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　　　　　　　　　　　会　長　小山　一子
皆様今晩は
本日のお客様ガバナー補佐「正木隆造様」、
I・M実行委員長「岡本忠博様」ようこそ。後
ほどご挨拶よろしくお願い致します。

1）先週11日が建国記念日のため休会だったた
め、暫く、と言う感じが致しますが、皆様お
変わりございませんでしたでしょうか？

2）その日は大西P会長、竹原親睦委員長はじ
め、皆様のお蔭で恒例の「ぼたん鍋のｸﾞﾙﾒﾊﾞｽ
ﾂｱｰ」。迎えのﾊﾞｽ満席で、栗田幹事ご夫妻は
自家用車でした。お酒も持ち込みOKで大いに
盛り上がりました。ご協力に感謝致します。
私は昨年は体調がもう一つでご一緒出来なく
て残念でしたが、今年はご一緒出来てﾗｯｷｰで
した。

3）前後いたしますが、2月7日（土）13：00登
録開始のＩ・Ｍ。ﾃｰﾏ「三人寄れば文殊の知
恵」と題し盛会裏に終了いたしました。全員
登録でしたし、新入会員（芝池・石原両会
員）も出席、賑やかな会となりました。小山
は他クラブの会長様達とともに「ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ」拝
命。皆様の絶大なるご声援のお蔭で、大役を
無事に勤めることができましたこと、心より
感謝申し上げます。最後に写した写真、皆様
こんなに楽しそうなお顔は初めてと言うぐら
いの笑顔で写っています。（早々にお帰りに
なられたメンバーの皆様ご免なさい。）

4）2月28日（土）3月1日（日）両日に渡り開
催されます年に一度の「地区大会」。現地で
の御目文字楽しみにしています。よろしくお
願い致します。

5）4月の熊本水前寺RCとのｼﾞｮｲﾝﾄ例会の詳細
が幹事報告にて行われます。終了後くすの木
にて出席者により詳しく説明などが有りま
す。じっくりとお聞きくださいませ。

6）今期のｻﾌﾞﾃｰﾏ「Ｅ（笑顔）・Ｈ（拍手）・
Ａ（握手）」でしたが、最後の「Ａ」につ
き、川添会員より、これからは「挨拶」にし
てはどうかと提案を頂き、1月21日から今後は
「Ｅ（笑顔）・Ｈ（拍手）・Ａ（挨拶）」と
致しておりますが、握手はどうでも良いと言
うことではありませんので、「E(笑顔)・H(拍
手)・A（握手）・A（挨拶）」のつもりでよろ
しくお願い致します。

■卓話
　　　　　　　　　田中　哲三　会員
テーマ
　「哲ちゃんの西遊記Ⅴ（印度仏跡巡拝）」
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　仏跡巡りの旅、今回は仏教発祥の地インド
の御釈迦様の遺跡を訪問しました。
　東大寺に何らかの御縁のある方々約５０人
のツアーです。
　インドでは仏教が廃れて１０００年以上が
経過し、一部を除き建物や仏塔の遺跡がある
のみです。皆様も良くご存知の祇園精舎や、
かの西蔵玄奘も訪れたナーランダ大学、誕生
地ルンビニの園、悟りを開かれたブッダガ
ヤ、涅槃の地クシナガラ等８大聖地の７聖地
と、ベナレス（ガンジス河の沐浴見物）、エ
ローラ・アジャンタの石窟寺院跡を１１日で
まわりました。最近は観光資源として脚光を
おびていますが、交通インフラはまだまだで
スケジュール通りには進みませんでした。 
　残念なことに仏跡巡りですので、有名なタ
ージマハルには行けませんでした。
　食事は日本人向きに調理されているのか、
多種類のカレーが供されましたが“本格的イ
ンドカレーの辛さではない”とのことでし
た。（私は、腹下しを懸念し食べておりませ
ん。事前情報が多すぎて、手が出せませんで
した。）
　インドでは飲酒の習慣がないようですが、
同行の輩が地元ワイン（“SATORI”＝悟り）
を探してきて、楽しみました。
　このツアー毎回トラブルに会っています
が、今回も最後に飛行機の延着で香港でのト
ランジットに失敗しました。幸いにも５時間
後の別便が確保でき無事帰国しました。

皆様、インド観光はいかがですか！！

○小山　一子君
　ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐正木隆造様、ＩＭ実行委員長岡
本忠博様、本日はご丁寧にわざわざありがと
うございました。ごゆっくりお過ごし下さい
ませ。

○草野　旦君
　いつまでも寒いですね。春が来るのが待ち
遠しいです・・・・。

○中村　敏治君
　先週のぼたん鍋　グルメ会、大変楽しませ
ていただきました。有難うございます。

○阪上　栄樹君
　正木ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐様、岡本ＩＭ実行委員長様
ようこそ！！すばらしいＩＭでした。
大西様、先週は楽しい一時をありがとうござ
いました。芝池様、本日は写真をありがとう

ございました。

○芝池　巌君
　明後日、2月20日（金）産経新聞朝刊に私の
記事が載ります。記事広告ですが、ｵｰﾙｶﾗｰの1
ﾍﾟｰｼﾞです。5月ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｲｰｸでの鉄道ｲﾍﾞﾝﾄ・ｺ
ﾝｻｰﾄの広告です。産経新聞はｺﾝﾋﾞﾆでも売って
います。100円です。
　
　　　　本日合計　　　　￥40,000円
　　　　本日までの累計 ￥601,000円

◆本日のソング
「我等日本のロータリアンの歌」
　　　　　　　　　　　桑田　昭世　会員

◆クラブゲスト
　　ガバナー補佐　　　　正木　隆三様　　
　　IM実行委員長　　　　岡本　忠博様

◆出席報告

◆幹事報告
①4月17日～19日　熊本、人吉旅行の日程が決
　まりました。
　ついては参加される方、本日例会終了後ソ
　ラリスにて打ち合わせを行いますのでよろ
　しく。
②神戸西ＲＣ、新世代委員会より「小豆島、
　余島・ロータリー少年少女キャンプ　」の
　案内が来ております。日程は3月28日（土）
　～4月１日（水）です。
③「ロータリーオプレセミナー」
　４月５日（日）神戸東急ｲﾝで行われます。
　参加希望の方よろしく。1000円
④2680地区ロータリアンワインの集い　
　北野・神戸外国クラブ
　3月27日（金）18：00～　13000円
⑤研修出前Ｃマナー　ｶﾞﾊﾞﾅｰ滝澤様より　
　会長、幹事、研修委員長に来ています。
　3回に分けて行われます。新入会の方、是非
　御参加下さい。
⑥地区大会・参加費を集めます。
　帰るまでに神谷さんへお支払下さい。

◆リフレッシュエクササイズ　　　№263　　
　
　22期第7回、通算263回目の「リフレッシュ
エクササイズ」です。　

　心と身体の両面を「健幸」にし、「元気で
長生き」をしようと言う会「ほほえみ会」。
　お蔭様でこの2月で36周年を迎えました。
一時は再起不能と言われ、この素晴らしいロ
ータリークラブも退会を覚悟致しましたが、
「三つのお蔭」「医師団」と、「入院中から
コツコツ・着々続けています「にこにこエク
ササイズ」と、「皆様方の絶大なるプラスの
思念とご協力」のお蔭で表面的には、こんな
に元気そうになりました。

　本日の「リフレッシュエクササイズ」
寒さが身に沁みます。気温も湿度も低く鼻や
喉も変調をきたし風邪の原因になります。

★耳を温め全体を温め、唾液の分泌を良くし
粘膜を潤し、風邪の予防にもなる
「耳根円通法」（じこんえんつうほう）。

★何を行うときも「ありがとう・ありがと
う」と言いながら行います。

1）両手をこすり合わせて温めます。

2）その手でうなじを「ありがとう・ありがと
う」と言いながら優しくさすります

3）耳を下から上にもみほぐします
（耳には約200のツボがあり、よくもむと血行
が良くなり身体が温まり、脳細胞も活性化し
ます）
　　　　
4）耳たぶを上に1,2,3。下に1,2,3。横に1,2,3と
引っ張ります。
耳を塞いで「イーチ」と押してパット離すこ
と、3回行います。

5）目の刺激です。

6）2本の指で鼻筋の刺激を行います。

7）歯・口元の刺激です。

8）最後に3本の指で「笑筋」を「ぐ～」と言
いつつ3回押し、笑顔で「福相」に変身なさっ
てくださいませ。

★笑顔は無料です。免疫力を高め、自他「健

　幸」になれ、食べ物も美味しく感じられ言
葉や習慣、人生が変わります。（私もお陰様
で今が有ります）
　無理笑いでも、人様から「お元気になられ
て良かったですね！」と仰って頂く「プラス
の思念」が大事です。（行い続けると、神経
も、筋肉発達しますし、身体全体から発散す
る「オーラ」が違って参ります。

　次回をお楽しみに！

　

　

会長の時間

プログラム



　　　　　　　　　　　会　長　小山　一子
皆様今晩は
本日のお客様ガバナー補佐「正木隆造様」、
I・M実行委員長「岡本忠博様」ようこそ。後
ほどご挨拶よろしくお願い致します。

1）先週11日が建国記念日のため休会だったた
め、暫く、と言う感じが致しますが、皆様お
変わりございませんでしたでしょうか？

2）その日は大西P会長、竹原親睦委員長はじ
め、皆様のお蔭で恒例の「ぼたん鍋のｸﾞﾙﾒﾊﾞｽ
ﾂｱｰ」。迎えのﾊﾞｽ満席で、栗田幹事ご夫妻は
自家用車でした。お酒も持ち込みOKで大いに
盛り上がりました。ご協力に感謝致します。
私は昨年は体調がもう一つでご一緒出来なく
て残念でしたが、今年はご一緒出来てﾗｯｷｰで
した。

3）前後いたしますが、2月7日（土）13：00登
録開始のＩ・Ｍ。ﾃｰﾏ「三人寄れば文殊の知
恵」と題し盛会裏に終了いたしました。全員
登録でしたし、新入会員（芝池・石原両会
員）も出席、賑やかな会となりました。小山
は他クラブの会長様達とともに「ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ」拝
命。皆様の絶大なるご声援のお蔭で、大役を
無事に勤めることができましたこと、心より
感謝申し上げます。最後に写した写真、皆様
こんなに楽しそうなお顔は初めてと言うぐら
いの笑顔で写っています。（早々にお帰りに
なられたメンバーの皆様ご免なさい。）

4）2月28日（土）3月1日（日）両日に渡り開
催されます年に一度の「地区大会」。現地で
の御目文字楽しみにしています。よろしくお
願い致します。

5）4月の熊本水前寺RCとのｼﾞｮｲﾝﾄ例会の詳細
が幹事報告にて行われます。終了後くすの木
にて出席者により詳しく説明などが有りま
す。じっくりとお聞きくださいませ。

6）今期のｻﾌﾞﾃｰﾏ「Ｅ（笑顔）・Ｈ（拍手）・
Ａ（握手）」でしたが、最後の「Ａ」につ
き、川添会員より、これからは「挨拶」にし
てはどうかと提案を頂き、1月21日から今後は
「Ｅ（笑顔）・Ｈ（拍手）・Ａ（挨拶）」と
致しておりますが、握手はどうでも良いと言
うことではありませんので、「E(笑顔)・H(拍
手)・A（握手）・A（挨拶）」のつもりでよろ
しくお願い致します。

■卓話
　　　　　　　　　田中　哲三　会員
テーマ
　「哲ちゃんの西遊記Ⅴ（印度仏跡巡拝）」

2

ニコニコ箱

　仏跡巡りの旅、今回は仏教発祥の地インド
の御釈迦様の遺跡を訪問しました。
　東大寺に何らかの御縁のある方々約５０人
のツアーです。
　インドでは仏教が廃れて１０００年以上が
経過し、一部を除き建物や仏塔の遺跡がある
のみです。皆様も良くご存知の祇園精舎や、
かの西蔵玄奘も訪れたナーランダ大学、誕生
地ルンビニの園、悟りを開かれたブッダガ
ヤ、涅槃の地クシナガラ等８大聖地の７聖地
と、ベナレス（ガンジス河の沐浴見物）、エ
ローラ・アジャンタの石窟寺院跡を１１日で
まわりました。最近は観光資源として脚光を
おびていますが、交通インフラはまだまだで
スケジュール通りには進みませんでした。 
　残念なことに仏跡巡りですので、有名なタ
ージマハルには行けませんでした。
　食事は日本人向きに調理されているのか、
多種類のカレーが供されましたが“本格的イ
ンドカレーの辛さではない”とのことでし
た。（私は、腹下しを懸念し食べておりませ
ん。事前情報が多すぎて、手が出せませんで
した。）
　インドでは飲酒の習慣がないようですが、
同行の輩が地元ワイン（“SATORI”＝悟り）
を探してきて、楽しみました。
　このツアー毎回トラブルに会っています
が、今回も最後に飛行機の延着で香港でのト
ランジットに失敗しました。幸いにも５時間
後の別便が確保でき無事帰国しました。

皆様、インド観光はいかがですか！！

○小山　一子君
　ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐正木隆造様、ＩＭ実行委員長岡
本忠博様、本日はご丁寧にわざわざありがと
うございました。ごゆっくりお過ごし下さい
ませ。

○草野　旦君
　いつまでも寒いですね。春が来るのが待ち
遠しいです・・・・。

○中村　敏治君
　先週のぼたん鍋　グルメ会、大変楽しませ
ていただきました。有難うございます。

○阪上　栄樹君
　正木ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐様、岡本ＩＭ実行委員長様
ようこそ！！すばらしいＩＭでした。
大西様、先週は楽しい一時をありがとうござ
いました。芝池様、本日は写真をありがとう

週間報告

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
1月4日

本　日 32

32

2

1

30

31 

27

23 4 

90.00

87.10

ございました。

○芝池　巌君
　明後日、2月20日（金）産経新聞朝刊に私の
記事が載ります。記事広告ですが、ｵｰﾙｶﾗｰの1
ﾍﾟｰｼﾞです。5月ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｲｰｸでの鉄道ｲﾍﾞﾝﾄ・ｺ
ﾝｻｰﾄの広告です。産経新聞はｺﾝﾋﾞﾆでも売って
います。100円です。
　
　　　　本日合計　　　　￥40,000円
　　　　本日までの累計 ￥601,000円

◆本日のソング
「我等日本のロータリアンの歌」
　　　　　　　　　　　桑田　昭世　会員

◆クラブゲスト
　　ガバナー補佐　　　　正木　隆三様　　
　　IM実行委員長　　　　岡本　忠博様

◆出席報告

◆幹事報告
①4月17日～19日　熊本、人吉旅行の日程が決
　まりました。
　ついては参加される方、本日例会終了後ソ
　ラリスにて打ち合わせを行いますのでよろ
　しく。
②神戸西ＲＣ、新世代委員会より「小豆島、
　余島・ロータリー少年少女キャンプ　」の
　案内が来ております。日程は3月28日（土）
　～4月１日（水）です。
③「ロータリーオプレセミナー」
　４月５日（日）神戸東急ｲﾝで行われます。
　参加希望の方よろしく。1000円
④2680地区ロータリアンワインの集い　
　北野・神戸外国クラブ
　3月27日（金）18：00～　13000円
⑤研修出前Ｃマナー　ｶﾞﾊﾞﾅｰ滝澤様より　
　会長、幹事、研修委員長に来ています。
　3回に分けて行われます。新入会の方、是非
　御参加下さい。
⑥地区大会・参加費を集めます。
　帰るまでに神谷さんへお支払下さい。

◆リフレッシュエクササイズ　　　№263　　
　
　22期第7回、通算263回目の「リフレッシュ
エクササイズ」です。　

　心と身体の両面を「健幸」にし、「元気で
長生き」をしようと言う会「ほほえみ会」。
　お蔭様でこの2月で36周年を迎えました。
一時は再起不能と言われ、この素晴らしいロ
ータリークラブも退会を覚悟致しましたが、
「三つのお蔭」「医師団」と、「入院中から
コツコツ・着々続けています「にこにこエク
ササイズ」と、「皆様方の絶大なるプラスの
思念とご協力」のお蔭で表面的には、こんな
に元気そうになりました。

　本日の「リフレッシュエクササイズ」
寒さが身に沁みます。気温も湿度も低く鼻や
喉も変調をきたし風邪の原因になります。

★耳を温め全体を温め、唾液の分泌を良くし
粘膜を潤し、風邪の予防にもなる
「耳根円通法」（じこんえんつうほう）。

★何を行うときも「ありがとう・ありがと
う」と言いながら行います。

1）両手をこすり合わせて温めます。

2）その手でうなじを「ありがとう・ありがと
う」と言いながら優しくさすります

3）耳を下から上にもみほぐします
（耳には約200のツボがあり、よくもむと血行
が良くなり身体が温まり、脳細胞も活性化し
ます）
　　　　
4）耳たぶを上に1,2,3。下に1,2,3。横に1,2,3と
引っ張ります。
耳を塞いで「イーチ」と押してパット離すこ
と、3回行います。

5）目の刺激です。

6）2本の指で鼻筋の刺激を行います。

7）歯・口元の刺激です。

8）最後に3本の指で「笑筋」を「ぐ～」と言
いつつ3回押し、笑顔で「福相」に変身なさっ
てくださいませ。

★笑顔は無料です。免疫力を高め、自他「健

　幸」になれ、食べ物も美味しく感じられ言
葉や習慣、人生が変わります。（私もお陰様
で今が有ります）
　無理笑いでも、人様から「お元気になられ
て良かったですね！」と仰って頂く「プラス
の思念」が大事です。（行い続けると、神経
も、筋肉発達しますし、身体全体から発散す
る「オーラ」が違って参ります。

　次回をお楽しみに！

　

　



　　　　　　　　　　　会　長　小山　一子
皆様今晩は
本日のお客様ガバナー補佐「正木隆造様」、
I・M実行委員長「岡本忠博様」ようこそ。後
ほどご挨拶よろしくお願い致します。

1）先週11日が建国記念日のため休会だったた
め、暫く、と言う感じが致しますが、皆様お
変わりございませんでしたでしょうか？

2）その日は大西P会長、竹原親睦委員長はじ
め、皆様のお蔭で恒例の「ぼたん鍋のｸﾞﾙﾒﾊﾞｽ
ﾂｱｰ」。迎えのﾊﾞｽ満席で、栗田幹事ご夫妻は
自家用車でした。お酒も持ち込みOKで大いに
盛り上がりました。ご協力に感謝致します。
私は昨年は体調がもう一つでご一緒出来なく
て残念でしたが、今年はご一緒出来てﾗｯｷｰで
した。

3）前後いたしますが、2月7日（土）13：00登
録開始のＩ・Ｍ。ﾃｰﾏ「三人寄れば文殊の知
恵」と題し盛会裏に終了いたしました。全員
登録でしたし、新入会員（芝池・石原両会
員）も出席、賑やかな会となりました。小山
は他クラブの会長様達とともに「ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ」拝
命。皆様の絶大なるご声援のお蔭で、大役を
無事に勤めることができましたこと、心より
感謝申し上げます。最後に写した写真、皆様
こんなに楽しそうなお顔は初めてと言うぐら
いの笑顔で写っています。（早々にお帰りに
なられたメンバーの皆様ご免なさい。）

4）2月28日（土）3月1日（日）両日に渡り開
催されます年に一度の「地区大会」。現地で
の御目文字楽しみにしています。よろしくお
願い致します。

5）4月の熊本水前寺RCとのｼﾞｮｲﾝﾄ例会の詳細
が幹事報告にて行われます。終了後くすの木
にて出席者により詳しく説明などが有りま
す。じっくりとお聞きくださいませ。

6）今期のｻﾌﾞﾃｰﾏ「Ｅ（笑顔）・Ｈ（拍手）・
Ａ（握手）」でしたが、最後の「Ａ」につ
き、川添会員より、これからは「挨拶」にし
てはどうかと提案を頂き、1月21日から今後は
「Ｅ（笑顔）・Ｈ（拍手）・Ａ（挨拶）」と
致しておりますが、握手はどうでも良いと言
うことではありませんので、「E(笑顔)・H(拍
手)・A（握手）・A（挨拶）」のつもりでよろ
しくお願い致します。

■卓話
　　　　　　　　　田中　哲三　会員
テーマ
　「哲ちゃんの西遊記Ⅴ（印度仏跡巡拝）」

　仏跡巡りの旅、今回は仏教発祥の地インド
の御釈迦様の遺跡を訪問しました。
　東大寺に何らかの御縁のある方々約５０人
のツアーです。
　インドでは仏教が廃れて１０００年以上が
経過し、一部を除き建物や仏塔の遺跡がある
のみです。皆様も良くご存知の祇園精舎や、
かの西蔵玄奘も訪れたナーランダ大学、誕生
地ルンビニの園、悟りを開かれたブッダガ
ヤ、涅槃の地クシナガラ等８大聖地の７聖地
と、ベナレス（ガンジス河の沐浴見物）、エ
ローラ・アジャンタの石窟寺院跡を１１日で
まわりました。最近は観光資源として脚光を
おびていますが、交通インフラはまだまだで
スケジュール通りには進みませんでした。 
　残念なことに仏跡巡りですので、有名なタ
ージマハルには行けませんでした。
　食事は日本人向きに調理されているのか、
多種類のカレーが供されましたが“本格的イ
ンドカレーの辛さではない”とのことでし
た。（私は、腹下しを懸念し食べておりませ
ん。事前情報が多すぎて、手が出せませんで
した。）
　インドでは飲酒の習慣がないようですが、
同行の輩が地元ワイン（“SATORI”＝悟り）
を探してきて、楽しみました。
　このツアー毎回トラブルに会っています
が、今回も最後に飛行機の延着で香港でのト
ランジットに失敗しました。幸いにも５時間
後の別便が確保でき無事帰国しました。

皆様、インド観光はいかがですか！！

○小山　一子君
　ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐正木隆造様、ＩＭ実行委員長岡
本忠博様、本日はご丁寧にわざわざありがと
うございました。ごゆっくりお過ごし下さい
ませ。

○草野　旦君
　いつまでも寒いですね。春が来るのが待ち
遠しいです・・・・。
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○阪上　栄樹君
　正木ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐様、岡本ＩＭ実行委員長様
ようこそ！！すばらしいＩＭでした。
大西様、先週は楽しい一時をありがとうござ
いました。芝池様、本日は写真をありがとう
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ございました。

○芝池　巌君
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　　　　本日合計　　　　￥40,000円
　　　　本日までの累計 ￥601,000円
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②神戸西ＲＣ、新世代委員会より「小豆島、
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★何を行うときも「ありがとう・ありがと
う」と言いながら行います。

1）両手をこすり合わせて温めます。

2）その手でうなじを「ありがとう・ありがと
う」と言いながら優しくさすります

3）耳を下から上にもみほぐします
（耳には約200のツボがあり、よくもむと血行
が良くなり身体が温まり、脳細胞も活性化し
ます）
　　　　
4）耳たぶを上に1,2,3。下に1,2,3。横に1,2,3と
引っ張ります。
耳を塞いで「イーチ」と押してパット離すこ
と、3回行います。

5）目の刺激です。

6）2本の指で鼻筋の刺激を行います。

7）歯・口元の刺激です。

8）最後に3本の指で「笑筋」を「ぐ～」と言
いつつ3回押し、笑顔で「福相」に変身なさっ
てくださいませ。

★笑顔は無料です。免疫力を高め、自他「健

　幸」になれ、食べ物も美味しく感じられ言
葉や習慣、人生が変わります。（私もお陰様
で今が有ります）
　無理笑いでも、人様から「お元気になられ
て良かったですね！」と仰って頂く「プラス
の思念」が大事です。（行い続けると、神経
も、筋肉発達しますし、身体全体から発散す
る「オーラ」が違って参ります。

　次回をお楽しみに！

　

　

3

ひとくち

　1960～70年代にかけて流行した科学玩具
「地球ゴマ」を製造してきた名古屋市の
「タイガー商会」が、4月末をメドに94年
の歴史に幕を下ろすそうです。
　同社は時計職人だった当時の社長が地球
の公転や自転を説明できる玩具として開発
し、販売を始めました。外部の力が加わら
なければ一定の向きで回転を続ける「ジャ
イロ効果」を利用し、ペン先で回したり、
ひもの上で綱渡りさせたりできます。
　70年代は年間20～30万個を製造していた
そですが、今は最盛期の10分の1に。
　残念ですが時代には逆らえませんね。


