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【 本日のプログラム 】 7月2日 挨拶 「就任にあたり」 橋本 日吉 会長・辻 彰彦 幹事
【 次回予告 】 7月9日 第１回クラブ協議会 「年度始めにあたり」 橋本 日吉 会長・辻 彰彦 幹事
【 第1768例会 】 平成27年6月18日（木） 【 司会SAA 】 岸 幸博 君
【 斉唱 】 「それでこそロータリー」
【 ソングリーダー 】 荒井 純寿 君
【ビジター】 河西 正彦 様（大和田園ＲＣ）

挨拶

山崎 賢二 会長

「一年を顧みて」
本年度も残すところ、本日の
例会と東慶州ＲＣの会長離就任
式のみとなりました。
この一年間、皆様にはひとか
たならぬご指導・ご協力を頂き
大変有難うございました。何時ものことでは有りま
すが、私自身殆ど何もしておりません。何時も皆さ

本年お正月早々の例会「年頭にあたり」では前
半６か月の主な出来事を振り返ってみました。本日
は後半の主な出来事を振り返ってみたいと思いま
す。
先ず、１月は大和３クラブと座間クラブ合同の賀
詞交歓会が大和クラブの担当により開催されまし
た。会場はオークラフロンティアホテル海老名。約１０
０名の参加者が新春らしい華やかな獅子舞やプロ
の歌手によるショーを楽しみました。鏡開きは初めて

んにお願いだけして過ごしたこの一年でした。各委
員長をはじめとして会員の皆さん全員が作り上げ

の経験でしたが、薦被りの樽には底の方に僅かば
かりのお酒が溜まっているだけでした。勿論、これは

た一年であったと密かに実感しています。以前、お
話をしたことがあるかと思いますが今年度の各委

ホテル側で用意したものでしょうが、この時期はパー
ティーも多く、この樽は何回も何十回も使い回しさ

員会の委員長さんには基本的になるべく「今まで
やったことのない方」あるいは「暫くやっていない
方」に、との思いでお願いを致しました。従って「苦
手な委員会を担当させられた」とか「何で私が・・・・」

れたとみえ樽の蓋も傷だらけになっていました。形
だけの鏡開きを妙に納得したのを覚えています。ま
た、行きがけの電車の中でお願いしたとはいえ、い
きなり新会員としてステージでのスピーチをする羽

との思いをお持ちになった方も少なからずおいで
になるかとは思いますが「適材適所」もロータリーな
ら「得手・不得手にかかわらず皆でいろいろな役を

目になった板垣さんには、大勢の前でスピーチする
ことの快感を充分に味わって頂けたものと思いま

分け合う」のもロータリーです。悪しからずご容赦頂

す。
２月はロータリーデーがクローズアップされました。

きたいと思います。

我々大和中クラブは年度当初よりロータリーデーの

会員数

出席者

44名

31名

出席率
77.50%

前々回修正 出席免除
72.50%

11名
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欠席者 9名(敬称略)
原嶋、引田、池澤、板垣、小松、苗加、野口、辻、
梅野

記念事業として何らかの事業を実施するべく予定
をしておりました。当初よりそういった予定をもった

に泊まって大宴会 良質温泉河鹿荘」 「次の朝の
ご帰還は自由旅」等というものでした。午前中に大

クラブは比較的少なかったようです。地区ご担当よ
り大和３クラブ合同で最寄駅周辺のクリーンキャン

和を出発、東名高速から第二東名を一路三島大社
を目指しました。 東海随一の神格を誇る荘厳な三

ペーンの 提案が ありましたが 、 その時点では既に 嶋大社の造りに圧倒されつつお賽銭の額には不釣
「ロータリー寄席」の準備にかかっておりましたので、 り合いなほど欲張りなお願いをしたものです。 各
当クラブと致しましては既定方針通り「ロータリー寄
席」を選択致しました。ご存じの通り会場として大和

自お土産を買ったり展示物を拝観したり、ある会員
は大社前にお店を構える旧友との再会を果たされ

式例さんをお借りしての「ロータリー寄席」は予想を
上回る申し込みがあり当日の会場は満員御礼の状

たとのことです。三島グルメの桜屋の鰻は、普段あ
まり好きではない私でも美味しく頂きました。 柿田

態でした。市社会福祉協議会への収益金の贈呈。
大和警察署への詐欺被害防止キャンペーン用のメ

川ではその透明度に驚かされ、思わずペットボトル
に詰め込んで家に持ち帰りました。バーボンの水割

モ帳の贈呈等、ロータリーの地域に対する認知度
やイメージの向上には少なからず効果があったも

りには、この柿田川湧水がそうであるように軟水が
欠かせません。この湧水は富士山の伏流水が２００

のと自負しております。当日、皆様には早くの時間
からお手伝いを頂き大変有難うございました。

年程を掛けて柿田川に湧き出しているとの話を聞
いたことがありましたが、実際には数十年程度だそ

３月は８日の日曜日に厚木中ＲＣのホストによりイ
ンターシティー・ミーティングが開催されました。当日
のメインプログラムは産経新聞社の代表取締役社
長・熊坂隆光氏による特別講演と各クラブの自慢
比べが設定されました。各クラブの自慢比べに関し
ましては、どのクラブも会長や幹事あるいはベテラ
ン会員が登壇する中、当クラブは若手のホープ・北
砂会員と橋本吉宣会員に重責を担って頂きました。
私はこのことだけでも充分我がクラブをアピールす
ることができたものと思っていますが、それにも増し
て両会員は我がクラブの雰囲気を充分にアピール

うです。説明役のオジサンの自慢話には妙に納得
させられました。
山越えで向かった来宮神社では十二支が隠れて
いるという大楠の太さに驚かされ、若い女性がスピ
リチュアルパワーを吸収するが如く、いつまでもその
大楠に手を掛けていたのが印象的でした。湯本へ
の道々、我々よりよっぽど歳を重ねたガイドさんが
神社の奥にあるという「離れの宿・ほのか」の話な
どを聞かせてくれました。これは、帰宅後早速ネット
で確認済みです。
河鹿荘では支配人のお出迎えを頂き、例会もそ

することに成功致しました。お二方にはあらためて
御礼申し上げます。
同じくこの３月、鈴木洋子会員を会長とし、髙橋

こそこに食前酒で乾杯。某元ガバナー補佐や秦野
の某クラブの方達ともご一緒になり思わぬ交流も
出来ました。松崎会員の奥様と長谷川清会員の奥

清会員を最高顧問、藤田方巳会員を事務局長とす

様、事務局の藤原さんにはあらためて御礼を申し

る「カラオケ同好会」が発足致しました。早速５日に
は第１回目のカラオケ大会がスナック・ボルドーを借

上げます。生憎、私は女房より何故か外泊は固く禁
じられておりますので途中で失礼いたしましたこと、

り切って開催されました。確か、参加者は１０数名だっ

お詫びを申し上げます。皆様には充分お楽しみ頂

たかと思いますが、皆さん非常に芸達者揃いです。

けたものと思います。

末永く会を重ねて頂きたいと思います。
４月は２３日～２４日にかけて箱根湯本は河鹿荘に
おける一泊例会が開催されました。親睦活動委員
会によりますと、メインテーマは「春の花踊り箱根温

５月は２８日の最終例会に「創立記念日と長寿の
会」が開催されました。まだ記憶に新しいところであ
りますが、長寿の会がクラブ予算を活用し、かつ例
会行事として開催されたのは恐らく初めてのことで

泉の旅」と銘打ちまして、サブテーマが「古の国府
の郷の大鳥居、三嶋大社と柿田川」 「老舗・桜屋

はないでしょうか。また、その対象者を７０歳以上の
方全員とし、６０歳以上の方を準長寿者としたもの

富士の麗水育ち 鰻の蒲焼」 「日本屈指のパワー
スポット 来宮神社大楠心ゆくまで願い事」 「箱根

ですから会員４４名中、私も含めて３２名が記念品を
頂きました。また食事もいつもとは違って豪華版で
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皆さんも充分にお楽しみ頂けたものと思います。今
後の長寿の会が今回と同じ形で開催されるかどう

体に支障が出るのではないかと密かに心配したも
のですが、ここ数か月で何名かの方が復帰されま

かはわかりませんが、一つの良い例となるのではな
いかと思っています。お客様としてご参加頂きまし

したことは何より心強く安心しました。今後とも事情
や体調の許す範囲でのご活躍を期待しております。

た近藤憲之さんには是非新たな仲間としてお迎え
したいと考えております。紹介者の髙橋清ｌ会員に

年度当初、私はクラブ会長としての目標のひとつ
として、クラブを効果的に運営し前年度よりもさらに

は引き続きサポートをお願いするところであります。
その他、１月２２日の「江戸しぐさ」の卓話から、つ

充実させ「より効果的なクラブ」として次年度会長
にバトンタッチすることと申し上げました。この「効

い先日の「きなりの部屋」まで延べ１１回の外部の方
による卓話を頂きました。その中にはトーゴ共和国

果的なクラブ」とは、具体的に申し上げますと、①会
員基盤の強化と拡大。②地域ならびに国際社会に

の代理大使や米海軍厚木航空隊の司令官による
卓話のように通訳を介しての外国語によるスピー

おける奉仕プロジェクトの効果的実施。③財団へ
の寄付およびプログラムへの参加。日本ではこれ

チも含まれております。また、投資情報からゴルフの
話、あるいはＪＩＣＡによる海外青年協力隊や、かつて

に米山奨学会への寄付およびプログラムへの参加
が加わるかと思います。④クラブレベルを超えて奉

大和にあったというボーイズタウンのお話等、今年
度前半にも劣らぬ多方面からの卓話は恐らく皆さ

仕できる指導者の育成。等とされています。会長の
目標とはいえ実際に活動されたのは各委員長を中

んも大変興味深くお聞き頂けたものと思います。
６月は冒頭に申し上げましたとおり、東慶州ＲＣの
会長離就任式が予定されていますが、この件につ
きましては本日例会後、関係者による最終的な打
合せが予定されております。私は去年１１月の彼らの
来訪時に風邪をひきまして空港への出迎えは辞退
させて頂きました。実は最近再び風邪をひいてしま
いました。何故か身体が（拒否）反応を起こすよう
です。普段は風邪で病院へ行くことはまずないので
すが、今回は韓国行きの件もありましたので近所の
お医者さんへ行って抗生物質や強めの咳止め薬

心とした委員会の皆さんですので、その最終的評
価は皆さんに委ねるべきかと思います。機会が御座
いましたら忌憚のないご意見をお聞かせ頂ければ
有難いと考えております。
よくロータリー年度は準備期間を含めると実質１８
か月などと言われます。しかしながら我々年度は地
区補助金の申請手続き関連の作業がありましたの
で約２か月ほど先行して始まりました。この約２０か
月間は私にとって初めての経験の連続でした。初
めての会長職ですから当然のことなのですが、こ
の経験がいかに自らの中で消化吸収され、いかに

を頂いてきました。これにより風邪の症状は大分緩
和されているかとは思いますが、その日の体調によっ
ては微熱や咳をしながらの旅行になるかも知れませ

自らの栄養になりゆくか、今後暫くの間、客観的な
目で自らを観察してみたいと思っています。年齢こ
そ一人前に重ねてはいますが中身が伴わず皆さん

ん。しかし、当の韓国内では未だにＭＥＲＳ騒動が収

には不快な思いや、ご迷惑をお掛けしたことも少な

まらず、空港で足止めされたり、一時隔離されたりし
ないか本気で心配しているところです。もし、本当に

からずあったことと思います。この場をお借りしてお
詫びを致します。私は「いい人でいよう」とか「他人

空港で足止めされたり隔離された時には何方に助

に良く思われたい」とかいう思いはとっくの昔に捨

けを求めればよろしいのか事前に決めておいて頂

てました。従いまして、今までは我儘や気まぐれな性

きたいと思います。長谷川委員長にお願いしておき
ます。
ざっと、この半年を振りかえってみましたが、今更

格丸出しで生きてきましたが、実は、この２０か月に
限っては努めて「なるべく、いい人でいよう」との思
いで皆さんとお付き合いをしてきました。それが上手

ながらこの一年間の活動の多様さを実感していま

にできたか否かは自分自身ではよく分かりませんが、

す。一方で、前期から後期に掛けまして家庭の事情
により、あるいは病気療養のため比較的長期にわ

今後は再び素の自分に戻りたいと思っています。悪
しからず。

たり数名の方が欠席される事態となりました。一時
は例会への出席人数も寂しくなり、クラブの活動自

また、年度当初より「山崎は人遣いが荒い」との
評価が定着したようです。ことさら言い訳をしたり
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否定したりするつもりはありませんが、今後、比較的
ロータリー年齢の若い方達が主要な役職を任され

史があり、我々のクラブにとりましては救世主的存
在となっています。年度当初は前任の竹内支店長

ることが多くなることと思います。組織の一員とし
ては、誰でもが自らの立場を理解し、なすべきことを

にご挨拶致しましたが、最終例会の本日は荒井支
店長に御礼を申し上げることとなりました。大変お

事前に学習し、自ら積極的に行動することが求め
られます。その中で足りないところはお互いに補完

世話様になりました。もし、竹内前支店長にお会い
する機会でも御座いましたら宜しくお伝え頂ければ

し合いながら目的の達成に向け努力する。これが
基本かと思います。誰にでもあてはまることですが、

幸いで御座います。
この半年の間、私は私用のため２度のお休みを

人に依存し過ぎると、本来自らが成すべきことにつ
いても「やらされている」という意識が高まり、つい

頂きました。大変申し訳ありませんでした。とりわけ
髙橋政勝副会長には会長代行をお願い致しまして

愚痴や不平不満が出るものです。新しい役目を受
けた時には、少なくとも自分は何をなすべきか位の

ご迷惑をお掛け致しました。例会においても理事会
においても的確なアドバイスを頂き、そのことが非

事は事前に予習をしておくべきかと思います。自ら
にも戒めとしたいと思います。

常に心強く、一年間大きな支えとなって頂きました。
今後も引き続きご指導のほど宜しくお願いを致し

最期になりましたが、この一年間陰になり日向に
なり支えてくださった皆さんに御礼を申し上げたい

ます。
先程も申し上げました通り、当年度は準備期間を

と思います。
先ず、事務局の藤原さんには、小学生の子供の
宿題を見る母親のごとく、嫌な顔ひとつせずにお
手伝い頂きましたこと。御礼を申し上げます。恐らく
例年になく仕事量が多かったことと思います。それ
を難なくこなしてしまう能力の凄さにはあらためて
敬服致しました。今後ともクラブ事務局の責任者で
ある幹事とともに、その実力をもってクラブを支えて
くださるようお願い致します。
毎週、食事の面倒を見て頂いた阿部さんにも感
謝の御礼を申し上げたいと思います。数年前までは

含めると約２０か月でした。その間、何よりも実務者
として相棒役を務めて頂いた小栁幹事には感謝以
外の言葉はありません。彼も恐らく近い将来会長
職を務めることになるかと思いますが、山崎を反面
教師として思い出して頂ければ必ずや名会長として
の名を残すことができるものと思います。過ぎない
程度に頑張って下さい。
最後の最後になりました。各委員長を中心とした
委員会の皆さん、この一年間の実績は良くも悪し
くも皆さんが造り上げてきたものです。過去３６年の
間、連綿と積み重ねられてきた輝かしい歴史を背景

２～３名でやっていた仕事を一人で取り仕切って頂
いております。ロータリークラブと言えば聞こえはよ
ろしいのですが、ある意味中身は子供の集まりのよ

とした実績を足場とし、また、誰個人のためにでは
なく、勿論自分自身のためにでもなく、その全ては
地域社会に対する心からの貢献と、クラブの更なる
未来に向けた礎の一端となるためのものであった

うなものです。仕事は地味でも居て頂かないと例会

ことを確信しています。

は締まりのないことになりかねません。これからも末
永く面倒を見て頂きたいと思っています。また、食事

挨 拶

の面倒のみならず会場の設営までやって頂いてい

小栁 智裕 幹事

たとのこと。つい最近まで気が付きませんでした。

約2年前に 、 山崎会長より幹

会長として大変申し訳なく思っています。次年度か
らは設営係の体制も整ったようですのでお任せ頂
くことになるかと思います。大変有難うございまし

事になってくれませんか？との電
話をいただきました、高橋政勝さ

た。

んが副会長予定だとのこと基本
的にサラリーマン時代からそうで

例会に欠かせないのは、何よりクラブが都合よく
使用することができる例会場です。本年度も一年

したが、依頼をされると断ることが苦手な性分で、
また、「頼まれごとは、試されごと」を心情としていて

間無償にて本会場を使用させて頂きました。八千代
銀行さんには信用金庫当時にもお世話になった歴

そもそも人は、出来ない人には頼まないとも言われ
ますので結局幹事を引き受けさせていただきました。
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山崎会長ターゲット「Heartful Action 心からの

幹事報告

行動を」でした。ポイントを二つ掲げられていました。

小栁 智裕 幹事

①本日、例会終了後東慶州離就任式の件で、打合
せを行います。

一つは、ロータリアンは、家庭生活、社会生活などあ
らゆる面でポジティブでなければならない また、そ
れを行動に起こすことが大事。二つ目は、ロータリー

②本日18時３０分本年度理事・委員長と次年度理
事・委員長の引継ぎ顔合せの会をに開催します。
【定例理事会報告】
①夜間例会決算について承認。
②3月度予算執行状況の件承認。
③藤田重成会員退会と功労者推薦について了承。
④6/18理事・委員長引継ぎ会予算について承認。
⑤大和市福祉推進委員会委員の推薦北砂会員に
依頼承認。
⑥出席免除について承認。
⑦事務局事務所の賠償保険継続について承認。
⑧「やまと子ども絵画大賞」後援について承認。

の哲学や、理念などを議論する前に確認すること
だったと思います。一年間このことを念頭に置きな
がら幹事を務めさせていただきましたが、私自身で
きたかどうかは定かではありませんが、一生懸命勤
めさせていただきました。
ロータリーに入会して14年目になりますが初めて
ロータリーについていろいろ勉強させていただきまし
た。
「クラブ活動計画書」作成で委員会構成表作成
や予算書の作成等で、その中で一番むずかしかっ
たのは委員会構成でした。この委員会構成メンバー
で１年間楽しく有意義に過ごせるかいろいろ考えま

⑨備品購入について承認。
⑩小松会員のイニシエーションスピーチを次年度で
行う。原嶋会員の見舞金については、入院確認
のうえ支払う。

した。つぎに、新地区補助金の件、初めてのことだ
らけでしたので、入江さんや事務局藤原さんの協
力をいただきながらロータリー財団の新地区補助
金の（大和市交通事故撲滅大作戦）提案、申請、

委 員 会 報 告

決算報告をしました。申請から決算報告まで約2年
かかりました お二人には心より感謝いたします。ま

お祝いの方々

た、プログラム委員長の横澤さんには、年間プログ

親睦活動委員会

橋本 吉宣 委員

ラムの計画にあたり大変素晴らしい計画を作成、実
創業記念日

行いただきました。年間プログラムがこれだけ充実
しているので、おかげさまで一年間あんしんしてクラ

入会記念日

ブ運営ができました。親睦委員会の皆様 夜間例
会8回、家族移動例会2回など親睦活動委員会に
お願いする行事が多々あったにもかかわらず楽し
い会を毎回企画実行いただきましてありがとうござ
いました。特に、神作委員長には、毎回楽しい司会

長野 俊八 君

6月21日

阿萬 正巳 君

6月28日

青柳 文四郎 君
藤田 重成 君
上田 利久 君

6月19日
6月23日
6月23日

伊藤 英夫 君

6月23日

年間報告

進行いただきましてありがとうございました。

所

最後に、会員の皆様 また、理事役員・各委員長

属

国際ロ－タリ－第２７８０地区第６グループ

１ クラブ数 65クラブ
１ 国際ロ－タリ－会長ゲイリー Ｃ．Ｋ．ホァン（黄其光）

の皆様一年間ご協力いただきましてありがとうご
ざいました。

第２７８０地区ガバナ－
第６グループガバナー補佐

また、山崎会長一年間ご指導いただきましてあり
がとうございました。頼りになる山崎会長のもと幹

渡辺 治夫
磯部 芳彦

１ 会 員 数 年初 42名 現在 43名（6月30日）
入会 3名（荒井純寿君、小松利雄君、

事ができましたことに感謝しております。
幹事として至らない点多々ありましたが、何とか

板垣克浩君）

無事に1年間全うすることができました。改めて、感

退会

謝いたします。

１ 出席率

5

2名（竹内彰君、藤田重成君（6/30））
８１．９０％

１ ゲストビジタ－数
１ 例

363名

目標額

会

通 常 38回 夜 間 8回
家族会 2回 取り止め 3回
１ スマイルボックス
目標額
１,５００,０００円
達成額
７月～６月
１，２５４，７５０円
達成率
８３．６５％
１ ロ－タリ－財団

スマイルボックス

青柳 文四郎

８，８００ドル（１人あたり＄200）

達成額

７月～６月
８，９６７.６８ドル
達成率
１０１．９１％
１ 米山記念奨学金
目標額 ８８０，０００ 円（一人あたり２０，０００円）
達成額
７月～６月
９４５，０００円
達成率
１０７．３９％
２０１５年６月１１日現在

委員長

河西 正彦 様（大和田園RC）
御無沙汰しておりました。年度末となりましたので
顔を出しにまいりました。一年間大変お世話になりま
した。ありがとうございます。
山崎 賢二 会長、小栁 智裕 幹事
本日、年度最終例会を無事迎えることができました。
会員の皆様のご理解、ご協力いただきました。誠にあ
りがとうございました。本日は、会長、幹事の「一年を
顧みて」です。宜しくお願い致します。
髙橋 政勝 君
一年間会長、幹事さん大変ご苦労様でした。副会長
でしたが何の役に立たず申し訳ありません。お詫びの
印でスマイルします。
ＳＡＡ 中島 康次郎 君、岸 幸博 君、池澤 利男
君、上田 利久 君
山崎会長、小栁幹事、素敵な例会をありがとうござ
いました。そんな中、中島、岸、池澤会員の皆さん方に
は私の分もフォローして頂き、無事一年を終える事が
出来ました。感謝。
Ｒ財団委員会 長野 俊八 君、岸 幸博君、
鈴木 洋子 君、藤田 重成 君
一年間お世話になりました。皆様のおかげで予算
達成しました。ありがとうございました。
石川 達男 君、横澤 創 君
山崎会長、小栁幹事、一年間ありがとうございまし
た。ひと休みしたら、また張り切ってロータリーを楽しみ
ましょう。
伊藤 英夫 君、上田 利久 君
入会記念のお祝いありがとうございました。会長、
幹事一年間ご苦労様でした。今後はのんびりとロータ
リーライフを楽しんで下さい。
郡司 守、藤田 方巳 君
山崎会長、小栁幹事、一年間本当にご苦労様でし
た。
橋本 日吉 君、辻 彰彦 君
2014～15年度一年間大変ご苦労様でした。山崎
会長、小栁幹事、髙橋副会長、ベストトリオメンバーで、
滞りなく終えられますことに感謝を申し上げます。
阿萬 正巳 君
創業記念日にスピーチの時間をいただきましてあり
がとうございます。
中島 康次郎 君
個人的でございますが、このところ体調不良で明

本日 \42,000 累計 \788,750
日から大腸関係で入院します。今日の夜は無理で、申
し訳ございません。
松崎 正実 君
会長、幹事一年間ご苦労様でした。会員の皆様に
は奉仕プロジェクトの事業にご参加頂きましてありが
とうございました。次年度も宜しくお願い致します。
米山奨学委員会 梅田 秀雄 君、神作 彰 君、舘
盛 道明 君
一年間大変お世話になりました。おかげさまで目標
額を達成することができました。ありがとうございまし
た。
長谷川 清 君
山崎会長、小栁幹事、一年間ご苦労様でした。あと
一仕事残っていますので宜しくお願い申し上げます。
古郡 清 君
山崎会長、小栁幹事、一年間お疲れ様でした。
橋本 吉宣 君
本年度も大変お世話になりました。来年度も宜しく
お願い致します。山崎会長、小栁幹事、一年間大変お
疲れ様でした。
石川 健次 君
河西会長、最終例会にようこそおいで下さいました。
山崎会長、小栁幹事、一年間ご苦労様でした。
長野 俊八 君
創業記念日のお祝いありがとうございます。山崎
会長、小栁幹事、一年間ご苦労様でした。
後藤 定毅 君
山崎会長、小栁幹事はじめ理事役員委員長の皆様、
一年間ご苦労様でした。想い出に残る楽しい一年でし
た。ありがとうございました。
梅田 秀雄 君
山崎会長、小栁幹事一年間お疲れ様でした。来年
度はのんびりして下さい。
高橋 清 君
山崎会長、小栁幹事、一年間ご苦労様でした。素晴
らしい活動実績が永遠に残ります。お疲れ様でした。
藤塚 勝明 君
山崎会長、小栁幹事、一年間のクラブ運営お見事
でした。そして感謝。
青柳 文四郎 君
入会記念日のお祝いありがとうございます。山崎
会長、小栁幹事、一年間ご苦労様でした。
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