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国際ロータリー2013～14年度会長 ロン Ｄ．バートン 

  

第 2611 回例会 平成 26 年 6 月 13 日（金） 

 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

◇ ロータリーソング     

それでこそロータリー 

◇ 四つのテスト      福田 朗 会員 

◇ お客様 

成田コスモポリタンロータリークラブ 

水口 康司 様、大木 裕信 様 

◇ ニコニコボックス 

遠藤 英一 会長：久しぶりの晴天です。そして今日の例会場は、周

りにお酒のボトルが沢山あり景色が大変素晴らしく、とても例会をや

るような雰囲気ではないのですが、あと 3 回で私の会長挨拶も終わり

ということでニコニコいたします。 

岸田 照泰 会員：「結婚記念おめでとうございます」のカードをい

ただきまして有難うございます。先日、薬師殿の御用材の調達に奈良

へ行って参りました。薬師殿は後世に残る建物にすべく良い材料を調

達しなければならないものですから、よくよく吟味をさせていただき

まして、奈良の吉野の檜ということになりました。17、8 メートルの

素晴らしい檜材を用意することができ有り難く思っております。あと

4 年後に建立となります。どうか宜しくお願いいたします。そしてあ

りがとうございました。 

石橋 菊太郎 会員：去年 2 月、インターアクトクラブの地区の指導

者講習会から始まり、今週の日曜日、次年度の交換留学生の認証書授

与式まで 16 ヵ月に渡り地区の委員長を務めさせていただきました。

お陰様で大過なく終えることができました。一つ印象的な出来事とい

たしまして、REX がサマーキャンプをやるということで台湾へ行き

ました。行く時にパスポートの期限切れが一人見つかり、その子が行

けなかったことが晴天の霹靂でしたが、その子はパスポートを取り直

し別の所へ行くことになりました。とりあえず 16 カ月間ありがとうございました。 

滝澤 尚二 会員：ただいま『第 3 滑走路を実現する会』ということ

で署名を集めております。かなりの数が集まっておりますが、一部誤

解を与えている部分がありますのでそれを訂正させていただきます。

用紙の中に、署名簿と入会申込書がありました。会社の仕組みによっ

ては、「入会となると本部倫理になり結構難しくて私のところでペンデ

ィングしているんだ」という話を耳にしました。しかしそうではなく、

入会しなくても署名を 20 人でも 30 人でも集めてくれれば有り難いと言いましたところ、

2 日後に 30 人の名簿を持ってきてくれました。必ずしも入会金が必要ではありませんので
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みなさんご協力お願いいたします。 

喜久川 登 会員：宇宙旅行へ行くメンバーでの今年のイベントは

無重力の体験でした。回覧している写真の真ん中 4 名が一緒に行く

メンバーです。プラス二人はお孫さんと関係者です。これは宇宙旅

行が決まり10年経ちましたものですから様々な理由で2人リタイア

しました。誰かに売ったりすることはできませんが、3 親等以内だっ

たらバトンを渡せることになっております。ということでメンバー

が若干変わっております。マスコミ各社から取材の申し出があった

ようですが、著名な方が多いのですべて断られておりました。無重力というのはジェット

機で 8,000m くらいの所まで急上昇して急降下します。人工的に無重力の世界を作るわけ

です。その間約 20 秒。日本で唯一運営している場所でやったのですが機長さんも非常に喜

んでおりました。年間 1 回の飛行でだいたい 5 回だそうです。それを私達は 10 回やって

いただきました。非常に面白い無重力体験でした。 

小川 賢 会員：6 月 5、6、7 日、上部団体の年度総会が鹿児島で

行われたためロータリーの例会を欠席いたしました。6 月 10 日が結

婚記念日ということで、自宅に大吟醸が届きました。45 年前成田山

の前の第一信徒会館で式をやるつもりでおりましたが、大本堂の建

立ということで閉鎖され、止むを得ず千葉神社で結婚式を挙げ 45 年

を迎えました。ありがとうございます。 

 

◇ 会長挨拶   遠藤 英一 会長 

 皆様こんにちは。梅雨も本番、毎日うっとうしい日々が続

いておりますが、皆様の体調はいかがでしょうか。ただ、こ

の数週間または数ヶ月が過ぎれば、秋には大いなる収穫が望

めることとなりますので、今しばらくは我慢の時間であると

思います。 

さて、本年度も皆様のご協力により通常例会での私の挨拶

も今日を含めてあと２回を残すだけとなりました。これは本

音でありますが、例会時の会長挨拶のテーマを考えることが

毎週、毎週の大きなプレッシャーとなっておりましたが、ようやく解放されます｡これまで

ほぼ１年間どうやら挨拶を続けられたのも、大したテーマでもない私の挨拶に会員の皆様

がとりあえずは耳を傾けてくださったお蔭であることに感謝いたしております。 

本日はこの後、次年度松田年度の松田会長をはじめとした各委員長の皆様の活動方針の

発表が行われることになっております。私もクラブ研修委員会と指名委員会の委員長を仰

せつかりましたので、次年度の活動方針についてお話いたしたいと存じます。 

このところ、例会時の時間が押すことが多くなっておりますため、次年度の活動方針の

発表に十分な時間を取っていただけるよう、会長挨拶はこの辺で終わりとさせていただき

ます。 

最後になりましたが、成田コスモポリタンロータリークラブの水口様、大木様、本日は

成田ロータリークラブの例会にようこそお越しくださいました。楽しい時間をお過ごしく

ださい。ありがとうございました。 

 

◇ 幹事報告  成田 温 幹事 

＜回覧＞ 

１． ガバナー事務所より訃報がまいりました。 

    2010－2011 年度ガバナー織田吉郎氏が、 
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さる 6 月 6 日ご逝去されました。   

２．最終例会の出欠                       

 

◇ 次年度委員長 活動方針発表 

司会／進行 神﨑 誠 次年度幹事 

・次年度会長    松田 泰長 会長 

 成田ロータリークラブ 2014-15 年度の会長を仰せつかりました松

田です。2002 年 1 月の入会から 12 年 6 ヶ月となりました。入会 3 ヶ

月の時のホームミーティングで諸岡謙一先輩からお聞きした職業奉

仕のおはなし、正直あの時はとんでもないところに入会してしまった

なと思いました、その後半年で週報委員長を命ぜられ当時は活字だけ

の外注印刷だったものを全て自前のスタイルに立ち上げることから

始まり、2004 年大阪での国際大会参加、源流の会入会、JRIC 入会、2006 年の C.L.P.立上

げメンバー、2007 年小川年度の幹事職、創立 50 周年記念幹事長、2012 年地区職業奉仕委

員会出向、RLI 参加、等々、今思うとあっという間の 12 年間でした。 

就任にあたりの挨拶は活動計画書に記しておりますので、ここでは次年度の骨子だけを

お話したいと思います。 

成田ロータリークラブは安定した会員数、1 時間では足りなくなりそうな例会の充実度、

幾つもの奉仕活動、多岐にわたる親睦行事、記者クラブとの定期協議会、地区の先陣をき

ったクラブ研修セミナー、これらの結果は 2790 地区の中でも常にリーダー的なクラブと

して注目を浴びています。 

8 年前の C.L.P.導入で大規模修繕を行いました、その研究、話し合い、準備には 1 年半の

長い時間をかけての実施でした。じっくり練り上げたスタイルでしたが 1 年を過ぎると幾

つかの不具合が出てきました、実施 3 年目の秋葉博行会長は年度計画に P.D.C.A.(プラン・

ドゥー・チェック・アクション)を提唱して問題点の発見とその修復の手法としました。今

年度はこの P.D.C.A.を更に積極的に進めるとの思いで、2014－2015 年度のターゲットを

「クラブ・メンテナンス」とします。 

歴代年度で発案され継続して行われている事業はどれも素晴らしいものです。それらの事

業を行うには担当委員会の準備から実行における努力と役割は大きなものがあります。た

だ、これらの事業を考え創り出したあの時の熱いロータリー理念が、繰り返し事業となっ

てしまうと薄れてしまい参加する会員も減少してしまいました。 

 今年度は、クラブ運営、奉仕プロジェクト、それぞれの原点に戻って見直しを行いたい

と思います。どこを補強し、なにを新しいものに置換えるかを考えながら、長期計画(C.L.P.)

特別委員会からの長期計画、具体的な中期計画（プロジェクト）を理事会へ提出、審議決

定へと道筋を作っていきたいと思います。 

 我々が諸問題を討議するとき、各人の立場、価値観、経験値、などにより意見の相違が

必ず起こります、10 年前の C.L.P.準備の 1 年半の討議では各人の思いにロータリー理念と

寛容の心そしてクラブのためをプラスして考え成功したことを思い出してください。 

この計画は決して結論を急ぎません。幾つかの案件の中で、すぐ出来るもの、時間を要す

るものなどを考え、ゆっくりと大切に進めていきたいと思います。 

一年間よろしくお願いします。 

 

・次年度幹事    神﨑 誠 幹事 

この度、松田会長のもと幹事の大役を務めることとなり、身の締まる思いです。勉強し
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ながら調整役を頑張ります。 

松田年度のターゲット「クラブ・メンテナンス」をおこなうため

にクラブの運営、奉仕プロジェクトなどそれぞれ原点に戻って見直

しをすることとなりました。 

成田ロータリークラブのより一層の活性化、会員同士の親睦友情の

育みや、地域社会への奉仕、貢献支援のため会員皆様のご指導ご協

力を宜しくお願い申し上げます。 

 

・次年度会計    小柳 政和 会計（代読 甲田 直弘 副会計） 

入会 1 年の私が、会計という重責を任されることになり不安でい

っぱいです。 

しかしながら、指名を受けた以上は職責を全うすべく松田会長の

年度基本方針に従い限られた予算の中で、有意義なロータリー活動

が実践できるよう微力ながら努めてまいる所存です。 

 次年度繰越金 100 万円の達成を果たすべく各委員会におかれまし

ては、予算内での活動をお願い申し上げます。また、移動例会や各種行事には例年どおり、

自己負担をお願いすることもあると存じますが、会員皆様のご理解ご協力をお願い致しま

す。 

 ロータリークラブのお金を生かすことが、今後の成田ロータリークラブの益々の発展に

寄与することと確信しております。ただ、お金のことばかり気にしますと有意義で楽しい

活動ができなくなることもありますので、会員の一人としては例会や各種行事に一意専心

取り組んで行く所存です。ご指導宜しくお願い申し上げます。 

 

・次年度会員増強・退会防止委員会 小寺 真澄 委員長 

次年度で入会３年目、当委員会に携って２年目になりますが、

まだ、成田ロータリークラブやロータリーのことを理解出来てい

ない中このような大役を引き受けることになりました。 

 諸先輩のご指導を賜りつつ会員の拡大や積極的に参加するクラ

ブ活動をめざします。 

 今年度の委員会としては、 

 １ 会員拡大活動は、前年度の活動を引き継ぎ、特に女性会員の増強に努めワンハンド

レットクラブを目指します。 

 ２ 退会防止活動は、定期的にクラブの現状分析を行い、クラブの良い点や問題点を皆

で考え、改善に努めます。 

 ３ 他委員会との連携を計り「入会候補者向けの説明会や新会員オリエンテーション」   

を開催出来るよう努めます。 

 次年度は、「活気あふれるクラブ」を目標に会員皆様のご指導ご協力宜しくお願いたしま

す。 

・次年度クラブ広報委員会 堀口 路加 委員長 

私は２０１２年の１２月に浜松から成田ロータリークラブへ

移籍させていただいたばかりで、まだ 1 年半しか経っていない

ものですから、成田ロータリークラブのことが決して十分に分

かっているわけではありませんし、経験、見識も力不足である

事は、皆さんも十分ご承知上のことと思います。また地域の情

報に大変疎いものですから、クラブ広報委員会という会の委員

長としての役割が 1 年間務まるか大変心配しておりますがどう
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ぞよろしくお願い致します。 

クラブ広報委員会の活動といたしまして 3点計画しております。 

１． メディア協議会の開催 

池内前委員長の尽力により軌道に乗せていただいた成田空港記者クラブとのメディア協

議会を継続します。このメディア協議会はロータリークラブの地元メディアに対する広報

活動として大きな効果と意義をもち、国家戦略特区に選定された地元成田市、成田国際空

港を取り巻く情報等を切り口にして、年４回（７月、10月、２月、4月）開催予定。 

２． ロータリー雑誌紹介  

世界や日本のロータリーの状況やロータリー活動についての情報や思いを共有し、ロー

タリーライフを深め、又クラブが RIと直結しているという認識を深めていくために、第一

例会において１０分程度ロータリーの友の記事を紹介します。 

３． ホームページの更新充実 

ロゴの変更の他、ホームページに定款及び定款細則（最新版）を掲載する他、ロータ

リー関係のリンクの充実を図ります。又、会員名簿についても異動があった際に速や

かに情報を更新します。 

 

・次年度クラブ管理運営委員会 石橋 菊太郎 委員長 

今年度は、宇佐美ガバナーにより漸く地区でも管理運営委員会

が発足しました。DLPの新たな展開と言えます。 

また、昨年までのクラブ奉仕委員会に含まれていた「会員増強・

退会防止委員会」と「広報公共イメージ委員会」を独立した委員

会としました。 

既に当クラブではこれらの組織だては済んでおり、地区委員会

に出席しても何ら違和感がなかった事は、私たちが CLP を消化吸収している事だと自負し

ました。 

地区では未だ特別委員会の設置が為されていないので、研修委員会も含まれています。 

当クラブは、長期計画（最近戦略計画ということが RIでは多い）に準じて年次目標を掲

げています。 

その目標を達成するには奉仕プロジェクト委員会と連携して充実した 1 年にしたいと思

います。 

そのためには 

・会員のコミュニケーションを図るため会報の充実と情報発信及び連絡 

・会員間の相互理解を深める親睦活動の企画、実践 

・魅力ある例会作りや特別なプログラムの作成、実施、管理 

・多様性ある趣味でつながった同好の志による自主的な活動を通じて活発な運営を図りた

いと思っています。 

具体的には、委員会のリーダーと十分な検討を重ねた上で着手します。 

ロータリークラブは継続しています。 

昨年までの事業を継承しつつ、本年度の存在があるわけです。 

それらの事業・クラブの運営を見直すことも大切なことです。 

CLPによる PDCAそのものです。 

松田会長の言う「クラブ・メンテナンス」の一言に尽きます。 

そして、来るべき次年度体制に橋渡しをしていくことが肝要です。 

最後に、今年は単事業単決済を心がけていきたいと思っておりますので、皆様ご協力よ

ろしくお願い致します。 
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・次年度奉仕プロジェクト委員会 設楽 正行 委員長 

本年度地区は宇佐美ガバナーのもと大きく組織を変更しま

した。ＤＬＰの確立を目指しての変更であり、各クラブのＣＬ

Ｐへの取り組みの明確化を目指しています。 

しかしＣＬＰについては各クラブの自由裁量となりますが、

委員会セミナー、ガバナー補佐訪問など関口年度を継承しつつ

も独自の方向を確立していくこととなりました。（地区構成表

参照） 

成田ロータリークラブはＣＬＰを 8年前に採用し、長期計画のもと全員の情報共有化を

図りつつ、年度計画を立案し、委員会活動を行ってきました。従って地区との組織運営上

の齟齬が無くなりつつあるわけです。さらにわがクラブはＰＣＤＡの積極的推進を図り、

各委員会活動に対し、チェックを行いつつ有用な活動を行っています。松田年度はＣＬＰ

を採用して以来 7年間の活動を思い、あの熱き思いで立ち上げた活動も年月を経てしまう

と情熱も薄れ、参加者が減少するなど事業一つ一つを真に有効な事業かどうかなどその原

点を思い起こして考え、変えるべきは変え、時代に合った方向性を見出していくというこ

とで、ターゲットを「クラブ・メンテナンス」としました。 

本年度奉仕プロジェクト委員会はこの方向性に従い、長期計画の新たな策定に基づき、

各事業の見直し、変革を行いつつ地域に密着した活動を行い、一般社会にその奉仕活動を

知らしめ、存在感を示すことのできる魅力ある活動となるよう取り組んでいきたいと考え

ています。 

そのためには広報委員会と密接なタイアップのもと、様々なマスコミへの情報のリリース

を行っていくことが肝要であるし、真にマスコミに取り上げなければと思われるような価

値ある事業としての工夫も大切にしていかなければと思うわけです。 

 

・ロータリー財団・次年度米山記念奨学委員長 長原 正夫 委員長 

成田ロータリークラブでは、従来からロータリー財団の寄付は

１千ドル、米山記念奨学会の特別寄付は１０万円を基準に、一括

または分割にての寄付をお願いしてきました。 

今年度のクラブ寄付目標は、例年通りロータリー財団へ１００

万円、米山記念奨学会へ１００万円としましたので、会員各位の

ご協力をお願いいたします。 

米山記念奨学生は、今年度も昨年より引き続き内モンゴル自治

区の孟克巴図（ムンクバト）奨学生（千葉大学大学院博士課程）を受け入れることになり

ました。クラブとしても２年間の受け入れとなり、皆様のご支援・ご負担もよろしくお願

いいたします。 

今年度 2790 地区米山記念奨学委員長も、「将来の日本が進むべき道筋は平和国家の推進

と、若者に平和な日本を肌で感じて頂きたい。」と明言しております。当クラブも国際奉仕

事業の一環として米山記念奨学会へのご協力お願いいたします。 

ロータリー財団では、昨年 7 月から「未来の夢計画」がスタートし、2 年目に入ります。

新しい地区への補助金は、地区に大幅な権限が移譲され、補助金の管理を実施し、各クラ

ブに配分された補助金は、各クラブの責任において管理する。という新たな年度に入りま

した。 

ロータリー財団・米山記念奨学会に関しまして、当クラブ会員皆様のご理解のもと、今

年度もご寄付の分割を行い、なるべく負担の掛からないよう配慮してまいりますので、会

員皆様のご理解とご協力をお願い致します。 
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・次年度Ｓ．Ａ．Ａ．（正）  佐久間 高直 会員 

例会場の監督が役割です。会員皆様が厳格な質の高い雰囲気のな

かにも、楽しい例会だったと感じられるように S.A.A.メンバー同

士、協力していきたいと思います。 

また、成田ロータリークラブは、来訪ロータリアンやお客様が多

い例会ですので、食事や席の確保はもとより歓迎にも心掛けます。

皆様方のご指導ご協力を宜しくお願いいたします。 

 

＜特別委員会＞ 

・次年度長期計画（ＣＬＰ）委員会 小宮山 四郎 委員長 

ロータリーは、先人の英知と努力によって、人間の関係を大事

にする団体、 人間の尊厳を大事にする団体、として進化を遂げ

てまいりました。そして、100年以上が経過しました。 

成田ロータリークラブも、4年前、創立 50周年記念大会が挙行

されましたが、その過程の中では一時期、クラブ活動の会員の減

少が続き、活動継続についての議論がなされ、クラブの活性化を

図るため、8年前、クラブ・リーダーシップ・プラン（CLP）を導

入することになり、当時 18あった委員会を 5 つの委員会に集約し、また、全会員は、クラ

ブ管理部門、奉仕プロジェクト部門の 2 部門に所属することによって、１つの委員会が、

多人数参加型の構成となり、クラブに活気が戻り、会員数も年々増加し現在に至っており

ます。近年、一時期、ＲＩでも地区でも CLP の文字が消えたことにより CLP を提唱するク

ラブが少なくなりましたが、然し、2013～14年度からスタートしたロータリー財団の未来

の夢計画では、奉仕委員会、特に社会奉仕についてのロータリー財団の補助金を利用して

の奉仕活動は長期計画（CLP）そのものと言えます。 

長期計画（CLP）委員会では、次年度以降も継続する中長期のプロジェクトを立案・策定

し、補助金の活用を理事会に提言し、また、松田会長は今年度、クラブ・メンテナンスを

ターゲットとされており、前年度までの事業を含め、個別に洗い直し、精査をし，ＰＤＣ

Ａ（Plan・Do・Check・Action）を積極的に推進して慣例、恒例にとらわれない継続事業、

新事業の在り方を協議し、理事会に提言していきたいと思いますので当委員会委員は勿論、

全会員のご提言、ご協力をお願い致します。 

 

・次年度クラブ研修委員会  遠藤 英一 委員長 

今年度の宇佐見透ガバナーの所信表明及び４月２９日開催の地

区研修・協議会での雰囲気から察するところ、我が成田クラブが

２００７年に小川賢会長のもとでＣＬＰ（クラブ・リーダーシッ

プ・プラン）を導入して以来７年が経過しましたが、ＤＬＰ（デ

ィストリクト・リーダーシップ・プラン）との関係から久しぶり

にＣＬＰが再び話題に挙がってきたようです。当クラブはこのＣ

ＬＰの導入によりクラブの活性化を図っているところでありま

すが、導入以来７年の歳月によりクラブの構成員もかなり変わってきております。 

 本年度は、新会員には例会への出席を積極的に徹底していただくだけでなく、既存の会

員と新会員を区別することなく、宇佐見透ガバナーが主張される「原点回帰」の理念のも

と、３回のクラブ研修会を開催する予定でおります。幸い当クラブは現在受講中の会員を

含めて６人のＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ・インスティテュート）修了（予定）

会員を有しております。これらの会員をディスカッション・リーダとして３回のクラブ研

修会のうち２回はこのＲＬＩ方式による少人数グループ研修会を、１回は教室方式での研
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修会の開催を予定しております。 

 ２００９－２０１０年度に秋葉博行会長が立ち上げたこのクラブ研修委員会は、経験豊

かな会員も新会員も今一度足元（原点）を見つめ直して、ロータリー活動の理念について

さらに深い学習と自己研鑚が得られる場を提供したいと考えております。クラブ機能の拡

充と会員間の知識の共有を目指して、会員の皆様のご協力をお願いいたします。 

 

・次年度指名委員会   遠藤 英一 委員長 

 成田ロータリークラブがＣＬＰを導入して明らかな効果が見られたのは、同時に導入さ

れた指名委員会ではないでしょうか。それまでの会長の指名は毎年非常に難航していたと、

先輩会員からよく聞かされておりました。現在のところ松田会長の３代先（つまり２人）

の会長候補者が選考されています。この期間的な余裕により、指名された候補者は比較的

余裕をもって準備を重ねることができます。本年度、指名委員会を担当させていただくこ

ととなりましたが、会長経験者により構成される委員会をもって、今年中には公正な判断

に基づいて指名推薦の手続きをとらせていただきたいと考えております。 

 

・次年度内規規定委員会  角田 憲司 委員長（代読 神﨑 誠 次年度幹事） 

 当委員会の役割は、成田ロータリークラブの定款がＲＩの標準クラブ定款に合致してい

ることを前提として、当クラブの活動方針や活動内容と定款・細則・内規との整合がとれ

ているか、矛盾をきたしていないかの検討を定期的もしくは随時行うとともに、ＲＩの定

款変更や追加など新たな動きを迅速かつ適切に当クラブの定款や細則に反映させ、常に最

適化を図ることと考えます。 

 そのためには本年度の活動方針・活動内容をしっかり理解するとともに、きめ細かく情

報・意見の収集に努め、タイムリーかつ適切な検討が図れるよう努力する所存ですので、

皆さまのご協力を切にお願いいたします。 

 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

 

※ 平山金吾会員よりニューモラルを全会員分頂きました。 
 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

諸岡 靖彦 会員 ５月６日 
次年度地区ロータリーリーダー
シップ研究会（ＲＬＩ） 

松田 泰長、神﨑 誠、成田 温、石橋 菊太郎、吉田 嘉浩 
甲田 直弘、角田 幸弘、音花 昭二、福田 朗 各会員 

6 月 6 日 次年度クラブ会報委員会 

日暮 俊久、仲村 盛政、小川 賢、小寺 真澄、池内 富男 各会員 6 月 10 日 囲碁同好会 

平山 金吾 会員 6 月 10 日 米山理事会 

堀口 路加 会員 6 月 12 日 地区米山奨学委員会 

平山 金吾、設楽 正行、諸岡 靖彦 各会員 6 月 14 日 
市原ロータリークラブ５０周年
記念式典・祝宴 

諸岡 靖彦 会員 6 月 15 日 
次年度地区ロータリーリーダー
シップ研究会（ＲＬＩ） 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６７ ６６ ４０ ２６ ６０．６１％ １００％ 

事務局 〒286-0127成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 


