
■司　　会　ＳＡＡ　宋　　謹衣

■開会点鐘　会　長　田川　富男

■出席報告

■本日の欠席者
福村、 嶋崎　

■他クラブ出席者
新川 ( 地区 )

■ビジター
吉田　隆男様

(20-21 年度第 5G ガバナー ・神奈川東 RC)

下山　清隆様

(20-21 年度第 5G ガバナー補佐 ・横浜南陵 RC)

植田　清司様 ( 地区副幹事 ・神奈川東 RC)

矢野　修二様 ( 地区副幹事 ・神奈川東 RC)

■ゲスト
大元　麻美様

( 横浜みなみインターナショナルスクール代表

　わたぼうし教室 )　　

■会長報告　　　　　　　　　　　　　　　

　吉田ガバナー、下山ガバナー補佐、植田、

矢野副幹事様、クラブ例会に出席していただ

きまして、ありがとうございます。

　後ほど、下山ガバナー補佐のご紹介にて、
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２０２０年９月２４日 第２４２６回例会　VOL. ５２　No. ６

本日の出席数　 　22 名

本日の出席率  　  88％

会員数　　　  25 名

修正出席率  　 95.83％

吉田ガバナー様による卓話をお願い申し上げ

ます。

　報道によりますと、台風 12 号が関東方面に

接近するコースにあり、秋雨前線の雨雲と重

なり大雨の危険性がありとの事です。大きな

災害、被害が発生しない事を祈願致します。

先ほどにて、現在までの旭クラブにおける活

動を報告させて頂きました。隔週での例会、

時短での卓話、食事、ロータリーソングの無

い例会と我慢、我慢でクラスター感染防止に

努める例会である事を報告致しました。

　我慢の例会活動、自分個人の考えですが、

次元はまったく違いますが、ロータリー活動

が制限される時期が以前にも有りました。

　それは戦時下でのロータリアンです。文献

によるとロータリーは軍部統制の中で我慢の

活動に制約され、クラブ名を変え（東京水曜

日会・横浜同人会など）、不本意な活動（軍部

称賛等）の中でロータリーを堅持されたと読

みました。

　その後、先人のロータリアンの絆は、暗黒

時代を超えて、より強固なクラブに発展され

たとのことです。近い将来、この病魔の状況

が過ぎた時、今の絆が未来のロータリアンに

良い影響が生まれることと思います。



若者たちが中心となって運営や活動を支えて

いただいております。

　新型コロナウイルス感染が拡大する中、６

月からオンライン学習支援を初めたのですが、

パソコンが足りなくて大変困っておりおりま

した。田川会長初め二宮様、また横浜旭 RC の

会員の皆様のご支援により、子どもたちが横

浜という地域の中で、豊かに成長していける

ことを有難く思っております。

 これからも全力で子どもたちを支えていきた

いと思っておりますので、今後ともどうぞよ

ろしくお願い申し上げます。ありがとうござ

いました。

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○横浜港南台ロータリークラブ

日時　９月 25 日㈮夜間例会

　　　点鐘　18 時 30 分

場所　銀座フランス屋港南台バーズ３階

日時　10 月２日㈮通常例会

　　　点鐘　12 時 30 分

場所　せんざん本店港南台店

日時　10 月９日㈮同上

日時　10 月 16 日㈮同上

日時　10 月 23 日㈮同上

日時　10 月 30 日㈮休会

○横浜緑ロータリークラブ

日時　10 月 ７日㈬通常例会

日時　10 月 14 日㈬臨時休会

日時　10 月 21 日㈬通常例会

日時　10 月 28 日㈬臨時休会

日時　11 月 ４日㈬通常例会

日時　11 月 11 日㈬通常例会

日時　11 月 18 日㈬臨時休会

日時　11 月 25 日㈬臨時休会

■ 2020-21 年度第５回理事会　　　
日時　９月９日㈬ 13 時 15 分～

場所　例会場

出席者　田川、北澤、佐藤真、安藤、新川、

　　　　宋、二宮麻

〇報告事項

１）10 月７日林さんの卓話をオンラインにて

行う

２）暫定期間中の例会をすべて出席扱いとす

る。地区への報告は実数とする。

３）12 月の最終例会まで暫定期間を継続。
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■わたぼうし教室、横浜みなみインターナショ
ナルスクール代表　大元麻美様に PCを贈呈

　左より：吉田ガバナー、田川会長、大元様
　当クラブ国際奉仕委員会青木委員長より要

請、協力の依頼が有りました。わたぼうし教

室横浜がオンライン学習支援用のノートパソ

コンを確保したいとの事にて、青木委員長に

相談され、クラブとして要請に応えることに

致しました。

　対応としては、大元麻美さんの教室は海外

から日本に来た青少年たちに対する語学支援

をボラティア無料で実施する教室と判断いた

しました。国際奉仕は以前より、日本に来た

外国の子供たちに書籍の支援をしていました。

〇大元さんより

　この度はお招きいただきましてありがとう

ございます。私は横浜市内でフィリピンや中

国等外国がルーツのある子ども達の学習支援

を行っております、わたぼうし教室の大元麻

美と申します。昨年は防災に関するロータリー

公開講座で二宮様とご縁をいただき、今回こ

うしてコロナの中でもオンラインの学習支援

が出来るパソコンをご寄贈いただき本当にあ

りがとうございます。深く感謝申し上げます。

　私達の活動はフィリピンや中国等の外国か

ら来たばかりで、日本語がまったく分からな

い子ども達を対象に日本語を教えたり、学校

の勉強について行けるよう宿題をみたり、悩

みを聞いたり、保護者の相談にのったりして

おります。これらの活動は全て無料で提供し

ております。そして私達のボランティア活動

の最大の特徴は、子どもたちと同じように、

幼い頃来日して、苦労を重ねてきた外国にルー

ツのある若者たちが中心となって学習支援を

行っております。高校生や若者、留学生また

はこうした活動に興味がある日本人の学生や
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■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

吉田隆男様 ( ガバナー ) ／本日は公式訪問で

参りました。宜しくお願いします。

下山清隆様 ( 今年度ガバナー補佐 ) ／本日は

ガバナーのおともで参りました。宜しくお願

いします。

矢野修二様・植田清司様 ( 地区副幹事・神奈

川東 RC) ／本日は吉田ガバナーの同行で参り

ました。よろしくお願い致します。

田川　富男／吉田隆男ガバナー、下山ガバナー

補佐、植田、矢野両副幹事、大元麻美さん、

足元の悪い中、ご訪問頂きありがとうござい

ます。公式訪問も続くと思いますが、雨にも

風にもコロナにも負けず頑張って下さい。ま

た、大元さん、今後も外国の子供たち支援お

願いします。

二宮麻理子／ガバナーをお迎えして。

倉本　宏昭／①ガバナーはじめ、地区役員の

皆様をおむかえして。②皆様には大変ご無沙

汰いたしました。体調も大分よくなりました。

今後ともたまには出席させていただきます。

宋　　謹衣／①吉田ガバナー、下山ガバナー

補佐をお迎えして。②萩は 10 月から新たな

事業として軽貨物運送をスタートしますので、

これからもよろしくお願いします。

青木　邦弘／ 9/25、13 時から支援しているひ

まわり学園の卒業式があります。参加される

方は宋会員までご連絡ください。

佐藤　真吾／吉田ガバナーはじめ地区役員の

皆様、本日はお忙しいところ、当クラブの例

会にお越し下さり有り難うございます。ご指

導よろしくお願い致します。大元様、ようこそ。

昨年度は大変お世話になりました。

安藤　公一／吉田ガバナー、下山ガバナー補

佐、ご多用の中ようこそお出で下さいました。

本日はよろしくお願い致します。

二宮　　登／吉田ガバナーをお迎えして。大

元様、ようこそいらっしゃいました。

佐藤　利明／吉田ガバナーご苦労様です。ご

指導よろしくお願い致します。

太田　勝典／吉田ガバナーをお迎えして。倉

本さん、お久しぶりです。

増田嘉一郎／ガバナーをお迎えして。本日は

宜しくお願いします。

岡田　　隆／吉田ガバナー、下山ガバナー補

佐、ご来訪ありがとうございます。本日はよ

ろしくお願い致します。

新川　　尚／吉田ガバナー、下山ガバナー補

佐、本日は宜しくお願いします。

斎藤　善孝／吉田ガバナー、下山ガバナー補

佐、植田様、ようこそ。

内田　　敏／吉田ガバナー、下山ガバナー補

佐、矢野、植田地区副幹事をお迎えして。

市川　慎二／吉田ガバナー、下山ガバナー補

佐をお迎えして。

五十嵐　正／吉田ガバナーをお迎えして本日

はよろしくお願いします。

関口　友宏／吉田ガバナーご一行様を歓迎し

て。

柳沢　哲也／皆様、雨の中ご訪問頂きありが

とうございます。

■ガバナー公式訪問　　　　  　　

〇 2020-21 RI 会長テーマ・地区方針

　国際ロータリー第 2590 地区

　　　　　　　　　　ガバナー吉田　隆男様

Rotary Opens Opportunities

「ロータリーは機会の扉を開く」

2020-21 年度国際ロータリー会長

　　　　　　　　　　　ホルガー・クナーク

　ロータリークラブとは、クラブに入会する

というだけでなく、無限の機会への招待です。

　ポリオ根絶のように大規模で歴史的なプロ

ジェクトから、地域社会でのささやかなプロ

ジェクトや１本の植樹まで、奉仕する機会へ

の扉を開いてくれます。

　私たちの中核的価値観を基に、世界中の友

人たちとともに、より豊かで意義のある人生

への機会の扉を開いてくれます。そして生涯

続く友情の絆を築く機会、リーダーシップの

機会を与えてくれます。

　私たちのあらゆる活動が、どこかで、誰か

のために機会の扉を開いています。あらゆる
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ラブ等）をつくり、ロータリー会員であるこ

との意味を考え直す事です。

　既存クラブヘの入会を若い世代にとってよ

り魅力的なものとする一つの方法は、環境問

題にもっと焦点を当てることだと思います。

　奉仕プロジェクトの環境保護や持続可能性

をもっと優先させる必要性があります。

　既存のクラブは、慎重に新会員を選び、そ

れぞれの新会員にあったクラブに入会できる

ようにしてください。

⑤ビジョン表明／

ロータリーの新しい行動計画の土台

戦略計画会議

　ビジョン表明は、ロータリーの新しい行動

計画の土台を成すものです。

すべてのロータリークラブは、少なくとも年

に一度、戦略計画会議を開いてください。

　５年後にどのようなクラブになりたいか。

クラブが会員にもたらす価値がどのようなも

のかを認識すべきです。

■ RI 会長の重要メッセージにある、地区活動

目標は、次の４つとなります。

１）新しい革新的なクラブモデルを作ること

に積極的に取り組んで下さい。衛星クラブや

地域社会を基盤とするローターアクトクラブ

を立ち上げることで、参加者の基盤を広げる

ことができます。

２）各クラブは、１回以上の戦略計画会議を

開き、５年後にはどのようなクラブになって

いるか、ビジョンを達成するために、どのよ

うなステップを踏むべきかなどを、会員に問

いかけて下さい。

３）新会員を慎重に選び、新会員にとってク

ラブがぴったりと合うこと、新会員の期待に

応えるクラブであることを確認しましょう。

新会員の面倒をみて、積極的な参加を促して

ください。

４）ポリオ根絶のための寄付を行う。

　ポリオ根絶のための寄付を行い、10 月の世

界ポリオデーに合わせた行事・イベントを開

催して下さい。

■ 2020-21 ロータリーが目指す姿

・RI テーマ

　ロータリーは機会の扉を開く

・RI 会長メッセージ

　ロータリアンの成長

機会を皆さんと共有できることを楽しみにし

ています。RI 会長もチームの一員となって協

力します。

2020-21 年度国際ロータリー会長テーマ

①いかにしてロータリーを成長させることが　　　　

できるか。

・現会員の維持 -ふさわしい新会員を募る

・組織を強くする

・世界でロータリーの認識が高まっているこ　　　　　　

の機会に行動を起こす

*数字を掲げて成長を求めることはしません。　　　　

これまで数字を掲げて成長を求めるたびに失

敗に終わったからです。

　数字にこだわる代わりに、いかにしてロー

タリーを成長させることができるかを考えて

頂きたいと思います。

イ）いかに現会員を維持し、クラブにふさわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

しい新会員を募ることができるか。

ロ）立ちはだかる課題に立ち向かうため、

　いかに組織を強くできるか。

ハ）ポリオ根絶の取り組みによって、

　世界でロータリーの認識が高まっているこ　　

の機会に行動を起こす。

②ロータリーの衰退・デジタル革命の打撃

2009 年　アジア 26％　北米 32％

2019 年　アジア 32％　北米 28％

　今ではアジアのロータリアン数が北米のそ

の数を上回り、北米ではロータリーが衰退し

ています。

　デジタル革命の打撃は予想をはるかに超え

ています。例えば、コダックもデジタル移行

に対処しなかったために、数年で事業縮小と

なりました。

　ロータリーはこの機会をとらえて、中核的

価値観（親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダー

シップ）により沿ったロータリーとなるべき

であります。

③ドイツの場合

　ドイツでは、ロータリーは価値を共有し、

高潔な心を持つ人のコミュニティであると考

えています。人々をロータリーに惹きつける

のは、友情と人脈づくりの機会です。だから

こそクラブが強いのです。奉仕の力は強いク

ラブから生まれます。

④ロータリーは変わらなければならない

　一つの方法は、新クラブのモデル（衛星ク



　奉仕の実践

　ロータリアンの喚起

　ロータリアンの人生を豊かに

　人々の人生を豊かに

* ロータリアンがリーダーシップを強化する

機会を作り、奉仕の理念を行動へと移し、支

援を必要とする人びとの生活を向上する活動

を行うようロータリアンを喚起し、会員自身

や受益者の人生をより豊かにするための道を

開く。

RI テーマ

ロータリー：変化をもたらす（変化）

　　　　　　⇓

インスピレーションになろう（感化）

　　　　　　⇓

ロータリーは世界をつなぐ（つながり）

　　　　　　⇓

ロータリーは機会の扉を開く（再出発）

　　　　　　⇓

　Grow Rotarian

　　［世界を変える行動人］

　　［社会の発展／世界平和］

　Grow Rotary

■これからのロータリー

Guy Gundaker（ガイガンディカー）のロータ

リー観

（1923-24 RI 会長　米国フィラデルフィア RC）

▶ロータリーの特徴

１）ロータリアンの人間性の向上

２）ロータリーアンの事業の向上

３）ロータリアンの職種・業界全体の向上

４）ロータリアンの家庭、町、州、国

　　ならびに社会全体の向上

５）ロータリークラブの例会は、

　　上記の向上のための「親睦と学びの場」

６）ロータリーの「親睦」の目的は、

　　ロータリーの成長 •発展

⇒ロータリーの究極の目的は、

　『素晴らしい真のロータリアン』の育成

▶ロータリーの究極の目的は、

『素晴らしい真のロータリアン』の育成

　　⇓

世界を変える行動人

　　⇓

社会の発展に貢献　　　　　　

　　⇓

世界平和

▶ Guy Gundaker（ガイガンディカー）のロー

タリー観

ロータリーは、

① ロータリアン同志の親睦を基盤に、

② 立派なロータリアンを育てながら、

③ 価値ある奉仕を通じて、

　社会に貢献する世界的な団体である。

　《親睦・学び・奉仕》

■ 2020-21 年度　ロータリーが目指す姿

■ RI の目指すもの／ RI の戦略計画

＜親睦・学び・奉仕＞

ロータリーは

①ロータリアン同志の親睦を基盤に、

②立派なロータリアンを育てながら、

③価値ある奉仕を通じて、

社会に貢献する世界的な団体である。

■第 2590 地区／ 2020-21 年度ガバナーテーマ

“ためになる魅力あるロータリー”

～自分を磨き、品格（高潔性）とクラブの魅

力を高めよう～

１）ロータリーの魅力を再発見しましょう。

　ロータリーの魅力はロータリーの心と原点

を再確認し、ロータリーの基本に返ることで

得られる。

①ロータリーの原点である親睦と職業奉仕

（サーヴィス）を根幹に、切磋琢磨して品格（高

潔性）を高めることをめざします。

ロータリーの原点・25 つの礎石（親睦・職業

奉仕）ロータリーは、この二つを通じて自分

を磨く場所

* ロータリーは単なる慈善団体でもなく、仲

良しクラブでもありません。

　 ロータリーの原点である親睦と職業奉仕
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（サーヴィス）を根幹に、切磋琢磨（以前のロー

タリーは自己研鑽し、修養する場といわれて

いました）して品格（高潔性）をより高める

ことを目指しましょう。

▶親睦

米山梅吉の言葉「ロータリーの例会は人生の

道場である」　例会＝自己研鑽の場

・物の考え方・言葉遣い •あふれる情熱

・知識の深さ

・立ち居振る舞い •生きる姿勢・持てる能力

・生きた情報

　私達は職場、地域などで忙しい日々を送っ

ています。

例会はホッとする場でありたいものです。

　形式主義を脱ぎ捨て、自然な態度に返り、

楽しい集まりの例会でありたいものです。

　そして自分のためになる自己研鑽の場とな

ることを目指しましょう。

▶職業奉仕（サーヴィス）

　私達の時間には限りがあります。

　世の中にできる貢献の中で、自分の職業を

通じての貢献が一番大きいのではないでしょ

うか。

人のため、世の中のために職業を通じて奉仕

（サーヴィス）することを目指しましょう。

　職業奉仕には「誠実さ」と「信用」が大切です。

　ビジネスや職業の水準を高めることを目指

すだけではなく、一番大事な事は、ロータリ

アン自身の水準を上げる（品格を高める）こ

とだと思います。それには自分自身の「内側」

を見る必要があります。

　様々な活動の中で自分を磨き、“四つのテス

ト”に基づき、人のためになる職業活動をす

ることを目指しましょう。

②それぞれが「魅力ある・元気ある・個性ある」

楽しいクラブになる事を目指します。

【方法論】

　懇親会・合同例会・フレッシュ交流会・職

業交流会（個人的、職業的なつながりを築く

ための新たな機会を提供）・趣味の会・奉仕の

機会・ガバナー補佐との対話の機会・勉強会

(IM に限らない） 等

③より良いコミュニケーションを目指します。

　ロータリークラブは、多様な能力、多様な

性格の集まる人材の森です。考え方や価値観

なども様々です。

　多様性はロータリーの中核的価値観の一つ

です。自分と正反対の意見でも、耳を傾け聞

こうとする意志が大切と思います。もしそれ

が良い意見なら、自説を捨てても受け入れよ

うとする柔軟性（寛容な心）を養います。

④ 世のため、社会のためになる奉仕を実践し、

新会員に“感動”を与えることを目指します。

２）ロータリーの新しい戦略計画を実行しま

しょう。• 各クラブが将来に「こうありたい」

というビジョンを描き、それに添って目標と

行動計画を立てましょう。

・ロータリーを定義づける不変な中核的価値

観（親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシッ

プ）を前提とし、ロータリーの目的を理解し

た上で、それぞれ各クラブが個性あるビジョ

ンを持ち、多様性と活気にあふれ、良い変化

をもたらすように支援する事を目指します。

３）会員基盤の強化をしましょう

前年度を踏襲し、会員増強を最重要課題とし

て取り組みます。

・若い会員（特に女性会員）の入会を促進し、

会員維持、会員増強を支援します。

*ロータリーが入会候補者に提供できること

友情、リーダーシップ及び職業人としての成

長、個人としての成長、世界に触れる、地域

社会とのつながり、倫理原則、家族向けの機

会、人前で話す能力（パブリックスピーキング）

等

・職業分類（現在はワクは撤廃）、男女比、年

代などバランスのとれた会員構成を推奨しま

す。

40 歳以下会員が入会しやすい環境を作り、地

区として女性会員比率を高めます。

ローターアクターのロータリークラブヘの入

会を促します。

・既存会員維持の重要性を認識し、フレッシュ

 交流会、職業交流会を行い退会防止にもつな

 げます。

・クラブ運営に柔軟性を取り入れます。

イ）新しい種類のクラブを創設

　衛星クラブ、Eクラブ、パスポートクラブ、

　法人クラブ等

ロ）異なる会員種類を認める

　家族会員、ジュニア会員、法人会員等

ハ）例会の方法を変更

　オンライン例会、奉仕プロジェクトやリー　　　
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ダーシップ育成の機会を含む例会交流や会員

の職業に関する卓話を主体とする例会等

４）ロータリー財団及び米山記念奨学会への

寄付に協力しましょう

　地区財団活動資金（DDF）を十分に活用する

ことで、地区補助金、グローバル補助金、ポ

リオプラス、ロータリー平和センターの資金

とし、地域社会、および海外でのプロジェク

トを行いましょう。

　ロータリー財団プログラムの意義を理解し、

寄付に協力しましょう。

（寄付目標）

◎年次基金寄付一人当たり 150US ドル以上

◎恒久基金寄付（ベネファクター）

かつて 1,000US ドル一括寄付のみでしたが、

現在はそれに限りません。個人が積みたてて

いき、最初の 1,000US ドルに達した段階でベ

ネファクターと認証されます。

2020-22 年度の間で 30 名以下のクラブは 1 名

（1,000US ドル）以上

31 名以上 50 名未満のクラブは 1 名（1,000US

ドル）以上

50 名以上のクラブは 2 名（2,000US ドル）以

上

◎ポリオ・プラスヘの寄付一人当たり 30US ド

ル以上

　ロータリー米山記念奨学事業の意義を理解

し、寄付に協力しましょう。

（寄付目標）

◎普通寄付一人当たり 5,000 円以上

◎特別寄付一人当たり 20,000 円以上

合計で一人当たり 25,000 円以上

５）ロータリーの公共イメージを推進しよう

・地域社会に開かれたロータリー活動を行い

　公共イメージと認知度の向上を目指します。

・地区は地区情報誌、クラブのホームページ

　による広報活動を支援します。

・ポリオ根絶活動により、ロータリアンが果

　たしている役割を広く伝えることを目指し

　ます。

　アフガニスタンとパキスタンの 2 国にお

ける野生型ポリオウイルスによる症例数は、

2019 年の報告では 176 件です。

　これは世界的にポリオの症例数が 99.9％減

少したことになります。またアフガニスタン

では、予防接種キャンペーンヘの抵抗が見ら

れましたが、誤解を解き、地域社会での理解

を促しました。3 種類ある野生型ポリオウイ

ルス株のうち、2 種類を地球上から根絶し、

25 億人以上の子供の予防接種を支援してきま

した。

６）ロータリーの友を活用しましょう

　『ロータリーの友』には、ロータリーに関す

るさまざまな情報が掲載されています。

　『ロータリーの友』はロータリアンの活動や

意見からなる雑誌です。

　“ロータリーの友”はロータリー情報の宝庫

であり“ロータリアンを結ぶ懸け橋”です。

　クラブ会員が、より活用することを目指し

ます。

・第 2590 地区からの投稿の推進

・ロータリーの友を読みながら、お茶を飲む

会開催等

７）IM（インターシティミーティング）の実

施

【テーマ】“変動する未来のロータリーの夢を

考えよう”

～ロータリーの理念を原則とし、時代との調

和をとろう～

変動する、これからの時代を踏まえた、ため

になる IM を開催する

８）マイロータリーの登録率の向上　ガバナー

補佐、会長・幹事の協力の下、マイロータリー

の登録率の向上を目指します。

*第 2590 地区登録率 2020 年 4 月現在 24.41 %

９）2020-21 年度ロータリー賞に挑戦しましょ

う

　ロータリー賞の受賞資格を満たすには、年

度開始から終了時までクラブが正規に RI に加

盟している事が条件となります。ロータリー

賞の受賞資格にある「正規に RI に加盟してい

る」とは、RI からのクラブ請求書の金額を遅

延なく全額払ったクラブを意味します。

　2020-21 年度のロータリークラブ・セント

ラルにある 25 の目標の内、少なくとも 13 に

ついてクラブ目標を設定し、これを達成し、

報告したクラブに授与されます。

■次週の卓話　

　10/21 ㈬

　飲食イベント業の現状　　岡田　隆会員

　　　　　　　　　　週報担当　太田　勝典
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2 0 2 0 年 度 ８ 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

％

19日

％
87.23

安　藤　公　一

青　木　邦　弘

福　村　　　正

兵　藤　哲　夫

市　川　慎　二

五十嵐　　正

北　澤　正　浩

倉　本　宏　昭

増　田　嘉一郎

目  黒  恵  一

新　川　　　尚

二　宮　麻理子

二　宮　　　登

太　田　勝　典

岡　田　　　隆

齋　藤　善　孝

佐　藤　真　吾

佐　藤　利　明

嶋　崎　宏　幸

関　口　友　宏

23
20

５日

23
20

86.96

24
21

24
21

％

％

87.5

87.5

100

50

50

 100

 100

 100

 100

 100

100

100

100

150

100

100

50

100

100

50

100

100

100

33

50

75

0

50

67

0

25

100

150

100

50

100

宋                    謹      衣

田　川　富　男

内　田　　　敏

柳　沢　哲　也

吉　原　則　光

名　誉　会　員

   

  

％
86.96

－出席規定免除－

－出席規定免除－

100

50

50

75

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50

100

100

50

100

100 0

名　誉　会　員

岡    田   清   七 名　誉　会　員

－出席規定免除－

 0

0

0

 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

－出席規定免除－

 

－出席規定免除－

－出席規定免除－

高　梨　昌　芳

矢　田　昭　一

－出席規定免除－


