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国際ロータリー会長 HOLGER KNAACK             Rotary Opens Opportunities 

      ホルガー クナーク       テーマ  ロータリーは機会の扉を開く 

  ＊例会日  木曜日  １２：３０                 ＊事務所 １０２－００８３ 東京都千代田区麹町３－５ 

  ＊例会場  ホテル  ニュ－ オータニ                                     得水ビル 2階 202号 

  ＊創  立  １９９２年９月１７日（平成４年）       電  話  東京０３（３２６５）８５９７番 

  ＊会  長 大竹章裕   幹事 坂田生子            ＦＡＸ  東京０３（３２６２）５２７９番 

  ＊会報雑誌委員会 委員長/森田建二 副委員長/佐藤香織･吉岡幸志 委員/今井千晶､熊川貴昭､馬渕知子､山口妙子 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

８月６日 第５回例会（通算１２６９回）  会場：麗の間 

１．出席者 会員  ５３名 

  司会       小泉 始会員 

２．開会の辞・点鐘  大竹章裕会長 

３．四つのテスト   垣見裕司職業奉仕副委員長 

  一言お話をさせて頂きます。私の職業は石油製品販売業なのですが、 

例えば冬の被災地に灯油ストーブを持って行く。 

これは実は社会奉仕なのですね。そうでは無くて、本当の職業奉仕と 

言うのは、例えば、ガソリンスタンドに来たお客様に無料のタイヤ安 

全チェックをする。これが私は職業奉仕なのではないかなと思います。 

只、全てのロータリアンに通じる事は、多分、皆様、色々な従業員 

さんを雇っていることだと思います。この方々の社員満足度を上げる 

事が、私は一番のロータリアンとして誰でも出来る職業奉仕なので 

は無いかなと思います。どうも有難うございました。 

４．ビジター紹介    無し 

５．会長挨拶     大竹章裕会長 

  梅雨明けと同時の猛暑で皆さんお体崩されていませんか？私は冷房や冷たいものでお腹を壊しました。 

ご注意ください。 

さて、今期は三つのクラブミッションを決めています。 

  １．１００名を目指す 

  ２．全員参加の奉仕活動を作る 

  ３．地区と仲良くなる 

コロナ禍で社会的距離を取るように言われ、移動も制限されています．打ち合わせも非対面が増え安全の

為とはいえ、何となく寂しいような物足りないような思いをされている方は多いのではないでしょうか。

あるいはこの社会はどうなるのだろう？不安な方もいるでしょう。 

社会構造が一気に変わりつつあります。幼稚園から小学校に上がる時私は不安でした。一気に何もかも変

わるからだと思います。 

そのような時卒園式で歌う支度として「一年生になったら」（昭和４１年、作詞まど・みちお、作曲山本

直純）という童謡を習いました。「一年生になったら友達１００人できるかな。１００人で食べたいな富

士山の上でおにぎりを」 

                                                                  

  ８/27第６回例会         麗の間   ９/３ 第７回例会予告   麗の間 

    「イニシエーションスピーチ」        「1992年から 2020年東京紀尾井町 RC２８年前立ち上げの時」 

  中瀬賀暁・吉野次郎・林 裕人会員              金丸精孝会員・小林康和会員 

 

 クラブフォーラム  

司会 道端慶二郎会員増強委員長 



 

今日は道端委員長の肝煎りで増強フォーラムを行います。新しい時代に向けて信頼し合えるご縁を増やし

ましょう。皆さんと一緒に日本一のおにぎりを食べたいと思います。皆で幸せになりましょう。Be 

happy！以上で会長挨拶を終わります。ありがとうございました。 

６．幹事報告     坂田生子幹事 

 ①週報、ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄﾆｭｰｽ、会員増強アンケート配布致しました。 

②８月ロータリーレート 105円となります。 

③次週（8/13）はお盆休み、次々週（8/20）は定款による休会となります。次回例会は、8/27となります 

のでお間違いの無いよう宜しくお願い致します。 

④例会終了後、第 2回定例理事会を開催致します。役員・理事の方はご出席願います。 

⑤7/30に開催されました臨時理事会のご報告を致します。 

 １．退会届承認の件 

   勝田美保子会員よりコロナ感染症対策による退会届が提出され、これを承認致しました。 

 ２．入会希望者承認の件 

   道端会員推薦による佐々木裕子様より入会申込書が提出され、理事会に於いてこれを承認致しまし

た。但し、本人のご希望により 12月よりの入会希望ですので、皆様への告示は 9月に行います。 

 ３．災害支援金について 

   地区より 2020 年福岡豪雨災害支援金、2020 年熊本豪雨災害支援金のお願いが来ております。この 2

件につきまして、ニコニコより各 10万円の支援をすることに理事会において承認致しました。 

   ４．新型コロナガイドライン策定について 

     皆様に安心して例会にご参加いただくために、コロナ感染防止対策のガイドラインを策定しようと 

いう事で、話を進めております。本日の臨時理事会に於いて改めて承認を頂くという事になります。 

又、本日より、アクリル板の設定、受付においての距離を取る等、感染防止対策等を念頭において

運営をしていきたいと思っております。 

   ５．出席のついて 

     前回の理事会に於いて、カウントを取るという事に決めましたが、（但し、申し出が有った場合に 

限り 3か月位の免除をする）今回の臨時理事会に於きまして、現在、非常に感染者が増えていると 

いう事と地方のクラブ等メークアップの受付をしないというクラブが有るようですので、今期は出 

席のカウントを取らない（免除）と言う事に理事会に於いて承認致しました。 

但し、ロータリーの基本は例会出席です。出席無くして親睦は無しと前会長も申しておりましたが、

基本的には全出席で来ていただけたらと思います。 

又、本日よりＺＯＯＭによるテスト参加を行いますので、出席に不安が有る方は、ぜひＺＯＯＭに

於いてご参加下さい。 

  ⑥現在、コロナの感染対策として、欠席をされる方は、前日のＡＭ9時までに事務局の方にご連絡するよ 

うにお願い致します。 

７．委員会報告  親睦活動委員会  浅見 亨委員長 

  皆様こんにちは。8 月 28 日に炉辺会を予定しておりましたが、コロナ感染者の数がまだまだ下がらないと

いう事で、皆様の安心安全を最優先致しまして、今回は中止と判断させて頂きました。多くの方にご参加

頂く予定でしたが、9 月 18 日(金)にも炉辺会を予定しておりますので、皆様どうぞよろしくお願いします。 

８．ニコニコボックス報告   河合由里子会員 

９．卓話   クラブフォーラム「会員増強～目指せ 100名」    道端慶二郎会員増強委員長 

  こんにちは、本年度会員増強委員会の委員長の道端慶二郎です 

本クラブの指針として、本クラブを 100 名の会員体制のクラブとするミッションを承りました。あと 24 人

です。全会員が、一人ご紹介頂ければ、すぐに 150 人のクラブになってしまうのですが、現状は、何人も

の会員をご紹介いただいているようなほんの一握りの会員がいる一方で、残念ながら 1 人もご紹介いただ

いていない会員の方が大多数なのです。 

しかし、100 名を達成するためには、全会員が参加しての会員拡大が不可欠です。今日は、全会員が会員

100名のクラブ作りの目的を共有し、それを実現するためのフォーラムです。 

会員増強委員会としては、全会員が会員拡大をすることのサポートをさせて頂きます。

委員会のメンバーを発表致します。皆さん前にいらしてください。 

副委員長の今井千晶さん、一言お願いします。 

こんにちは。入会して未だ１年ですが、私が感激して過ごさせて頂いたのでその感

激を伝えて一人でも仲間になって頂けたらと思います。頑張ります。宜しくお願い

致します。 

 



 

委員の江副 碧さん、一言お願いします。 

皆様こんにちは。もうご老体ですので、そんなに期待されてもどうか分かりませんけ

れども、私は、ここの紀尾井町ＲＣに女性として最初に入れて頂いたりしているもの

ですし、私がロータリーと関わったのは私が 10 代の頃からですので、ロータリーの

良さとか、恩恵を沢山感じていたものですから、出来るだけお友達が増えると良いな

と思って、ここまで参りました。たまたま一昨日、私は鎌倉に行ったのですが、鎌倉

パークホテルのオーナーがロータリー米山記念奨学会の名誉理事長の小沢一彦さんで、

そこには沢山の近隣の良いロータリアンの方達が集まられていて、とても良い雰囲気

で楽しかったです。 

私も微力ですが、頑張りますので、皆様もどうぞ頑張って良いお仲間を増やして下さ 

い。宜しくお願い致します。 

中島聡さん、一言お願いします。 

皆様こんにちは。紀尾井町ＲＣの会員として、品位が有って、明るく、元気で楽しい

方をご紹介出来るよう頑張って行きます。皆様もご協力の程どうぞよろしくお願い致

します。 

宮下真さん、一言お願いします。 

皆様こんにちは。増強委員を担当させて頂くのは初めてなのですが、本当に微力なの 

ですが、今日も出席している、前原さん、岡垣さん、石川隼一さん、3名の方をご紹 

介させて頂いて、飲み会から入るパターンとか、僕がロータリーで凄く良いなと思っ 

た事を語るパターンとか、色々なパターンでお誘い出来ると思いますので、ぜひ皆様 

の力で 100名体制を構築出来るように頑張りましょう。よろしくお願い致します。 

あと、副委員長の高橋ゆきさん、委員の中村ひろみさんは、本日はあいにく欠席です。 

このメンバーで、皆さんの会員のご紹介をお手伝いさせていただきます。 

本年度の目玉は、入会説明会及び懇親会をセットにしたものを開催します。入会を勧め

るのはどうも苦手だという会員の方でも、そこに入会候補者を連れてきてさえくれれば、

ロータリークラブの楽しさと魅力をリアルに伝え、一気に入会を決断してもらうという

素晴らしい企画を計画しています。今までは新入会員は一本釣りでしたが、網で大量に

捕獲するという画期的なものです。 

また、毎月開催される炉辺会に入会候補者を連れてきていただき、その方が入会することへのサポートもし

ていきます 

今日、皆様に入会候補者アンケートを配らせて頂きました。必要なサポートを記入して頂ければ、私達委員

のメンバーで入会への万全なるサポートをしていく所存です。 

実は、私は、１０名の新入会員を紹介しました。なぜかというと、友人がロータリーの仲間になることは、

良いことがたくさんあるからです。友人の人生に豊かさと幸せがもたらせるのはもちろんのこと、友人とア

ポを取らずに毎週会うことが出来て、より親密になることが可能です。そして、今いる会員の皆様のお友達

の輪を広げるのに貢献できます。 

ロータリークラブの奉仕の精神は、周りの方々を豊かで幸せな人生に導くことですから、ロータリークラブ

へのご紹介はまさに奉仕活動そのものです。 

アンケートの候補者欄がなぜ６人分あるかというと、６人声かけして、入会するのが１人か多くて２人だか

らです。ですから、最低６人はリストアップして欲しいです。先日お話ししたように、今年もらった年賀状

を、ロータリアンに相応しい人がいないか振り分けて行けば、６人くらいはすぐに見つかるでしょう。 

そして、ロータリーの話をされた方は、どんなクラブかインターネットで検索するでしょうが、今のホーム

ページは、１０数年前に作成された、文字ばかりであまりにもわかりにくいものなので、入会を躊躇してし

まう方もいると思います。そこで、広報委員会と相談して、ホームページを見たら、入会したくなるような

ホームページを作成する予定です。 

森田広報委員長、一言お願いします。 

今、お話が有りました様にホームページの件につきましては、先週の就任挨拶で「今

の時代の中で、情報発信、或いは見て下さった方々が「紀尾井町ＲＣ、ちょっと良い

な」と思って頂けるかどうかと言うのを検証すべき時期にきているかも知れません」

と言うお話をさせて頂きました。今期始まる前に道端増強委員長の方から「広報委員

会とも連動して、増強の方を諮って行きたい」と言うお話を頂いておりまして、そん

な中でホームページをどうしようかと言う話をしていた中、丁度、このコロナ関連で

（今日もリモートでご参加頂いている方もおりますが）時期的にもそういう時期に来

ているのではないかなという事も踏まえまして、今期中にホームページの刷新、作成 



 

に取り掛かっていけたらなと言う風には考えております。勿論、そこには予算と言う物も必要ですので、

この後の理事会でその辺の話もして、予算組等々、何らかの形に今期していけたらというふうに今、考え

ております。未だ、皆様に「こういうふうにします」という事を提示するものはございませんが、10 数年

経ちますので、そろそろそういう形にしていけたらと思って今期やっていけたらと思います。又、その際

には、作成、刷新の中で皆様方にご協力を頂くようなことも想定されますので、ぜひ皆様方のご協力も頂

きながら進めて行きたいと思いますので、宜しくお願い致します。以上です。 

ありがとうございます。理事の方々、是非とも予算承認をよろしくお願いします。では、ここからは、紀尾 

井町ロータリークラブの大御所、この方がいるからこそ私達がいるとも言えるくらい沢山の会員をご紹介頂

いた飯塚保人会員に、会員拡大の極意について伺ってみましょう。 

飯塚さん、登壇よろしくお願いします。私も飯塚の紹介で、ロータリークラブに入会しました。「ロータリ

ーに入れてやるから入れ」と言われ、「少し考えさせて下さい」と答え、「いつまで考えるのだ」と聞かれ、

「年末くらいまでは」と答えたら、１２月になって、「もう十分考えただろ、入会申込書送るから書け」と

言われ、断る理由がなくなってサインをしたのです。今はどんな感じで入会を勧めているのでしょうか？ 

飯塚さん、コメントよろしくお願いします。 

 私は、会のためと言うか、来た人のために勧誘しているのです。お呼びした人は皆 

成長と言ったら失礼ですが、成長しております。やはり、3年続けば人格も出るし。 

私も諸先輩に教えられました。どうしても自分の組織では 1番ですが、お山の大将に 

なってしまいます。こういう組織に入ってくると本当に勉強になります。皆さん、立 

派になっています。そして、もう一つは社会人になって、本当の友達と言うのは無い 

です。仕事の関係が多いので。損得無しの友人が出来るというのは、僕は素晴らしい 

事だと思います。 

道端さんも能力が有りますから、今年は期待しております。100人になって、今、会 

長が言われたようにおにぎりを食べると言うミッションが出来たから・・・。 

私は時間軸を長く見ております。今日言って、今日入らない人もおります。やはり入った方が良いと。生 

きている限りは。3 年も 5 年も、何年も口説いた人も大勢います。それと先程、委員長が言われましたが、 

「入ってくれ」とは言わないです。何で頼まなくてはいけないのだ。「あなたのためなのだから、入れて 

やるよ」と。本当です。何で私が頼まなくてはいけないのだ。相手の成長を。相手が成長するから「入れ 

てやるよ」と。「分かりました入ります」と。そういう事です。だから私が「ぜひ、入ってくれ」とお願 

いした人は一人もいません。「紀尾井町と言うのは良いところだから入れてやるよ」と。私も講演で色々 

まわっておりますが、やはり場所も良いですし、名前も良い。だから「入れてやるよ」と言っている訳で 

す。又、メンバーが良いから。本当に数では無いのです。やはり、あまり増やしてもしょうがないです。 

コミュニケーション出来ないから。100人から、それから減らない程度に増やしながら、本当に良いクラ 

ブを作りたいなと思います。量だけ追いかける時代では無いので、ぜひ、名実ともに日本一のクラブに。 

話が少し横道にそれますが、コロナは終わりません。或る学者は 4年とか、7年とか言います。世の中の 

パラダイムはガラッと変わってしまう。例えばアメリカで家賃が払えない人が 3千万人も居るのです。 

後 2か月でホームレスですよ。失業者が 30何％。ヨーロッパもそうなります。非常に厳しい。だからその 

中でやはり、ロータリーの良さをどうやって生かすか？ちょっと大変だけど、こういう時こそ、やはり活 

力の有るクラブを作るべきだと思うのです。ぜひ皆で増強しましょう。で、やはり会と言うのは新しい良 

い人が来ないと劣化してしまうのです。他のクラブは増えないから劣化してしまうのです。うちのクラブ 

の良いところは若者が多い事です。年寄は段々、先に行きますから。後輩が後を継いでくれる。だから活 

気が有ります。私もまだまだネットワークは有りますから「入れてやるよ」と。これから 10人位は入れな 

いといけないと思っているのですが・・・。そのような事で頑張りますので、宜しくお願い致します。 

ありがとうございます。今年も大勢ご紹介よろしくお願いします。 

私の場合は、こんな感じで入会を誘っています。 

「千晶さん、人生にとって一番大切なものは何だと思いますか？」「難しい質問ですね、仕事、お金、家

族・・・」「それは全てもう千晶さんが持っていますね。千晶さんにとって必要なのは、より多くの素晴ら

しい人々と、良い人間関係を築くことではないですか？」｢確かに、それが出来れば、人生がより豊になり、

ハッピーになりますよね。でも、この年になって、なかなか良い方と沢山知り合うなんて難しいですよ

ね。」「大丈夫、ロータリークラブに入会すれば良いのです」「でも、ロータリークラブはお偉い方々が沢

山入っているし、入会審査も厳しいし、私のような凡人には無縁の世界ですよね」「でも、もしそんなとこ

ろに入れたら、すごいことだと思いませんか」「そうですが、私のような凡人では審査が通らないでしょう

し・・」「私が推薦すれば大丈夫ですよ」「それに、コロナ問題で会社は大赤字、とてもロータリークラブ

にかける時間もお金もないんで」「人は生きるのにロータリークラブを必要としない、しかしロータリーク

ラブは千晶さんの人生に幸せと豊かさをもたらす」「人生一度限り、チャンスをつかんで、共に楽しい人生   

を過ごしませんか」「そうですね、是非よろしくお願いします」 



 

言葉として、この通りそのまま話すかは別として、こんなイメージです。大切なことは、相手のことを本当

に思っているんだという気持ちが伝われれば、必ず仲間になってくれると思います。 

是非、皆さんの言葉で誠実に伝えてみて下さい。 

次に、何人かの会員の方から、会員拡大の極意、ご意見を頂きたいと思います。 

まずは宗田会員さん、よろしくお願いします。 

   私も先程、飯塚さんが言われたように「入れてやるよ」と言われて 18年前、2012 

 年 10月に入会致しました。その時に入会された私の同期として今、残っておられ 

るのが、江副さん、手島さん。最初に女性が入られました。今、壇上におられる 

道端さんも、その次の年ですとか、大体その辺の年に入られております。 

今思うと、やはりその辺で増強と言うのをかなり紀尾井町はして来まして、当然 

ながら 10人入ったとか、それ位の人数が入った時代だったのですね。只、今残っ 

ている人は、やはり数少ないという事なので、増強と言うのは凄く大事で、私も 

先程の「入れてやるよ」で入りまして、その中でやって来て、入ったは良いけど 

未だその時は若かったので「どうしたら良いか？」と思った時、その時の会長が 

新村さんだったのですが、確か、ガバナー訪問の時だったと思うのですが「ロー 

タリーは人間形成道場で有る」という事を言われ、「あぁそうか」と。「僕もロ 

ータリーに入って成長していけばお役に立てるのだ」という事を思った次第です。 

なので、ちょっと先程に戻りますが、やはり入って頂いた方をぜひ、仲間として、ご一緒に成長して行き 

ながら、楽しんで行く。これが重要かなと思います。なので、今のロータリーって、素晴らしく、紀尾井 

町は楽しい。やっていて若い方、又、チャーターのメンバーの皆様達が融合されて、凄く良いクラブだと 

思っております。なので、入られてきて、例えば「あの方のお顔、最近見ないな」とか、そういう事を思 

った時に声を掛けるとか・・・。退会者を出来るだけ、少なくするというのも、増強の一つだと思います。

私の考えをちょっと披露させて頂きました。以上です。 

ありがとうございます。 次に、中村 俊輔会員をよろしくお願いします。 

    こんにちは。ちょっと僕は皆様と違いまして、僕はあまり信用の無い人間なのです 

ね。見た目もそうですし、全てで信用が無いのです。でも僕の周りの人は皆、凄い 

しっかりした人が会員でいらっしゃるじゃないですか。そうすると最初は「あの人 

はしっかりしていない」と思われるのですね。でもロータリーに入って友達になっ 

て貰うと「あれ、ちゃんとやっているのではないか」と言う風に思われるようにな 

るのです。多分、各々で持っているもの、持っていないものと言うのが有るのです 

がロータリーは会員になると周りの方がいっぱい援助してくれる会だと思うのです。 

自分の知り合いの人を入れる時、マイナスってロータリーってほぼ無いと思うので 

す。マイナスは多分、会費位で、それは働けば済むことなので、ぜひ、そういう風  

に皆様に勧めてあげると良いのかなと思うのです。特に若い人の場合は、お知恵の 

有る方がいっぱい居るので「１回、来てみて」と言う風に言ってみると良いのでは 

と思います。最近、若い人達は辞めないですよね。なので、ぜひ、そういう風に誘って頂けると良いかな 

と思います。 

僕も当然、飯塚先生に「お前は裏口入学だ」と言う風に言われて「今井さんが会長の時にしか入れないか 

ら」と言われて入れて頂いたのですが、裏口入学の感じで僕も入っていて（今もその 延長戦なのですが）

これからも一生懸命頑張って行きますので、宜しくお願い致します。 

 ありがとうございます。次に、久保田会員よろしくお願いします。 

皆様こんにちは。私が工藤さんを誘った時は「毎週、ランチ出来るよ」と。それしか 

言っていなくて、「ロータリーに入れば毎週ランチ出来るから、１か月に１回会うよ 

りは、毎週ランチした方が良くない？」という事で、そんな気楽な感じでお誘い致し 

ました。今、誘っている方も１か月に１回しか会わない方なので、出来れば毎週会い 

たいなと思ってお誘いしております。そんな感じで参考になれば幸いです。 

 時間が押してしてきましたので、皆さんのご意見を伺うのはこれまでとさせて頂き、最 

後に一言締めの言葉を言わせていただきます。 

社会奉仕、社会貢献は、人の役にたつ事をする事ですが、最大の社会貢献は、新たな命 

を地球に生み出すことではないかと思います。新たな命が育って、また多くの社会貢献 

が可能となります。このロータリークラブをひとつの地球と考えれば、新たにクラブのメンバーを仲間に入 

れる事は、新たなロータリアンを生み出すことであり、その人がメンバーになることでより多くの社会貢献 

が可能となると思います。皆様ぜひともよろしくお願いします。 

 

 



 

10． 閉会の点鐘   大竹章裕会長 

                                                  

７/３０お客様  無し 

                                                    

 

【にこにこボックス】              本日の合計 88,000円（26件） 累計 576,000円（157件）

日高 正人君：本人誕生日。8/21 42 歳になりま

す。そして 8 月で 50 期を迎えまし

た。一日一日を積み重ねて行きます。

皆様に感謝申し上げます。 

久保田優子君：子女誕生日。本日、息子の 11 歳誕

生日です。 

金丸 精孝君：本人誕生日。 

坂田 生子君：本格的な夏がやっとやって来ました。

コロナに合わせて熱中症対策もしっ

かりとやって下さい。 

谷井  玲君：東京ロータリークラブと東京神田ロ

ータリークラブのガバナー訪問に地

区の分区幹事として出席して来まし

た。久し振りで紀尾井町、楽しみで

す。 

宗田 裕司君：道端会員増強委員長、本日のフォー

ラム楽しみにしていました。宜しく

お願いします。 

道端慶二郎君：夏休み、家族で長崎県壱岐の島に行

ってリフレッシュして来ました。 

金田 康男君：早く新型コロナウィルスの流行が収

まりますように！ 

三村智恵子君：ずいぶん暑くなってきましたね!!マ

スクが大変です。 

山口 妙子君：昨日は楽しい一日でした。今日も楽

しくなりますように。 

宮下  真君：本日はクラブフォーラム宜しくお願

い致します！ 

宮地 勝美君：今日、原爆の日を忘れずに平和を祈

ります。 

西岡 孝志君：道端委員長、頼りにしてまっせ。 

浅見  亨君：核なき世界へ。 

中村 俊輔君：夏本番ですね。 

茨田 浩之君：寸志。 

林 ひろみ君：寸志。 

橋本 吉弘君：寸志。 

原田 尚彦君：寸志。 

池尾 彰彦君：寸志。 

石川ヒロ子君：寸志。 

工藤 裕幸君：寸志。 

黒田 善孝君：寸志。 

小泉  始君：寸志。 

守重 知量君：寸志。 

西脇  修君：寸志。 

【米山財団寄付】 

大竹 章裕君：本日は道端委員長、会員増強フォー

ラム宜しくお願い致します。 

小島 清治君：道端会員増強委員長、卓話宜しくお

願い致します。 

林  裕人君：今年は帰省出来ずさみしいです。 

松島  寛君：その他。 

岡垣 栄治君：その他。 

                              

 

 

ＺＯＯＭでのご参加 


