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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 

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

４月１５日 第２６回例会（通算１２９０回）  会場：麗の間 

１．出席者 会員   ５４名 

      ビジター  ２名    計４６名 

  司会        大島 幹会員 

２．開会の辞・点鐘   大竹章裕会長 

３．ビジター紹介    山口妙子会員  

次年度ガバナー補佐挨拶 牛島 聡様（東京お茶の水ロータリークラブ） 

皆様こんにちは。本来、西岡ガバナー補佐がいらっしゃるのにご挨拶する

のは非常に憚れるなと思ったのですが、直前に「一言」というお話を頂き

ましたので。 

次年度の若林ガバナーエレクトは大変人使いが荒くてございまして、この

時期から次年度の事を考え各クラブと打ち合わせをとするようにというこ

とで、本日、三村会長エレクトとお話をさせていただきたく、訪問致しま

した。よろしくお願い致します。 

我が東京お茶の水ＲＣは、次年度よりグランドパレスが閉まるということ

で、例会場を探しておりました。東京神田ＲＣ様も同様です。お聞きにな

っているかも知れませんが、東京神田ＲＣさんは、例会日が金曜日に変更になって、帝国ホテルになりま

した。お茶の水ＲＣは残念ながら千代田区から文京区になるということで東京ドームホテルにて開催され

ることになりました。曜日は水曜日で変わりません。また７月からぜひメークアップにお越し頂ければと

思います。どうぞよろしくお願い致します。 

４．会長挨拶      大竹章裕会長 

早四月も中旬となり、櫻も遠くなりました。先日蔓延防止措置発令の直前に京都へ行くことができまして、

花ならぬ花街の花を三味線の音と共に愛でることができましたが、このご時世で芸妓さんたちも花の色が

褪せる思いをしているようです。 

さて先週地区大会が開かれましたので坂田幹事はじめ数名の方と行って参りました。 

大会ではＲＩ会長代理からＲＩ方針について私たちにも直接関わってくるであろう大切な発表がいくつか

されましたので、抜粋して４点ほどご報告します。新人の皆さんは出てくる用語をあとで研修資料を参照

してみてください。今は説明を省きます。 

まず会員増強について、入会する会員を慎重に選ぶとしています。ちなみに現在のロータリアンは全世界

で１１８万７千人、日本は８万６千人です。ただし次年度はどうなるかわかりません。 

                                                    

４/２２ 第２７回例会  麗の間      4/29・5/3 ５/１３ 第２８回例会予告   麗の間 

    「日本における外国人技能実習生の現状」  休 会    「我がクラブの奉仕を考える」 

           中村俊輔会員           4大奉仕委員長奉仕委員長による討論会 

 

次年度ガバナー補佐 

 牛島 聡様 



 

次に職業奉仕について、近年ＲＩは職業奉仕のウェイトを減らす流れです。これはどうやら米国で格上の

公益法人化を狙っていることが関係しているようです。その法人昇格に公益性がより強く求められるため、

職業奉仕を声高に言えないのではないかと、代理は推測していました。 

三点目ＲＩとＴＲＦの財政について、２０１９ー２０で両団体とも投資益を大幅に減らしています。 

(RI40→7.6・TRF38→4.5)代理はこれ以上触れませんでしたが、ＲＩが今後収入増を狙ってくることは十

分に推測できます。 

最後にロータリーの未来形成、要は組織形態の変革を考えているとのこと。ポイントは三つ①地域化②複

数年化③フラット化です。特に地区割りを現在の５４０地区から１２００セクションにするといいますの

で、単純に倍。東京で考えれば現在の２地区が４地区以上に分かれることが想定されます。 

以上、ＲＩからの方針を伝えましたが、ロータリーの基本は私たちの所属する個々のクラブです。大切な

のは私たちの誰かのためになりたいという奉仕の心です。私たちにとってかけがえのない場所を築いてい

きましょう。今日は新人 4名の方のイニシエーションスピーチです。とても楽しみです。 

今週も皆さんがしあわせでありますように。ビーハッピー！ 

５． 幹事報告               坂田生子幹事 

4/12 にまん延防止等重点措置が適用となりました。当クラブでは感染防止対策を強化して運営をさせて

頂きます。受付での検温、消毒、そして本日のような個卓での設営、キャッシュレス決済での推奨、 

ロータリソングは出来るだけ声を出さず心の中で。そしてマスク会食ということでお守り頂き、運営をし

ていきたいと思います。又、感染者の増加に伴いまして、緊急事態宣言が万が一発令された場合には、当

クラブのガイドラインに従いまして休会となりますことをご了承頂きたいと思います。 

①週報、会員名簿（垣見裕司会員）、ガバナー月信、配布致しました。 

②４月のロータリーレートは 110円 

③野生司ガバナー及びホストクラブ・東京浅草中央ＲＣより 4/8 に開催されました地区大会のお礼状が

来ております。 

④ロータリー希望の風奨学金より支援金のお礼状が来ております。当クラブより３万円の支援をいたし

ました。 

⑤ロータリー財団管理委員エレクトで元国際ロータリー理事の三木明様より、アフリカ平和コンサート

の案内が来ております。詳細は後ほどメールにて皆様にご案内致します。参加料はロータリー財団へ

の寄付として記録される（ただし、ロータリー日本財団の税制優遇処置は受けられない）とのことで

す。ご興味の有る方はご視聴下さい。 

⑥東京神田ロータリークラブ、東京お茶の水ロータリークラブより７月よりの例会場変更のご案内が来

ております。 東京神田ＲＣ→帝国ホテル：金曜日 東京お茶の水ＲＣ→東京ドームホテル：水曜日 

⑦第１０回定例理事会報告（４/１開催） 

    １．定款細則についての総会開催の件 

      ２回にわたって開催されたフォーラムに基づき、臨時総会を５月末～６月初旬に開催する事

に全員承認致しました。日程につきましては５月理事会に於いて再度、承認を得てからご案

内を致します。 

２．会費の件 

     大竹会長より今期緊急事態宣言発令に伴った休会（１月～３月）の食事代について昨年度同

様の処理を致したい旨の発言が有り、次回理事会に於いての繰越議案とする事に全員承諾し

た。 

３．合同理事会開催の件 

      大竹会長より5月又は6月の理事会は次年度との合同理事会を開催したい旨の報告が有り、 

      6月3日第12回定例理事会を合同理事会と致します。次年度の理事・役員の皆様はご出席願い

ます。 

    ★臨時理事会（メール理事会）報告（4/12開催） 

    １．最終夜間例会の日程変更の件 

今期は、コロナ禍において例会開催が規定通りに行えなかったこともあり、6 月 17 日を最終夜間

例会と予定しておりましたが、6 月 24 日に変更し、17 日は通常例会と致します事に、全員承認致

しました。 

6月 17日 夜間例会 → 通常例会に変更    6月 24日 夜間例会を開催 

２．臨時総会開催の件 

定款細則委員会の取りまとめを待って、臨時総会を開催することを前回の理事会で決定しました

が、日程については定款細則委員長のご了承を得て、プログラム委員長とスケジュール調整をし

て開催致することに全員承認致しました。 



 

   ３．会費返還の件 

    前回理事会に於いて繰越議案となっていたが、昨年度同様（請求書発行は、今期と同様に 7 月 1

日以降）とすることに全員承認致しました。 

６．委員会報告        会員増強委員会  道端慶二郎委員長 

皆様こんにちは。本年度はコロナのせいで会員増強委員会にとっては大変厳しい年になりましたが、これ

で終わるわけには行きません。後２か月半有ります。そこで、ここで終わるわけにはいきません。昨年秋

に入会候補者の説明会を兼ねた食事会を開催し、大変好評だったので、それを５月２１日（月）６時より

開催致します。詳細は決まり次第ご案内いたしますが、100名のクラブ会員の体制を作るためにぜひ、皆

様のご友人をここにおつれ頂き、会員になって頂きたいと思いますので、日程をあけておいて下さい。ぜ

ひともよろしくお願い致します。 

７．ニコニコボックス発表      吉野次郎会員 

８．卓話    「イニシエーションスピーチ」 

・宇田川燿平会員 
本日はどうもありがとうございます。昨年の 10 月に今井千晶様のご紹介で

入会いたしました宇田川燿平です。もう半年ほどたってしまいましたが、

紀尾井町ロータリークラブに入会させていただき感謝しております。また、

本日は私のことを知っていただく機会をいただきどうもありがとうござい

ます。短い時間ではありますがお話させていただきます。 

家族ですが、妻は私と同い年。大学のサークルで知り合いました。また長

男は就職して働いており、長女はこの４月に大学院に進学しました。 

私は昭和 40 年 3 月 3 日、つまりひな祭りの日に東京都荒川区で生まれまし

た。商店街の賑わいや、大小の工場が住宅街に混在している風景、国鉄の

操車場で遊んだり、屋根の上に登ったりして見た風景など、ここで過ごし

た原体験は今でも頭の中に鮮明に覚えております。小中学校は区立小学校

で過ごしました。中学校の友人とは今でも時たま会う機会があります。人

生の一番はじめの頃に時間を共有することの大切さを、50 歳を過ぎた頃にようやく少しずつ理解すること

ができるようになりました。 

その後、高校は早実、大学は東京大学理科 2 類に入学いたしました。大学では、東京大学ピアノの会とい

うサークルに入会いたしました。学部は教育学部に進学し、教育社会学を学びました。そこではコンピュ

ータを活用した統計解析を主にやっておりました。卒業後は、日興証券に入社し証券アナリストになりま

した。2 年弱、勤めたあと、大学の友人らと IT の会社を起業いたしました。今でも憶えているのが、大手

自動車メーカーから、大きな仕事をいただくことになり、高価なワークステーションを何台か購入した後

に、湾岸戦争が起こり仕事をすべてキャンセルされた時には、かなり焦りました。幸いなことに、プロジ

ェクトは再開され事なきを得たのですが、外部のマクロ要因が仕事に関連することを強烈に学びました。

E-Japan 政策の波にも乗り、2004 年に私が 39 歳の時に会社を上場させました。顧客のビジネスがわからな

いと IT ソリューションは提供できません。当時、様々な政府、自治体、独立行政法人の仕事に携わらせて

いただき、いろいろなことを知ることができました。また、当時、理論的な基盤となっていた EA の考え方

は、現在でもスマートシティや DX を考える上でも有効な手段です。仕事を通じて学ぶ楽しみをようやく実

感したのはこの頃だと思います。その後、政権が変わったり、リーマンショックが起きたりと、経営責任

をとって辞任いたしました。自分が創業した会社を去ることは辛いことで、しばらくの間は精神的にもま

いりました。 

その中で、次に何かをなさねばならぬという思いで創業したのが、「しゃかいデザイン」です。社会システ

ムをデザインすることによって、多くの人が生きていて楽しいと思える世の中を作ることが私のミッショ

ンであります。 

特にフォーカスしていることが日本の伝統産業の衰退を止めることであり、それから発展させることです。

伝統工芸産業の衰退はたいへん著しいものです。80 年代には従事者で 30 万人弱、生産規模で 5400 億あっ

たものが現在ではいずれも５分の１以下になっています。しかしながら、天然資源から作られた上質な製

品へのニーズの高まり、地域文化・循環型社会への関心の高まり、ヨーロッパ、北米における和の生活様

式に対する関心の高まりなどから、伝統産業は注目されてきております。若者世代からの関心も上がって

おり、COVID-19 後においてはこの傾向は特に強まっております。特に、モダンアートと伝統工芸をどのよ

うにインテグレーションするかということが、この課題を解決するための鍵になるのではないかとかんが

えております。また、私がいま付けている、漆塗りの蝶ネクタイは伝統工芸である高岡漆器でつくられた

ものです。この蝶ネクタイは、イタリア人の名ピアニスト、セルジオ・バイエッタさんがコンサートの正

装として使っており、また、ドニゼッティ音楽祭でアワードを獲得した著名なオペラ演出家のフランチェ 



スコさんは、表彰式、イタリアの国営放送出演の時にこれをつけてでられておりました。一方、2019 ウッ

ドデザイン賞受賞、2020 国際漆器展石川では入選、東京 2020 オリンピックオフィシャル商品として提供

しております。このようにモダンアートを意識したプロモーション活動を継続しております。 

また、中小企業基盤整備機構でスタートアップ企業の支援プログラムを５年以上支援しております。この

仕事をやっていて思うことは、マクロ環境の大きな変化です。不安定な起業という選択肢に対して、様々

な人的つながりのセーフティネットが整備されていること、サービス構築においてオープンソースの利用

環境が整備されていること、資金調達がデットでもエクイティでも難易度が下がっていること、など、支

援する立場でありながら多くの学びを得る機会でもあります。 

また、これは仕事というよりボランティアですが、子供が通っていた国立学法人の付属中学校の教育後援

会の役員を１０年近くやっております。いろいろ対処すべき課題に対して知恵を絞って対処せねばなりま

せん。幸いにも Covid-19に対する対策はうまくいっているようでホッとしております。 

最後に、私の趣味に関してお話したいと思います。趣味はピアノを演奏することで、数年前には大阪国際

音楽コンクールのアマチュア部門で２位を頂きました。ただ、私はピアノを演奏することよりも楽譜を読

むことが好きです。クラシックの歴史はとても長いのですが、実際に現在でも演奏される作曲家、曲は限

られていいます。残った作曲家は、必ずなにかのイノベーションを起こしております。楽譜を読むことは、

作曲家のイノベーションを発見することであり、イノベーションを発見したときは、その閃きを自分でも

体現したような感覚になります。その発露の過程を仮想体現できることはビジネスにおいても役に立つの

ではないかと妄想しております。 

また、なかなかうまくならないのですがゴルフはこの数年間ずいぶん練習しています。たまに家族４人で

コースに行きますが、そんな時、ゴルフは良いスポーツだなと思います。 

最後に、ロータリー活動を通じていろいろなことを学びたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願い

いたします。本日はどうもありがとうございました。 

・井上麻矢会員 
初めまして井上麻矢です。 

コロナ禍の中で生活がどんどん小規模になっていた矢先、江藤さんからロータ

リーに誘って頂き 2020年の 12月からロータリアンになりました。 

イニシエーションスピーチ、つまり儀礼通過のスピーチなので、自分の事をお

話するのがいいと思いましたが、会長から「仕事のことをゆっくり話せる」と

伺い、自分の仕事の事をお話したいと思います。 

その前にちょっとだけ、私自身の事も話します。御茶ノ水の文化学院というと

ころを卒業しました。その後パリに留学します。文系に見られますがほとんど

体育会系です。 

幼い頃は野球少女で小さい頃からの夢は日本で初めての女性の野球解説者でし

た。リトルリーグに入っていた時、ある時からまったく男子の球が取れなくな

りました。小学校 5 年生まで男の子には負けていなかったのですが、ある時を

境に男子の球が取れなくなったため、野球の解説者ならば…なれるかもしれな

いと思った次第です。その後、何かスポーツにかかわる仕事がしたいと思い、スポーツニッポン東京本社

に入社しました。配属されたのは広告局。パワハラセクハラの言葉も概念もない時代です。 

広告局の女子社員として会社のために接待の日々でした。当時は浴衣を着ての接待とか普通にあったので

す。 

その後、ホテルの仕事に従事しました。ホテルでは女性社長のもとで「ホスピタリティとは何か」を徹底

的に学びました。 

たとえば女性が一番きれいに見える花の活け方は何かなど、今でもそういった事を考えるのが好きです。

当時ホテルも何か付加価値をつけないと生き残れない時代。その時代はスパ部門の充実でした。これらの

資格はほとんど取得させていただきました。 

国際アロマセラピスト、もちろん日本のアロマセラピストの資格、民間の資格ですがフィジカルトレーナ

ー等です。 

その後父の劇団にくるように言われ、経理職を経て劇団の社長となりました。 

父は作家の井上ひさしです。他界して今年で 10 年になります。父はこまつ座という劇団を作っており、今

年で 39年目となります。 

劇団の仕事はとても忙しく何から何までこなします。年間 250 日以上の出張と公演の日々です。お芝居作

りが合っているのかわかりませんが、何か問題が生じたらそこから何を学ぶのか、そして悩みではなく問

題として捉えて解決する方法を考えるという日々が続いています。コロナ禍の中で演劇の仕事も本当に大

変な試練がありますが、その合間をぬって沢山の皆様とお話がしたいです。人は人が財産と育ててもらっ

た事を生かしてまいりたいと思います。どうか宜しくお願い申し上げます。 



 

・佐々木裕子会員 

道端先生のご紹介で昨年 12 月より紀尾井町ロータリークラブに入会いたしま

した、佐々木 裕子と申します。 入会を許可してくださいました皆様方に感謝

いたします。 

   私の父は福井県鯖江市で内科医の三男として生まれ、また母は滋賀県長浜市で

造り酒屋の三女として生まれました。 

    私は高校生まで大阪府箕面市で育ちました。大学では児童学科に進み子供を取

り巻く環境や教育について学びました。その時に学んだ、犯罪者と食事の話が、

今でも記憶に残っております。 

   『食育』と申しますように人の体は食べ物でできているのでどのようなものを

どのような環境で食べるかと言う事はその後の人間形成にすごく影響している

んだと言うことを勉強いたしました。 

    人が犯罪を犯すと言う事は許し難いことではあります。 

 しかし毎日の食事がスナック菓子であったり、夜ご飯は、子供が学校から帰ってくると玄関ドアにぶら下

がっているコンビニのおにぎり、そして、一人きりの食事。私は大学生の時に衝撃を受けたことを今でも

よく覚えております。 

 卒業後は全く違う世界に就職をしましたが、その後結婚して子育ての際には大学時代に学んだことがとて

も役に立ったと思います。 

    子供の時はイライラすることもありたくさん叱りたかったのですが、ないはないなりにも、良いところを

探し褒めておだてていった気がします。 

    父が商社に勤めていたので、出張が多く家に父親がいないことが多かったのですがお土産に買ってきても

らった人形やぬいぐるみ日本ではあまり見かけないような配色やデザインを見て、子供心に海外にすごく

興味を持ちました。 

    その後大学の専攻とは全く違う世界への就職を希望したのも その流れなのかもしれません。 

 私は大学生より東京で暮らしておりますがいまだに大阪弁が抜けません。その後就職いたしました航空会

社ではアナウンスの時にどうしても大阪弁のイントネーションが抜けず先輩から何度か注意を受けたのを

覚えております。 

 私は子育て中も仕事を続けていたのですが主人とは職場結婚でしたので、それぞれのシフトをずらし 25 年

位前から育メンを強要してしまったかも知れません。 今となればとても感謝しております。 

    私の人生においてとても影響のあった人物、それは航空会社を退職後秘書として勤務しておりました『株

式会社ジュンアシダ』の芦田淳であります。 

    芦田は美智子上皇后のお母様にあたられる、正田富美子様のデザイナーをしておりました。 

芦田は正田様より色々学ばれたようで、その時の出来事を 部下である私達に度々話をしてくれました。 

○信用は築く事は、大変だけれども一瞬にして崩れ去る。 

    ○どうやったら相手が喜んでもらえるか、相手の気持ちに立ちなさい。 

 芦田は、どうやったら相手が美しくなるのかを考えながらデザインをしていると常々言っておりました。

芦田は本当に厳しい人で私は毎日毎日怒られておりました。今となりますと、言われていた事は間違いで

はなく、むしろそのくらい指摘してくれている人は他にはいなかった。と言うことがよくわかりまし

た。 私が勤めていた時に日本経済新聞社の『私の履歴書』に芦田淳が 1 ヶ月にわたり連載されました。今

でも社長室の机にたくさんの写真を緊張しながら時系列順に並べていった事が思い出されます。 

    私は今までご縁があって色々な方々と関わって参りました。今後はまた紀尾井町ロータリークラブの会員

として皆様方と共に歩んでいけることを本当に誇りに思い感謝しております。まだまだ未熟な私でござい

ますが今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

・髙橋祐樹会員 

    都合により次週掲載 

９．閉会の辞   大竹章裕会長 

                                                  

４/１５お客様  牛島 聡様（東京お茶の水ＲＣ） 青木隆幸様（東京お茶の水） 

                                                    

 

 



 

 

【にこにこボックス】             本日の合計 170,000円（38件） 累計 2,395,000円（743件）

牛島  聡君：本日よろしくお願い致します。（次

年度ガバナー補佐（東京お茶の水Ｒ

Ｃ）） 

熊川 貴昭君：本人誕生日。明日で 44 歳になりま

す。私達、歯科医師も自粛期間中に

医療従事者慰労金を国から頂戴致し

ました。全額寄付させて頂きます。

紀尾井町の奉仕活動にお役立て頂け

ましたら幸いです。 

前原 秀一君：本人誕生日。４月 14 日で 47 歳にな

りました。4 月 9 日のゴルフコンペ

お疲れ様でした。小島さんから「小

島さん賞」を頂きました。有難うご

ざいました！ 

佐伯美穂英君：本人誕生日。イニシエーションスピ

ーチ楽しみにしています。 

齋藤  学君：本人誕生日。4/1 で 52 歳になりま

した！ 

西岡 孝志君：本人誕生日。 

目代 純平君：妻誕生日。 

大竹 章裕君：本日は次年度ガバナー補佐・牛島様、

次年度分区幹事・青木様、ようこそ

お越し下さいました。有難うござい

ます。 

坂田 生子君：次年度ガバナー補佐・牛島様、分区

幹事・青木様、今日は有難うござい

ます。イニシエーションスピーチの

皆様、よろしくお願い致します。と

ても楽しみにしていました。渡邊 

俊一君：牛島ガバナー補佐エレクト、

青木分区幹事エレクト、本日はお越

しいただき有難うございます。また、

一緒に飲みに行ける機会が早く来る

ことを願っております。 

髙橋 裕樹君：本日イニシエーションスピーチをさ

せていただきます。よろしくお願い

します。 

井上 麻矢君：イニシエーションスピーチさせて頂

くので！ 

石川ヒロ子君：宇田川さん、井上さん、佐々木さん、

髙橋さん、イニシエーションスピー

チ楽しみです。宜しくお願い致しま

す。 

中村ひろみ君：宇田川さん、井上さん、佐々木さん、

髙橋さん、イニシエーションスピー

チ楽しみにしておりました♡ 

三村智恵子君：コロナは終息するどころかますます

大変なことになっていますね！！イ

ニシエーションスピーチ楽しみです。 

今井 千晶君：宇田川さん、井上さん、佐々木さん、

髙橋さん、イニシエーションスピー

チ楽しみにしています。 

谷井  玲君：宇田川さん、井上さん、佐々木さん、

髙橋さん、今日は楽しみです!!宮地 

勝美君：新入会の皆様、本日のイニ

シエーションスピーチ楽しみにして

います。 

林 ひろみ君：イニシエーションスピーチ楽しみで

す。 

原田 尚彦君：イニシエーションスピーチ楽しみに

しています。 

宮地 勝美君：新入会の皆様、本日のイニシエーシ

ョンスピーチ楽しみにしています。 

宗田 裕司君：先日の金曜日、ゴルフ同好会コンペ

が千葉カントリーにて 12 名参加で

行われました。天候に恵まれ楽しい

一日でした。松山君のマスターズ優

勝を喜びつつ同好会も益々盛り上が

って行きましょう！ 

茨田 浩之君：4/9 ゴルフ同好会コンペを好天の中

行いました。優勝、森田さん、準優

勝、ゴルフ同好会会長・宗田さんで

した。おめでとうございます。 

深尾 一郎君：4/9 千葉カンでのゴルフ、楽しかっ

たです。 

日高 正人君：入学・卒業。娘が小学校に入学しま

した。給食が楽しみにようです。 

中村 俊輔君：太ってスーツのボタンがしまりませ

ん。ダイエットします。 

金丸 精孝君：昨年 9 月に生まれた孫にようやく会

えました。 

小島 清治君：これからも元気に皆様と過ごしたい

です。 

吉野 次郎君：母の白内障の手術が無事終わりまし

た。 

大島  幹君：今日もよろしくお願いします。 

西脇  修君：新入会員の皆さんよろしく。 

松島  寛君：その他。 

浅見  亨君：寸志。 



 

平島 有希君：寸志。 

石川 隼一君：寸志。 

井上 行央君：寸志。 

 

黒田 善孝君：寸志。 

中瀬 賀暁君：寸志。 

渡邉 藍子君：寸志。 

 

【米山財団寄付】 

岡垣 栄治君：イニシエーションスピーチ楽しみです。 

宇田川燿平君：本日はよろしくお願い致します。 

堀内 雅史君：寸志。 

 

 

 

                         


