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PEACE THROUGH SERVICE
R.I.会長テーマ

“奉仕を通じて平和を”
会長 田中 作次

第2680地区 宝塚中ロータリークラブ

本日の例会　　6月25日（水） 次週予告　　7月2日（水）
● ソング

● プログラム

「それでこそロータリー」
　　　　　　野木　久子　会員

２０１３－２０１４年度最終例会

● ソング

● プログラム

「奉仕の理想」
　　　　　　田中　哲三　会員

小山会長活動方針及び役員挨拶
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会長　大西　利哉
　みなさん今晩は、本日のお客様は来期ご入
会希望の 作田知子 さまです。歓迎します。ご
ゆっくりお過ごしください。
　先日のバス旅行は楽しかったですね。お酒
が飲めない私でも、おいしい料理楽しい雰囲
気はこの上ない幸せを感じました。シェフの
こだわりメニューと、ワインの雑学が少し増
えました。(もう忘れていますが)　皆さんは試
飲だけでかなり満足されていましたので、幸
い余計な出費はありませんでした。本当は、
クラブから少しは充当できればよいのです
が、後ほど会計からご報告申し上げますが、
かなり厳しい財政となっています。皆様のお
知恵を拝借したいと思います。
　いよいよ、来週で2013-14年度が終わりま
す。ゴール目前ですが、転倒しないように気
を引き締めてゴールしたいと思います。

年度末会務報告
会長　大西　利哉

　まずは、色々と不行き届きがあったことを
お許しください。皆様の大切な時間を、私ご
ときに預けて下さいまして、ありがとうござ
いました。またプログラムの内容も付け焼刃
で行ってきたことも重ねてお詫びいたしま
す。有意義な例会を楽しんでいただけました
でしょうか。実際、自分の仕事と全く異質な
ロータリー哲学というものに触れ、たいへん

戸惑いました。しかし、改めてロータリーの
考え方を｢会長の時間｣の資料集めをすること
で、何となく理解できるような気がします。
とにかく、素晴らしいことを言っていること
は、間違いないのですが、頭の良い方たちが
難しく解釈するので、余計にこんがらがり解
りにくくしているのではないのかと思ったり
します。今年度の会長運営方針で述べました
思いが実行できたでしょうか。
　ロータリーの目的の中の第一番目に「知り
合いを広めて、奉仕の機会とする」がありま
す。これを踏まえて、今期の私のクラブ運営
方針は、親睦を通して、奉仕の糸口をつか
み、意思を一致団結して大きな力となって目
的を達成することにしたいと思っています。
我が宝塚中ロータリークラブの歌にもあるよ
うに「語り合おう明日が明けるまで」の精神
で屈託の無い楽しいクラブを作っていきたい
と思います。）と書かせていただきました。
自画自賛ですが、皆様の協力のおかげで、方
針通りだった様に感じます。いかがでしたで
しょうか？

第1008回例会報告 6月18日（水）
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ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES
R.I.会長テーマ

“ロータリーを実践し　みんなに豊かな人生を”
会長 ロン・Ｄ・バートン

第2680地区 宝塚中ロータリークラブロータリーを
実践し

みんなに
豊かな人生を

ロン D. バートン
2013-14年度RI会長

　今期は他クラブの周年行事も多く、出費も
かさんだことでしょう。しかし、大勢の方が
出席され、ありがとうございました。例年の
ことかもしれませんが、反省点はニコニコに
手を付けないでと思っていましたが、どうし
ても赤字になる計算のようです。以前から不
足していることは、感じていましたが、田村
会計委員長の具体的な数字を見ますと、今更
ながらこれでよくやってきたものだと驚いて
います。会費値上げではなく、ニコニコのほ
かを考えなくてはいけません。資金確保がな
いと思うような活動に活かされません。最終
的には、やはり会員増強と経費節減を頑張ら
ないと、という意見になりそうです。会員増
強につきましてお二人の方にご入会いただき
ました。当初の目標は、5人増強と、大見得を
切りました。来期にも数名の入会者が見込ま
れるようですが・・・。しかし、田中稔二さ
んのご逝去と中迫さんの
体調不良による退会な
ど、２名の減少となりま
した。
　来期もさらに魅力ある
クラブの在り方を求めて
いきましょう。

幹事として
幹事　前田　正明

　この一年あっという間に終わってしまいま
した。最初は長いなと感じておりましたが振
り返りますと早かったなと感じています。
　黒田庄のバス旅行・宝塚3クラブ合同社会奉
仕活動・「高齢社会について考える」講演
会・1000回記念例会・移動例会「蛍の夕べ」
など今期ならではの活動がありました。
　大西会長はじめ各理事役員・会員の皆様の
ご協力により、幹事として極めて頼りない私
を何とか最後まで支えていただき本当にあり
がとうございました。
　ご不満な点、不行き届きの点、多くあった
と存じますが寛容の精神でお許しいただき感
謝いたします。
　残念なことは、アンケートのご協力を頂き
ながら例会の食事がうまくいかなかったこと
です。反省いたしております。
　個人的には、幹事として宝塚3クラブをはじ
めとして、阪神第3グループの会長・幹事の方
とお知り合いになり、少しは親睦がひろがっ
たかな？と喜んでおります。

年度末報告書　
副会長・クラブ管理運営委員会　

委 員 長　小山　一子
副委員長　蓮尾　春輝

　例会運営委員会は、川添祐照委員長のも
と、ソング・出席報告・にこにこの発表など
スムーズに進行されました。
　親睦活動委員会は、竹原善記委員長のも
と、受付・ゲストのご案内、会員・連れ合い
誕生日、結婚記念日などのお祝い、新入会員
の研修などにも取り組み、スムーズに進行し
ました。
　その他は、会長・幹事の絶大なる努力のも
とに、プログラムも充実し、卓話も心待ちし
無事に終了することができました。
　会員の皆様のご協力に心より感謝申し上げ
ます。次期も変わらぬご協力をお願い致して
おきます。ありがとうございました。
★毎月第三例会の「リフレッシュイエクササ
イズ」今期11回実施。通算「256回」となりま
した。

会計随想　徒然なるままに
会計　田村　久子

　6月18日現在、本会計の残金は、298,361円で
す。会費未納金160,000円をプラスすれば何と
かなりそうですが、既に20周年記念行事残金
573,713円を繰り入れています。会員数28名と
考えると1人当たり58,659円の不足です。半期
で30,000円の値上げで、やっと帳尻が合うと考
えられます。
現在の会費125,000円　
固定費だけで1人当り半期経費は131,664円(会報
代含めず)となります。
　宝塚三ロータリークラブ内での取り決めが
あり、会費の値上げ不可能なら、経験不足で
すが知恵を絞ってみました。
①出費を減らす
　例えば、宝塚三ロータリークラブの同居
②無駄を省く
　例会の出欠予定をとる。当日前日連絡でな
く、欠席予定で出席になればエビフライにす
る。ドタキャンはペナルティーで、「○○
BOX」を設け、入れてもらう。
③運営費を別途集める。
④ニコニコの徴収額を上げる。

職業奉仕
委員長　草野　　旦

職業奉仕について考えた一年でした。
　“真実かどうか
　　みんなに公平か
　　好意と友情　深めるか

　　みんなのためになるかどうか”
　それが職業奉仕の全てであると考えた一年
でした。委員長としての仕事は十分にはたす
事が出来ず反省致しております。

社会奉仕
委員長　馬場　和代

　何をするのかが、悩ましく大きな問題です。
竹原・大門両先生の御協力を得て開催した講
演会“高齢社会について考える”は時宜をえ
た内容で良かったと思います。これからも、
“役に立つ”奉仕活動が出来ればと考えてい
ます。

青少年奉仕
委員長　野木　久子

　十分な活動が出来ず、落第点だったと思い
ます。次年度頑張ります。

○蓮尾　春輝　会員
　　今年度も終わりに近づいたのに、まだニ
　コニコが残っていました。
○古川　彰治　会員
　　ノルマ達成ニコニコ。先週欠席のお詫び。
　会費納入よろしく。
○小山　一子　会員
　　作田知子様ようこそ。どうぞごゆっくり
　お過ごし下さいませ。ご入会お待ちしてい
　ます。
　　大西丸もうすぐ接岸ですね。最後までよ
　ろしくお願い致しますよ～。にこにこ！　
○草野　旦　会員
　　いよいよラストですね！！梅雨空にまけ
　ず、ラストスパートを！！
○栗田　義博　会員
　　次期の予定、バタバタしていてすいませ
　ん。何とか皆様の協力のもとに楽しい年度
　にしたいと思っています。ニコニコ
○槇野　稔　会員
　　本年もお世話になりました。最後のニコ
　ニコです。
○中村　敏治　会員
　　おいしいワイン、料理、それに銘菓と楽
　しいバス旅行有難うございます。
○那須　範満　会員
　　１５日のバス旅行ではおいしいワインと
　フランス料理を頂きました。

　　   本日合計　　　　　　￥55,000円
　　　本日までの累計　　￥1,159,410円

（野木　久子　記）

◆本日のソング
「四つのテスト」

槇野　稔　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
作田　知子　様（小山会員の知己）　

◆スポット
◯栗田　義博会員（次期幹事）
　　神谷さんが体調不良のため、今期限りで
　退職されます。
　　後任は、娘さんの神谷　チサ様にお願い
　しております。

リフレッシュエクササイズ　№256
2014年6月18日
小山　一子

皆様　今晩は
★21期第11回、通算256回、今期最後の「にこ
にこエクササイズ」です。
　本日もよろしくお願い致します。
日本列島「梅雨」に入っています。
高温多湿、日照時間も短く寒暖の差が大きい
時、「古傷が目を覚ます時」でもあります、
パワーアップし回復力を高めるエクササイズ
です。
★「パワーアップエクササイズ」です。
　1） 手首をしっかり捻じりながら大きくゆっ
　　くり深呼吸2回
　2） 足を腰幅に開き、手首をぶらぶら致しま
　　す。（手首・足首・首）凝らせてはいけ
　　ない「三首」。回したり縦・横にも振り
　　ます
　3） 両手の親指を中にし軽く握ります
　4） ヒザの力を抜き、腰を少し低くし右手か
　　ら前突き8回
　5） 右手から横突き8回
　6） ぐっとしゃがんで　右手から上突き8回
　7） 呼吸調整を行い、深呼吸し、親指を中に
　　して「クンバハカ」して終わります。
★無理なく一日に何度でも行い、うっとうし

会長の時間

プログラム

い梅雨を、明るく元気に爽やかに乗り切って
下さいませ。
　今期大西会長命により実施いたしました
が、少しでもお役に立てましたでしょうか？
　お役に立てておれば嬉しく存じます。心よ
り感謝致します。ありがとうございました。
　―完―
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　　みんなに公平か
　　好意と友情　深めるか

　　みんなのためになるかどうか”
　それが職業奉仕の全てであると考えた一年
でした。委員長としての仕事は十分にはたす
事が出来ず反省致しております。

社会奉仕
委員長　馬場　和代

　何をするのかが、悩ましく大きな問題です。
竹原・大門両先生の御協力を得て開催した講
演会“高齢社会について考える”は時宜をえ
た内容で良かったと思います。これからも、
“役に立つ”奉仕活動が出来ればと考えてい
ます。

青少年奉仕
委員長　野木　久子

　十分な活動が出来ず、落第点だったと思い
ます。次年度頑張ります。

○蓮尾　春輝　会員
　　今年度も終わりに近づいたのに、まだニ
　コニコが残っていました。
○古川　彰治　会員
　　ノルマ達成ニコニコ。先週欠席のお詫び。
　会費納入よろしく。
○小山　一子　会員
　　作田知子様ようこそ。どうぞごゆっくり
　お過ごし下さいませ。ご入会お待ちしてい
　ます。
　　大西丸もうすぐ接岸ですね。最後までよ
　ろしくお願い致しますよ～。にこにこ！　
○草野　旦　会員
　　いよいよラストですね！！梅雨空にまけ
　ず、ラストスパートを！！
○栗田　義博　会員
　　次期の予定、バタバタしていてすいませ
　ん。何とか皆様の協力のもとに楽しい年度
　にしたいと思っています。ニコニコ
○槇野　稔　会員
　　本年もお世話になりました。最後のニコ
　ニコです。
○中村　敏治　会員
　　おいしいワイン、料理、それに銘菓と楽
　しいバス旅行有難うございます。
○那須　範満　会員
　　１５日のバス旅行ではおいしいワインと
　フランス料理を頂きました。

　　   本日合計　　　　　　￥55,000円
　　　本日までの累計　　￥1,159,410円

（野木　久子　記）

◆本日のソング
「四つのテスト」

槇野　稔　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
作田　知子　様（小山会員の知己）　

◆スポット
◯栗田　義博会員（次期幹事）
　　神谷さんが体調不良のため、今期限りで
　退職されます。
　　後任は、娘さんの神谷　チサ様にお願い
　しております。

リフレッシュエクササイズ　№256
2014年6月18日
小山　一子

皆様　今晩は
★21期第11回、通算256回、今期最後の「にこ
にこエクササイズ」です。
　本日もよろしくお願い致します。
日本列島「梅雨」に入っています。
高温多湿、日照時間も短く寒暖の差が大きい
時、「古傷が目を覚ます時」でもあります、
パワーアップし回復力を高めるエクササイズ
です。
★「パワーアップエクササイズ」です。
　1） 手首をしっかり捻じりながら大きくゆっ
　　くり深呼吸2回
　2） 足を腰幅に開き、手首をぶらぶら致しま
　　す。（手首・足首・首）凝らせてはいけ
　　ない「三首」。回したり縦・横にも振り
　　ます
　3） 両手の親指を中にし軽く握ります
　4） ヒザの力を抜き、腰を少し低くし右手か
　　ら前突き8回
　5） 右手から横突き8回
　6） ぐっとしゃがんで　右手から上突き8回
　7） 呼吸調整を行い、深呼吸し、親指を中に
　　して「クンバハカ」して終わります。
★無理なく一日に何度でも行い、うっとうし

い梅雨を、明るく元気に爽やかに乗り切って
下さいませ。
　今期大西会長命により実施いたしました
が、少しでもお役に立てましたでしょうか？
　お役に立てておれば嬉しく存じます。心よ
り感謝致します。ありがとうございました。
　―完―



会長　大西　利哉
　みなさん今晩は、本日のお客様は来期ご入
会希望の 作田知子 さまです。歓迎します。ご
ゆっくりお過ごしください。
　先日のバス旅行は楽しかったですね。お酒
が飲めない私でも、おいしい料理楽しい雰囲
気はこの上ない幸せを感じました。シェフの
こだわりメニューと、ワインの雑学が少し増
えました。(もう忘れていますが)　皆さんは試
飲だけでかなり満足されていましたので、幸
い余計な出費はありませんでした。本当は、
クラブから少しは充当できればよいのです
が、後ほど会計からご報告申し上げますが、
かなり厳しい財政となっています。皆様のお
知恵を拝借したいと思います。
　いよいよ、来週で2013-14年度が終わりま
す。ゴール目前ですが、転倒しないように気
を引き締めてゴールしたいと思います。

年度末会務報告
会長　大西　利哉

　まずは、色々と不行き届きがあったことを
お許しください。皆様の大切な時間を、私ご
ときに預けて下さいまして、ありがとうござ
いました。またプログラムの内容も付け焼刃
で行ってきたことも重ねてお詫びいたしま
す。有意義な例会を楽しんでいただけました
でしょうか。実際、自分の仕事と全く異質な
ロータリー哲学というものに触れ、たいへん

戸惑いました。しかし、改めてロータリーの
考え方を｢会長の時間｣の資料集めをすること
で、何となく理解できるような気がします。
とにかく、素晴らしいことを言っていること
は、間違いないのですが、頭の良い方たちが
難しく解釈するので、余計にこんがらがり解
りにくくしているのではないのかと思ったり
します。今年度の会長運営方針で述べました
思いが実行できたでしょうか。
　ロータリーの目的の中の第一番目に「知り
合いを広めて、奉仕の機会とする」がありま
す。これを踏まえて、今期の私のクラブ運営
方針は、親睦を通して、奉仕の糸口をつか
み、意思を一致団結して大きな力となって目
的を達成することにしたいと思っています。
我が宝塚中ロータリークラブの歌にもあるよ
うに「語り合おう明日が明けるまで」の精神
で屈託の無い楽しいクラブを作っていきたい
と思います。）と書かせていただきました。
自画自賛ですが、皆様の協力のおかげで、方
針通りだった様に感じます。いかがでしたで
しょうか？

ニコニコ箱

　今期は他クラブの周年行事も多く、出費も
かさんだことでしょう。しかし、大勢の方が
出席され、ありがとうございました。例年の
ことかもしれませんが、反省点はニコニコに
手を付けないでと思っていましたが、どうし
ても赤字になる計算のようです。以前から不
足していることは、感じていましたが、田村
会計委員長の具体的な数字を見ますと、今更
ながらこれでよくやってきたものだと驚いて
います。会費値上げではなく、ニコニコのほ
かを考えなくてはいけません。資金確保がな
いと思うような活動に活かされません。最終
的には、やはり会員増強と経費節減を頑張ら
ないと、という意見になりそうです。会員増
強につきましてお二人の方にご入会いただき
ました。当初の目標は、5人増強と、大見得を
切りました。来期にも数名の入会者が見込ま
れるようですが・・・。しかし、田中稔二さ
んのご逝去と中迫さんの
体調不良による退会な
ど、２名の減少となりま
した。
　来期もさらに魅力ある
クラブの在り方を求めて
いきましょう。

幹事として
幹事　前田　正明

　この一年あっという間に終わってしまいま
した。最初は長いなと感じておりましたが振
り返りますと早かったなと感じています。
　黒田庄のバス旅行・宝塚3クラブ合同社会奉
仕活動・「高齢社会について考える」講演
会・1000回記念例会・移動例会「蛍の夕べ」
など今期ならではの活動がありました。
　大西会長はじめ各理事役員・会員の皆様の
ご協力により、幹事として極めて頼りない私
を何とか最後まで支えていただき本当にあり
がとうございました。
　ご不満な点、不行き届きの点、多くあった
と存じますが寛容の精神でお許しいただき感
謝いたします。
　残念なことは、アンケートのご協力を頂き
ながら例会の食事がうまくいかなかったこと
です。反省いたしております。
　個人的には、幹事として宝塚3クラブをはじ
めとして、阪神第3グループの会長・幹事の方
とお知り合いになり、少しは親睦がひろがっ
たかな？と喜んでおります。
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と存じますが寛容の精神でお許しいただき感
謝いたします。
　残念なことは、アンケートのご協力を頂き
ながら例会の食事がうまくいかなかったこと
です。反省いたしております。
　個人的には、幹事として宝塚3クラブをはじ
めとして、阪神第3グループの会長・幹事の方
とお知り合いになり、少しは親睦がひろがっ
たかな？と喜んでおります。 ホームページ

http://www.tknakarc.com

事務所 FAX番号　0797ー83ー1110
事務所 Eーメール　tknaka＠tknakarc.com

ひとくち

NTTドコモ、auに続いてソフトバンク
も国内音声通話の料金が定額になるプラ
ンを発表しました。毎日何気なく携帯で
通話していますが、ガラケーでもスマホ
でも、音声通話は30秒当たり20円と固定
電話と比べれば驚くほどの高額料金を支
払っています。特に仕事で携帯を使うな
ら、音声通話定額プランで月額使用料が
大幅に下がりますね。

年度末報告書　
副会長・クラブ管理運営委員会　

委 員 長　小山　一子
副委員長　蓮尾　春輝

　例会運営委員会は、川添祐照委員長のも
と、ソング・出席報告・にこにこの発表など
スムーズに進行されました。
　親睦活動委員会は、竹原善記委員長のも
と、受付・ゲストのご案内、会員・連れ合い
誕生日、結婚記念日などのお祝い、新入会員
の研修などにも取り組み、スムーズに進行し
ました。
　その他は、会長・幹事の絶大なる努力のも
とに、プログラムも充実し、卓話も心待ちし
無事に終了することができました。
　会員の皆様のご協力に心より感謝申し上げ
ます。次期も変わらぬご協力をお願い致して
おきます。ありがとうございました。
★毎月第三例会の「リフレッシュイエクササ
イズ」今期11回実施。通算「256回」となりま
した。

会計随想　徒然なるままに
会計　田村　久子

　6月18日現在、本会計の残金は、298,361円で
す。会費未納金160,000円をプラスすれば何と
かなりそうですが、既に20周年記念行事残金
573,713円を繰り入れています。会員数28名と
考えると1人当たり58,659円の不足です。半期
で30,000円の値上げで、やっと帳尻が合うと考
えられます。
現在の会費125,000円　
固定費だけで1人当り半期経費は131,664円(会報
代含めず)となります。
　宝塚三ロータリークラブ内での取り決めが
あり、会費の値上げ不可能なら、経験不足で
すが知恵を絞ってみました。
①出費を減らす
　例えば、宝塚三ロータリークラブの同居
②無駄を省く
　例会の出欠予定をとる。当日前日連絡でな
く、欠席予定で出席になればエビフライにす
る。ドタキャンはペナルティーで、「○○
BOX」を設け、入れてもらう。
③運営費を別途集める。
④ニコニコの徴収額を上げる。

職業奉仕
委員長　草野　　旦

職業奉仕について考えた一年でした。
　“真実かどうか
　　みんなに公平か
　　好意と友情　深めるか

　　みんなのためになるかどうか”
　それが職業奉仕の全てであると考えた一年
でした。委員長としての仕事は十分にはたす
事が出来ず反省致しております。

社会奉仕
委員長　馬場　和代

　何をするのかが、悩ましく大きな問題です。
竹原・大門両先生の御協力を得て開催した講
演会“高齢社会について考える”は時宜をえ
た内容で良かったと思います。これからも、
“役に立つ”奉仕活動が出来ればと考えてい
ます。

青少年奉仕
委員長　野木　久子

　十分な活動が出来ず、落第点だったと思い
ます。次年度頑張ります。

○蓮尾　春輝　会員
　　今年度も終わりに近づいたのに、まだニ
　コニコが残っていました。
○古川　彰治　会員
　　ノルマ達成ニコニコ。先週欠席のお詫び。
　会費納入よろしく。
○小山　一子　会員
　　作田知子様ようこそ。どうぞごゆっくり
　お過ごし下さいませ。ご入会お待ちしてい
　ます。
　　大西丸もうすぐ接岸ですね。最後までよ
　ろしくお願い致しますよ～。にこにこ！　
○草野　旦　会員
　　いよいよラストですね！！梅雨空にまけ
　ず、ラストスパートを！！
○栗田　義博　会員
　　次期の予定、バタバタしていてすいませ
　ん。何とか皆様の協力のもとに楽しい年度
　にしたいと思っています。ニコニコ
○槇野　稔　会員
　　本年もお世話になりました。最後のニコ
　ニコです。
○中村　敏治　会員
　　おいしいワイン、料理、それに銘菓と楽
　しいバス旅行有難うございます。
○那須　範満　会員
　　１５日のバス旅行ではおいしいワインと
　フランス料理を頂きました。

　　   本日合計　　　　　　￥55,000円
　　　本日までの累計　　￥1,159,410円

（野木　久子　記）

◆本日のソング
「四つのテスト」

槇野　稔　会員

◆出席報告

◆クラブゲスト
作田　知子　様（小山会員の知己）　

◆スポット
◯栗田　義博会員（次期幹事）
　　神谷さんが体調不良のため、今期限りで
　退職されます。
　　後任は、娘さんの神谷　チサ様にお願い
　しております。

リフレッシュエクササイズ　№256
2014年6月18日
小山　一子

皆様　今晩は
★21期第11回、通算256回、今期最後の「にこ
にこエクササイズ」です。
　本日もよろしくお願い致します。
日本列島「梅雨」に入っています。
高温多湿、日照時間も短く寒暖の差が大きい
時、「古傷が目を覚ます時」でもあります、
パワーアップし回復力を高めるエクササイズ
です。
★「パワーアップエクササイズ」です。
　1） 手首をしっかり捻じりながら大きくゆっ
　　くり深呼吸2回
　2） 足を腰幅に開き、手首をぶらぶら致しま
　　す。（手首・足首・首）凝らせてはいけ
　　ない「三首」。回したり縦・横にも振り
　　ます
　3） 両手の親指を中にし軽く握ります
　4） ヒザの力を抜き、腰を少し低くし右手か
　　ら前突き8回
　5） 右手から横突き8回
　6） ぐっとしゃがんで　右手から上突き8回
　7） 呼吸調整を行い、深呼吸し、親指を中に
　　して「クンバハカ」して終わります。
★無理なく一日に何度でも行い、うっとうし

▲梅雨の合間、宝塚高原ゴルフクラブで、大西会長杯が
　行われ、優勝は那須会員でした。
　矢野会員には大変お世話になり参加者一同、
　感謝・感謝！！！　　　　　　　　　　　（6月22日）
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い梅雨を、明るく元気に爽やかに乗り切って
下さいませ。
　今期大西会長命により実施いたしました
が、少しでもお役に立てましたでしょうか？
　お役に立てておれば嬉しく存じます。心よ
り感謝致します。ありがとうございました。
　―完―


