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■司　　会　ＳＡＡ 後藤　英則

■開会点鐘　会　長　増田嘉一郎

■斉　　唱　それでこそロータリー　　　
　　　ＳＬ　北澤　正浩
■出席報告

■本日の欠席者
齋藤、桜田、二宮麻理子

■他クラブ出席者
増田、漆原（横浜瀬谷 RC）千葉、新川（地区）

■ゲスト
庄司　和真君　 IAC（横浜商科大高校）

中村　琴美君　 IAC（横浜商科大高校）

■会長報告
１）夏の高校野球は、大阪桐蔭高校の優勝で

終わりました。春を含めて５度目の優勝との

ことです。今年の新聞記事では、全国の有力

校へ進学している球児の話題が目につきまし

た。授業料免除の特待生の数は制限されたも

のの、やはり球児は授業料を負担しても、甲

子園の常連校へ進学しているようです。大阪

桐蔭には、これからも全国の優秀な選手が集

まってくるのでしょう。昨年秋の大阪府の大

会で、コールド負けしたチームを建て直した

監督の手腕も見事です。これからも大阪桐蔭

本日の出席数    30 名会  員  数 　 　  36 名

本日の出席率　90.90％ 修正出席率   　100％
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の時代は続きそうです。　

２）９月１日は、防災の日です。ご存知のと

おり、大正 12 年９月１日に起きた関東大震災

に由来して、昭 35 年に制定されたものです。

関東大震災は、相模湾北西部の相模トラフト

（北緯 35.1 度統計 39.5 度）を起源とする海溝

型大地震で、マグニチュード 7.9、震度６の

規模で関東一円を中心に、死者不明者 14 万

2,807 名、家屋全半壊 25 万 4 千戸余り、焼失

した家屋は 44 万 7 千余戸、山岳部では山崩れ

が多数発生し、海岸部では津波が発生したの

です。

　もう１つの由来は、９月１日が雑節の一つ

二百十日にあたるためというものです。立春

から数えて 210 日目にあたるのです。この時

季は稲が開花・結実する大事なときですが、

台風が相次いで襲来し、農作物が被害を受け

ることがよくあり、二百二十日と共に厄日と

いわれています。伊勢の船乗りたちが長年の

経験から生活の知恵として凶日とし、江戸時

代に暦に記載されたそうです。全国各地で、

鉄道などでも防災訓練が実施されます。１年

に１度家庭でも、防災グッズや家の内外に危

険なものがないかの点検をしておきたいもの

です。

３）９月は新世代のための月間です。新世代

奉仕が意味が分かりにくいとのことで、青少

「ロータリーに輝きを」

2014-15年度 RI会長／ゲイリーC.K.ホアン　　RI.D2590ガバナー／大野  清一　　横浜旭RC会長／増田嘉一郎
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横浜旭ロータリークラブ
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年奉仕と改められましたが、月間の名称は新

世代のための月間ということで変わらなかっ

たようです。本日は、横浜商大高校インター

アクトクラブの皆さんにご出席いただき、イ

ンターアクトクラブの活動状況やその思いを

話してもらう予定にしております。本来は９

月の特別月間のときにお出でいただきたかっ

たのですが、今はやはり授業時間中にきてい

ただくということが難しく、１週間早めて夏

休み中の本日にきていただきました。2590 地

区で１番最初に設立され、今年創立 50 周年を

迎える、当クラブよりも歴史があるクラブで

す。時間が余りましたなら、会員皆様の熱い

メッセージを彼らに贈っていただければと思

います。提唱クラブとして、インターアクト

クラブを支援するために、何ができるかを考

えるために、また交流を深めるための機会と

して、有意義な時間を過ごしたいと考えてい

ます。ご協力宜しくお願いします。

■幹事報告                                            
○横浜北ロータリークラブ

事務所移転の連絡　　8/1 ㈮より

〒 222-0026

横浜市港北区篠原町 3014-2　加祥ビル２階

くらしの友　横浜エリア支社内

　　　　　　　　　　  ℡、fAx の変更なし

■地区大会芸術祭作品募集のご案内
　　　　　　　　　　　　　　　 五十嵐　正

　11 月８日㈯地区大会展示コーナーにて芸術

祭を行います。趣味の絵画、写真、書など展

示予定です。ロータリアン、またはご家族も

含めた作品を募集いたします。詳細は、芸術

祭チラシまたは五十嵐までお問い合わせくだ

さい。

■米山記念奨学委員会　　　　　  今野　丁三

　地区のクラブ米山記念奨学委員長会議への

出席、10 月の米山記念奨学月間の活動につい

て、地区の役員及び委員長のお話を聞いてま

いりました。

日時 ８月 19 日㈫午後３時より

場所 メモアールプラザソシア 21

出席者

ガバナー　　　　　　　大野　清一（横浜東）

常務理事　 　　　　　 大須賀　洋   （横浜）

担当 PG 　　           斉藤　二郎（川崎西）

地区幹事　　          石川　建冶（横浜東）

米山奨学委員会委員長  高橋　敏昭   （本牧）

                      他 20 名

ガバナー補佐　　      ８グループ中７名

各クラブ委員長　　    53 名

○今年度の活動方針 

　　　　　　　　委員長　高橋　敏昭（本牧）

　ロータリー米山記念奨学会を理解していた

だくことが必要

①財団法人　ロータリー米山記念奨学会

　外国人留学生に奨学金を支給、国際理解と

　親善に寄与する

②国際ロータリーのロータリー財団

　平和を達成できるよう　教育的プログラム、

　人道的補助金プログラム

③（公財）米山梅吉記念館

　米山梅吉氏の遺徳を偲びその偉業を顕彰す

　ることを目的に梅吉氏の生涯とロータリー

　の歩みを展示　ロータリーの文献の募集・

　整理・保管、研修室の運営を行っている。

○地区の米山奨学生の選考

　2015 年　　　　 720 名（2014 年は 700 名）

　新規採用　　　　36 名（うち継続者 17 名）

　指定校の選定　  21 校

当地区採用基準　方針

・日本語で意思疎通のできる学生

・ロータリー活動に積極的な学生

・将来母国と日本との親善を深める架け橋と

  なる素質のある学生

・奨学期間終了後、米山学友として活動する  

　気持ちのある学生

・8月～募集選考  10 月 15 日申込締切　

　大学を通じて書類送付

・面接 1月 12 日

○ 2014 年度採用状況

　受験　　61 名（新規採用 31 名）

　継続　　 7 名　計 38 名

  中国 18　韓国 9　ベトナム 3

  その他ネパール、インドネシア、

  カザフスタンなど計 9　合計 38 名

○クラブ委員長　アンケート集計結果



の例会に出席して心を磨くことに努め、自分

が所属する委員会等の諸活動を積極的に行っ

てクラブの向上発展に尽くすことである。

３）クラブ運営の基本は、『親睦と奉仕の調和

と全員参加』にあり、クラブ奉仕委員長は、

各小委員会の仕事を監督、調整するという重

要な役目を持っています。

４）クラブ奉仕の目的は、無関心層を無くし

クラブが会員にとって「魅力」と「誇り」と

「感謝」の対象になるように運営すればクラブ

は自然に発展するものであります。

※このように「クラブ奉仕」は、ロータリー

を身につける TRAINING meThOd であり、クラ

ブはその場であります。この場合、ロータリー

情報 ( 教育 ) はロータリーの理念である所謂

「ロータリー哲学」を会員一人一人の心に刻む

大切な手段であり、ロータリー情報 ( 研修 )

委員長はその役割を果たす大切な存在である

ことを忘れてはなりません。

　また、口ータリアン一人一人は早くロータ

リーの真髄を、身につけるよう努力すること

が、クラブの活性化に繋がるのではないでしょ

うか。

　具体的には

１）良い会員を選出するために、職業分類、

会員増強、会員選考という３つ委員会を中心

に会員増強を図らねばなりません。

○会員増強で奉仕の仲間を増やす !

　 huANG RI 会長メッセージ

２）親睦の効果を上げるために、出席、親睦

活動等の委員会を活発にする。

３）奉仕の理想を高めるために、プログラム、

研修 ( ロータリー情報、広報、雑誌等〉の委

員会活動が必要になる。特に、ロータリー情

報 ( 研修〉委員会による教育・研修が重要で

ある。新会員を定着させるためにこの委員会

は重要であります。

○クラブの現状について

　(口ータリアンが退会を考えるとき〉

　憧憬とある種の覚悟をもって入会したが、

期待に反して…?!

・クラブの指導性の弱さ (68.1 %)

　* リーダーシップの臨弱さ
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　10 月 1 日　集計表を配布予定

米山記念奨学会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの有効活用のお願い

掲載内容など

・地区内クラブ一覧　　

・ロータリーあらまし

・青少年交換　　

・RＩテーマ　　

・ロータリー財団

・米山梅吉記念館　　

・ロータリー文庫

・ロータリー米山奨学事業「豆辞典」

　見本一部分

○ 10 月は米山月間です。

　10/1　時間を頂いております。

奨学生に卓話をお願いしております。まだ返

事がありませんが…

○寄付　

目標　クラブより　    １人当たり 5,000 円

　　　特別寄付　　    １人　　  20,000 円

　9～ 10 月にお願い致します。　

■クラブ奉仕委員会　　　　　　千葉　和裕

クラブクラブ奉仕委員長会議資料

       第 2590 地区 2013-14 年度

　　　 ( 前 ) 地区クラブ奉仕委員長鈴木憲治

クラブ奉仕とは ! 

入りて学び、出でて奉仕せよ

eNTeR TO LeARN ，GO fORTh TO seRVe 

１）ロータリーの第一奉仕部門であるクラブ

奉仕は、多くのロータリ一指導者によってク

ラブ機構の最も重要な要素とみなされていま

す。

　なぜなら、生き生きと機能するクラブなく

しては、他の奉仕部門 (職業奉仕・社会奉仕・

国際奉仕・青少年奉仕〉を通じて、ほとんど

何も達成できないからです。

２）クラブ奉仕と他の奉仕部門との差は、ク

ラブ奉仕が、クラブの内部機能、つまりクラ

ブの繁栄と活力を維持することを目指すのに

対し他の奉仕部門は、地元地域社会やもっと

広大な世界へと外に目を向けている点にあり

ます。

　そのため、会員一人一人が自分のクラブの

管理・運営の一部を分担し、規則正しく毎週



・クラブのあり方に魅力を感じない (52.2%)

　* 費用に見合う充実感

・クラブに奉仕プロジェクトが無い (51.6%)

　* やりがいのある奉仕活動

※クラブのプログラムが充実していない

　世界 530 地区 459 地区から

　(2007 年度 GeTs 資料 )

○ロータリー活動の原点は、個々のロータリー

クラブに !

１）クラブ運営の基本原則は、『クラブ自治権

の確立』にあります。RI に認証されたクラブ

である限り唯一制約を受けるのは「標準クラ

ブ定款」です。「標準クラブ定款」に違反しな

い限り、全てのクラブの自主的な判断に任さ

れており、その規約をまとめたものがクラブ

細則です。

《委員会構成 ( 委員会統廃合〉は、クラブの自

治権に委ねられている。CLP の導入》

２）国際ロータリー（RI) はクラブの集合体

に過ぎす、全てのロータリー活動の母体とな

るのは個々のクラフです。そのためには、個々

のクラブが主導権を持って奉仕理念を遵守し、

クラブの管理運営をする必要があります。ク

ラブが主体性をもってロータリーの奉仕理念

の研鑽と奉仕活動の実践に邁進すれば良いの

です。

３）奉仕活動の実践は、個々の口ータリアン

とクラブの自治権の範疇にありますから、常

に地域社会や国際奉仕のニーズを探りながら、

自らのクラブにふさわしいプロジェクトを見

つけて、それを実践活動に移さなければなり

ません。（クラブに奉仕プロジェクトがない!)

○今必要とされるクラブ内の整備について

①ロータリーを理解する教育・研修の定期的

　実施。

・新会員へのロータリ一理怠教育の実施

②クラブを楽しい場にすること。

　(好意と友情深めるか !)

・ロータリーの仕組みやルールを理解する場

　を設ける。

③クラブ組織の見直し

　(クラブ組織の強化〉

・CLP= クラブリーダーシッププラン

　〈機能別組織〉の導入を検討する。

④全員参加型の運営

・定期的に委員会の会合を開催する。

　〈四半期に一回〉

⑤各委員長の独自性に期待

・委員長方針を尊重し斬新な企画を立案し

　クラブを盛上げる。

⑥クラブ全体のシステム化を推進

・クラブ経費の見直しと事務の合理化を図る。

⑦例会の運営方法

　(会員ニーズのプログラムの充実〉

⑧奉仕活動実践の具体的目標

　(奉仕プロジェクトの見直し〉

○クラブの活性化を考える…

１）ロータリーを良く知ることが、クラブを

　良くすることに繋がる。

・ロータリーの奉仕とはどういうことか、

　良く理解しておくこと。

『思いやりの心をもって、他人のために尽くす』

「ThOuGhTfuLNess Of ANd heLPfuLNess 

　TO OTheRs」

・ロータリーの哲学を信ずること。

『seRVICe AbOVe seLf』

『ONe PROfITs mOsT whO seRVes besT』

・最も良い奉仕するにはどうすれば良いか、　

　常に工夫すること。

『これ以上いいものはない』

「NOThING buT The besT」

の奉仕を常に考えて奉仕する。

２）ロータリーのことを熟知すると、ロータ

リーに熱意を起こさせることになり、次のよ

うな目標達成へ誘導する力となる。

・会員増強および退会防止 (会員維持 )

・地域社会の活性化、青少年関係奉仕の充実

　(青少年の育成、教育、交換等〉、

　ロータリー財団、米山記念奨学会への貢献

３）ロータリー活性化の元は会長のリーダー

シップにあり、会長の考え方と勉強と腕次第

であるという。

*本資料は、田中毅 PdG「R の漉流」、

 鳴海淳郎氏「ロータリーの探求」から引用　    

■親睦委員会　　　　　　        　  市川　慎二

東日本大震災チャリティーディナーパー
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位とし、クラブ員は１職業１人が原則。クラ

ブがその地域の各職業の代表的人物を選んで

入会を要請する。

　日本では 1920 年に東京に出来たのが初め。

各支部が輪番で懇親会を開くので、ロータリー

(輪転 )の名が出た。

ライオンズクラブ
＜広辞苑＞　　

　掲載なし。

＜百科辞典＞　

　国際的な民間社会奉仕団体。1917 年、有力

実業家などをメンバーに米国シカゴで発足。

日本では 1952 年に支部が出来た。

ライオンズの名は、LIbeRTy　INTeLLIGeNCe　

OuR　NATION’s　sAfeTy「LIONs」の頭文字に

よる。

　奉仕活動を通じての世界の人々の相互理解

と、地域社会の生活・文化・福祉・公徳心の

向上を目的とする。　

モットー　　“we　seRVe”

会員数

全世界　　45,740 クラブ　  約 134 万人

日本　　 　3,311 クラブ　　109,000 人

                         （2010.3.31 現在）

社会奉仕　　

　高齢者福祉対策　

　精神障害者・身体障害者対策　

　献血・献腎・献眼・骨髄移植活動　　　　

推進　青少年薬物乱用防止対策等

例会　月２回　18：00 ～　

　　　旭 LC は第一・第三木曜日　仕立屋

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

増田嘉一郎／商大高校インターアクトクラブ

の皆さん、ようこそいらっしゃいました。当

クラブの活動を楽しんでいって下さい。

漆原恵利子／①急激な気温の変化、季節の変

わり目、皆様ご自愛下さいませ。②インター

アクトクラブ商大高校、庄司君、中村さん、

ようこそ。

安藤　公一／商大インターアクト、庄司さん、

中村さん、ようこそ。

市川　慎二／商大インターアクトクラブのお

二人ようこそ。
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ティーについて

　国際ロータリー 2590 地区 2014-15 年度地区

大会記念イベントの一つとしまして開催され

ます。

日時　10 月７日㈫　午後６時開宴

場所　横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ

　　　５階　日輪の間

出演　園　まり＆辺見マリ

参加費　18,000 円　

　　　　コース料理 (フリードリンク )

申込期限　９月５日㈮

申込方法　市川まで

■国際奉仕委員会　　　　　　　青木　邦弘

もちつき大会のお知らせ

日時　11 月９日㈰　10 時から　先着 50 人

参加者は外国人親子（小学生を含む）

協力

旭区地域振興課及びボーイスカウト 27 団、

ガールスカウト 102 団

■５分間情報　　　　　　　　　関口　友宏

○ロータリークラブとライオンズクラブにつ

いて

ロータリーとライオンズの違いを聞かれるこ

とがありますが、ご参考に。

ロータリークラブ
＜広辞苑＞　　

　社会奉仕を行動の指針とする国際的社交団

体。1905 年アメリカに起こり、12 年国際組織

となる。各成員が輪番に会場を受け持ったと

ころからの名。

＜百科辞典＞　

　社会奉仕・国際親善を目的とする国際的な

友好団体。1905 年米国で発足。１都市を１単
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太田幸治・佐藤真吾／本日は横浜商大高校イ

ンターアクトクラブ庄司君、中村さんをお迎

えしての青少年奉仕フォーラムです。よろし

くお願いします。

岡田　清七／商大高校の庄司君、中村さん、

旭クラブにようこそ！！

吉原　則光／思いがけない涼しさとなりまし

た。例会には最適です。本日の卓話よろしく

お願いします。楽しみです。商大高校の皆さ

んようこそ。

兵藤　哲夫／妻に誕生祝いの花が届きました。

ありがとうございました。

佐藤　利明／熱闘甲子園・高校野球に毎日釘

付けでした。一球一球にドキドキワクワクの

連続であり、プロ野球にない魅力に引き込ま

れて楽しい時を過ごせました。

太田　勝典／後藤さん、先日は身体障害者用

厚生器具を贈呈いただき、ありがとうござい

ました。

■卓話　青少年フォーラム　　　

○庄司　和真

　横浜商科大学高等学校インターアクト部副

部長の庄司和真です。

　本日は定例会にお招きいただきありがとう

ございます。我々インターアクト部は男子６

名女子１名の計７名で活動して います。 

　その活動内容は毎週水曜日の昼休みに定例

会を行っています。内容は今後の活動方針や

次活動の打合せなどをしています。また毎月

最終火曜日には地域のゴミ拾い活動などをし

ています。 他には赤い羽根共同募金や文化祭

でのバザー活動、12 月には台湾に海外研修に

行きます。去年は終業式の関係で行けなかっ

たのですが、今年は部長と中村さんが参加予

定です。

　私がインターアクト部に入ろうと思った理

由は小学生のころからボーイスカウトをやっ

ており、そこで培った知識などをインターア

クト部でも活用したいと思ったからです。今

回私は 10 分間話してほしいとのことだったの

ですが、まだまだ経験不足で 10 分は話せませ

んでした。最後にこちらのロータリークラブ

にはさまざまな支援をしていただき本当にあ

りがとうございます。

○中村　琴美

　私が、横浜商科大学高校に入学した理由は、

このインターアクト部に入り、困っている人

を手助けしてあげたいと思ったからです。大

人数の女子とコミュニケーションをとること

を少しだけ怖がる私には、最高の部活です。

私はダンスが好きで得意です。しかし、人を

助けたい！という気持ちが強かったのでイン

ターアクト部に入りました。部活に入ったば

かりの時は、同学年の部員とは同じクラスだっ

た人以外話しませんでした。まず、誰が同学

年なのかが私にはわかりませんでした。

　そんなある日、同じクラスだった人が部活

をやめてしまい、私のクラスの部員は私だけ

になってしまいました。その時の感情は覚え

ていませんが、とてもさみしい気持ちになっ

ていたのでしょう。同学年で違うクラスの部

員と話すようになったのは、私と同じクラス

だった人が部活をやめてからです。その時か

ら３年生の先輩と同学年６人での部活での生

活がはじまりました。同学年 4 人と先生で出

席した定例会やグリーン祭で行ったバザー、

３年生が部活を引退した後の活動も良き思い

出となりました。
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　旭ロータリークラブのチャリティーコン

サートでの募金活動では過去最高の金額を集

めることができ、とても嬉しかったです。同

学年の数名で遊びに行ったことも一つの思い

出です。私たちの部活内に、一つ上の学年の

先輩がいません。なので今は私たち同学年７

人で部活を引っ張っています。一人同学年の

部員が増え、部活はもっと楽しくなりました。

　私たちインターアクト部７人にこれからも

どんな困難が待ち受けているのかなんて誰も

分りません。たとえ何が起ころうと７人で力

を合わせて解決していきたいです。

○佐藤 真吾

　インターアクトとは、奉仕と国際理解に貢

献する青少年のための RC 提唱の世界的団体

で、高校に在学中の生徒、または年齢 12 ～

18 歳までの青少年が入会できます。

　INTeRACT という名は「国際的活動」

INTeRNATIONAL ACTION を意味します

（2010 年１月の国際ロータリー理事会で、イ

ンターアクターの会員資格の最低年齢が 14 歳

から 12 歳へ引きさげられることが決定しま

した）

　1959-60 年度の RI 会長、ハロルド・トー

マスは、世界各地のロータリアンが共通して

「ロータリーは青少年奉仕を開発する力を十分

に発揮していない」という気持ちを抱いてい

ることに気づきました。

　そうした中で、世界中の青少年が共に活動

できるような組織をつくろうという機運はま

すます高まり、トーマス RI 会長は 1960 年、

５人のロータリアンからなる委員会を発足さ

せました。２年後の 1962 年、RI 理事会によ

りインターアクトプログラムが宣言され、こ

の年、理事会は初めての IAC の発足を認証し

ました。世界最初の IAC は、アメリカ・フロ

リダ州メルボルン RC の提唱により 10 月 28 

日に結成、23 人でスタートしたメルボルン高

校 IAC です。その後、IAC は次々と広がって

いき、現在では、世界各地で青少年がさまざ

まなインターアクト活動を通じ、国際理解と

親睦の輪を広げています。

　日本最初の IAC は、1963 年 6 月 27 日に結

成された、宮城県の仙台育英学園高校 IAC で

す。提唱は仙台東 RC（現在第 2520 地区、当

時は第 352 地区）で、100 人を超える人数で

誕生しました。日本第１号のこのIACは、当時、

世界最多の会員数を擁していました。

　提唱クラブの仙台東 RC は、その前年、1963 

年３月に創立したばかりでした。メルボルン

高校に初めての IAC ができて間もない 1963 

年１月、当時の手島周太郎ガバナーは、仙台

東 RC で国際奉仕委員長の加藤昭氏に、RI 本

部から届いた英文の書類を手渡しました。加

藤氏は、自分が校長を務める仙台育英学園高

校の生徒に呼びかけたところ、予想以上の賛

同を得て、日本で初めて、世界で一番大きい

IAC が結成されることになったのです。

　仙台育英学園高校 IAC は、誕生してすぐ、

清掃奉仕や小さな親切運動などのさまざまな

活動を展開し、1967-68 年度、「インターアク

ト国際ロータリー賞」を受賞しました。

　また、IAC の設立後、海外留学が活発に行

われるようになり、地区の青少年交換制度を

促進するという効果もありました。創立当初

の例会は月２回、会費は無料でした。

　現在、第 2590 地区では、学校を基盤とする

クラブが 19 クラブあり、当クラブで提唱し

ている横浜商科大学高等学校インターアクト

クラブは、第 2590 地区で最初に提唱されたク

ラブで、1964 年９月 24 日に設立されました。

今年で創立 50 周年を迎えます。

■次週の卓話　　　
　9/10　
　社会奉仕フォーラム
　福村　正会員　　　　　　　　                   　
　　　　　　 　　　  週報担当　太田　勝典
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平 成 2 6 年 ７ 月 度 出 席 率 一 覧 表

員数 出席率他クラブ会　員　名

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31　

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ホームクラブ 員数 出席率他クラブ会　員　名 ホームクラブ

例　会　日

例会出席率

修正出席率

平 均

％

％

％

％ ％

９日 16日

100

秋　内　　繁

安　藤　公　一

安　藤　達　雄

青　木　邦　弘

千　葉　和　裕

福　村　　　正

後　藤　英　則

兵　藤　哲　夫

市　川　慎　二

五十嵐　　　正

川　瀬　恵津子

北　澤　正　浩

今　野　丁　三

倉　本　宏　昭

黒　瀬　一　敏

増　田　嘉一郎

松　本　英　二

新　川　　　尚

二　宮　麻理子

二　宮　　　登

31
30

２日

96.77

31
31 100

35
33 94.29

35
35 100

％

％

33
31 93.94

33
33 100

100

100

100

100

100

100

100

75

100

100

100

100

100

50

75

100

100

80

80

100

0

20

0

20

20

0

20

25

0

0

0

20

0

50

50

60

0

60

20

0

100

120

100

120

120

100

120

100

100

100

100

120

100

125

125

160

100

140

100

100

100

50

100

80

100

100

100

80

100

100

80

100

80

100

100

50

0

20

20

0

0

40

0

20

20

0

20

0

100

100

100

100

120

100

100

120

100

120

100

100

100

100

岡　田　清　七

太　田　勝　典

太　田　幸　治

斎　藤　善　孝

桜　田　裕　子

佐　藤　真　吾

佐　藤　利　明

関　口　友　宏

杉　山　雅　彦

鈴　木　茂　之

田　川　富　男

内　田　　　敏

漆　原　恵利子

矢　田　昭　一

吉　野　寧　訓

吉　原　則　光

高　梨　昌　芳

松　本　良　彦

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

名　誉　会　員

－出席規定免除－

－出席規定免除－

23日

％

％

33
33 100

33
33 100

－出席規定免除－

名　誉　会　員

－出席規定免除－

30日

％

％

31
28 90.32

31
31 100


