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　例会終了後、第８回理事役員会において、

次年度ガバナー補佐に増田会員を推薦いたし

ます事を了承いただきました。

■幹事報告
１）例会変更のお知らせ

○大和ロータリークラブ

日時　10 月 17 日㈫取止例会

日時　11 月 14 日㈫→休会

　　　11 月４日、５日やまと産業フェア振替

日時　11 月 21 日㈫取止例会

日時　12 月 19 日㈫→ 17 日㈰

　　　クリスマス家族会振替

○神奈川ロータリークラブ

卓話のお知らせ

日時　11 月 20 日㈪点鐘 12 時 30 分

場所　ホテルキャメロットジャパン

卓話者　桑原　薫様（横浜港北 RC 会員）

テーマ　奉仕とサービス

ビジターフィー　2,500 円

* ご出席の場合 11/13 迄に事務局へ連絡

日時　11 月 27 日㈪点鐘 12 時 30 分

場所　ホテルキャメロットジャパン

卓話者　川野正久パストガバナー

        （川崎北 RC）

テーマ　ロータリーの歴史

ビジターフィー　3,500 円

* ご出席の場合 11/20 迄に事務局へ連絡

　神奈川 RC 事務局　Fax045-313-3652

■司　　会　副 Saa　後藤　英則

■開会点鐘　会　長　滝澤　　亮

■斉　　唱　我等の生業

■出席報告

■本日の欠席者
安藤 (公 )、北澤、二宮登、二宮（麻）

■他クラブ出席者
後藤 (地区 )

■ 10 月誕生記念祝

　吉原　則光会員　　　　10.19

■会長報告
　先週は４日に地区主催のチャリティーパー

ティが行われ、横浜港北 RC の方々とテーブル

がご一緒で会長エレクトの伊東さまから新横

浜ラーメン博物館の湧井様をご紹介頂き、無

料入場券をいただきました。又、朝倉春菜様

には花束を渡しました。

本日の出席数         20 名

本日の出席率     83.33％ 修正出席率           100％

会員数　 　 　    32 名
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　まず、１日から

学校が始まりまし

た。私のほかにフ

ランス人のキャサ

ンドラとスペイン

人のエミリオが一

緒の学校に通って

います。

　エミリオは英語

がペラペラですごい活発的な男の子です。私

とは授業がかぶっていることが多く、いろい

ろなことを話しますが、私が英語がペラペラ

とは話せないのでかなりかみ砕いて話してく

れます。

　キャサンドラは最初にあったときに簡単

な英語しか話せないと言っていたので私

も！！！と言って仲よくなれると思ったので

すが、実際普通に話してみると、簡単どころ

か私にとっては難しくて海外の簡単な英語と

日本の簡単な英語はレベルが違うんだなと痛

感しました。でも、やはり気を使って話して

くれるので何とか会話は成り立ちます。

　二人とも優しいので、とても楽しく過ごせ

ています。

　ローテックスの人達から最初はクラスメイ

トが寄ってくるけど後からは自分で行かない

とだめだよと言われていたので最初が肝心だ

と思ってかなり緊張しながらクラスに行った

のですが自己紹介をさせてもらえず、特に私

の説明もなかったのでクラスメイトは私がだ

れかわからず、私も何の時間かわからなくて

お互いに気まずい状態で、クラスメイトが寄っ

てくるどころか逆に遠くからこそこそ話され

て犯罪者になった気分でした。

　でも、１週間ぐらいすると移動教室を教え

てくれたり、一緒にお昼ご飯を買いに行って

くれたり色々教えてくれるようになりました。

今では一緒にお昼ご飯を食べたり、放課後に

はナイトマーケットに連れて行ってもらって

います。

　台湾は食べ物がすごい安いです。なので先

月のレポートにも書きましたが、家で作るこ

とはほとんどないです。それは、お弁当も例

外ではなく、ほとんどの人が学校にあるお店

でご飯を買うか、お弁当箱をもってお店に行

き詰めてもらっているようです。台湾に行っ

てすぐの時ホストファミリーの親戚の女の子

に日本はお弁当のご飯が冷たいでしょ？いや

じゃないの？と聞かれたことがあります。そ
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２）チャリティーディナーショー報告

　10/4 午後６時より、滝澤会長、新川会員、

田川でロイヤルパークホテルに於いて、出席

いたしました。

　300 人ほどのロータリアンが出席、財団・

米山学友の歌、演奏を楽しみました。当クラ

ブから財団学友の朝倉春菜さんが司会進行と

ソプラノ独奏を立派にこなし、多くの拍手喝

采を受けました。又、サパライズとして滝澤

会長が花束を贈呈、秋の夜長を楽しみました。

■社会奉仕委員会　　　　　　　  五十嵐　正

○ 10 月 15 日㈰に行われます区民まつりにつ

いて報告とお願い

１）お米の販売について

岩沼産の新米を販売価格２㎏ 700 円と設定

２）集合時間

11/15 ㈰ 社会奉仕委員  午前７時 30 分

　　　　 一般会員　　  午前９時

　米の荷降ろし、設営準備等がありますので

出来る限り早めの出席をお願い致します。

又、当日はクラブの帽子をご持参下さい。

３）開催の確認

　当日の天候により、あり、無し、のお問合

わせは北澤会員前お願い致します

＊区民まつりはメーキャップ対象です。

■国際奉仕委員会　　　　　　　青木　邦弘

１）塩麻里奈さん　月例レポート９月編
　こんにちは。台湾派遣生の塩麻里奈です。

今月は、新しく始まることが多くかなりバタ

バタしていました。
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の時は質問の意味がよくわからなかったので

すが今思うと温める機械はないの ? という意

味だったのだと思います。なぜなら台湾はお

店で詰めてもらった、または家で詰めてもらっ

たお弁当をスチーマーのような機械にお昼ま

で入れておき、お昼になったら取り出して温

かいお弁当を食べるのです。また、学校のお

店に行くと電子レンジも置いてあり、いつで

も温かいご飯が食べられるようになっていま

す。

　学校のお店にはほんとにたくさんの食べ物

が安く売っています。入って左側はサンドイッ

チやハンバーガー、フライドチキンなどがそ

の場で作られ、出来立ての状態で売っていま

す。右側はお弁当が売っていて中のおかずが

選べるようになっています。やはりお弁当も

出来立てであったかいです。正面は飲み物や

菓子パン、肉まんなどが売っています。

　台湾の人はちゃんと水を飲みなさいと言い

ます。飲んでいないわけではないのですが、

台湾の人に比べるとかなり少ないそうです。

台湾はかなり気温が高く、湿度が高いので気

が付かないうちに脱水症状になってしまうこ

とがあるのだと思います。なので授業中でも

飲み物を飲んでよくてみんな机の上に水筒を

出しています。またウォーターサーバーも学

校にたくさんあります。しかも冷水、常温水、

熱湯の三種類があるので、カップ麺を食べて

る人をよく見かけます。

　台湾の学校にはお昼寝タイムがあります。

初日はいきなり教室のカーテンが閉められて

電気が消されたので何事かと思いまいたが今

ではぬいぐるみを持って行ってぐっすり寝て

います。そのおかげか、授業中に寝ている人

はほとんどいません。また、授業にしゃべっ

ている人もいません。

　私の通っている「新店高中」はかなりの進

学校らしく、廊下に進学大学の上位の人の大

学がのっているのですが台湾大学への進学者

がすごく多いです。台湾大学とは台湾で一番

頭のいい大学で日本でいう東京大学らしく、

かなり頭のいい学校だということが分かりま

す。なので授業が終わった後も先生に質問し

に行く人が多くみんな勉強熱心です。学校が

終わった後も塾などで忙しいのですが、私の

クラスメイトは私を遊びに誘ってくれます。

今月は二回も遊びに連れて行ってくれました。

　一回目は私の家から歩いてすぐの景美夜市

に行きました。夕飯は台湾で有名な牛肉麺を

まだ食べたことがなかったので牛肉麺を食べ

ました。しかしあまりおいしくなくておいし

くないと伝えるとじゃあこの店がまずいの

よ！本当の牛肉麺はすっごいおいしいから！

と言われました。家に帰ってからホストマザー

に話すとあー、あの店はまずいわよ。と言っ

ていたので別のお店に食べに行こうと思いま

す。その日は夜市ではタピオカミルクだけ買

い、近くの雑貨屋さんでお昼寝タイムに使う

ハムスターのぬいぐるみを買って帰りました。

ホストマザーは私が学校の友だちと遊んだこ

とにすごく喜んでいました。

　２回目は家から少し距離がある樂華夜市に

行きました。景美夜市に行ったときは男の子

一人女の子三人と私だったのですが樂華夜市

は男の子５人女の子４人と私で行きました。

誰が来るか知らなかったので待ち合わせ場所

に行ったときすごくびっくりしました。樂華

夜市はすごく大きい夜市で見たことない食べ

物がたくさんありました。特にびっくりした

のは寒天棒という食べ物です。クラスメイト

がこれおいしいから買ってあげる！と言って

買ってくれたのですが、見た目はアイスのよ

うで棒にコンニャクゼリーのような触感のゼ

リーがくっついている食べ物ですごくおいし

かったです。

　もう一つびっくりしたのはすごく大きいフ

ライドチキンです。私の手のひらよりも大き

くてみんなで食べました。味は少し甘めです

ごくおいしかったです。また、日本のものも

多くありたこ焼きなどが売っていました。味

は日本のと変わらなかったです。

　あとチャレンジメニューとして臭豆腐と豚

の血のケーキを食べました。臭豆腐は普通に

おいしく食べれたのですが、豚の血のケーキ

は少し生臭くて私は苦手でした。

　そして最後に念願のマンゴーかき氷を食べ

ました。マンゴーのシーズンが終わっている

のでそんなにおいしくないかもと言われたの

ですが、充分甘くてとてもおいしかったです。

最初は台湾のご飯、苦手だなぁと思っていた

のですが、おいし

いものもたくさん

あるのでいろいろ

チャレンジしてい

こうと思います。

　今月から始まっ

た２つ目は中国語

の勉強です。それ
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までも家で勉強していたのですが、今月から

週に２回大学に行きほかの留学生たちと一緒

に勉強します。先月のオリエンテーション時

にクラス分けテストがあり、１週間後ぐらい

にクラス分けの表が送られてきました。私と

新庄くんは一番上のクラスに入ることができ

ました。どのクラスもそんなにレベルは変わ

らないんじゃないかと思ったのですが、ほか

のクラスの生徒が二時間かけているところを

私のクラスは一時間でやったりしているので

それなりに進みが早いです。

　一番上のクラスにはアメリカ人２人、フラ

ンス人２人、イタリア人、スペイン人、ドイ

ツ人、日本人２人の９人が一緒に勉強してい

ます。私たちは漢字が読めるので何となく意

味などは分かりますが、ほかの国から来た子

たちは名前を書くのも一苦労だと言っていた

ので日本人でよかったなと思いました。

　ついこの間中国語の小テストがありました。

一応全部かけたのですが、テスト後にミスを

見つけて満点ではないけどいい点が取れたな

と思っていました。結果が返ってきたのは次

の授業の時で私は 100 点満点中 96 点でした。

あと４点で満点だったのにーと少し悔しかっ

たのですが、クラスではトップかな？と調子

に乗っていました。しかし、クラストップは

私ではなくイタリア人の女の子でした。点数

は 100 点でした。漢字が読めるからと調子に

乗ってる場合ではないなと思いました。小テ

ストは毎回ではありませんが、単元が終わる

ごとにあるので気を抜かずにいい点を取り続

けようと思います。

　台湾に来て１か月以上が過ぎ、電車ならど

こでも行けるようになりました。この前土曜

日が開いていたのでホストマザーに言われて

新庄くんと淡水という駅の観光に行きました。

結構有名な場所らしく、きれいな場所だよー

と言われていきました。確かにきれいな場所

でしたが、目的の場所に行き終わった後どこ

に何があるかわからなかったので近くにあっ

た日本料理店でお昼を食べて COCO という飲み

物屋さんで飲み物を買って帰りました。淡水

は古い街並みに出店がたくさん出ているとこ

ろがあるらしく、そこでお昼を食べればよかっ

たなと後から知り思いました。

　また別の日には、漢字が難しくてわからな

いのですが、海と波によって削られた石が有

名な場所へ行きました。水が透き通っていて

すごくきれいな場所でした。海鮮が有名な場

所で夕飯は近くのお店で食べました。お店の

おばさんがその日の朝に取ってきた魚介類を

おばさんが一人で調理していました。一人で

大変じゃないのかな？と思いましたが、時々

ほかの人がいることもあるそうです。

　今月の 17 日に人生で初めてのことが起こ

りました。台湾に来てから初めてのことは多

くありましたが、今回のことはかなりいろい

ろ考えるきっかけになりました。その日はホ

ストファミリーの帰りが遅かったので自分で

夕飯を食べなくてはいけませんでした。なの

で家のそばの小籠包でも食べようかなーと

思ってふらふら家の外に出ました。私の今の

ホストファミリーの家のそばには大きな道路

が通っています。交通量も多く横断歩道を渡

るのも気を付けるほどです。その日は少し眠

かったのでぼーっとしていて歩行者信号が青

に変わったことにすぐには気づきませんでし

た。周りの人が動き出したので、あ！変わっ

たのか、と思いみんなより少し遅れて歩き出

すと一番前を歩いていたおばさんと少し焦っ

ていたのかかなりのスピードを出したバイク

がぶつかりました。二人とも信号を守ってい

ましたが、右折しようとしたバイクがおばさ

んにぶつかってしまいました。一瞬何が起き

たのかわからなくてみんな固まっていました。

二人とも生きていて目立った外傷はなく歩い

て歩道まで移動できていたので私はその場か

ら離れました。しかし、もし私が信号に変わっ

たことにすぐ気づき横断歩道を渡っていたら

ひかれていたのは私だったかもしれません。

その時にどこが痛い、どこをぶつけた、など

自分の体の状態や、どんなふうにぶつかった

など事故の状況をちゃんと警察や救急隊員に

伝えるのに中国語が話せなかったらかなり困

ると思いました。いつでも英語が話せる人が

いるとは限らないのでちゃんと中国語を勉強

しようと思います。今回はぼーっとしてたこ

とで助かりましたが、これからはちゃんと周

りを見て注意して生活していこうと思います。

　今月は、学校の友達といる時間が多かった

ですが、来月は留学生と交流を深めていろい

ろな国のことを知っていきたいです。

２）在日外国人の子ども支援計画
　宋会員の熱き思いに寄り添って

目的　外国から働きに来た人の子ども

　　　言葉が通じないため、学校に行かない

　　　子ども達の為の教育支援

対象　主として中学生
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日時　11 月 19 日㈰ 13-16 時

　　　11 月 26 日㈰ 13-16 時

場所　鶴ヶ峰ココロット

　　　地域振興課の支援を頂き　無料

講師　ローテックからの支援で言葉対応

　　　英語、中国語、タイ語、ポルトガル語

その他

　今回はトライアルとして２回開催

　結果をみて今後の対応を考える

■米山奨学生カウンセラー会議報告　　
  　　　　　　　　　　　　　　　後藤　英則

日時　10 月５日㈰

場所　ソシア 21

○カウンセラーの重要性　

カウンセラーの役割①

・奨学生は毎月 1回以上、例会に出席

・例会以外でも地区、クラブの行事に奨学生

　と共に参加

・奨学生レポート 9月 2月の年 2回チェック

カウンセラーとは

　日本中のロータリアンが寄付金に託した想

いをかなえる役目を担う。米山奨学生がより

深く日本を知り、ロータリーが求める平和の

心を学べるよう導く。

例会では

・奨学金を会員の前で手渡し

・奨学生は短いスピーチを行う

・カウンセラーは会員に奨学生の現況報告

カウンセラーの役割、交流の橋渡し役②

・奨学生を紹介する際、どんな研究をしてい

るのかを分かりやすく伝える

・奨学生に早めに例会場にきてもらい、終了

後も会員との交流の機会を作る

・例会での卓話の時間を設定

カウンセラーの役割として③

・指導教官との連絡、交流の機会を設けたり、

　連絡を取り合うことで、奨学生の現況を把

　握する

・指導教官にロータリーや米山奨学事業を理

　解して頂く機会になります。

カウンセラーの役割④

　終了後も交流を続ける

・国内にいる時は例会やクラブ行事に招待

・近況を知らせてもらい、例会や週報で報告

＊米山記念奨学事業の鍵はクラブとカウンセ

ラーの皆様が握っています！

■ニコニコ BOX（会員敬称略）

滝澤　　亮／①福村様、本日は卓話よろしく

お願いいたします。②昨日聖マリアンナ病院

で検査を受けました。何もなかったです。

田川　富男／①会長、新川さんとチャリティー

コンサートに行ってきました。②福村さん、

卓話宜しくお願いします。

福村　　正／本日、卓話をやらせていただき

ます。自身の地域活動について報告致します。

よろしくお願いします。

吉原　則光／①福村さん、卓話よろしく。楽

しみにしております。②ここ連続３回欠席で

申し訳ございません。実は脊柱管狭窄症で足

腰の痛みが激しく歩けなくなりました。よう

やく痛みもやわらいだので出てこられました。

「お歳だからですよ」とお医者さんの有り難い

言葉をいただきました。

目黒　恵一／福村先生、卓話宜しくお願いし

ます。

須藤　　亘／今週末、旭区民祭りに初参加さ

せて頂きます。楽しみにしております。

佐藤　真吾／福村さん、卓話忘れていなくて

良かったです。

新川　　尚／福村さん、卓話楽しみです。

大川　伸一／福村先生、本日の卓話をよろし

くお願いいたします。

本山　雄三／福村さん、卓話宜しくお願いし

ます。

兵藤　哲夫／①さあ、選挙が始まった。結果

はどうなろうとも楽しみです。②福村先生、

卓話楽しみです。

市川　慎二／福村さん、卓話楽しみにしてい

ます。

後藤　英則／福村さん、本日の卓話楽し味で

す。

佐藤　利明／福村先生、卓話をよろしくお願

いします。

増田嘉一郎／理事会でガバナー補佐の推薦を

いただきました。皆様のご支援ご協力を宜し

くお願い致します。

■職業卓話「地域活動について」　 　
　　　　　　　　　　　　　　　福村　　正

　内科開業医として 25 年間を振り返ってみた

い。33 歳の時、父の急遽に伴い左近山中央診

療所の院長となった。大学病院の研究員兼勤

務医から地域医療の最前線に飛び込んだので

あった。これまでは、それこそ白い巨塔の中

でヌクヌクやっていたのが、人の喜怒哀楽が

直に渦巻く日常診療の真っただ中にきた訳で

あり、その落差に戸惑った日々であった。

　日々無我夢中でこなすのが精一杯のなかに

も、少しずつ慣れもでき、周囲が見えるよう



になってきた。その頃より今で言う少子高齢

化社会が見てとれるようになってきた。訪問

診療を通じて高齢の方々の生活ベースでの課

題が実感できてきた。おそらくは厚生省の役

人たちは情報による確認はあるだろうが、実

際の状況などは感じていないのではないかと

思う。小児科外来や乳児健診、幼稚園や保育

園の健診や相談業務を通して、社会が子育て

に対し理解や支援し、あくまで実践ベースで

の足らなさを実感していた。

　左近山団地内の唯一の医療機関をして、又、

そこの長として地域に出て行き、自治会幹部

達の現状認識の足らない所を指摘するだけで

なく、改善に向けて実行する手伝いをするよ

うになった。DV の現場 ( あくまで一部だが )、

老々介護や高齢者生活の実態、子どもの実態、

子育ての実情等を機会をとらえては現状を知

らせ、理解や支援の必要性を説いた。

　区や市の行政担当者達は自治会の幹部にも

み手をするが如くのすり寄りをし、何となく

接しながら、実行性のある動きをせず、いた

ずらにコンサルタントを入れては空虚な仕事

をこなさせ時間と費用をむだにして、年度が

終われば笑顔で去っていった。連合自治会長

や一部の幹部達はその事に気付いていたが、

経験やノウハウ (Know-how) を持ち合わせてお

らず、無駄に時が過ぎていた。

　当時左近山地域ケアプラザの所長がそんな

地域の実情に憂慮し、当時の区政推進課に役

人に私を地域のキーパーソンとして推薦、連

絡が入り、地域の活動に加わるようになり、

係わりが一気に深まっていった。

地域における子育て支援、青少年の育成支援、

高齢者の安全確認、30 ～ 40 歳代の住民がい

つくよう、等のための NPO を立ち上げる事に

なった。当初旭区内部には設立は不可能との

冷ややかな目が大勢であったようだ。水面下

で自分の福祉法人の幹部を送り込み、設立認

可を取り付けるところまでやった。行政の鼻

をあかした格好となった。

　その後、自治会幹部等の努力により保たな

いと思われた NPO 食堂は今日も稼働している。

ここの刺身定食は旭区のご当地グルメの一つ

に認定された。ここでは NPO 活動 ( 素人だけ

で運営している ) のモデルとして見学者が訪

れるようになった。

　10 年程前から人通りがまばらな事に気づい

た。前例踏襲のみの商店会長から挑戦を旨と

する若い商店会長に代替わりした時に、利用

者減などを始め、商店街を取り巻く地域の状

況を聞いてみたところ、高齢による人口減に

加え、商店主たちのやる気の無さが蔓延して

いた。街の中心は個人店の集合体である商店

街であり、街を再生させる(＝街おこし)には、

商店街の再生がまず必要と考えられた。一朝

一夕で出来るものでもなく、ここでもノウハ

ウ (Know-how) がある訳でもないので、とりあ

えず継続していく事をまずは設定し、規模や

内容を決めず、身の丈に合った内容で初めて

みた。

　初めは小さなガーデンパーティーの様子で

はあったが、とにかく毎回若い世代の男たち

が集まり、あれこれ相談していた。それぞれ

の意見を持ち寄り、次のイベントに反映して

いく。少しずつであるが当り企画も出だした。

いろいろなアイデアが出たりして盛り上がっ

ていたが、なかには仲たがいする物も出てき

た。商店主のなかには参加、協力をしない者

も出始めた。トラブルを一つ一つつぶして初

志を貫いていった。　

　DJ タイジが「舞台があればアーティストの

モチベーションがあがる」と言っていたのを

受けて、あれこれ思いを巡らしていたら、佐

藤真吾会員の協力により舞台が寄贈された。

寄贈された舞台は、イベントのたびに慣れた

ボランティア達が 30 分程度で組み立て、分解

ができるようになった。この場でお礼を申し

上げます。10 月 22 日この舞台で左近山中学

校と演奏します！

主な地域医療の一環

・剣友会→先代院長が子供たちの精神、身体

　を強くするために作った。

・イベント

・自治会

・NPO

■次週の卓話　

　　 10/25 ㈬　武部　正美様

　　　　　　　( 武部動物病院院長 )　　　　
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平 成 2 9 年 度 ９ 月 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

％

％

％

％

13日

％
99.11

安　藤　公　一

安　藤　達　雄

青　木　邦　弘

福　村　　　正

後　藤　英　則

兵　藤　哲　夫

市　川　慎　二

五十嵐　　正

北　澤　正　浩

今　野　丁　三

倉　本　宏　昭

増　田　嘉一郎

目  黒  恵  一

本　山　雄　三

新　川　　　尚

二　宮　麻理子

二　宮　　　登

岡　田　清　七

太　田　勝　典

太　田　幸　治

28
26

６日

28
27 96.43

27
24 88.89

27
27 100

 75

100

 75

100

 100

100

100

100

75

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                  　　　　       100

25

0

25

0

25

0

0

25

25

0

33

0

0

0

50

25

0

0

0

 100

100

 100

100

 125

 100

 100

 125

 100

100

100

100

100

100

150

125

100

100

100

100

75

50

100

100

75

100

100

100

100

0

25

50

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

75

100

100

100

100

大　川　伸　一

齋　藤　善　孝

佐　藤　真　吾

佐　藤　利　明

関　口　友　宏

宋                    謹      衣

田　川　富　男

滝　澤　　　亮

内　田　　　敏

矢　田　昭　一

吉　原　則　光

高　梨　昌　芳

－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－

－出席規定免除－

％

％

26
24 92.31

26
26

100

20日

－出席規定免除－

   

  

27日

％

％

27
26 96.30

27
27

100

－出席規定免除－

92.86


