
■司　　会　ＳＡＡ　五十嵐　正

■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
増田

■他クラブ出席者　　　　　　
齋藤（横浜瀬谷 RC）新川（地区）

増田（横浜瀬谷 RC、横浜緑 RC）

■ゲスト　　　　
濱屋　龍馬様（日本語ボランティア代表）

■会長報告　　　　　　　　　　
　こんにちは、だいぶ暖かい日が増えてまい

りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。

　３月 24 日のがんセミナーが近づいてまいり

ました。昨年と同様、会員の参加、最低３名

の同伴者など、皆様のご協力をお願い致しま

す。

○地区関係

１）４月 21 日に岩沼市で行われます植樹祭の

参加についての案内

２）地区インターアクト委員会より、宋会員

に委員の委嘱状が届いております。

本日の出席数        28 名

本日の出席率    96.55％ 修正出席率        86.36％

会員数　 　 　    31 名
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■ひなまつり祝　宋　謹衣会員

■ポールハリスフェロー表彰

岡田　清七会員　　　PHF ４

■横浜南ロータリークラブより
○夜間例会合同参加交流会のご案内
　これまで継続して台湾のローターアクトと

交流しておりましたが、この度、互いの交流

をさらに深めるために第 3522 地区台湾台北よ

りローターアクター、ガバナー、はじめロー

２０１８年３月１４日 第２３２８回例会　VOL. ４９　No. ３３

2017-18年度 RI会長／イアン H.S.ライズリー　RI.D2590ガバナー／湯川　孝則　横浜旭RC会長／滝  澤　  亮

横浜旭ロータリークラブ

旭区民まつりにて熊本みかん販売 熊本自転車支援 ガールスカウトとクリーン作戦

事務所

例会場

例会日

「ロータリー：変化をもたらす」  Rotary : Making a Difference  

横浜市旭区二俣川1-37-3 NUTS1階／〒241-0821
TEL.045-465-6702／FAX.045-465-6712
http://yokohamaasahirc.cho88.com
Emai l :asahirc@titan.ocn.ne.jp
横浜市旭区二俣川1-45-30工藤ビル
（㈱岡田屋３階会議室）
毎週水曜日／12時30分～１時30分　　  



　上段の資料の中で、黄色の枠でくくられた

数字がこの３期で大きく変化したところです。

中央上段の 1,183,550 円は、例会場費が前期

より減少した数字です。その結果前年度は 50

周年積立に 80 万円上積みすることが出来まし

た。また、80 万の右上の 38,693 円は事務所

経費の減少内容です。

　その結果、下の②にその集計がでておりま

す。やはり黄色部分を見ていただくと、一昨

年は 745,076 円の繰越、昨年は繰越 509,901

円に 50 周年積立が 80 万なされており、今期

は今の処の予想では 290 万位の余剰が見込ま

れます。今期の理事会の判断で分かりません

が、その内 220 万を 50 周年積立にまわすと、

これまでの累計は 500 万になります。40 周年

の際は約 300 万でこなしましたので、ほぼ 50

周年の資金的なめどがついたように思います。

　そこで、次年度会計の指針としまして前回

の理事会で複数の会計案検討の結果、これは

あくまでも今の例会場と事務所の状況が変わ

らないとの前提ですが、次年度会費を半期 11

万、一年間で 22 万円と提案をさせていただき

ます。

　この会費値下げをとおして新会員が入りや

すい環境を作り、会を発展させ、出来るだけ

早くに岡田・太田両会員にご迷惑をかけない

ようで済む体制を目指していただきたいと考

えております。

　後日この案について、皆様の決議をへてク

ラブ細則変更手続きとなりますのでよろしく

お願いします。

■日本語ボランティア濱屋さん、ご紹介
　　　　　　　　　　　　　　　青木　邦弘

　旭・日本語ボランティアの代表濱屋龍馬さ

んをご紹介致します。同会は 13 年前からはじ

められ、旭 RC からは宋さん、二宮さんが教師

をしております。

○濱屋さんより

　ご紹介いただきました笹野台に住んでおり

ます濱屋と申します。この度は素晴らしいプ

ランを有難うございます。いつの間にか 13 年

日本語を続けてきました。週に６日の開業は
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タリアンの皆様が当地区を訪問されることと

なりました。ご多忙の折とは存じますが、ぜ

ひご出席くださいますようお願い申し上げま

す。

日時　３月 24 日㈯午後６時 30 分～

場所　ローズホテル

　　　横浜市中区山下町 77

登録料　7,000 円　  締切 3/17

■プログラムの変更のお知らせ   市川　慎二

日時　４月４日㈬

　　　母子の健康フォーラム→

　　　次期増田ガバナー補佐就任前挨拶

日時　６月 13 日㈬

　　　岡田清七会員卓話→

　　　母子の健康フォーラム　市川

■次年度第２回理事会報告　  　 安藤　公一

１）災害委員、チャリコン委員は有志を募っ

て活動を行ってきましたが、年数も経ち、新

会員も増えましたので、新たに会員を募集し

たいと思います。チャリコン委員会に、本山

会員、須藤会員が新たに加入して下さいまし

た。他に希望される方がおりましたら、今月

中に市川、安藤にお声掛け下さい。

２）地区研修・協議会について

日時　４月１日㈰

場所　聖光学院

　登録受付をしておきますので、各出席者の

方は、11 時 45 分から 12 時 15 分の間に校舎

入口にお越し下さい。メークアップカード、

当日の資料、食券をお渡し致します。

■次年度会計より                                五十嵐　正

　市川会長エレクトの指示により、次年度ク

ラブ会計予算の指針をお作りし、先日の理事

会で審議をしていただき、その方向がまとま

りましたので皆さまにご説明ご提案いたしま

す。資料を作りましたのでご覧ください。

(６頁参照 )

　これは過去３期分の会計内容です。大きく

二つに分かれておりまして、①が３期分の詳

細な内容で、②がその集計内容となります。

①の一番右側は今期の後半の予測の数字です

から、概算予測となります。
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皆様から驚かれますが、幸いなことにスタッ

フも多数集まりまして運営しております。ス

タートした頃は専ら外国人の為にと思って励

んできましたが、この頃はそればかりでなく

老人に生き甲斐を与えるといった役割も意識

するようになりました。

　どうか皆様も一度お越し下さい。きっとこ

れまでの経験が生かされると思います。どう

ぞ末永いおつきあいをお願い申し上げます。

■ R 財団委員会　　　　　　　  　田川　富男

　今期寄付金は、３年後に活動資金として蓄

えられ、次のプロジェクトが実行することが

出来ます。未だ寄付をなされていない会員の

皆様には、ぜひご協力をお願い致します。

(１年間の目標額 14,000 円 )

併せて米山も願い申し上げます。

■体験例会へのお誘い　　　　      内田　　敏

■社会奉仕委員会　　　　　　　  北澤　正浩

　岩沼市千年希望の丘　海の見える植樹祭を

４月 21 日㈯宮城県岩沼市で実施されます。参

加をよろしくお願致します。

■ニコニコ BOX（会員敬称略）

滝澤　　亮／①太田幸治会員、本日の卓話よ

ろしくお願い致します。②濱屋様ようこそ。

田川　富男／３月 24 日がんセミナーへのご参

加お願いします。がん予防に努めましょう。

岡田　清七／しばらくご無沙汰しました。よ

ろしくご指導お願いします。

吉原　則光／初夏のような陽気の例会。太田

さんの卓話楽しみです。よろしくお願いしま

す。

安藤　公一／①太田幸治さん、卓話よろしく

お願いします。②ピョンチャンパラリンピッ

クでの日本選手、頑張っています。

佐藤　利明／太田幸治さん卓話よろしく。

北澤　正浩／①濱屋様、ようこそ横浜旭ロー

タリークラブにいらっしゃいました。②太田

幸治さん、卓話よろしくお願い致します。

市川　慎二／太田幸治さん、卓話宜しくお願

いします。

内田　　敏／太田幸治さん、本日の職業卓話

よろしくお願いします。楽しみです。

大川　伸一／太田幸治様、本日の卓話を楽し

みにしております。

太田　勝典／①太田幸治会員、卓話たのしみ

にしております。②佐藤会員ががんセミナー

で 30 名位集めてくれたそうです。全員参加で

盛り上げよう！③濱屋さん、ようこそ。

目黒　恵一／太田幸治会員、いつも貴重な番

付表をありがとうございます。本日の卓話宜

しくお願いします。

須藤　　亘／本日の卓話、太田さん宜しくお

願い致します。楽しみにしております。

市川　慎二／①鶴岡ガバナー補佐、本日はよ

ろしくお願いします。②坪井様、卓話宜しく

お願いします。③誕生日祝いを頂きまして、

有難うございます。

安藤　公一／①坪井さん、卓話宜しくおねが

いします。②鶴岡ガバナー補佐、ようこそい

体験例会へのお誘い

４月 25日水曜日 午後 12時 30 分
　　～ 1時 30 分

卓話者
声楽・合唱指揮者

中田　幸子氏（講演者）

お名前（フリガナ）　　　　　　　　　ご職業　　　　　　　　　　　　　  紹介会員

ご参加いただける方はお名前をご記入のうえ、クラブ会員へお渡しください。
準備の都合上 4月 18 日締切といたします。

国際ロータリー第 2590 地区
横浜旭ロータリークラブ

例会場／横浜市旭区二俣川 1-45-30 工藤ビル（㈱岡田屋３階会議室）

　20 世紀初頭のシカゴの街は、著しい社会経済の発展の陰で、商業道徳の欠如が目につくようになっていまし
た。その頃、ここに事務所を構えていた青年弁護士ポール・ハリスはこの風潮に堪えかね、友人３人と語らい、
お互いに信頼のできる公正な取引をし、仕事上の付き合いがそのまま親友関係にまで発展するような仲間を増
やしたい、という趣旨でロータリークラブを考えました。こうして、1905 年ロータリークラブがシカゴに誕生
し、以来志を同じくするクラブが各地に生まれて、今では 200 以上の国と地域に広がり、クラブ数約 33,000、
会員数約 120 万人に達する国際的組織です。
　クラブの会員は毎週の会合で、親睦を深め、地域社会の様々な問題に取り組む活動を計画しております。
　そこで今回は体験例会と称し、日頃クラブ会員のみが出席できる例会に、ロータリークラブの活動の理解広
報を兼ね、会員の知人ご友人に開放し例会を共に楽しむ企画です。
　例会の内容は、昼食をとりながら、前半はクラブの各部門の活動報告、後半は卓話（講演）となっております。
どうぞ、お気楽にご参加いただけることを願っております。

●プロフィール
東京に生まれる。
フェリス女学院大学音楽学部声楽科卒業。声楽を三宅春惠氏、指揮法を山田一
雄氏に学ぶ。フランス・ナント市での国際声楽コンクールの審査員をはじめ、
合唱、声楽、ピアノ等の審査員を数多く務める。多くの合唱の指導、声のトレー
ナーとして活躍し、合唱を通して海外での演奏も多く、アメリカ西海岸 9ヶ所、
オーストラリア、中国、ルクセンブルグ、旧ユーゴスラビア他、多国に渡って
いる。現在、音楽出版ハピーエコー代表、混声合唱「アンサンブル・メイ」、
女声合唱団「みずばしょう」等の指導及び指揮者。フェリス女学院評議員、国
際ソロプチミスト横浜西会長、神戸市混声合唱団 元音楽監督、横浜音楽文化協
会会員
作曲家 中田喜直夫人
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らっしゃいました。③ピョンチャン五輪での

日本選手の健闘を祝して。

■卓話「相撲のはなし」　        太田　幸治

　皆さんこんにちは。先日は、準備不足もあり、

佐藤利明会員に変更していただいた次第です。

与えられたテーマは職業卓話ですが、15 年前

に息子 ( 邦一 ) に経営を継承しての隠居生活

です。一年前に職業卓話をしており、同じ話

を聞いて頂く訳にもいきませんので、今回は

相撲の話に変更しての卓話にさせて頂きます。

１）私と相撲の係わり

・平成 19 年１月場所

　千秋楽打ち上げ /亀戸天神にて同行

・平成 19 年５月 27 日

　白鵬横綱昇進内祝 /宮城野部屋同行

・平成 19 年５月 30 日

　横綱昇進伝達式 /宮城野部屋同行

・平成 19 年６月１日

　横綱授与式 /明治神宮同行

・平成 19 年８月 27 日

　宮城野部屋力士激励会 /

　　　　　　　　　横浜ベイホテル東急同行

・平成 19 年９月２日

　横綱昇進披露宴 /

　　　　　　　　ホテルニューオータニ同行

・平成 21 年６月６日

　宮城野部屋力士激励会 /　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　横浜ベイホテル東急

・平成 22 年 12 月 20 日

　横綱史上最多優勝達成記念 /

　　　　　　　　　　　　　帝国ホテル同行

・平成 27 年 12 月 15 日

　横綱優勝 32 回祝勝忘年会 /

　　　　　　　　　ホテル横浜ガーデン　

・東京場所　１月、５月、９月、

　千秋楽の打ち上げ式 /

　　　　　　　小岩 (元、東京平安閣 )同行

　忘年会、料亭 (田中家 )( 愛知家 )他

横綱白鵬後援会長

　松本良彦元会員　平成 27.5/1 没　85 歳

　宮城野友淳 (誠志 )師弟関係

　市川智彬 ( 興禅寺住職 )　平成 29.12/3 没

　76 歳、横綱新弟子時より心の師、日本の父

　としたわれる

２）横綱の品位

　最近横綱白鵬の取り口を批判し、以前から

多用するカチ上げ、張り差しに苦言。

　さらに 11 月場所で嘉風に敗れた際、立ち合

い不成立だと審判員に抗議した件。

　千秋楽インタビューで観客に万歳三唱を促

し、日馬富士の復帰を願う発言をした件。

　日馬富士の暴力、その場に居合わせて防げ

なかった件。

　貴の花巡業部長の元で秋場所巡業に参加で

きない等の発言。

　横綱の品位を問われるが、「品位」という言

葉の意味について考えさせられた。「品位」を

国語辞典で調べてみると「人や人物にそなわっ

ている気高さや上品」とある。

　横綱として「品位」のある行動をというが、

横綱というのは、『勝ち続けた力士』だけが

得ることの称号、勝ち続けると同時に「品位」

をもつのは、とても大変なことなんじゃない

か。

　勝負の世界で他人を蹴落とせる「負けん気」

や「闘志」と「上品さ」を一緒に持つという

ことは、ある種矛盾した状態であり、相当難

しいことだ。

　第一、横綱にふさわしいかどうかを見極め

る人達が、正しく品位を持ち合わせていなけ

れば横綱になろうとする人に、品位があるか

どうかなんて判断できないだろう。

　部屋に入門した時から親方たちが土俵の外
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でも、よくよく指導しなくてはいけない。と

いうことは、相撲界全体が品位に満ちあふれ

ていなくてはならないということになる。現

在の相撲協会、親方 ( 年寄 ) 少しブレていな

いか ?

　相撲は神事であるが、横綱は神様ではない

し、人間だ。しかも私より年下、まだまだ人

間としては半人前で当然の年齢、失敗するこ

とだってあるだろう。

　私なんて失敗ばかり、品位うんぬんの前に

社会人 ( ロータリアン ) として、もっとしっ

かりせねば、地に足をつて踏ん張っていこう。

　最後に力士は現役で土俵を務める事が出来

るのは、長くて 30 歳半ばくらいまでで、横綱

白鵬も現在 34 歳、近年たび重なる怪我 ( ３月

場所休場 )、目に見えての力量の衰え、東京

オリンピック迄、現役で頑張ると言っており

ます。永続きできるように皆様からもエール

を送って下さい。

■次週の卓話   

 4/4 ㈬　 増田嘉一郎会員

　　　　　「ガバナー補佐就任挨拶」　               

　　　　　　　　　　週報担当　岡田　清七 
 

2018~2019 年度 横浜旭ロータリークラブ 

第二回理事会 
日時  平成 30 年 3 月 7 日（水） 
    12 時 00 分より 
場所  例会場 

出席者 
市川慎二 佐藤真吾 田川富男 安藤公一 五十嵐正 
後藤英則 目黒恵一 滝澤亮 大川伸一 

【報告事項】 
1 2018~2019 年度 国際ロータリー（ＲＩ）テーマ決定について 

次年度 ＲＩ バリー・ラシン会長より  
・英語 「ＢＥ ＴＨＥ ＩＮＳＰＩＲＡＴＩＯＮ」 
・日本語「インスピレーションになろう」 
※詳細は会長エレクト研修セミナー後に報告 
地区関係 
3 月 16 日（金）9 時 30 分～16 時       ＰＥＴＳ    ソシア 21   市川 
4 月 1 日（日）12 時 30 分～17 時 45 分   地区研修協議会  聖光学院  出席義務者 

【審議.事項】 
1  クラブ組織について 
  クラブ組織表（別紙参照）                         承認 
2 祝い事記念品について 
  会員誕生月 皆出席 奥様誕生日 ひな祭りに記念品を贈る事とする。     承認 
3 クラブ会費の見直しについて 
   会計予算のイメージ（別紙参照）をもとに検討を行った結果、会費値下げ 
  の提案をしていく。                            承認 
4 ニコニコスマイルへの寄付目標について 

会員一人当たり年間 40.000 円とする。                    承認 
5 その他 

     災害対策委員及びチャリコン委員の見直し及び、新たな希望者を募る。          承認 
     特別寄付を頂いた、会員への対応について                  継続審議 
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① 旭RC　３期会計資料
１５－１６年度 １６－１７年度 17-18年度（１月迄） ２～６月間の予想

累計 累計 累計 予測
¥575,106 ¥745,076 ¥509,901

¥8,960,000 ¥8,400,000 ¥6,305,000 ¥2,015,000
¥0 ¥50,000 ¥100,000

¥36,000 ¥30,000 ¥10,000
¥261 ¥298,494 ¥9

¥0
¥9,571,367 ¥9,523,570 ¥6,924,910 ¥2,015,000

累計 累計 累計 予測

R・I分担金 ¥221,662 ¥194,733 ¥218,112 ¥0
地区資金及び寄付 ¥864,432 ¥832,932 ¥850,932 ¥0
地区大会分担金 ¥128,000 ¥124,000 ¥128,108 ¥0
地区大会登録料 ¥290,432 ¥310,216 ¥270,324 ¥0

地区協議会登録料 ¥120,216 ¥120,216 ¥0 (¥120,000)
I・M登録料 ¥240,216 ¥80,216 ¥0 (¥224,216) 7,000×32

米山記念奨学金 ¥160,432 ¥150,432 ¥159,648 ¥0
予備金 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

¥2,025,390 ¥1,812,745 ¥1,627,124
例会費 ¥2,761,090 ¥1,183,550 ¥789,850 (¥564,000)

記念品費 ¥226,339 ¥272,652 ¥123,506 (¥110,000)
通信費 ¥161,391 ¥182,870 ¥97,833 (¥75,000)

事務消耗品費 ¥38,455 ¥71,917 ¥10,130 (¥20,000)
事務印刷費 ¥345,600 ¥395,640 ¥378,000 (¥25,000) 領収証・名刺

事務委託費 ¥996,000 ¥996,000 ¥581,000 (¥415,000)
備品費 ¥83,200 ¥16,675 ¥60,840 (¥45,000)
交際費 ¥25,117 ¥292,738 ¥19,524 (¥30,000)
研修費 ¥25,108 ¥107,324 ¥32,000 (¥45,000) PETS・会長幹事会

雑誌文献費 ¥103,918 ¥127,816 ¥91,152 (¥25,000) ロータリー手帳

事務所費 ¥1,168,546 ¥1,505,822 ¥38,693 (¥10,000)
旅費・交通費 ¥240,000 ¥240,000 ¥140,000 (¥100,000)

予備費 ¥0 ¥0 ¥0
５０周年積立金 ¥800,000

¥6,174,764 ¥6,193,004 ¥2,362,528
会報委員会 ¥969,840 ¥887,760 ¥515,160 (¥368,000)
親睦委員会 ¥189,709 ¥140,594 ¥191,987

プログラム委員会 ¥136,580 ¥125,568 ¥37,820 (¥50,000)
広報委員会 ¥36,740 ¥123,140 ¥49,140 (¥50,000)

その他委員会 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
予備費 ¥0 ¥0

¥1,332,869 ¥1,277,062 ¥794,107
¥9,533,023 ¥9,282,811 ¥4,783,759 (¥2,276,216)

収入ー支出 ¥38,344 ¥240,759 ¥2,141,151 (¥261,216)

特別収支予算書（クラブ外奉仕事業及び寄付）
科目 累計 累計 累計 予測

収入 スマイル ¥1,291,000 ¥1,191,000 ¥698,000 ¥900,000 40万安藤達雄氏加算

収入合計 ¥1,291,000 ¥1,191,000 ¥698,000 ¥900,000
職業奉仕委員会 ¥0 ¥0 ¥0
社会奉仕委員会 ¥408,270 ¥376,781 ¥82,602
災害対策委員会 ¥260,093 ¥10,000
青少年奉仕委員 ¥145,702 ¥134,740 ¥0
国際奉仕委員会 ¥0 ¥39,812 ¥101,864
その他の寄付等 ¥30,296 ¥110,432 ¥20,000 ¥300,000
本会計へ振替 ¥13,108

支出合計 ¥584,268 ¥921,858 ¥227,574 ¥300,000
収入－支出 ¥706,732 ¥269,142 ¥470,426 ¥600,000

総収入－総支出 ¥745,076 ¥509,901 ¥2,611,577 ¥338,784 ¥2,950,361
５０周年積立金残高 ¥2,800,000

② ３期会計集計及びご提案内容
15－16年度 16－17年度 17-18年度 会費22万

会員数 32名 30名 32名 30名
年会費 ¥280,000 ¥280,000 ¥260,000 ¥220,000
年会費合計 ¥8,960,000 ¥8,400,000 ¥8,320,000 未確 ¥6,600,000
スマイル ¥1,291,000 ¥1,191,000 ¥1,598,000 未確 ¥1,200,000
雑収入（繰越含） ¥611,367 ¥1,123,570 ¥619,901 未確 ¥550,000
総収入 ¥10,862,367 ¥10,714,570 ¥10,537,910 未確 ¥8,350,000
総支出 ¥10,117,291 ¥10,204,669 ¥7,587,549 未確 ¥7,600,000

内50周年積立 ¥0 ¥800,000 ¥0 未確

繰越金 ¥745,076 ¥509,901 ¥2,950,361 未確 ¥750,000

支出合計

雑収入・寄付
特別会計より振替

収入合計

支出の部
科目

R
・
I

及
び
地
区
分
担
金
及

び
寄
付

小計

総
務
関
係
費

小計
ク
ラ
ブ
奉
仕
関
係

小計

ビジター登録料

収入の部

科目

前期繰越金
年会費
入会金
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平 成 3 0 年 度 ２ 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

％

％

％

％

14日

％
93.14

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

７日

28
28 100

29
26 89.66

29
27 93.10

75

100

75

50

 100

100

100

100

100

100

100

100

75

75

100

50

100

100

                  　　　　       100

25

0

25

0

0

0

0

0

0

0

33

0

0

0

0

50

0

0

0

 100

100

 100

50

 100

 100

 100

 100

 100

100

100

100

75

75

100

100

100

100

100

100

0

50

75

75

50

100

100

100

0

50

50

0

25

50

0

0

0

0

100

50

100

75

100

100

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

須　藤　　　亘

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－

－出席規定免除－

名　誉　会　員

－出席規定免除－

－出席規定免除－

％

％

29
25 86.21

29
27 93.10

21日

－出席規定免除－

   

  

－出席規定免除－

92.86

3/3日

％

％

22
12 54.55

22
19 86.36


