方向に成長してほしいと願うところです。 こ

れから、安城ロータリークラブの先輩方の経験を頼りにしつつ、活動していきたいなあと思います。

★★★★第第第第7分科会分科会分科会分科会 ロータリー財団会計長ロータリー財団会計長ロータリー財団会計長ロータリー財団会計長 神谷研君神谷研君神谷研君神谷研君
RI会長会長会長会長 強調事項強調事項強調事項強調事項

地域社会でロータリーの存在感を高めること
・会員増強
・ポリオ撲滅
・クラブの強化
・ロータリーデーの実施

近藤ガバナー年度近藤ガバナー年度近藤ガバナー年度近藤ガバナー年度
地区方針
集まろう・語ろう・楽しもう

地区行動指針
行事への積極的参加

・多様性の再認識
・奉仕の理想と実践
・会員増強
ロータリーデイ WFF 2014年11月1日 ～11月3日 名古屋市栄 久屋大通公園

第７分科会の目的第７分科会の目的第７分科会の目的第７分科会の目的
次年度の各クラブのロータリー財団に関わる指導者が参加
・事前の質問アンケートを参考
・一方的な説明で無く、対話形式の機会を増やす
・分かり易い分科会になるように努める
ロータリー財団委員会 方針
ロータリー財団委員会はみなさまの未来の夢のお手伝いを致します

未来の夢計画の目標未来の夢計画の目標未来の夢計画の目標未来の夢計画の目標
ロータリアンが、人々の健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済することを通じて、世界理解、親善、
平和を達成できるようにすること。

（2007年 規定審議会 決定07-116）

基金の寄付
基金には

・年次寄付
・恒久基金
・ポリオプラス基金など用途特定寄付あり



財団への寄付は、奉仕活動の源泉
2014-15年度日本の財団寄付目標

年次基金
・１人当たり １５０ドル
・年次寄付ゼロクラブを無くす（当地区は5年前から有りません）

ポリオプラス基金
・各クラブ １，５００ドル

恒久基金 （1,000ドル寄付した人⇒ベネファクター）

・クラブ １人（ベネファクター）

補助金奉仕プロジェクト補助金奉仕プロジェクト補助金奉仕プロジェクト補助金奉仕プロジェクト
〇地区補助金
〇グローバル補助金
〇パッケージグラント

資金推進委員会資金推進委員会資金推進委員会資金推進委員会
資金推進委員会は、R財団の委員会で唯一寄付をお願いし、お金を集める委員会です。
１．年次基金（EREY) ２．恒久基金（BF) ３．MD（大口寄付者） ４．ロータリーカードの ４つの寄付を担当し

ます。
２０１４－１５年度の寄付目標は以下の通りです。
１. 年次基金 ①１人当たり １５０ドル。

② PHS(ポール・ハルス・ソサイティ）を推進する。
２. 恒久基金 ①各クラブ１名以上。
３．MD ①地区５名以上。
４. RCカード ①０クラブをなくす。

②地区保有者１０％

補助金委員会補助金委員会補助金委員会補助金委員会
地区補助金の特徴とルール
■事業申請期間・事業期間
申請期間（当該前年度１１月から２月）
ロータリー財団へは５月に一括で申請

■ ロータリー財団から８月に補助金入金

■事業実施期間
当該年度７月から２月に実施される事業に限る

グローバル補助金の特徴
大規模なプロジェクトに活用できる補助金
６つの重点分野の内１つ以上があてはまる事業
長期的な持続的で効果が測定可能な事業
事業予算の下限額は３０，０００ドル以上で２カ国以上のクラブ又は地区が参加する事
グローバル補助金 申請から終了まで
■進捗状況 10STEPS

STEP１ グローバル補助金申請事業の立案
STEP２ 補助金委員会に相談
STEP３ 協議⇒日本事務局に事前相談（補助金委員会）
STEP４ 申請書の提出（オンラインで提出）
STEP５ ロータリー財団より質問
STEP６ ロータリー財団より承認
STEP７ 最終確認、クラブ拠出金の振込み
STEP８ ６ヶ月以内にロータリー財団よりグローバル補助金が支出
STEP９ 事業を実施
STEP10  ロータリー財団に中間報告・最終報告の提出（オンライン

ポリオ・プラス委員会ポリオ・プラス委員会ポリオ・プラス委員会ポリオ・プラス委員会
日本では1980年にポリオが根絶されました。
特に若いお父さん・お母さん方は身近にポリオ発症例が無いので実感がなく感心が低いと思います。

世界では大勢の子供達がまだポリオで苦しんでいます。
世界中からポリオを撲滅させる事の大切さ、重要性を幅広い年代の方々に少しでも認知して頂きたく努力致
します。
インドで終結宣言が出ました。



職業研修チーム（ＶＴＴ）委員会職業研修チーム（ＶＴＴ）委員会職業研修チーム（ＶＴＴ）委員会職業研修チーム（ＶＴＴ）委員会
ＶＴＴは地域社会の人々の能力や技術を高めることを目的に、専門家チームが海外に赴いて、知識・経験を
生かして現地の
専門家に技術指導を行ったり、あるいは指導を受けるものです。
今年は３月にフィリピン・ケソン市（３７８０地区）で腹腔鏡手術に関する医療研修を行ってきました。

奨学基金・学友・平和フェローシップ委員会奨学基金・学友・平和フェローシップ委員会奨学基金・学友・平和フェローシップ委員会奨学基金・学友・平和フェローシップ委員会
グローバル補助金 奨学金制度
１ 目 的
奨学金制度を通じて、国際理解と世界平和に貢献する。
奨学生は、留学国で高い学術水準を維持することはもちろん、
ロータリーの趣旨にそったさまざまな国際親善活動を行うこと。

２ 奨学金の種類
グローバル補助金 奨学金 （2760地区は、グローバル補助金のみ）
海外ロータリー地区内の大学院修士課程において6つの重点分野に

該当する
専攻課程で、1年から最長２年の修学に米貨30,000ドル以上の奨学

金を提供する。（地区内 内規による。14-15年度は上限を設ける可能

性有り）
３ 条件
留学先 海外の大学院修士課程で、「6つの重点分野」のいずれか

1つ以上に該当する専攻課程において、既に入学許可を得ていること。

教育程度 大学卒業以上
語学能力 相当に高い語学能力は必要
職歴 不要
募集人数 数名

資金管理委員会資金管理委員会資金管理委員会資金管理委員会
財団補助金の慎重な管理を徹底させ、適切な補助金管理についてロ－タリアンに指導する役割を担う。
主な責務
・ 地区とクラブとの「覚書（MOU）」の実施を支援する。

・ 補助金管理セミナ－の実施を支援し、クラブの参加資格認定を援助
する。

・ すべての補助金において、適切な補助金管理をクラブに徹底させる。
・補助金関連活動において、資金の悪用や不正があったときは、ロ－

タリ－財団に報告し、当該クラブで初期調査を実施する。
補助金を活用してプロジェクトを行うための要件等
参加資格要件（３大要件）
① セミナ－の受講

２月（補助金管理セミナ－）
７月（財団セミナ－）

② 「授与と受託の条件」の理解と遵守
1.補助金の種類 2.受領資格の指針 3.制約事項
4.申請方法 5.旅行方針 6.補助金の資金源
7.協力団体 8.支払い 9.報告要件と書類の保管
10.小口融資 11.インドのロ－タリ－財団に関する特記事項
③ 「クラブの覚書」（MOU・・Memorandum Of Understanding）の取り交わし・・クラブと地区ロ－タリ－財団委

員会との間で取り交わす契約書
履行義務（３大義務）
① 専用口座

1.「専用口座」を開設する
2. 地区から交付する補助金もクラブ負担金もすべてこの専用口座へ

入金
3. 補助金事業への支出はすべてこの専用口座から直接行う

（注）無利息型普通預金が望ましい



② 帳簿の作成と書類の保管
1. 総勘定元帳の作成

エクセルで動作する専用ファイルを提供する
2. 書類、領収書、契約書等の補助金事業根拠証憑類の保管

地区補助金・・・・・書類の原本を５年間
グロ－バル補助金・・書類の原本を10年間

③ 報告書の提出
1. 補助金事業終了後・・・２ケ月以内
2. 提出先・・・・・・・・地区ロ－タリ－財団委員会事務局

質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答
全28問 Ｑ＆Ａ

★★★★第第第第8分科会分科会分科会分科会 米山奨学会米山奨学会米山奨学会米山奨学会 深津正則君深津正則君深津正則君深津正則君

「米山奨学事業は人材育成、米山学友が世界を日本を繋ぐ」をテーマとして分科会が開催されました。
最初に次期地区米山奨学委員長の伊藤敦夫様の挨拶で始まり、

奨学金の寄付増進について
奨学生選考指定校について
奨学生・学友・世話クラブの役割
元米山奨学生の卓話
質疑応答・意見交換

上記の内容で分科会の会議が行われました。

米山記念奨学事業は日本のロータリー創始者、故米山梅吉氏の功績を記念して、1952年、東京ロータリーが発表
し、海外から優秀な学生を日本に招き、勉学を支援する構想でした。そして5年後には全国のロータリークラブの共
同事業として発展し、50年以上の歴史を持ちます。年間の奨学生採用数は700人。国内では民間最大の国際奨学
事業です。2760地区の2014学年度採用奨学生数は37人です。

米山奨学委員の役割
① 奨学事業の理解促進
② 寄付の増進
③ 奨学生・学友との交流促進と広報活動

現在当クラブは、ミャンマーのニー・ニー・エイさんの
世話クラブで、奥田さんがカウンセラーとして活躍
されています。


