
平成２７年１０月１９日 第１４０１回例会 №１４００

会長の時間 会長　松室　利幸

　９月のシルバーウイークに引き続き、先週は連休があり
例会は休会でしたが、１１月にも今年最後の連休があり
ます。
　今年2015年は２連休が５回、３日以上の連休が２回あ
りましたが、来年はというと、２連休が５回、３日以上の連
休が１回ありますが、新たな国民の祝日として８月１１日
が山の日として制定されました。
　日本における「国民の祝日」は15日ありますが（2015年
時点）、他国の法定休日数と比較すると日本は世界第3
位、1位は「18日」のコロンビアとインド。2位は「16日」の
タイ、レバノン、韓国。3位の「15日」は、日本のほかにア
ルゼンチン、チリ、フィンランドが肩を並べます。
　来年から新たな祝日が一日増える日本は、世界第2位
にランクインすることになりますが、「山の日」とはどんな
祝日なのでしょうか。　　

「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する、山の日」
　
　日本山岳会をはじめ、山岳関係者、自然保護団体、さ
らに、すでに「山の日」を制定していた地方自治体の声
を受けて2013年に設立された超党派の議員連盟によっ
て、「山の日」制定に向けた活動が加速、その結果、
2014年1月24日に開会した第186回国会にて、「国民の
祝日に関する法律（祝日法）改正案が衆議院に提出さ
れ、4月25日に賛成多数で可決されました。
　当初は8月12日で進められていたのですが、「日本航
空123便墜落事故」が起きた日であることに配慮し、盆休
みと連続させやすい利点がある8月11日が、2016年より
国民の祝日「山の日」に制定されました。
　ちなみに、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝
する山の日」が初施行される2016年8月11日は木曜。15
日のお盆は月曜ですから、会社によっては長期の盆休
みが設定されるかもしれません。
　休日が増えたとはいえいかに有意義に過ごすかが喫
緊の課題であるのは私だけでしょうか？
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　　１１月２日(月) 

『ロータリー財団月間

　　　　　　　によせて』

  担当　新田　耕平　会員

・米茄子田楽、煮魚（秋刀魚）
・天婦羅（海老/キス/野菜）
・ご飯、香の物、汁物

ガバナー補佐　西宮富夫様
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次
々
週

　 １０月２５日(日) 

　   家族移動例会

 黄檗山・萬福寺見学  

担当 　親睦活動･出席･歌唱小委員会
　　

①細則検討特別委員会
　本日例会終了後、委員会を開催します。

ビ　ジ　タ　ー

　　１０月１９日(月) 

　　『逆転の発想』

前豊能税務署長 税理士 新田 実様　

  担当　内村　昭　会員
　　

・蒟蒻の白和え、鯖の味噌煮
・野菜の天婦羅、蕪の蟹餡かけ
・白飯

卓　　　話
　国際ロータリー第２６６０地区
　　　  ガバナー公式訪問
　　 ガバナー　立野　純三様

　皆さん、こんにちは。RI２６６０地区本年度ガバナ
ーを仰せつかっております立野です。宜しくお願い致
します。
　池田くれはロータリーには、日頃何かと地区に対し
てご協力をいただき有難うございます。
　新谷パストガバナーには、諮問委員会でご指導をい
ただき有難うございます。本年は、服部さんには社会
奉仕委員会、青井さんにはローターアクト委員会、田
中さんには米山奨学委員会、それぞれに出向していた
だき活躍をいただいております。ありがとうございま
す。
　それでは、まず最初に私がこの１月にガバナーとし
ての研修に参加しましたアメリカ　サンディエゴで開
催されました国際協議会の初日の晩餐会で、ラビンド
ランRI会長が熱い思いでお話をされた本年度RI会長テ
ーマを５分程度にまとめました映像をご覧いただき、
その後私が本年度方針の中で７つの重点項目を掲げて
おりますが、その中から池田くれはロータリーで参考
になればと思う項目をお話させていただきます。最後
に、１２月４日・５日に開催されます２６６０地区　
地区大会のPRビデオをご覧いただきたいと思います。
　皆さん、今ラビンドランRI会長が熱い思いで語られ
ているビデオを見て頂きましたが、どの様に感じられた
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①親睦活動・出席・歌唱小委員会
　８月３１日の移動例会は豊中市の浪曼路に
　て開催します。
　送迎バスは、
　行きは池田市役所前１７：３０発、
　市民文化会館前１７：４５発です。
　帰りのバスもあります。
　本日出欠の回覧を致します。
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なく、最も変化に適応できる者だ』と述べています。
これは生き物だけでなく、組織にも当てはまります。
変化や革新は年齢に関係なくフレッシュな視点をもっ
た人から生まれるものであり、こうした人こそクラブ
にとって最も貴重な資産だと思います。
　あるロータリーの小冊子に書かれていた文章ですが
『ロータリーの目的は有益な事業の基礎として奉仕の
理想を鼓吹し、これを育成することにある。ロータ
リークラブは実業家及び専門職業人のクラブです。 仕
事のない人は会員になれない建前です。どんな職業で
も仕事でも、たいがい他人の役に立っています。他人
の役に立たないようなものは有益な職業ではありませ
ん』と書かれていました。また、ラビンドランRI会長
が先程のスピーチの中でも言っておられましたが『当
組織を形づくった基礎に立ち返る方法を見つける必要
がある。それは人生のあらゆる場での高い倫理基準、
そして各クラブに会員の多様性をもたらす職業分類で
す。これらは会員増強の足を引っぱる障害にすぎない
とみられています。しかし、これはロータリーの成功
に欠かせない要素であり、なおざりにすれば自らの存
在を危うくるす』と言っています。ラビンドランRI会
長の言葉、小冊子の文章は、会員同士の親睦を深め、
ロータリーに心をときめかし、ロータリーを楽しみ、
ロータリーに恋をしてほしいと思っておられる松室会
長にとって少しは参考になる文章ではなかったかと思
います。池田くれはロータリーが、内外からみて魅力
があり、活気があり、楽しそうであれば、おのずと人
は集まってくると思います。この様なクラブ作りの為
にも戦略計画委員会の立ち上げを検討していただけれ
ばと思っております。
　私が所属しております大阪ロータリークラブも、前
年度に戦略計画委員会を発足させ、この５月には全会
員にアンケートを実施しました。アンケートの内容は
「大阪ロータリークラブの適正な会員数は？」「大阪
ロータリークラブの将来は？」「例会は楽しいか？」
等でした。約７０％程度の回収率でした。今、このア
ンケート結果に基づき、戦略計画委員会で、より大阪
ロータリーの魅力を増すために検討していくテーマを
決めていき、実行していく準備をしています。
 私は良い意味でのクラブ間で会員争奪の競争がおこる
と思っております。クラブに会員を引き付けるだけの
魅力がなければ存続が危うくなるでしょうし、そのよ
うな時代がすぐ近くに来ているような気がします。そ
して、既にロータリーの会員増強もゼロサムの世界に
なっているのかもしれません。どこかのクラブが会員
を増やせば、一方のクラブは会員を増やすことが出来
ず、会員減という結果になると思います。ぜひ、クラ
ブの活性化の為にも内外から見てベターなクラブライ
フを楽しめるクラブ作りをお願いします。
 次に会員研修について、お話をさせていただきます。
池田くれはロータリーは、昨年多くの新入会員を迎え
られました。またクラブ研修マニュアル標準モデルも
持っておられますので、これを利用して新入会員や既
存会員の方々にロータリーを好きになってもらい、よ
り理解する為の研修をおこなっておられます。
 大阪ロータリーは、新入会員が入会する時に、情報委
員会でロータリーに対する心構えやロータリーとは何
かを一通り説明しますが、その後は例会や奉仕の場で
先輩ロータリアンがロータリーを理解してもらえるよ
うに務めています。すなわちＯＪＴで学んでいきます。
これは、うまい例えではないかもしれませんが、現
在、日本で最も注目されているトップアスリートと言
えば、テニスプレーヤーの錦織　圭選手だと思いま
す。彼の急激な成長を促したのが、昨年からコーチ陣
に加わったマイケル・チャンの力です。彼は錦織選手
の元来の素質を開花させ、世界のトッププレーヤーの
一員に引き上げた手腕は誰もが認める所です。池田くれ
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でしょうか。私はサンディエゴでお話をお聞きした時
は、本当に感動し、また共感を致しました。
　本年度のＲＩテーマは『世界へのプレゼントになろ
う　Be a gift to the world』
　２６６０地区の方針は『変革を！ロータリーを通じ
て奉仕（プレゼント）を！』です。
　池田くれはロータリー松室会長は、本年度のクラブ
運営方針を『ロータリーに恋をしよう』とされまし
た。人と人とのふれあいを通じて信頼関係を築き、そ
れを深めることこそがロータリーの原点であり、私達
自身が「まちへのプレゼント」になるために、メン
バー一人ひとりが心をときめかせ、胸襟を開いて夢を
語り合い、ロータリーを楽しみ、ロータリーに恋をし
ましょうとおっしゃっています。
　本年、私は地区方針の中で重点項目を７つ掲げてい
ますが、その中の一つとして戦略計画委員会を各クラ
ブにぜひ本年度中に立ち上げて頂きたいとお願いして
います。単独で委員会を立ち上げるのが難しければ、
今ある委員会の中で戦略計画委員会の役目をしていた
だいて結構かと思います。今から、少し戦略計画委員
会に対する私の考えをお話させていただきますが、こ
れは何も強制ではありません。あくまでも参考という
ことでお聞きいただけば結構です。
　まず、皆さんが新入社員として入社したかった会
社、入社を目指した会社を思い出していただきたいと
思います。新入社員として入りたくなる会社とは、私
が思うに、「会社に魅力がある」「堅実に成長してい
る」「業界で光っていてオンリーワンである」「仕事
が楽しそう」「給料がいい」等、様々な理由があると
思います。いま、私達のロータリークラブは、他のボ
ランティア団体よりも新入会員を引き付けるだけの大
きな魅力があるでしょうか。そこで、私は各クラブに
戦略計画委員会を立ち上げていただき、魅力があり、
活力があふれ楽しいクラブライフを過ごせるクラブに
する為には、具体的にどのような計画を立て、一年一
年確実に実行していくかを中長期ベースで考えて頂き
たいと思っています。ロータリーは単年度制です。毎
年、RI会長テーマ、地区ガバナー方針、クラブ方針が
その年ごとに変わり継続性がありません。もちろん単
年度制は、その年ごとの会長が特徴を出せるいいとこ
ろがありますが、単年度ではなかなか結果を出すこと
が出来ない重要なテーマがあると思います。重要な
テーマは各クラブによって違うでしょう。年ごとに達
成度をチェックし、目標としているテーマを達成する
事によって、内部から見ても楽しく活力があり、外部
からみても魅力のある素晴らしいクラブになる必要が
あると思います。
　貴クラブは、昨年は田中会長のもと会員増強に成功
され１１名の新入会員を迎えられました。
本年、松室会長は、例会はもちろんのこと、あらゆる
機会を通じて、会員同士の懇親を深めロータリーを
もっと知ってもらい、ロータリーをもっと好きになっ
てもらいたいと考えておられます。
　私は、入会を促進する取り組みにおいて重要となる
のは、ロータリーのDNAを重要に考えることだと思いま
す。DNAは決して変わらないロータリーに対する価値
観、優先事項（出席率、財団寄付等）奉仕への献身を
絶対に忘れないことだと思います。また、ロータリー
の設立の目的を大切にすることでもあります。時代に
即するために妥協して、大切なロータリーのDNAをあっ
さりと捨ててしまうと組織は長続きしません。変えて
はならないところを変えてしまい、信じる土台がなく
なれば組織の存在価値はなくなります。しかし、一方
で時代の変化と共に、変えなければならないところも
あると思います。イギリスの自然科学者チャールズ・
ダーウィンはかつて 『生き残るのは強者でも賢者でも
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はロータリーのクラブ研修リーダーは、 まさにマイケ
ル・チャンの役目で、重要な役割をになっておられると
思います。新しく入会された方には「鉄は熱いうちに打
て」のことわざ通り、早い時期にオリエンテーションを
行い、早くクラブに慣れていただき、ロータリーを理解
してもらうことは、早期退会防止にもなるでしょう。ま
た、中堅会員・ベテラン会員に再度ロータリーの目的を
理解してもらう事はクラブの活性化に役立つのではない
かと思います。もし、研修等で何かお困りの事があれ
ば、ぜひ地区研修委員会にご相談を頂ければと思います。
　次に人材育成についてお話をさせていただきます。
ロータリーの大きな役割のひとつとして、青少年を明日
の社会を背負って活躍できるリーダーに育て、青少年に
より良い未来を確かにする責務を負っています。
ロータリアンは青少年奉仕のいろいろなプログラムに青
少年に参加してもらい、地域社会やロータリークラブの
未来を担う才能豊かな人材を育てております。青少年が
リーダーシップ力を養う事や、学ぶことが出来るイン
ターアクトクラブとローターアクトクラブがあります。
インターアクトクラブは、１２歳～１８歳までの若い
人々対象とした奉仕クラブです。毎年、２つの奉仕プロ
ジェクトを行わなければなりません。そのうち１つは学
校または地域社会に貢献するもの、もう１つは国際理解
を推進するものとされています。ローターアクトは、１
８歳から３０歳までの青年男女のための奉仕クラブで
す。目的は、青年男女が個々の能力開発のために役立つ
知識やスキルを身につけ、各地域社会の物質的、社会的
なニーズに取り組み、親睦と奉仕活動を通じて全世界の
人々のあいだにより良い信頼関係を築く機会を提供する
こととされています。そして、プログラムの中には、国
際交流を通じて、国際感覚・語学力を学べる交換留学、
ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）等があ
ります。日本には、海外から留学している学生に対して
経済的支援だけでなく、日本が世界の平和を求めている
ことを理解してもらい、将来、自国と日本の友好の懸橋
しとして活躍をしていただく米山奨学生のプロジェクト
をおこなっています。ぜひ、青少年育成に関わることが
出来るインターアクトクラブ、ローターアクトクラブの
設立に取り組んでいただければ、ありがたいと考えます。
　次に、ポリオについてお話をさせていただきます。
ロータリーは１９７９年にフィリピンの子供たちにポリ
オ予防接種をはじめて以来、 パートナー団体とともに
懸命にポリオ常在国の子供達にワクチンを投与すること
によって、現在全世界でポリオの発症数を９９％減らす
事に成功しました。２０１５年の発症をみてみますと、
アフリカのナイジェリアでは７月現在野生型ポリオの発
症がないまま１年が経過。ソマリアでは昨年８月に発症
以来この一年発症なし。ナイジェリアは９月にポリオ常
在国リストから除外され、アフリカ全土で野生型ポリオ
の無発生期間が１年を経過しました。このままアフリカ
全土で３年間、野生型ポリオの無発生期間が継続すれ
ば、アフリカ地域でポリオフリーが宣言されます。
　残る常在国は、パキスタン・アフガニスタンに２ヶ国
になりました。２０１８年にポリオ撲滅を宣言できるよ
うに、ロータリアン全員一人ひとりがポリオ撲滅に関心
をもってもらい、もし何か機会があればロータリーがポ
リオ撲滅に取り組んでいることをロータリーのブラン
ディングの為にもPRしてもらうことをお願いします。撲
滅が迫っている疾病なのに、なぜ依然としてハイレベル
の予防接種活動とサーベイランスが必要なのか。それ
は、それが前進するための唯一の方法だからです。仮に
手をゆるめるようなことがあり、仮にわずかでもウイル
スの拡大を許したら、長年の活動は全て水泡に帰すこと
となります。簡単に拡大してしまうポリオの恐ろしさを
皆さんもご存じのはずで、何十年もかけて築いてきたも
のが一瞬にして崩れ去ることもあるのです。あと少し、
ファイナルインチです。ロータリーはポリオのない未来

をプレゼントすると世界の子供達に約束しました。２
０１３年、国際ロータリーとゲイツ財団は、ポリオ撲
滅活動のパートナーシップを拡大し、今後５年間、
ロータリーのポリオ撲滅に寄付をすれば、ゲイツ財団
から２倍の寄付額が追加されます。例えば、ロータ
リーに１ドルの寄付をすれば、ゲイツ財団より２ドル
が追加され寄付額は３ドルになります。その為にも、
会員一人当たり５０ドル以上の寄付をロータリー財団
へお願いします。なお、ポリオのない世界が実現すれ
ば、今後２０年間で４００億ドル～５００億ドルの経
済効果があると推測されます。「ポリオ」との闘いと
して始まりましたが、憎悪、無知、恐怖と向き合う私
たちの闘いであり、勝たなければならない闘いです。
ぜひ、ロータリー財団へのご協力をお願いします。
　最後に、もう一つのお願いがＩＴです。
ＲＩは大きく変わり、ＩＴを活用しなければなりませ
ん。ＲＩに対する要望や申請などは、全てＩＴを利用
しなければなりません。マイ・ロータリーに自らが登
録していただく必要があり、登録をしていただくと、
ウェブサイトから、自クラブの活動内容が確認出来た
り、会員コーナーでは、「元気なクラブ作りのために」
や「会員増強ガイド」など、充実したクラブづくりに
役立つさまざまなリソースをダウンロードできます。
ロータリー・クラブ・セントラルやその他オンライ
ン・ツールを利用して、ＲＩの内容やロータリーの動
きが理解でき、きっとロータリー活動が楽しくなると
思います。私もそうですが、皆さんの中にも、ＩＴを
扱うのが苦手な方もおられると思いますが、ぜひトラ
イして下さい。
　この７月１日から、ロータリーメンバーには新しい
会員プログラム「ロータリー・グローバル・リワード」
が始まりました。パソコン・スマートフォン・タブ
レット端末から利用できる新しいプログラムです。こ
のプログラムを利用すれば、世界各地でレンタカー、
ホテル、レストラン等の割引を受ける事が出来ます。
ただし、割引を利用できるのは、繰り返しますが、マ
イ・ロータリーに登録した会員のみとなりますので、
ぜひ登録をして活用して下さい。もしわからないこと
があれば、地区広報委員会に問い合わせをいただけれ
ば、ご説明をさせていただきます。
　それでは最後に、１２月４日・５日に開催されます
２６６０地区 地区大会のＰＲビデオをご覧ください。
今回は従来の地区大会と違って、少し変則的な開催と
なります。
　一日目は、ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会から始ま
り、晩餐会はリーガロイヤルホテルの宮川シェフが大
阪産の旬の食材を使いおもてなしをさせていただきま
す。エンターテイメントとして、日本が誇る「関西二
期会」によるウィンナオペレッタ喜歌劇「こうもり」
をお楽しみ頂きます。
　二日目は、１１時から世界的に活躍する若きアー
ティストのヴァイオリニスト庄司　紗矢香さんとピア
ニスト　小菅　優さんの「夢のデュオ・コンサート」
が開催されます。ぜひロータリアンの皆さんをはじ
め、お子さん、お孫さん、ローターアクト、インター
アクト、ご友人の方々、多くの方に素晴らしい演奏を
お聞き頂きたいと思っております。
メインの特別シンポジウムは“究極の職業奉仕”「関
西発のイノベーション―最先端研究から創薬へ」のタ
イトルで、大阪大学　岸本名誉教授、京都大学　本庶
名誉教授、お二人による基調講演を開催致します。ど
うか、ふるってご参加いただきますようお願い申し上
げます。
 最後に、池田くれはロータリークラブの益々のご繁栄
を祈念しまして、公式訪問を終わらせていただきま
す。有難うございました。



出　席　報　告

前々々例会　９月７日分のメークアップ
　　な　し

西宮ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐をお迎えして。
西宮ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐　ようこそおい
で下さいました。
西宮ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐　ご苦労様です。

我等のｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を迎えて。
石田さんにトッテモええもンも
らいました。又、一つ若くなっ
たかナ？
西宮ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐をお迎えして
ｸﾗﾌﾞ協議会欠席しました。池田
副会長ありがとうございました。
欠席
おつかれさまです！！
結婚記念日　23回目の記念日です。
誕生日・欠席・遅刻　遅くなっ
てしまい申し訳ございません。
先日の分も含んでます。

松室　利幸　会員…
服部　潤承　会員…

池田　吉清　会員…
ＳＡＡ委員一同
溝口　正孝　会員…
吉井　順子　会員…

新田　耕平　会員…
岸添　広一　会員…

大塚　信彦　会員…
奥村　雅一　会員…
乾　　禎則　会員…
子安　丈士　会員…

1400 回 1397 回

Ａ 会員数 34 名 34 名

Ｂ 出席免除者数 7 名 7 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 27 名 27 名

Ｄ 出席義務者欠席数 名 5 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 21 名 22 名

Ｆ 出席免除者出席数 5 名 4 名

Ｇ メークアップ数 0 名

出 席 率 　 ％ ８７．５０％ ８３．８７％

補 正ホーム

例会日

例会回数

2015年10月5日 2015年9月7日

ホーム出席率(本日)=(E+F)÷(C+F) 補正出席率=(E+F+G)÷(C+F)

合計　23,000円 　総合計 211,500円

米山奨学生　韓　  妍嬌 様
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①地区国際奉仕委員会より、国際奉仕に関するアンケ
  ートのお願いが届いております（正岡委員長宛）。
②東大阪ロータリークラブより、２０１５－１６年度
　少年少女ニコニコキャンプ報告書が届いております
（会長宛）。
③地区戦略計画委員会より、クラブ戦略計画委員会に
　ついてアンケートのお願いが届いております（会長
　宛）。
④地区ガバナーより、国際ロータリー第２６６０地区
　「ロータリー学友の会」発足の案内が届いておりま
　す（会長、幹事宛）。
⑤地区ガバナーエレクトより、国際ロータリー第２６
　６０地区ガバナーエレクト業務開始の案内が届いて
　おります（会長、幹事宛）。

ガバナー　立野　純三様

ビ　ジ　タ　ー

①ゴルフ同好会
　１組７ＲＣゴルフコンペの出欠の回覧をします。　
　なお新会員の歓迎と７ＲＣゴルフコンペの練習を兼
　ねて、１１月１３日に池田ＣＣにおいて練習ラウン
　ドを開催します。
②プログラム・会報広報雑誌小委員会
　ロータリーの友１０月号について、横組み及び縦組
　みそれぞれの読みどころを解説します。

　国際ロータリー第２６６０地区

委　員　会　等　報　告 ニ　コ　ニ　コ　報　告
服部　潤承　幹事…

田中　隆弥　会員…
SAA溝口正孝 会員…

高原誠一郎　会員…
正岡　哲 　 会員…
岡本　厚　  会員…
吉井　順子　会員…

新田　耕平　会員…

岸添　広一　会員…

大塚　信彦　会員…
奥村　雅一　会員…
石田　貴子　会員…

青井　秀浩　会員…

今井　卓哉　会員…

立野　純三ｶﾞﾊﾞﾅｰ　ようこそおいで
下さいました。
立野ｶﾞﾊﾞﾅｰをお迎えして。
元気ですか。僕も元気です。ｶﾞﾊﾞﾅｰ
立野　純三様を迎えて。10月4日久
安寺晋山式に会長幹事を初め多勢ご
出席ありがとう。ｸﾗﾌﾞの行事とまち
がえﾒｰｷｬｯﾌﾟ事業と思いました。　
久安寺　奉賛会会長。
結婚記念日・本年で20年目です
立野ｶﾞﾊﾞﾅｰをお迎えして。
誕生日・欠席
立野ｶﾞﾊﾞﾅｰ　池田くれはＲＣによう
こそいらして下さいました。
立野ｶﾞﾊﾞﾅｰをお迎えして。御指導の
程、何卒よろしくお願い申し上げます。
伏尾ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ・ｼﾆｱ選手権予選通過
しました。来週は1回戦・2回戦　36
ﾎｰﾙﾏｯﾁﾌﾟﾚｰです。ｶﾞﾝﾊﾞﾘます！
欠席
ｶﾞﾊﾞﾅｰをお迎えして！！
誕生日・人生半分すぎました。立野
ｶﾞﾊﾞﾅｰ様をお迎えして。
立野ｶﾞﾊﾞﾅｰようこそいらっしゃいま
した。
昨日　神戸で「ﾗｲﾌﾞ」をやりまし
た。気分爽快でした！今月　誕生日
です。

合計　38,000円 　総合計 410,500円

米山奨学生　韓　妍嬌　様

１０月結婚記念日お祝い

新田　耕平・真理子ご夫妻　昭和51年10月21日

内村　　昭・和　美ご夫妻　昭和59年10月13日

田中　隆弥・江津子ご夫妻　平成 1年10月15日

大塚　信彦・員　代ご夫妻　平成 1年10月29日

高原誠一郎・悦　子ご夫妻　平成 7年10月 8日

今井　卓哉・京　子ご夫妻　平成10年10月24日

子安　丈士・みどりご夫妻　平成15年10月12日

石田　貴子・　繁　ご夫妻　平成16年10月28日

幹　事　報　告

立野ガバナーをお迎えして


