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２０２０年（令和２年） ４月２日  (木 )  晴れ 第２６７７回（当年度第２４回）例会  
               

            

点 鐘                 会長  岩田 静夫君

司 会                  SAA  岩田 進市君 

国歌斉唱                       「君が代」 

ロータリーソング斉唱            「奉仕の理想」 

四つのテスト唱和                

    ― 言行はこれに照らしてから ― 

１.真実かどうか 

２.みんなに公平か 

３.好意と友情を深めるか 

４.みんなのためになるかどうか 

会長挨拶                    会長 岩田 静夫君 

 
私たちは今、カオスと戦っている。あるいはカオスの

穴に落ち込まない様に必死でもがいているというべきか。

カオスとは、自然の一種の側面である予測不能の状態

であり、そこからは形や構造が生じることはない。新型

コロナは、自然界の予測不能の領域からやってきた脅

威である。新型コロナはあまりに自然のルールを無視し

てひたすらスピードを上げ、効率化や快適さを求めてグ

ローバリゼーションを進めた人類に対する自然からの

警告かもしれない。地球温暖化も人類の節度を越えた

豊かさの追求が生み出したものだろう。 

カオスの穴に落ちないように絶えずカオスからの脅威

と戦わなければならない。それが人類の宿命である。人

類はあまりにも快適さを求めたため、外敵から身を守る

私たちの免疫力は心もとなくなりつつある。 

聞いた話だが、本当に健康な人は大抵、自分の免疫

力を自覚している。すなわちカオスの境なるものが何た

るかを体験的に感じ取っている。そういった人に共通す

るのは、こまめな運動を厭わず、何でも食べるが食べ過

ぎず、そしてよく寝る。そしてめったに医者に行かないそ

うである。 

入会式 

伊藤かね子君 

 
 紹介者           杉浦 賢二君、堀尾 庄一君 
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曽根 竜治君 

 
紹介者           岩田 静夫君、中村 耕司君 

 
                        

 
委嘱状伝達 

伊藤 靖祐君 

 

古田 嘉且君 

 
杦本 哲一君 

 
出席 100％表彰 

20年                       尾関 憲市君 

 
5年                       岩田 静夫君 
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3年                       暮石 哲真君 

 
1年                         木本 寛君 

 
 

幹事報告   -別紙-        幹事  中村 耕司君 

 

祝   福             委員長  松井 智義君 

 

出席報告                委員長 木本 寛君 

 

会員数 出席者数 欠席者数   出席率 

４８名 ３３名  ８名 ８０.４９％ 

 

ニコボックス                     木本 寛君 

○伊藤かね子君，曽根竜治君、ようこそ江南ロータリー

クラブへ、末永く宜しくお願い致します。 

堀尾庄一君、本日の卓話宜しくお願い致します。 

岩田 静夫、沢田 昌久、中村 耕司、尾関 育良各君 

○伊藤かね子さん，曽根竜治さん二人の入会を心から 

喜んで                    伊藤 鶴𠮷君 

○今年はこれまで母の死や孫の誕生と様々なことがあ

りましたが、おかげさまで元気に曼 70才の誕生日を

迎えることが出来る喜び         倉知 正憲君 

○在籍 20年表彰ありがとうございます。(本当は25年で

す。)                      尾関 憲市君 

○伊藤かね子君，曽根竜治君、入会おめでとうござい

ます。                     杉浦 賢二君 

○本日の卓話よろしくお願いします。 

伊藤さん、曽根さん、ご入会おめでとうございます。 

堀尾 庄一君 

○本日は誕生日のお祝いありがとうございました。す。 

木本 寛君 

○入会しましたので宜しくお願いします。 

伊藤 かね子君 

○入会させていただきありがとうございます。ご指導よ

ろしくお願いいたします。         曽根 竜治君 

○本日は入会式です。伊藤さん、曽根さんようこそ 

本日の卓話は堀尾庄一君です。堀尾君、よろしくお願

い致します。 

倉知 正憲、熊沢 治夫、古田 嘉且、冨永 典夫 

松井 智義、片平 博己、長瀬 晴義、富田 清孝 

加藤 義晴、濱島 聡一朗、岩田 進市各君 

 

卓話  

「がんばろうロータリー」          堀尾 庄一君 

 
６月のハワイ国際大会は残念ながら中止になりました

が、ハワイのお話をします。１７７６年、イギリスから独立

後アメリカはどんどん西に進出し、西海岸まで到達しま

した。さらに西、海の向こうはハワイです。 

もともとハワイは初代国王カメハメハ１世とその子孫が

統治する独立国でしたが、１９世紀中ごろから砂糖、パ

イナップル事業でアメリカ人が進出し多くの土地が買い

たたかれ、事実上支配されていました。 

１８８１年カラカウア王は１０か月をかけて日本をはじめ、

アジア、ヨーロッパ世界を回りました。 

表向きの理由は労働力不足のハワイへの移民の促進

交渉や表敬訪問でしたが、アメリカへの対抗するための

協力要請が目的でした。当時、アジア太平洋地域で列

強の植民地になっていない国は日本くらいでしたので、

明治維新で近代化した日本と縁組すれば安泰かもと考

え、明治天皇に謁見したカラカウア王は姪で王位継承

者のカイウラニ王女と皇族の一人である山階宮定麿

（やましなのみやさだまろ）の縁談をもちかけたのでした。

そして日本・ハワイを連邦化して日本主導によるアジア

共同体を提案したといわれています。 

日本政府はアメリカとの対立を避けるため親書を持って

丁重にお断りしましたが、移民についてはその後３万人

がハワイに渡りました。 

ハワイ王国が倒れるきっかけとなったクーデターは１８９

３年（明治２６年）アメリカ人農場主らがアメリカの軍艦

「ボストン」に乗り組んでいた１５０人の海兵隊員の協力

を得て起こしたもので、当時の女王リリウォカラニは幽
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閉状態にされてしまいました。日本は急遽、邦人保護を

理由に巡洋艦「浪速（なにわ）」と「金剛」の２隻をハワイ

に派遣しましたが、  

当時「浪速」（なにわ）の艦長は若き東郷平八郎大佐で

した。 

東郷はホノルル港に停泊中の戦艦ボストンの両側を挟

んで停泊しクーデター勢力を威嚇し、次の声明を発表し

ました。 

「武力でハワイ王制を倒す暴挙が進行している。我々は

危険にさらされた無辜の市民の安全と保護にあたる」 

しかしクーデターは成功してしまいました。 

「浪速」は帰国しますが、１年後再びホノルルに姿を現し

ます。その時、臨時政府は共和国の「建国１周年」を祝

う祝砲を要請しますが、東郷は「その理由を認めず」と

突っぱねたので、港にいた他国の軍艦もそれにならって

祝砲を撃ちませんでした。世界の新聞は「ホノルルの港

はハワイ王朝の喪に服すように静寂に包まれた」と報道

しました。 

アメリカからすればお祝いですが、同じ有色人種の国が

白人に乗っ取られて国が無くなってしまったということに

東郷平八郎は祝砲を撃つべきではないと思ったのでし

た。 

艦長としてそれを貫いた東郷は武士であり男でした。 

今年のハワイ国際大会は楽しみにしていたので本当に

残念でしたが、またいつかハワイに行くときの話のタネ

にこんな隠れたハワイと日本の歴史を知るのも良いか

なと思います。 

 

地区出向者卓話 

 

地区米山記念奨学委員会           山田 猛君 

 
 

地区会計長                  倉知 正憲君 

 

 

地区研修委員会・地区公共イメージ向上委員会 

古田 嘉且君 

地区研修委員会と、地区公共イメージ向上委員会に、

出向しています。 

地区研修委員会は、今期、会長エレクト研修セミナーと、

新会員研修セミナーを主催しましたが、２つのセミナー

は、いずれも、ＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ研究会）

方式によるディスカッションで進められます。 

ディスカッション・リーダーの力量が問われますので、参

加された方に満足して頂けるよう、勉強が欠かせませ

ん。 

これからも、少しでも、皆さんのお役に立てるよう、力を

尽くしていきたいと思っています。 

みなさまのご理解とご協力、宜しくお願い致します。 

 

東尾張分区担当 地区副幹事       冨永 典夫君 

本年度、東三河分区担当の地区副幹事を仰せつかりま

した。当初副幹事というものの大変さを知らず引き受け

たのですがガバナー補佐会議等により多くの資料をい

ただき戸惑いました。 

東三河分区担当のガバナー補佐は、平野正博さんで大

変経験豊富な方でありまして勉強させて頂きました。３

月に会長エレクト研修セミナーがありここで担当分区の

会長さん方とお会いしましたが。グループ懇談会では各

会長様方の熱意を感じました。地区のことやガバナー

方針についての質問にすぐに答えられなくて、勉強不足

を実感させられました。 

８月から、豊川宝飯ロータリーグラブを皮切りに、ガバナ

ー補佐訪問が始まりました。他クラブにお邪魔したのは、

犬山、小牧、岩倉、尾張旭ぐらいでしたので、参考にな

ることが多くあり、クラブ協議会にて各クラブの状況をお

聞きすることができました。同じ東三河でも地域によって

違いがありそれがクラブの個性になっている様です。活

動鵜において、こんなやり方があるのかと参考になりま

した。豊橋地区には５クラブありそれぞれが豊橋 RCを

意識しながら活動されておりました。豊橋 RCに訪問し

たときは、数は力なりといいますが、１００人を超える会

員数と規律の厳しいクラブですので大変緊張しました。

少ない会員数のクラブは、財政面においても厳しく苦労

されております。和気あいあいなクラブが多いのですが

古参会員が若い会員と仲が良いのはいいが仲良しクラ

ブでよいのか疑問に残るところです。 

色々な経験をさせていただき感謝申し上げます。この経

験を今後の活動に生かしたいと思います。最後に私に

ついて補佐訪問に参加してくれた岩田進市君に感謝し

ます。 

 

東名古屋分区担当 地区副幹事   杉浦 賢二君 

伊藤ガバナー年度副幹事を仰せつかった杉浦です。 

私の担当は事業関係では地区研修協議会・ホノルル国

際大会、担当分区は東名古屋分区（12クラブ）、そして

委員会関係においては国際奉仕委員会でした。ところ

がご存知のように新型コロナウィルスの影響でホノルル 
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国際大会は中止となり、その分の担当負担は軽減され

た次第です。 

いずれにしてもこれらの業務を遂行していくことは、私に

とって初めての経験で、ロータリーを知ることにおいてす

ばらしい経験と知識を与えてくれる機会を得ることがで

きたと認識しております。 

中でも印象に強く残っているのがガバナー補佐訪問で、

そのことについて少し述べさせていただきます。 

前にも述べさせていただいたとおり私の担当は東名古

屋分区 12クラブの訪問です。 

もともとこの地域の生い立ちはロータリークラブ拡大表

に見られるように、一番の元は名古屋ＲＣが出発点であ

り、その後に続く名古屋東ＲＣと名古屋北ＲＣから派生し

ていったクラブが１００％で 12 クラブが存在しています。 

したがって例会の運営方法、奉仕活動の考え方、ロータ

リー言語等基本的なところでは親クラブである名古屋東、

北ＲＣを踏襲しているように見受けられました。 

それでも親クラブの創立以来、分区で一番新しいクラブ

である名古屋アイリスＲＣまで５４年の年月が経ってい

るわけで、細部においてはそれぞれのクラブが独自の

特色を出し、クラブ間の多様性を醸し出しています。そ

して末端のクラブへいくほど、昨今の RIの規定審議会

による変革等の流れを受け入れ易く、自由な雰囲気を

持っているように感じられました。 

私ども副幹事は各分区ごとの担当で、その分区内のク

ラブ間多様性は肌で感じる事ができますが、先程述べ

ましたとおり分区内では親クラブの思想、方法等を踏襲

しているため、その格差は割りと小さくまとまっていると

思われ、これが分区間であるならば、さらに大きな違い

を感じることができると推察できます。 

ですから、今後副幹事の担当をもっと幅広く、分区間に

広げてみることを、次の世代にに推奨したいと思いま

す。 

各クラブの詳細につきましては別の機会にて述べさせ

ていただきます。いずれにしてもこうした各クラブを廻っ

て得た知識・ヒントを今後の江南ロータリークラブの運

営に生かしていければ幸いと思っております。こうした

副幹事の職務を与えていただいた方々に感謝を申し上

げて報告とさせていただきます。 

 

南尾張分区担当 地区副幹事   堀尾 庄一君 

南尾張分区は７クラブあり、昨年の８月７日の東海 RC

を皮切りにガバナー補佐訪問で全クラブを回りました。 

私は早く始まったので、暑い時期にスーツに地区のネク

タイを締め大変でした。その補佐訪問は終わり、ＩＭまで

は何とか無事終わりましたが、全クラブで開催する会長

幹事会の残る２クラブはこのコロナ騒動で中止になりそ

うです。 

この分区は周りが海の半島だからか、大変まとまりが

良く、４月１２日に大府 RCの担当で地区協議会が開催

される予定でしたが、会員数２２名のクラブでは心もとな

いとのガバナー補佐や大府の会長のお願いにより分区

内ですぐに協力体制が出来たりします。その地区協議

会も折角準備を進めてきましたがコロナウイルスの影

響で大幅な変更を余儀なくされそうです。 

南尾張には大正生まれのメンバーが二人もいる歴史の

ある半田から少人数のクラブまで様々あり、例会の設

営方法、進め方にも違いがあります。これはそれぞれの

スポンサークラブから受け継いだものの違いかなと思い

ます。 

同じ尾張なのに江南クラブとも大きな違いがあることに

も驚きました。 

色々な違いはまた機会があればお話しすることもある

かと思いますが、一つだけ挙げるとすれば食事の最初

に全員が「いただきます」と唱和するクラブが７クラブの

うち５クラブありました。 

これは言うまでもありませんが、生産者や業者、担当委

員会に感謝し、お米、野菜、肉、魚などに感謝して全部

キレイにいただくということです。 

いい大人が小学生のようにと思う方もいるかと思います

が、ともすれば食事に文句を言いがちな私たちも素直な

子供のように、柔軟な心が大事だと思います。 

これが江南で出来るかどうかは別ですが、とても良いこ

とだと思いました。 

今年度は日程的に大変な時もありましたが、今となって

は楽しい思い出です。 

伊藤ガバナー、南村地区幹事、地区スタッフの皆様、思

いもよらない大変な年度になりましたが、私のロータリ

ーキャリアの中で忘れられぬ１年になりました。本当に

ありがとうございました。 

 

東尾張分区担当 地区副幹事      片平 博己君 

本年度、地区副幹事として東尾張分区を担当させてい

ただきました。地元分区ですので存じ上げている方も多

く、負担になるようなことはありませんでした。伊藤ガバ

ナー、南村地区幹事、山田ガバナー補佐、森井分区幹

事はじめ、各クラブの会長、幹事の皆様方に感謝いたし

ます。 

後半は、新型コロナウイルスの関係でほとんどすべて

の事業、会議がなくなり残念でした。前半のガバナー補

佐訪問、地区大会をとおして気づいたことを書かせてい

ただきます。 

ロータリークラブには「〇〇をしなければならない」「〇

〇であらねばならない」ということなどはないということ

が一番の発見です。責任ある大人として良識を持ち、み

んなで楽しく力を合わせて世界に何か良いことをしよう

という気持ちがあればそれでよく、具体的に何をどのよ

うにするかというときに、ロータリークラブの組織体系、

プログラムに沿ったことをすれば、それがロータリークラ

ブだということです。東尾張分区内各クラブの取り組み

の形、雰囲気、プログラムは様々でした。しかし、目指す

もの、ベースにあるもの、柱になるものは同じでした。ロ

ータリークラブがより生き生きと、楽しく価値ある組織で

あり続けるには、伊藤ガバナーが言われる「知的多様

性と革新的柔軟性」を今後も活かしていくべきだと思い

ます。 

江南ロータリークラブも型にはまることなく、毎年毎年違

った自由な発想で世界に貢献できることを、できる範囲
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で行っていけば、ロータリアンである喜びと誇りを持ち続

けることができると思います。 

一年間、とても有意義な経験をさせていただき、重ねて

皆様に感謝申し上げます。 

 

西三河中分区担当 地区副幹事     長瀬 晴義君 

地区副幹事（西三河中分区担当）として出向させていた

だきましたので、報告させていただきます。 

西三河中分区担当の地区スタッフの安藤喜代司さん、

于 咏（ウ エイ）さんと共に、最初の役割分担として、第

１回～４回までの次期ガバナー補佐研修会議を担当さ

せていただき、又、 地区委員会関係として、社会奉仕

委員会、WFF実行委員会を担当させていただき、ＷＦＦ

実行委員会はオブザーバーとしての参加でしたが大変

貴重な体験をさせていただきました。 

ガバナー補佐訪問では市川幾雄カバナー補佐、畔栁秀

幸分区幹事と共に西三河中分区１１クラブの訪問をしま

したので、各クラブの特徴を報告させていただきます。 

➀名古屋宮の杜 RC、会員数４０名（女性会員３名） 

 月に２回の例会で例会前に食事を済ませる為、 

１２時２０分の例会開始。 

創立３年目で年齢層が４０代のメンバーが多く地域との

繋がりを成長させていくために「宮の杜オリジナル」を探

求し、地域への「つながり方」「クラブのあり方」を創造的

かつ柔軟に変えていくために若いクラブだからこそ持っ

ている革新性を発揮して活動されているということで、

各委員会が「宮の杜オリジナル」を実現していくため「学

べる」「楽しい」「つながれる」と実感出来る活動を行って

いるということでした。 

②岡崎南 RC、会員数８８名（女性会員２名） 

 ３６年目となる自然科学研究機構岡崎三研究所との

交流の継続を行い、今年度は各委員会が親睦に重点

を置き協力し合って、例会及び委員会活動を行っている

ということでした。 

③岡崎城南 RC、会員数６１名（女性会員０名） 

 奉仕活動のあり方として、まずはクラブ内の足元を固

める活動として、対外的な事業ごとに「引継ぎファイル」

を設け次年度へと引継ぎを行い奉仕活動の為にメンバ

ー間の「つながり」を強くするということに重点を置いて

みえるということでした。 

④豊田東 RC、会員数８２名（女性会員２名） 

  クラブ運営の活性化を図るための地域社会、人との

繋がり・絆を大切に地域のニーズに沿った行動、活動を

行い創立４０周年記念事業を成功に導くために各委員

会が親睦を図り人との繋がり・絆を大切にを合言葉に活

動しているということでした。 

⑤岡崎 RC、会員数７９名（女性会員５名） 

  会員、地域との「つながり」を強化し、会長経験者を各

委員会に配属し、相談役となって活動を行っているとい

うことでした。 

⑥岡崎東 RC、会員数５６名（女性会員１名）ガバナー補

佐所属クラブ 

 会員増強例会を実施し、例会にオブザーバーとして出

席して頂ける方を毎月１名お誘いして、１０名以上の増

員を目指してみえます。 

 「奉仕活動を自分の手で」先ずは奉仕活動で自分が

何を出来るのかを自分で感じ、地域の皆さんと共有して

行動することで協調性を見出す事の出来る活動を行な

ってみえるということでした。 

⑦愛知三州 RC、会員数２８名（女性会員４名） 

 月２回の夜間例会で食事無し、例会後都合のつくメン

バーにて食事会を行うそうです。 

 ３０代が７名、４０代が９名、最年少者：３１歳、最年長

者６７歳（最年長者は服部パストガバナーでした）平均

年齢４６.５歳の創立３年目を経過した、若いメンバーが

多いクラブなので会員間の情報を集めながら、主要プロ

ジェクトは無いが、愛知三州ロータリークラブならではの

会員一人一人がロータリーを理解することに重点を置

いた委員会活動、奉仕活動を行ってみえる。 

⑧豊田 RC、会員数９４名（女性会員０名） 

豊田地区のクラブでは最も古く（創立５９周年）行政、福

祉団体及び交通安全に関する市民運動に積極的に参

画し、伝統を守りながら地域社会との繋がりに重点を置

いて活動し、又、各委員会が６０周年に向けたクラブ間

の親睦を深める活動を行ってみえる。 

⑨豊田中 RC、会員数５４名（女性会員９名）夜間例会 

 創立２０周年目としての各委員会の連帯感、親睦に重

点を置き活動を行っているとのことでした。 

⑩豊田西 RC、会員数１１１名（女性会員０名）女性会員

の入会を行っていないが、現在選考中で１名入会予定

ということです。 

 「新会員の推薦は各会員の責務」を会員に徹底し増

強活動を行っているそうです。 

 次年度の創立５０周年に向け、会長の「結束力を高め、

つながりを築いていく」を念頭に各委員会が、創立５０周

年記念事業委員会と連携を取り会員間の親睦を図る活

動を行っているとのことでした。 

⑪豊田三好 RC、会員数１９名（女性会員０名）夜間例会 

 創立３０周年記念事業を成功させるために、メンバー

が一丸となって、会員同士の親睦を図り、各委員会活

動を強化し活動を行い、記念事業としてロータリー財団、

米山記念奨学会に特別寄付を行う活動をしているとの

ことでした。 

８地区で西三河中分区のみが唯一、昼、夜のダブルで

のガバナー補佐訪問（３回）が有りました。 

以上、地区出向者報告とさせていただきます。 

 

西名古屋分区担当 地区副幹事       木本 寛君 

地区「ロータリアン語録」 

２７６０地区副幹事として西名古屋分区、財団 委員会

を担当させていただきました。地区、西名 古屋分区、

財団委員会の様々の会合、委員会、懇親会等に出席し、

多くの方々にお会いし、お話を伺いましたので、ロータリ

アンの方々から伺ったお話を「ロータリアン語録」として

報告します。 

１ 語録１「当会ではＤＶ（家庭内暴力）の被害者を支援

するＮＰＯ法人設立をしました。」 

このお話は、西名古屋分区のあるクラブのパスト会長

からお聞きしました。日本における暴力行為の被害実

例として、実はＤＶ（家庭内暴力）の被害が拡大しつつあ
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ります。その実情を、ロータリアンがよく把握され、ＤＶ被

害者のための支援に乗り出されＮＰＯ法人を設立された

というお話でした。  

被害の深刻さ、支援を必要としている人達がいること、

それを救済し、支援するにはどうしたらいいのかを十分

認識し、ＮＰＯ設立に関与され、クラブも設立支援をたれ

ました。 

まさに、ロータリーは単なる奉仕団体ではなく、奉仕する

「人」を育てる団体であると改めて実感しました。 

今後も新型コロナウィルスの影響で、ＤＶ（家庭内暴力）

の被害が増加することが懸念されていますが、ＮＰＯ法

人が重要な役割を果たすことになると思われます。 

２ 語録２「グローバル補助金プロジェクトは、国際的な

フォーラムグループで案件を見つけることが可能となっ

ています。」 

財団委員会所属の委員長、委員からお聞きしたご発言

です。 

ロータリーの奉仕活動としてのグローバル補助金プロジ

ェクトは、難解であるとの印象がありましたが、インター

ネット上のフォーラムグループを通じてプロジェクトを立

ち上げることも可能であることが判ってきました。しかも、

プロジェクト立ち上げには、現地ロータリークラブとの共

同作業や地区委員会からの援助を受けることも可能で

あり、２７６０地区では多数のクラブがプロジェクト立ち上

げをしておられます。  

３ 語録３「ロータリーが続けてきた米山奨学生制度は、

奨学生だけでなく、大学の研究室でも目覚しい実績を上

げている。今後も是非とも続けて欲しい。」 

  西名古屋分区の大学教授の職にあるクラブパスト会

長のお言葉です。 

現在の大学の研究室は、従前のように日本国籍の男子

学生のみで構成されていた時代は過ぎ去り、まさに男

女、国籍を問わず、知的多様性が求められているようで

す。 

米山奨学生制度は、その選抜制度が充実しており、優

秀で、研究意欲に溢れ、礼儀正しい留学生が選抜され

ており、大学研究室でも米山奨学生が実践力がある研

究を続けておられ、大学研究室全体の研究成果を向上

させる役割を果たしているとのことです。大学側の米山

奨学制度に関する評価を初めて聞き、新鮮に感じまし

た。 

４ 語録４「本当の親睦とは互いに『迷惑』を掛け合う人

間関係を築くことです。」 

西名古屋分区会長・幹事会懇親会でお聞きしたお話で

す。ロータリーにおける親睦とは、親睦会を開くことでも、

親睦会に参加することでもなく、ロータリアン同士の真

の人間関係を構築することこそが「親睦」といえるとのこ

とです。 

そして『迷惑』を掛け合うとは、たとえ深夜でも互いの悩

み事を相談できるような関係、すなわち「お互い様」の関

係における交流のことをいうそうです。 

そのような関係が多く築くことができれば、本当の親睦

といえると感じております。  

 

 

新型コロナウイルスでいつもとは違う例会です。 

スタディレイアウトで各自離れて行ないました 

 

 
 

※卓話 You tube動画 

今年度からＨＰでの公開のみとしています。 

詳しくは、広報まで連絡ください。 

点鐘                    会長  岩田 静夫君 

 

地区だより 

写真等ございましたら、広報までお知らせください。 

 

(担当 暮石 哲真) 


