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THE WEEKLY NEWS 

第１２回例会 NO.2533 

 

   

国際ロ－タリ－第 2790 地区 

◆欠席者【敬称略】      
石井文子・叶川博章・金見和子・嶋津正和・
鈴木秀幸・中野麻美・林田謙志・藤野宏治・
宮寺順子・渡邉元貴 

 

◆出席 会員４２名 ◆出席率    ７３.６８％ 
出席２８名 ◆前々回出席率 ６４.８６％ 
欠席１４名 ◆修正後出席率 ７２.９７％ 

 

SERVE TO CHANGE LIVES  

2021-22年度国際ロ－タリ－テ－マ 

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために 

【田口理紗会員のペット】 

◆点鐘 １２時３０分  ◆Ｒソング斉唱 
渡邉愼司会長     「我等の生業」 
 

 

◆四つのテスト   
小林千晃会員 

◆メイクアップ    
・9/19 地区ＲLI 委員会   山田修平 
・9/20 ＲLI ブラッシュアップ研修会  

山田修平 
・10/4 地区ＲLI 委員会      山田修平 
・10/9 地区諮問委員会    山田修平 
 

 
 

■司会進行   
有島敏夫ＳＡＡ 

ミクさん 

 

◆ゲスト・来訪ロータリアン紹介  渡邉愼司会長 
◇袖ケ浦 RC 会長 荒木行雄様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇袖ケ浦 RC 幹事 若林 侑様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇趙会員ご主人様  朴 石様 
 
 



◇袖ケ浦ロータリークラブ会長挨拶 
荒木行雄会長 

 木更津東ロータリークラブの皆様こんにち
は。袖ヶ浦 RC から参りました今年度より会長
を務めさせて頂きます荒木です。そして幹事の
若林です。どうぞよろしくお願いいたします。 
渡邉会長、吉田幹事様には早々に袖ヶ浦ロータ
リークラブに表敬訪問して頂き有難うござい
ました。本来であるならば、私どもが先に表敬
訪問するのが筋でありましたが、諸事情とコロ
ナの緊急事態宣言が延長されて遅くなりこの
日になりました。本日はこのように挨拶の時間
を設けて頂きありがとうございます。 
木更津東 RCは会員数も多く会場も広く雰囲気
が違いますね。又、山田修平パストガバナー 
をはじめ多くの先輩ロータリアンが在籍して
私どもも羨むクラブです。 
さて、袖ヶ浦 RCでは 9 月の緊急事態宣言が延
長になりましたが 9 月 13 日より集会式とズー
ムと併用して例会を再開し今日に至っており
ます。今年度は「身近なところから奉仕しよう」
と従来から行っている児童養護施設への支援
と今年度は地区補助金を使ってのこども食堂
への支援をおこなっています。9 月から月 1 回
ではありますが袖ヶ浦市内の 2か所でこども食
堂のスタッフと共にお弁当を配布しています。 
この支援は奥が深いですね。やってみないとわ
からない事や感ずる事が多々あります。これか
らも続けていきたいと思っています。 
コロナが終息しましたら以前のように夜例会
に貴クラブの皆様にお越し頂き更なる親交を
深めたいと思います。本日はありがとうござい
ました。 
 
■新会員入社式 
①新会員紹介 
②ロータリーの目的・四つのテスト贈呈 
③ロータリーピン贈呈 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④援助会員指名 
⑤推薦者挨拶        坂井健治会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 新入会員の趙亜南さんです。 
袖ヶ浦駅前のゆりまちで『妙膳閣』という火
鍋屋さんを経営しています。メンバーみんな
で食べに行ってください。 
 
⑥新会員挨拶        趙 亜南会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
私は中国黒龍江省ハルピン市から日本に参

りました趙亜南と申します。娘が暁星国際学園
に入学したため、足立区から木更津市に引っ越
してきました。 袖ケ浦市で中華しゃぶしゃぶ
料理店を経営しており、中国系のグルメ文化を
日本に伝えたいと思っております。趣味はゴル
フです。そこで料理店にいらっしゃる時、私と
会えないかもしれませんが、ゴルフ場でしたら
必ず会えると思います（笑）木更津東 ROTARY 
CLUB に入会でき、大変嬉しく存じます。これ
からも、より多くの日本友人と出会い、日本文
化を体験できたらと思います。宜しくお願い致
します。 
 
⑦委員会配属発表            吉田和義幹事 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆誕生祝い 佐藤丈夫（10/3）  
◆結婚祝い 佐藤丈夫（10/3） 
 
  
 



■会長挨拶・報告       渡邉愼司会長 
皆さんこんにちは、本日は 

袖ケ浦ロータリークラブから 
荒木会長と、若林幹事にお越 
し頂きました。本来ならば８ 
月にお越し頂くはずでしたが、 
リモート例会への変更に伴い 
１０月にずれ込んでしまいま 
したが、今後ともよろしくお願いいたします。 
 またこの後、姉妹クラブであります坂出東ロ
ータリークラブとリモートによる合同のアワ
ーを実施します。坂出東ロータリークラブは香
川県坂出市にあり、瀬戸大橋の四国側の玄関口
であり人口は約 5 万２千人程です。私たちもア
クアラインの千葉の玄関口ということもあり、
橋が取り持つ縁により姉妹クラブ締結を３４
年前に行いました。 
 両クラブ会員が相互訪問するなどの交流を
続けてきましたが、昨年からリモートでの交流
も始まりました。３０分という短い時間ですが、
情報交換等により更なる絆を深めたいと思い
ます。 
 話は変わりますが、今月のロータリー月間は
「経済と地域社会の発展及び米山」となってい
ます。国際ロータリーでは、起業家とリーダー
の育成、特に女性のエンパワメントによる地域
社会の発展を重要視しています。貧困問題を解
決する方法として、継続可能な自立を目指した
支援や、就職に必要なスキルを得るための援助
などをする事により、人々と地域社会の自立を
促しています。 
 聞いたことのある方もいらっしゃると思い
ますが、電気の無い地域では夜になると勉強す
ることも本を読むことも難しく、子供達は勉強
する時間が確保できませんが、ソーラーライト
の設置により、夜間でも勉強できる時間が確保
でき、必要なスキルを得るための支援となって
います。 
 また、マイクロクレジットと呼ばれる、小口
融資により自立を目指す取組みも実施されて
います。銀行に預金口座が作れない人や、銀行
さえもない地域において、機材の購入や作物の
種や家畜など、少額の投資に対して融資を行う
ものです。この融資により三輪バイクを購入し
て自立している方もいます。また、家畜を購入
して自分で増やすことにより返済の原資にす
る人もいます。 
 しかし、この取り組みは返済を確実にさせな
ければならず、当初は問題なども多くあったよ
うです。やはり女性の方がしっかりしているの
で、女性に貸すことが多いようですが、何人か
で互いに保証しあうことにより、貸し倒れが無
いように取組んでいる団体もあります。 
 私たちの周りでも、先週お越しいただいた
「木更津市産業支援センターらづＢｉｚ」のよ
うに、起業家や経営者の力になる事により、地
域社会の発展に貢献している方もいらっしゃ
います。私たちのクラブでも中学校や高校生に
対しての職業体験や、なりたい職業に就くため
に必要なスキルについて助言することも可能
かもしれません。そして、若者のアイデアを活

用するために、起業を目指す人達に対してコン
テストを実施して、優秀なアイデアに対して支
援する事も出来るかもしれません。 
 また、今月は米山月間でもありますが、米山
奨学生にカウンセラーとして関りあい、その後
もこの地域で活躍できるような仕組みを考え
る事も出来るかもしれません。米山奨学生との
交流はその後も継続していく事が可能ですの
で、今後も機会があれば受入れていければ良い
のではないでしょうか。 
 
■幹事報告         吉田和義幹事 
1.第４回理事会報告 
【出席者】  

10 名＋オブザーバー２名 
+事務局 1 名 

【審議事項】 
①2021 年 9 月度収支報告 

の件→承認されました。 
②ポリオ根絶祈願の件  →承認されました。 
③モルック大会開催の件 →承認されました。 
④11 月 10 日(水)例会の件 
【11 日(木)木更津 RC との合同例会に変更】 

→承認されました。 
 ⑤11 月移動例会（さくら植樹＆太田山公園探

索＆ゴミ拾い）の企画書案について 
→承認されました。 

 ⑥アクアコイン導入について 
→承認されました。 

 ⑦2022 年 2 月の年間予定変更の件    
→承認されました。 

 ⑧地区大会決議（案）郵便投票の件    
→承認されました。 

    
2.幹事報告 
1) 10 月米山奨学会への寄付金のご案内をいた

しましたが、11 月末頃まで受け付けており
ますので、引き続きよろしくお願いいたし
ます。 
また、11 月にロ－タリ－財団への寄付ご案
内も予定しておりますので、何卒ご協力く
ださいますようお願いいたします。 

2) 2021-22 年度ガバナー事務所より「メジャー
ドナー午餐会のご案内」が届いております
ので回覧いたします。 

 
3.他クラブからのお知らせ 
1) 木更津 RC・袖ケ浦 RC より「週報」が届い

ておりますので回覧いたします。 
 
4.その他のお知らせ 
特になし 

 
5.回覧 
・木更津 RC・袖ケ浦 RC より「週報」 
・2021-22 年度ガバナー事務所より「メジャー
ドナー午餐会のご案内 

 
 
 
 



■委員会報告 
◆ニコニコボックス報告    

田口理紗会員 
◇佐藤丈夫会員 
キレイなお花大変ありがと 
うございました。なかなか 
花をもらうことはなくなり 
ましたので、妻は喜んでおります。 

 
◇阪中昌司会員 
 先日は久しぶりの例会でニコニコを完全に
失念しておりました。結婚・誕生をお祝い頂
きましてありがとうございました。 

 

■例会アワー  

◆坂出東 RC との ZOOM による合同例会 
◇進行役  
木更津東ＲＣ雑誌・姉妹クラブ委員会 

             阪中昌司委員長 
コロナ禍の中、昨年に引き 

続きＺＯＯＭによる合同例会 
を行いました。両会長と双方 
のパストガバナー及び若手会 
員計６名が、交互に挨拶する 
という形でエールの交換をし 
ました。 
練習は十分とは言えませんでしたが、渡邉会

長のご尽力により通信もスムーズに繋がり、順
調に進行し、和やかな雰囲気の中あっという間
に３０分が経過し無事合同例会は終了しまし
た。コロナが終息したら対面での合同例会を開
催したいとの声が多数挙がりました。 

 
◇進行役  
坂出東ＲＣ 

姉妹クラブ委員会 
      山本賢二委員長 
挨拶を頂いた皆様は以下の 
通りです。 
 
◇木更津東 RC        渡邉愼司会長 
坂出東ロータリークラブの 

皆さんこんにちは、本年度会 

長を務めております渡邉と申 

します。昨年と同様にリモー 

トにて繋がることができ、大 

変うれしく思います。坂出東 

ロータリークラブの山本会員 

と、当クラブの阪中会員におかれましては、リモ
ート例会のご準備ご苦労様でした。 

 今朝のニュースでは昨日は香川県の新規感染
者は 0 名という事ですが、まだまだコロナウイル
スの影響が残っていると思います。木更津におい
ても新規感染者が 0 名の日もありだいぶ落ち着い
ています。今後もワクチン接種の進行と感染対策
で感染者が抑え込むことが出来れば良いと思い
ます。 

当クラブの現状について少しお話させて頂き
ますが、５０周年の時には５０名以上の会員が在
籍していましたが、現在では４２名と減少してし
まいました。しかし女性会員が多く入会して頂き

７名在籍しており、本年度は４名の方に委員長と
して活躍して頂いています。会員増強は各クラブ
において必須課題となっていますが、ロータリー
クラブの敷居を下げる事も必要なのかもしれま
せん。 

先日も地区会員増強委員長にお越し頂き卓話
をして頂きましたが、その中で衛星クラブの活用
について説明されていました。坂出東ロータリー
クラブさんには衛星クラブがあるので、機会があ
ればお話を聞ければと思います。 

本年度のテーマを「奉仕する大切さを忘れずに」
と掲げさせて頂き、周囲で困っている方々に寄り
添えるような活動は何なのか、自分達ができる事
は何なのか、まずは耳を傾け実情を知ることから
始めたいと思っています。 

コロナウイルスによって生活様式も日本社会
も、そして世界も大きく変わり始めました。世界
が繋がりやすくなった半面、変化のスピードが全
世界に影響を及ぼすようになっているように感
じます。また日本においても５年先１０年先だと
思われていた事が、ここ数年で変わり始める兆し
があります。 

 ロータリークラブの活動だけではなく、自己の
会社なども変化に対応することが必要となって
きますが、例会などを通じて多方面のお話や出会
いを活用することにより、変化に対応していかな
ければならないと思います。 

 今後も坂出東ロータリークラブの皆さまとは
年１回のリモートでの交流を通じて、更なる発展
をする事が出来れば良いと思います。この繋がり
を生かすも殺すも私達次第ですので、何かご要望
等ございましたらご気軽にお話頂ければと思い
ます。 

 来年度は姉妹提携３５周年となります。ご一緒
にお祝いできればと思いますが、コロナウイルス
の影響もありますので、社会情勢を見ながらとな
ってしまいます。 

 坂出東ロータリークラブの皆さまにはお体に
お気を付け頂き、今後もご活躍頂きたいと思いま
す。 
 
◇坂出東 RC         坂入 誠会長 
木更津東クラブの皆さんこん 

にちは、今年度坂出東クラブの 
会長を務めております坂入です。 
１年ぶりに貴クラブとの Zoom 
例会を開催させていただきあり 
がとうございます。 
渡邉愼司会長、吉田幹事、阪 

中雑誌・姉妹クラブ委員長、当 
クラブからは山本姉妹クラブ委員長、植條親睦委
員長にご準備いただきありがとうございます。 
 貴クラブにおかれましては、８月から９月にか
けてリモートでの例会をされていたとのことで、
貴クラブの週報をホームページで読ませていた
だき、会場とリモートを併用してリモート参加で
きない会員にも配慮されるなど試行錯誤をされ
ている様子は大変参考になりました。当クラブは、
一昨年の大屋会長年度からグループ LINE を立ち
上げ、会員相互の交流の機会を設けていますが、
今年度、９月は４回休会となってしまいました。
感染再拡大の可能性を考えますと、リモートでの
例会のみならず、活動内容を会員のみならず広く



知っていただくためにも、ホームページや週報の
充実にも取り組んでいきたいと考えております。 
 ３年半前に貴クラブの創立５０周年記念式典
に参加させていただいて以降、木更津にお伺いで
きておりませんが、今年は、NHK のブラタモリで
取り上げられたり、将棋の棋聖戦第１局が開催さ
れたりと耳目に触れる機会もありましたので、落
ち着きましたら是非お伺いさせていただきたい
と考えております。 
また、貴クラブの直前会長である松岡先生とは

４年前、お互い幹事をさせていただいたご縁もあ
り昨年は松岡先生が、今年は私が会長となりまし
て、感慨深く思います。 
 最後に、貴クラブの益々のご発展と、会員の皆
様のご健勝とご多幸を祈念申し上げます。引き続
き当クラブの会員一同、どうぞよろしくお願い致
します。 
 
◇木更津東 RC       堀内正人副会長 
坂出東ロータリークラブの 

皆さまこんにちは、木更津東 
ロータリークラブの堀内と申 
します。本年度はクラブ副会 
長とクラブ管理運営委員会委 
員長の任に就いております。 
よろしくお願いいたします。 
私は、2014 年に入会しました。父も 35 年もや

っているロータリアンでして親クラブの木更津
ロータリークラブに在籍しております。私は入会
して 7 年が経過しましたが、白状しますと一度も
坂出にお伺いしたことはないのです。そんな私が
この場でお話ししていいのかどうかというとこ
ろですが、いい機会ですので少し顔と名前を知っ
ていただければと思います。 
本年度は 2790 地区のロータリー財団委員会に所
属しておりまして、地区補助金プロジェクト委員
会の委員長を仰せつかっております。財団は必要
な知識が多岐に渡るため、委員長といえどもかな
りの勉強をし続けなければいけない立場です。当
クラブの山田 PG から就寝前に必ず手続要覧を読
んでそれから寝ていると伺って、変わってるなぁ
と思っていましたが、私も今年 DG の委員長にな
って、ロータリー財団の『GG と DG 授与と受諾の
条件』を毎日読みこまざるを得ない状態になって
おります。 
財団と言えば坂出東 RCの前田 PGであると認識

しております。先日 zoom で行われた第 1 地域 
E/MGA ロータリー財団寄付（恒久基金/大口寄付）
入門セミナーでもお話しを拝聴し、大変勉強にな
りました。私は他の地区の方とお会いする機会が
あるのですが、「木更津東 RC と言うことは前田 PG
のいらっしゃる坂出東 RC さんと姉妹クラブでし
ょう。」とよく聞かれます。いやぁ、よくご存じで
すねと思うわけですが、初対面で名刺交換した方
からそんな話がぽろっとでてくるということは、
日ごろから坂出東さんは私たち木更津東 RC との
姉妹関係を大事に思っていただいていて、そして、
そういう話をしていただいているのだなと少し
感激もした次第です。 
人と人との繋がりほど貴重なものは無いと思

います。ロータリアンとしては若い世代となる私
ですが、先輩方が大切に築いてきたものを引き継

いで、今後も変わらぬ友好関係を続けていきたい
と思います。そして、コロナが収まった時期には
坂出の方にも是非ともお伺いをしたいと思いま
す。今後ともよろしくお願いいたします。 
 
◇坂出東 RC         山地圭二幹事 
木更津東ロータリークラブの 

皆様こんにちは、幹事をしてお 

ります山地といいます。本日は 

zoom 例会を開催して頂きありが 

とうございます。よろしくお願 

いいたします。 

私は坂出東クラブに入会しましてちょうど 4 年
目に入ったところです。まだ右も左もよくわから
ない状態で幹事の職を務めさせていただいてお
ります。今年度に入る頃にはワクチン接種も始ま
りようやく普通に近い状態で例会も開催できる
かと期待しておりましたが、皆様ご存知の通り第
5 波の感染流行もあり、なかなか通常通りとは行
かず、９月には約１ヶ月の休会もありましたが 10

月になってようやく今年度初めての食事付きの
例会が開催できるまでになりました。このままコ
ロナ前の状態に近づいて行ってくれれば良いの
ですが、まだまだコロナの影響も残ると思います。
リモートの併用も考えながら出来るだけスムー
ズにクラブの運営が出来るよう、努力していきた
いと思っております。 

木更津といいますと、もう 20 年以上前になり
ますが、当時はちょくちょく千葉にゴルフに行っ
ておりまして、東京湾アクアラインが出来てから
はホントに便利でして、当時はまだ瀬戸大橋と同
じくアクアラインの通行料も高く、その為通行量
も少なく、道は大変空いていましたので都内から
もあっという間に木更津まで着きますし、ゴルフ
に行くにはほんとに便利だったと記憶しており
ます。木更津の駅にも何度か行った記憶がありま
すし、知人も住んでおり、そういうことで木更津
と聞くと何となく懐かしい気がします。 

もう何十年も木更津には行った事もなく、当時
とは様子もだいぶ変わっていると思いますので、
今日のような zoom 例会もよいのですが、コロナ
が納まりましたら是非一度お邪魔して直接交流
を深められたら思っております。本日はありがと
うございました。 
 
◇木更津東 RCパストガバナー  山田修平様 

坂出東ロータリークラブの皆 
さまこんにちは、新型コロナウ 
イルス対策のための緊急事態宣 
言は解除されましたが、緊急事 
態発令中は、各種の会合がイン 
ターネットで実施されるなど、 
ロータリーの会合も大きく変化 
しました。今回は、こうして皆 
さまとインターネットでお会い出来まして、挨拶
させて頂き大変光栄に存じます。 
 坂出東ロータリークラブでは、2018 年 2 月に
坂出東四国ロータリー衛星クラブを設立された
とインターネットで知りました。早速衛星クラブ
のホームページを拝見しました。そのホームペー
ジを拝見して、前田直俊パストガバナーが衛星ク
ラブの議長に就任され、毎例会で「議長の時間」
をアップされておられるのを拝見しました。この
前田パストガバナーの「議長の時間」ですが、ロ
ータリーに関する様々な事をアップされておら



れ、いつも感服しながら拝見しています。また、
そのホームページで、前田パストガバナーは、第
2670 地区のロータリー財団委員長として 3 年間
ご活躍され、本年度は西日本の 11 の地区で構成
されている第 3 地域のＥＰＮＣ（ポリオ根絶コー
ディネーター）に就任された旨、拝見しました。
いつもながらの素晴らしいご活躍に敬意を表し
ます。 
 坂出東ロータリークラブの皆さまと、再開出来
ますことを心待ちにしています。 
 坂出東ロータリークラブと、坂出東四国ロータ
リー衛星クラブの皆さまのますますのご活躍を
お祈り致しまして、ご挨拶とさせて頂きます。あ
りがとうございました。 
 
◇坂出東 RC・ 

坂出東四国ロータリー 
サテライトクラブ議長 

前田 直俊様 
皆さんこんにちは坂出東ロー 

タリークラブの前田直俊です。 
現在第 3 地域の EPNC(ポリオ根 
絶コーディネーター)を仰せつかっております。
木更津東ロータリークラブの皆さんとも久しぶ
りですが、ズーム越しに皆さんがお元気そうで
安心いたしました。本日は 10 月 24 日の世界ポ
リオデイにちなんで制作しましたアニメ「教え
てエンドポリオ」を観ていただきありがとうご
ざいました。このことにより一層エンドポリオ
についてのご理解が深まれば私としては幸いで
す。ところで動画の中では、主演のソックベア
ー役の声として声優でアニソン歌手としても有
名な松本梨香さんが出演してくれております。
この方はこの 20 年間にわたって現在まであの有
名なアニメ「ポケットモンスター」の主演サト
シ役を演じてこられた声優さんです。せっかく
の作品なのでロータリアンのみならず広く若い
方や女性の方にも興味を持って観ていただいた
らと念じております。それから昨今ジェンダー
の問題が叫ばれておりますが国際ロータリーも
日本ロータリーもより多くの女性会員を獲得す
ることを推奨しております。本日、木更津東ロ
ータリークラブ様ではまさに女性会員 1 人が入
会されると言うことで、これ以上の喜ばしい事
はありません。私たちの坂出東ロータリークラ
ブも貴クラブ様を真似て今後女性会員の獲得を
目指して努力をしていきたいと思っておりま
す。最後になりますが、木更津東と坂出東の両
ロータリークラブが今後とも手に手を携えて協
力し合い共に発展することを祈って本日の挨拶
とさせていただきます。今日の合同例会は誠に
ありがとうございました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

～ロータリーについて知ろう～   

第 12 回目 

 本当はロータリー財団について書く予定

でしたが、今月は「米山月間」ですので米山

について知って頂きたいと思います。米山

と聞いても良く分からないですよね。米山

とは「米山記念奨学会」における留学生への

支援です。ロータリー米山記念奨学会は、勉

学、研究を志して日本に在留している外国

人留学生に対し、日本全国のロータリアン

（ロータリークラブ会員）の寄付金を財源

として、奨学金を支給し支援する民間の奨

学団体です。 

 米山奨学事業は、日本最初のロータリー

クラブの創立に貢献した実業家米山梅吉氏

の功績を記念して発足しました。1952 年に

東京ロータリー･クラブで始められたこの

事業は、やがて日本の全クラブの共同事業

に発展し、1967 年、文部省（現在の文部科

学省）の許可を得て、財団法人ロータリー米

山記念奨学会となりました。 

 昨年まで支援した留学生は２１，６２４

人おり、中国、韓国、台湾の出身者で半数以

上を占めています。 

 ちなみに、奨学金の対象は４つに分かれ

ており、月額７万円から１４万円となって

おり、奨学会により審査に通らないと奨学

生にはなれません。そして、奨学生は月に１

度世話クラブの例会に出席しなければいけ

ません。 

 留学生にとっては、バイトなどの時間が

減り学業に専念できるという利点がありま

す。このような支援を通じて平和に貢献し

たり、日本との橋渡しになる事が期待され

ています。 

 

木更津東ロ－タリ－クラブ事務局メ－ルアドレス eastkisarazu-rc@nifty.com 

◆点鐘 １３時３０分 渡邉愼司会長    
 

 


