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【式次第】  12:00～13:00 

1．司会進行    鷲澤 充代      幹事 

2．開会点鐘    古山 真紀子    会長 

3． ロータリーソング        「手に手つないで」 

4． ニコニコ報告   尾崎 由比子   会員 

5． 会長挨拶                  古山 真紀子   会長 

・本日、1 ヶ月ぶりのセンチュリーコートでの例会。 

4月 6日、東京ロータリーでの合同例会お疲れ様でした。 

あの規模と知らない人が多く参加していたことに、皆さん

結構お疲れになり、驚きになったと思う。 

日本で一番古い伝統のある東京ロータリークラブ。 

めったに行く機会がないので、いい機会として楽しんでい

ただけたら幸い。 

ニコニコへのご協力もありがとうございました。 

光行会員は山口君にアテンドされ二重にお疲れ様でし

た。 

 

・私の向かいに座った方が歯科医だった。 

コロナの感染が始まったばかりの時、丸の内でフェイスシ

ールドを手作りし、いろいろな医師会にお届けしたことがあ

ったが、丸ノ内ロータリークラブが作ったのが回ってきたと

のこと。 

まだ感染が始まったばかりの時で何もなかったので、非常

に有難かったとのお話。嬉しいこと。 

 

・4月 15日の地区研修協議会への参加、お疲れ様でし

た。 

ここでも多くの知らない方たちがいて、疲れたと思う。 

ロータリーのさまざまな活動、雰囲気を知る機会になり、顔

見知りも増えるので、機会があったらぜひご参加お願いし

ます。 

 

・今日はクラブ協議会、フォーラムとなるので、いろいろお

話をこの機会にさせていただく。 

私が話した後、吉田会長エレクトに譲りたい。 

皆さんからも色々とご意見をいただければと思う。 

行順子会員に対して、委嘱状およびバッジを贈呈させ
ていただく。 

                    

6． 委嘱状及びバッジの授与 

お食事の前に、委嘱状およびバッジの授与をさせていた

だく。地区ガバナー補佐、尾崎由比子会員、地区環境委

員の私、古山真紀子会員、次年度会長の吉田秀樹会員、

次年度幹事の光行順子会員に対して、委嘱状およびバッ

ジを贈呈させていただく。 

 

     地区ガバナー補佐   尾崎 由比子   会員 

         地区環境保全委員  古山 真紀子  会長 

     次年度会長        吉田 秀樹   会員 

     次年度幹事       光行 順子   会員 

古山会長： 

・クラブの細則に関わることにつき、皆様の意見を頂く。 

資料にもあるように、丸の内ロータリークラブ特有のポスト

に専任副会長がある。 

副会長の中でも会長エレクトでもなく、直前会長でもない

人、丸の内が特別に最初立ち上げの頃に作ったポスト。 

最初、立ち上げの頃の役員が会長・幹事・会計だけで、と

ても少なく特別に作ったポストとなる。 

クラブも年数を経て会長経験者も増え、役員にもなるので

今後必要ないと思う。 

専任副会長というポストを廃止し細則から消すようにした

い。皆様よろしければ拍手でお願いします。 

副会長のポストは廃止とする。地区役員の方、例えば尾崎

会員のように地区役員をされる方が代わりに議決権を持っ

て理事会に入る。こちらもご賛同いただけたので、細則に

反映する。 

 

・新しい米山奨学生のアディラさん。本日参加予定でした

が発熱ということで欠席。昨日行われたカウンセラーオリエ

ンテーションも欠席し、カウンセラーの高橋さんだけが参加

された。 

高橋さん、一言オリエンテーションの様子をご紹介下さい。 

 

 

高橋会員： 

・昨日初めてオリエンテーションに参加させていただいた。

留学生の方たちは 31名程、残念ながらアディラさんは欠

席となった。 

オリエンテーションを聞いて、本当に素晴らしい活動だと

いうことを改めて勉強した。 

4月 19日はポール・ハリスのお誕生日ということもあり、今

日は素晴らしい日ですねと、ロータリアンの方達が盛り上

がっていた。 

 

・制度は 1952年に設立され今年 70年目ということ。 



米山奨学生の方たちがますます活躍していける場を、ロー

タリークラブとして作っていきたい、ということを具体的にオ

リエンテーションでお話させていただいた。 

提出物等の様々な決まりごとに関するお話もあり、奨学生

に対して私達がどのようにサポートして行くかということも学

んだ。 

 

・記憶に残った言葉は『奨学生はお客様ではない・ゲスト

ではない』ということ。 

韓国からの奨学生のミンさんが、『最初すごく自分自身が

お客様・ゲストのような気分でいた。勘違いをしてしまって

いた。』と話されていた。 

私達がホストとして仲間として、ロータリークラブが何をして

いるかということを、また日本の文化等をしっかり奨学生に

伝えることが必要、ということを学んだ。 

米山奨学生には世界中にネットワークがあることに誇りを

持って学んでいただく、ということも繰り返し話されていた。

ある方は日本の文化としての書道を初めて学んだとのこ

と。さらに、世界を学び、人との接し方を学び、奉仕の喜

び・うれしさを学ぶ事も伝えていくべきこと。 

 

・私自身もロータリークラブに入会し、まだ日が浅く勉強不

足なので、アディラさんと一緒にロータリークラブの素晴ら

しさを学んでいきたいと思った。 

今後行事に参加し、アディラさんと一緒に受付を手伝った

り、仲間として一緒に学んでいけたらと強く思った。 

交流の機会が増えることは、アディラさんにとっても、私た

ちにとってもプラスになるのでは・・と思った。 

初めての方が昨日多かったが、皆さん感動していた。ロー

タリーによって作られた学校を卒業したミャンマーからの奨

学生が居て、その方が教育の大切さ、ネットワークの大切

さ、奉仕の心の大切さを学ばれ、素晴らしい人材に育って

いるということにも感動した。 

良きカウンセラーになれるよう、頑張っていきたいと思う。 

 

 

古山会長： 

・高橋さん、どうもありがとうございました。 

必ずなれます。よろしくお願いいたします。 

私もちょっと拙い知識で補足させていただく。 

米山奨学生は、米山記念奨学金をもらう外国人留学生で

すが、もともと日本には私費で入学している大学生以上の

方たち。 

他のクラブに行った際に、物価の高い日本に私費で留学

できるのに、そういった人たちに支援をする必要があるの

か・・という声があったのも確か。 

大学の学費は出せたとしても、皆さん色々アルバイトをし

ながらやりくりしている方が九割以上とのこと。 

米山奨学金を与えることで、アルバイトの時間を使う代わり

に勉学に打ち込む機会を与えている。 

もともと各大学に該当者がいないかを問い合わせて、優秀

な人を推薦してもらい、その上で選抜試験を行っているの

で、奨学生はしっかりした方だと思う。 

将来、何らかの形でつながることができれば、それは米山

奨学事業の目的に叶ったことといえる。 

 

・先ほどのミャンマーの方の例のように、この方針の気持ち

が広がっていくということは、長期的に見て非常に素晴らし

いことだと思う。 

今度いらっしゃるアディラさんは、中国でも新疆ウイグル自

治区の方で、イスラム教の方。 

豚肉やアルコールはダメとのこと。 

所属は順天堂大学医学部。 

とてもいい機会なので、イスラム教のことについて教えて頂

く。 

新疆ウイグルって聞くと、聞きたいこともたくさんあるかと思

う。 

差し支えない範囲で、聞ければと思う。 

高橋さん、これからどうぞよろしくお願いします。 

 

・5月 25日、次々回例会はゲスト・ウェルカムデーとなって

いる。 

会員増強に向けて皆様、是非ゲスト紹介をよろしくお願い

します。言うまでもなく、奉仕活動・親睦すべてを活性化さ

せていくために、よろしくお願いします。 

 

・青少年交換留学生、山口友睦君は 5月 25日、6月 8

日、7月 16日の例会に出席予定。毎回英語で 1分間ス

ピーチをしてもらおうと思っているので、皆様ぜひ温かい

気持ちで聞いて、何か建設的なコメントをしてあげて下さ

い。 

文法が、発音がというよりは、『もう少しにっこりするといい

よ』とか、『にっこりして居て、とてもよかった』といったコメン

トをしてあげられたら嬉しい。 

青少年交換について私からお話をしようと思ったが、今日

ビジターで大森委員長がいらして下さったので、改めてど

ういうプログラムかというお話をいただいてもよろしいでしょ

うか。よろしくお願いいたします。 

 

大森氏： 

・現在、地区の青少年奉仕委員長をしている大森と申しま

す。私は 1997年から青少年交換委員会に携わっている。

地区の青少年交換委員長も 2回、青少年交換プログラム

の目的は語学留学ではない。 

異国に行って言葉も通じない、人種も文化も違うところで

世界で尺度を一つに統一して測ることはできないが、お互

いを理解しあうことは可能だと思う。 

そういう意味において、親善大使として他国へ出向いて、

色々と友達を作って我々の礎になるということが求められ

ている。 

現在ウクライナ、ロシアで戦争が起こっているが、こういう時

だからこそ、青少年交換留学生というのは大切。 

決して戦争・紛争は簡単に解決するものではないが、根本

的には子供の時から他国の人と知り合いになれば、友達

のいる国と戦争しようとは思わない。 

そういう『気付き』があるのではないかということを含めて、

平和の為に学生を交互に送り合うということを行っている。 

 

・親善大使として、先ほど吉田さんからお話があったが、本

人は派遣国を選べない。 

日本の大使も同じ。自分で行きたいところに行くわけでは

ない。 

国が選んだところに行く。それと同じ様に、私たちが適して

いるところを考えて選んで決める。 

どこに行っても選ぶ結果は同じだと思っている。 

 

・先ほどの米山奨学生も、彼らは基本的に日本の大学院

で勉強している人。ロータリーと関わりがほとんど無かっ



た。ロータリーと関わることによって国際交流を含め、そし

て私たちが求めている。世界平和を感じていただけると思

う。 

ただ単にお金を支援するのではなく、ロータリーのことをわ

かっていただき、私達が行なっている世界平和の礎になっ

て頂く、そういうことも含めて米山奨学制度を行っている。

日本で一番大きな奨学金を出している団体。 

頑張ってるなあと思う。 

これも皆さんのご寄付で成り立っている。 

 

・ロータリーの会員が減って居るので米山奨学金の集まり

も若干減っている。皆さんできれば１回限りでなく 2回も 3

回も奨学金を出していただけると、ありがたい。 

ご協力をお願いします。 

地区青少年奉仕委員長の青少年ローターアクト、インター

アクトのデザインとなっているのでお願いします。 

山口さんはフランスへ留学。私、東京北ロータリークラブで

エバタさんのカウンセラーをしているが、彼女もフランス。

山口君とはたまに会い、情報交換している。 

どうぞよろしくお願いいたします。 
 

古山会長： 

大森さんありがとうございました。 

改めてロータリーの精神、また国際平和にかける想いを改

めて理解するいい機会になりました。 

とても素晴らしい機会を持てて、感謝申し上げます。 

確か、受け入れ側もありますね。 

今回私どもは送り出し側のスポンサークラブだが、向こうか

ら来た人たちを受け入れるホスト。そうすると一年間、自分

の家にホームステイさせるとなると、大変ですね。 

 

大森氏： 

ロータリーの交換留学生のホストは 3月で変わる。 

一つの家庭でその国のすべてが分かる訳ではない。 

色々な家庭に滞在する。 

 

古山会長： 

自宅に三ヶ月受け入れるのはやはり結構大変ですね。 

 

大森氏： 

色々問題になっているが、先ほどの米山奨学生と同じよう

に、お客さんではない。 

自分の子供と同じように扱えば、まあちょっと狭くても大丈

夫。 

 

古山会長： 

私ども初めてだったので、とりあえず送り出し側のお世話ク

ラブさせていただいた。 

いかんせん初めてなので、こちらも不慣れ。 

カウンセラーは光行さんにお引き受けいただいた。 

 

一人だけでできるものではない。 

ぜひみんなで自分たちの息子を見守るような気持で是

非、育てそして励まして見守っていければと思う。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

神田ロータリーに 5月 20日にメークアップに行く予定。行

かれる方、ぜひご連絡ください。 

 

9．新年度会長報告       吉田 秀樹 会長エレクト 

・皆さん、先日は地区研修協議会お疲れ様でした。 

会長部門で会員増強に関する非常にいいお話を聞くこと

が出来た。そこで出てきたアイディアについてお話させて

いただく。 

 

・我々丸の内は二人突然退会（内 1名は引き抜）、逆にこ

れらをバネにして来期会員倍増を進めたいと思っている。

全部の説明はできないので概要をお話する。 

皆さん会員増強に向けて紹介することが難しい面があると

思うが、周りに目的意識の持ち方や考え方が合致している

人がたくさんいると思う。そういった方々に集まってもらう

と、クラブが成長していくと思う。 

 

・人が集まらないクラブの特徴は、 

①毎年なんとなく会員増強している 

②会員増強の目標が、純増 1〜2名と小さい目標を立て

ている。  

③手法が会員への声掛けのみで行っている 

④毎期同じ規模であることへの危機感がない 

⑤若い会員に対し例会・懇親会で肩身の狭い思いをさせ

てしまっている。 

⑥ホームページやリーフレットがない 

⑦毎年同じクラブ活動しかない 等 

これらの原因を感じていただき、『同士』という方を集めて

いただければと思う。 

 

・既にデータとして取れている、『数年に一度、大きな会員

増強を達成したクラブが成長に繋がっている』とのこと。

我々は今がチャンス。今期倍増させることができれば、そ

の流れでデータに基づく状況が達成できると思う。 

クラブの雰囲気も同じ目標に向かっている皆さんが集まっ

ていると思う。 

この繋がりを続けていければ良いと感じている。 

『30〜50名クラスのクラブが減少傾向』『30名以下のクラ

ブは横ばい』『50〜70名、それ以上の数になれば安定し

て行く』とのデータもある。 

いきなり 50〜70名を目指すことはできないので、来期の

目標は、私としては 20名を超えるところを目指したい。 

 

・今年、国際ロータリーの会長は女性。 

『女性会員 30%を目指そう』と言っているが、我々は 80%が

女性。 

これを強みとして、どんどん進めて行きたい。 

今や私と嘉納先生の男性会員二人になったが、このまま

女性会員を増やす方向性が正解だと思っている。 

当然、男性会員も一緒に増えていくと思う。 

この様なイメージを持っていただき、身近な方で長年自分

と波長が合うと感じている方々を呼んでいただけると、ここ

に集まっている皆さんも同じ波長を待っているので、そこ

から親睦が深まり会員が増えていくというイメージを持って

いる。 

 

・加えて、クラブ活動としてもきちんとしたビジョンを決める

ことが重要だというお話を聞いた。 

ビジョンを決めてもコロナ禍の影響で実現できなかった場

合もあったのでは・・とは思う。 

以前お話したように、今、地区補助金を申請している。 



申請内容は、『社会に出てから心の病を負った方々を、も

のづくりを通して社会復帰させる、居場所をつくってあげ

る』 という活動している横浜の団体『光』を応援しようという

もの。 

そこから支援を始める。 

面接が月曜日にあり、結果はまだわからないが、この取り

組みを軸に、クラブ活動・奉仕活動を進めていこうと考えて

いる。 

それらに繋がる活動を主として、サブの活動を繋げてい

く。さらに横浜・・遠くの地区だが、住宅地に繋げていく。

『繋げていく』というコンセプトが今年出ているので、それに

合わせた形で活動する。 

 

・身近にいる同志として参加してくれる方に声がけをしてい

ただく。そこから始めていただければと思う。 

クラブの特徴もこれらの活動を通じて出てくる。この様な取

り組みが非常に重要だというリサーチ結果があるのも当然

なこと。 

現在の会員数が委員会の委員の数より少ない為、全員が

委員長のつもりで動いていくことで、より力を増すと思う。

一緒に倍増計画を実践して行きたいと思う。 

 

・高橋会員から、『米山の会に参加し、改めて考えることが

あった』というお話があった。 

実際にその場所に行くことで気づくことが多い、と私も実感

している。 

最初の一歩は足が重いが、活動や場所に踏み込んでいく

ことを、ぜひ来年、皆さん其々の目標にしてやっていただ

きたい。 

そこから会員増強に繋がると思っている。 

肩に力をいれず、無理やり呼ぶ必要はない。 

流れに乗って会員増強に向けて声掛けしていただければ

と思う。 

 

・１つの具体的な方法としてリストアップという手法。 

会員にふさわしいと思われる身近な方のリストアップをお

願いする。繋がりが強いのは、学生時代とか会社の同期の

方とか、そういった方々。 

そういった方々が割と馴染みやすいということもある。 

その辺りを、もう一回自分の中で探ってみて、リストアップし

ていただければと思う。 

紀尾井町の谷井会長エレクトから、会員全員がリストアップ

に取り組み、会員増強の成果が出た実績がある、とのお話

だった。 

ぜひ我々も取り組みたいと思っている。 

ゲスト・ウェルカムデーも大きなチャンス。 

皆さんなるべく呼んでいただくようお願いする。 

 

光行幹事エレクト： 

・先日幹事の部門に出席した。 

地区 ICT情報通信技術、牛島委員長より話が二点あっ

た。 

一つ目がクラブ例会のハイブリッド化の推奨。 

ハイブリッド例会は、リアル会議とオンライン参加者とを繋

ぎ、例会を休まず開催出来る点が優れている。 

現在、ハイブリッド例会の必要性が増加している。 

開催のメリットは、 

①どのような環境下においても例会が可能である点 

②諸事情によりリアルで出席できない会員も出席が可能と

なる点 

③国内外の友好クラブとの合同例会やミーティングが可能

となる点 

④YouTubeの活用も可能となる点。 

クラブのチャンネルを作り配信することで、いつでもクラブ

チャンネルから動画を見ることが可能となる。 

 

・まず 2580地区のユーチューブに登録し、地区から配信

される様々な情報ワークショップを見ていただきたい。 

既に開催されたワークショップや対談等も視聴が可能。 

YouTubeにより、会員間の情報共有、クラブ奉仕の公開に

より、公共イメージの向上にも繋がる。 

 

・一方、注意点もあり、必ず録画していることを周知し、参

加者の同意を得ることが大切。 

ズームではハウリングの問題も生じやすく、設定に関する

注意喚起とお願いも必要となる。40：21 

 

・二つ目がキャッシュレス決済の導入の推奨。 

紀尾井町ロータリークラブでは導入済み、事例が紹介され

た。 

今まではビジターフィー・ニコニコボックスは現金のみ取り

扱いだったが、時流に沿いキャッシュレスの導入に向け、

2018年から調査を始めた。 

大変多くの困難に直面したとのこと。 

ロータリークラブが任意団体である点、前例がない為に決

済サービス会社がなかなか決まらなかったが、現在スクエ

アで運用している。 

 

・紀尾井町ではぺいぺいの支払いも可能とした。 

ニコニコボックスに参加する方が増加、事務局の手間と労

力が省ける点がメリット。 

一方デメリットは決済の手数料がかかる点。 

しかし事務局の方の手間と労力を考えれば、決して手数

料がかかっても高くないという意見もある。 

 

・国際ロータリーではクレジットカードを発行している。 

その利用額の 0.3%がカード会社負担で自動的にロータリ

ーの本部に送金され、ポリオ撲滅のために活用されてい

る。 

通常のカードの年会費は無料。 

嶋村ガバナー年度ではクラブカードとして推奨している。 

クラブカードは例会・移動例会等、クラブでの購入時に利

用して欲しいとのお話だった。 

 

古山会長： 

・私は社会奉仕部門に参加した。 

社会奉仕部門は、社会奉仕活動プロジェクトと、来年から

新しく出来る環境委員会に分かれている。 

環境委員会委員長は東京北ロータリーの横山さん。 

ここでの協議内容を簡単にご紹介する。 

 

・社会奉仕プロジェクトでの今後の取り組みは、クラブ間の

奉仕活動をお互いに紹介し合い、互いに参加できるように

するというもの。 

オブザーバー参加もできるようにする。 

そのために活動予定を記入する通年サイトを作り、入力を

してもらう。 



他クラブの取組を参考にして真似したり、参加したりするこ

とができるようにするとのこと。 

 

・嶋村ガバナー年度の最初のプロジェクトが、7月 31日の

環境保全クリーン活動。 

7月 1日からの新年度、いきなり 7月 31日に何かやれと

言われても…とかなりのブーイングが出たよう。 

８割ぐらいの。クラブはまだ何も考えてないと言っている。 

 

・9月 25日を新たに設定したが、取組の実施日はこの 2

日に限ったことではない。 

その日を目途に、何かクリーン活動をやってくれれば、クラ

ブが盛り上がって頂ければいいという意向。 

ゴミ拾いをみんなでやるだけではなく、色々な取り組みが

あると思う。 

吉田会長年度になって早々の取組とはなるが、みんなで

いろいろと考えて、クラブを盛り上げていければ大変ありが

たく思う。 

 

尾崎会員： 

・私は会長部門の方に一緒に出席させていただいた。 

ディスカッションの場でファシリテーターをさせていただい

た。 

会長さんたちの本音が出てきたので、少し共有させていた

だく。 

 

・神田ロータリークラブは、例会場が帝国ホテルへ変更と

なった。会場費用が非常に値上がりした為に、赤字が予

想されるということで、退会した方が出ている。 

結構これから、運営が難しくなってくるのでは…と心配され

ていた。神田では推薦者なしでの入会希望者が一方で増

えているが、紹介者がいない場合には全てお断りしている

とのこと。 

 

・丸の内の場合は、既に退会してしまったが、ホームペー

ジを見て入会した方が 1人いた。 

連絡をした時に速やかな対応があったということで選んで

いただいたよう。ホームページの整備やフェイスブックによ

る引き続きの配信によって、いい出会いがあるかもしれな

い。神田では駄目ということだが、私たちはきちんと面談を

して、よければご入会ということで良いのではないかなと思

っている。 

 

・麹町ロータリークラブは、わざと例会出席を緩くしている。

緩くすることで退会者を防ぐ。若い方で結構忙しくてなか

なか出られない、という方に対し、あまり強く言うとやめてし

まう。 

そこはわざと緩くしているとのこと。目から鱗だった。 

私たちはもうすでにハイブリッドを導入しており、オンライン

参加が可能ということは伝えている。 

嶋村ガバナー年度はいろんなことにチャレンジして、皆さ

んに会合への参加を促しているが、それを真に受けると苦

しくなってしまう点に気をつけなければいけない。 

 

 

 

 

 

・紀尾井町は、鈴木パストガバナーによる卓話の際に、リス

トアップの件を聞いていた。 

聞いた卓話を実践しようということで実際に取り組み、増強

につなげたというのを聞いた。 

頭で思っているだけでなく、きちんと書いてみるということ

が、実はすごく大事だということ。 

 

・御茶ノ水ではオンライン会員を年会費半額でやっていて

成功している・・ということだったがよく聞いてみると、名古

屋の女性会員が 1人、あとは退会しそうな会員にオンライ

ンに移行していただき、そちらが 2名ということ。 

 

・東京では、基本的に特別なことはしてないということ。 

むしろ入会したい人が列に並んでいて、入会までに 3年

かかる。どういった人が推薦されているか？の質問につい

ては、『三田会が強い』とのこと。 

 

・丸の内も確か一時期は 30 名超の時期があった。今回の

会長ノミニーを引き抜かれてしまうというような事態が生じ

た。新クラブが元丸の内の会員から、地区のサポートのも

と、もう一つクラブを立ち上げることになった為に、会長ノミ

ニーが引き抜かれるという残念な結果になってしまった。 

一回退会した人が、新たなクラブに入る・作るということに

関しては、国際ロータリー上、モラル的にどうかと思うが、

違反ではないということ。 

私たちも粛々と増強して行くしかないと思っている。 

実際リストアップして、結構身近な心の信頼を置けるお友

達等をお連れ頂ければと思う。 

ここで仕事をうまくやっていこうという方よりは、奉仕活動に

きちんと興味がある方を選んでいただければと思う。 

 

 10．今後の予定                         古山 真紀子   会長 

・6月 3日（金） 100回記念の親睦会を開催予定。   

ゲスト・ウェルカムデーの参加者も引き入れ開催したい。 

・6月 8日後楽 RC戸部さんの卓話。リサイクルの会社を

経営されている方。環境保全クリーン活動に参考になるお

話も期待している。 

・6月 15日最終例会 

 

11 ．閉会点鐘   古山 真紀子   会長 

12 ．写真撮影 
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例会日： 第１・第３ 水曜日 

12時 00分 - 13時 00分 

例会場： 東京千代田区丸の内 2-1-1明治生命館 B1F 

   センチュリーコート丸の内 

(covid-19の期間中はオンライン例会の可能性あり) 

会 長： 古山真紀子  幹 事：鷲澤充代 

5月 11日 

第 99回例会 

通常例会 

卓話：後楽 RC志熊宏昌 様 

5月 25日  

第 100回記念例会 

ゲストウエルカムデー 

   12：00～13：30 

卓話：ソーシャルコモンズ代表 

竹本治氏 

5月 31日地区大会 ホテルニューオータニ 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


