
２０１３～２０１４年度 釧路北ロータリークラブスローガン【讃えようロータリアン、実践しよう奉仕】

　　　　　７月３日（水）  本年度第１回（通算２６８７回）　　　

■出席報告【会員総数６4名　免除７名　出席計算に用いた会員数６4名】

■来訪ロータリアン

■会長挨拶
《小野寺会長》   

　本日は本年度釧路北ロータリークラブ第一回例会に２５００地区第７分区北川ガ
バナー補佐様はじめ第７分区七つのクラブ様、第８分区より浜中ロータリークラブ
様、釧路北ローターアクトクラブ様に表敬いただき、誠にありがとうございます。
　まず、今年度第一回目の例会に当たりまして、前年度高橋会長、小林幹事より支
障なくすべての引継ができましたことを報告申し上げ、重ねて感謝とお礼を申し上
げます。
私は今年度会長方針として「讃えようロータリアン、実践しよう奉仕」と掲げさせ
ていただきました。ロータリアンとしての「誇り」、ロータリアンとしての「喜び」、
ロータリアンとしての「行動」にあらためて気付いて頂く事によりさらなる北クラ
ブの発展に繋がる事になっていただきたいとの願いです。
　本日はこの後、北川ガバナー補佐様はじめ各クラブ会長様よりのご挨拶を頂きま
すので時間も押してきますので、後の事は次週クラブ協議会でお話させていただき
たいと思います。
　最後になりますが、本日表敬いただきました皆様のお力添えをお願いし、合わせ
て当クラブ会員の変わらぬ御指導と御協力を重ねてお願いし、会長挨拶とさせてい
ただきます。一年間よろしくお願い致します。

  出席者　４６名　　本日の出席率　７２％

 ／担当/理事会
12時30分～釧路プリンスホテル

　　　　　　　　　『ハンマー伝達式・表敬訪問』

・小野寺英夫君……来訪ロータリアン、アクトの皆様、本日はありがとうございます
・佐渡正幸君………本年度、大変お世話になります。よろしくお願い致します。
・中島谷友一朗君、本間弘人君……副幹事です。１年間よろしくお願いします。
・平澤利秀君………誕生日です。４４歳になります。
・能登信孝君、石井東洋彦君、中嶋嘉昭君、伊賀敬司君…本年度、よろしくお願い致します
・北山幸徳君、萩原昭博君、迫田　武君、北川健二君、布目九一君、田村憲一郎君、大友 淳君、本間明美君
 坂入信行君、平井昌弘君、泰地浩幸君、小林裕幸君、村井順一君、菊池美恵子君、越後和恵さん
　………会長、幹事一年間よろしくお願いします
・千田　清君、高橋　貢君、岡田　拓君、日比龍雄君、横田國勝君…会長・幹事一年間頑張って下さい
・松田信明君………ご無沙汰しています。もう少しまじめにやります
・徳山淳一君………小野寺丸の１年間の無事を祈って
・小山義雄君………もぐら会で優勝しました。まだ若い者には負けません
・毛利勇二君………結婚記念日です。１８年目になります

■ニコニコ献金

■幹事報告
《佐渡幹事》   あらためまして本年度の幹事を務めます佐渡です。１年間宜しくお願いします。

・パーソナルＢＯＸに活動計画書・会員手帳・ロータリーの友を入れましたので、
 ご確認お願いします。
・各クラブより会報と活動計画書が届いておりますが、次週回覧致します。
・今月のロータリーレートは、１ドル９９円になっております。
・上期の会費請求書は、次週のクラブ協議会終了後送付いたします。ご了承ください。

・北川 健二君 (第７分区ガバナー補佐 )  
・田村 憲一郎君 (第７分区ガバナー補佐幹事 )　         ・迫田　武 君 (第７分区ガバナー補佐幹事 )    
・吉田 秀俊君 (釧路ＲＣ 会長）　 ・脇 弘幸君 (釧路ＲＣ 幹事）    　 ・山田 圭祐君 (白糠ＲＣ 会長）　
・網村登志幸君 (白糠ＲＣ 幹事）  ・松村 嗣弥君 (浜中ＲＣ 会長）     ・那知  哲 君 (釧路西ＲＣ 会長）
・山本 秀基君 (釧路西ＲＣ 幹事） ・山田 敏昭君 (釧路東ＲＣ 会長）   ・山田嘉保留君 (釧路東ＲＣ 幹事） 
・横山 寛道君 (音別ＲＣ 会長）   ・佐藤 玄史君 (釧路南ＲＣ 会長）   ・佐藤　了君 (釧路南ＲＣ 幹事）  
・成田 育夫君 (釧路ベイＲＣ 会長）   ・春日 賢二君 (釧路ベイＲＣ 幹事）      
・中村理恵子君 (釧路ＲＡＣ 幹事）    ・畠山 優那君 (釧路ＲＡＣ 幹事）    



表敬訪問

ＲＩ第２５００地区第７分区

　 北川 健二ガバナー補佐　

田村憲一郎補佐幹事 ・ 迫田　武補佐幹事

こんにちは本来であれば自分のクラブ訪問例会でリラックスできるのでしょうが、ホームクラブでの
　こんにちは、本来であれば自分のクラブ訪問例会でリラックスできるのでしょうが、ホームクラブ
での表敬訪問が一番緊張しています。出来れば、お客様対応ではなく、一会員として普段のテーブル
に座って居たい心境です。
　表敬訪問例会で嬉しい事は、どの例会場にも、小野寺会長と佐渡幹事が居てくれる事です。なぜか
お二人が居てくれるだけで安心感が生まれています。お二人に感謝致します。パストガバナー足立先
生・先輩分区代理松原さん・ガバナー補佐松田さんに敬意を表します。また、前年度会長高橋さん、
幹事の小林さん一年間お疲れ様でした。自分のクラブでの自己紹介は照れますが、慣例ですので挨拶
させて頂きます。本年度ガバナー補佐を務めさせて頂きます、当クラブ所属の北川健二です。ガバナ
ー補佐幹事は、田村さんと追田さんの二人です。釧路北ＲＣの皆様に支えられて一年間活動させてい
ただきたいと願っています、どうか宜しくお願い致します。
　本年度国際ロータリー、ローンＤ・バートン回答のメッセージを心に留め、葭本ガバナー標語「讃
えよう　地域を！クラブを！会員を！ロータリーとの出会いに感謝！」を踏まえて、第７分区から選
ばれたガバナーを、区分８クラブでしっかり支えていきます。
また、分区活動としては、8月 24 ～ 25 日釧路で行われる全道中学親善硬式野球大会の開催・11 月に
は福島の原発被災地へ水を 1万本、地区補助金を利用した夢計画事業として 8クラブ合同で送る手助
けをさせて頂きます。また来年 6月には 6年目の継続事業であります、飲酒運転撲滅パークゴルフ大
会を開催し、益金を交通遺児奨学基金に寄贈します。更に、来年３月１日に行われるＩＭでは。1936
年 ( 昭和 11 年）釧路ロータリークラブが誕生した経緯から現在に至るまでの過去を振り返り、その中
から諸先輩が残した事例で現在でも通用する事を取り入れ活力ある集まりにしたいです。更に日高山
脈を境に分かれ、今はあまり行き来の無い 2510 地区との交流も考えていきたいです。
本年度葭本ガバナーの方針であります、財団への 100 ドル寄付・ポリオへの指定寄付・米山奨学会へ
特別寄付も併せてお願い致します。
そして、区分 8クラブの会長・幹事さんと常に連携を取り合いクラブ運営に協力してゆくと同時に分
区内ロータリーアンが仲良く楽しい活動ができましように努めさせて頂きます。会員皆様のご指導の
程宜しくお願いいたします。最後になりますが、ガバナー補佐輩出クラブでご苦労も多いとは思いま
すが、クラブ会員のご健勝と小野寺会長さん・佐渡幹事さんの出航を心からお慶び申し上げます。

釧路ロータリークラブ
  
吉田 秀俊 会長　　脇 弘幸 幹事

　こんにちは、今年度釧路ロータリークラブの会長を務めさせていただきます吉田でございます。隣
に控えておりますのは幹事の脇君です。この一年間何かとお世話になると思いますのでよろしくお願
いいたします。
　今年度は釧路クラブがスポンサーとなっております北クラブから北川ガバナー補佐が誕生し、北ク
ラブがスポンサーとなっているベイクラブは霞本ガバナーを輩出しております。釧路クラブとの関係
から見ますと子クラブと孫クラブに所属しておりますお二人が、今年度の要職を担っている訳であり
ますから、地区の事業そして区分の事業に対しては全面的に支援をして行きたいと考えております。



白糠ロータリークラブ
  
山田 圭祐 会長　　網村 登志幸 幹事

　今年度釧路クラブは｢ロータリーの実践　それは地域から　そして未来へ｣というスローガンを掲げ
ました。私たちの生活基盤そしてロータリーの活動基盤でありますこの地域に重点を置いた活動を推
進して行きたいと考えております。地域が抱える問題や課題にロータリークラブとしてまたロータリ
アンとして何ができるのかを模索し、出来ることから着実に手掛けて行きたいと思っております。特
に地域の未来を担う青少年にスポットを当て、今まで行ってきたアイスホッケーや野球といったスポ
ーツへの支援だけではなく、教育や文化など多目的に支援の輪を広げて行きたいと考えております。
また、今年度出席委員会ではメーキャップの推進を活動計画に盛り込んでおります。在籍年数の短い
メンバーを中心に、他クラブのメンバーと交流を深め、更に他のクラブの良いところを吸収しようと
いう目的で行いますので、その折には是非温かく迎え入れて頂きますよう、宜しくお願い致します。
最後に釧路北ロータリークラブの益々のご発展と、小野寺会長そして佐渡幹事のご活躍を心からご祈
念申し上げ、表敬訪問のご挨拶とさせていただきます。一年間よろしくお願いいたします。

　皆さんこんにちは。今年度、白糠ロータリークラブの会長を務めさせて頂きます。山田でございま
す。そして私の隣におりますのが幹事の網村です。どうぞ一年間宜しくお願いいたします。
　釧路北ロータリークラブの皆様には、日頃より白糠クラブに対し特設のご厚情を賜り、心から感謝
申し上げます。
　本年度ベイクラブからは葭本ガバナーを輩出されましたが、私が以前クラブ幹事の時は北クラブか
らの足立ガバナー年度で御座いました。足立先生の病院の隣のガバナー事務所に何度か伺ったことを
懐かしく思っております。
　ガバナー月信に載せる月毎の出席率の報告など提出書類がたびたび遅くなった事など色々ご迷惑を
おかけして、中嶋さん、石井さんはじめ、ガバナー事務所を運営されておられました会員の皆様方に
は改めてお詫び申し上げます。
そのあとも、２年間のライフセミナーのときにはホストを音別クラブ、北クラブ・白糠クラブがコホ
ストを務めまして、準備委員会に始まり、音別山奥での開催、最後の打ち上げまで、大変でしたが楽
しくお手伝いさせていただき、会員同士の交流もさらに深まったことが思い出されます。
　私共白糠クラブは他のクラブと同じように会員の減少が今最大の問題であり、私が入会しましたバ
ブル末期の約 20 年前には 40 名以上在籍していましたが、バブル崩壊後から景気の後退、そして長い
低迷期、最近少し回復してきたと言われておりますが、まだ不安定で、この地域ではまだ実感のない
状態の中、会員は 15 名にまで減少しました。
　白糠クラブは昨年同様今年もまた会員増強・退会防止のもと、地区事業・分区事業に協力・実行し
ていくことが私共の役割であると思っております。
　報告事項では御座いますが白糠クラブ例会場が、今年度第１例会より、昨年度までの「白糠町福祉
センター」から国道３８号線沿いにございます「レストラン　はまなす」に変更になりましたので、
ご案内申し上げます。多くの方々のメーキャップお待ちしております。
　最後になりますが、釧路北クラブ様の今後の発展、会員皆様方のご多幸をご祈念申し上げ、措辞で
はありますが、表敬訪問の挨拶とさせていただきます。一年間よろしくお願いいたします。ありがと
うございました。



浜中ロータリークラブ
  
松村 嗣弥 会長

釧路西ロータリークラブ
  
那知  哲 会長 　　山本 秀基 幹事

本年度浜中ＲＣ会長を務めさせていただく松村です。
幹事の田中ですが、本日は欠席させていただいております。
居酒屋を個人経営しておりますが、本日は急な予約が入りまして出席できず申し訳ございません。本
人も残念がっておりました。小野寺会長、佐渡幹事にはお会いできる機会が必ずありますのでご挨拶
させていただきたいと申しておりました。
私は浜中ＲＣ２回目の会長であり、４年前にも釧路北ＲＣ様へご挨拶させていただきました。
今年度はその時の経験を踏まえてその年度よりは良い活動をしたいと思っております。ご存知とは思
いますが、１３名の会員しかいないクラブでございます。非常に小さいクラブではございますけれど
も、小さなクラブだから出来ることを何か考えて、一年間頑張っていきたいと思います。幸なことに、
田中幹事はここ５年間で３回目、通算５回目の幹事でございますから、あらゆることを経験してきた
おります。全てお任せして会長は従っていくという１年間を過ごしてきたいと思います。
プライベートなお話ではございますが、息子が湖陵高校で野球をしておりまして、先日沢山の応援を
いただきましてありがとうございました。３年間野球に取組んできた息子でしたので、最後に良い形
ができたことに感謝しております。野球の事で妻との会話が増えて非常に喜んでおります。
湖陵高校も開校１００年ですが、北大会優勝がまだありません。武田鉄矢の１０１回目のプロポーズ
にあやかって、１０１回目の願いを込めて良い結果が残せればと思っています。
北大会終了まで野球応援に専念して、終わりましたらＲＣに専念したいと思っています。
浜中ＲＣを宜しくお願い致します。

皆さんこんにちは
　今年度、釧路西ロータリークラブの会長を仰せつかまりました那知哲です。横にいますのが、私の
女房役を務める山本幹事です。よろしくお願いします。
　今回、北ロータリークラブへ表敬訪問できましたことは誇りに思っています。
　北ロータリークラブは、１９５８年に創立されました歴史のあるクラブであり、釧路西クラブの親
クラブであります。
　北ロータリークラブの活動を拝見しますと、ID スポーツ大会開催支援、坂本新世代育成基金を作ら
れ次世代を担う新世代の健全育成を支援・褒章を行っており、また、商業高校就職指導講演会をされ
ており活発な活動をされております。
　西クラブも、第７分区の事業として飲酒運転撲滅及び交通事故防止キャンペーンとしてパークゴル
フ大会を開催し、また、昨年まで３０年間釧路西ロータリークラブ会長杯小学生バレーボール大会を
開催してきました。
　今後も北ロータリークラブの皆様と連携・交友を深め、お互いがさらなる発展が出来たら良いと思
っています。
　ロータリークラブの継続的維持に関わる会員増強につきましては、気楽ラブさんの会員は、６４名
と聞いております。西クラブといたしましては、羨ましいところでありますが、厳しい経済状況の中、
会員増員はなかなか難しい状況にありますが、頑張って会員増強に努めたいと考えています。
　最後に、小野寺英夫会長、佐渡正幸幹事、釧路北ロータリークラブの益々のご発展、ご健勝をお祈
りいたしまして、表敬訪問の挨拶とさせていただきます。どうぞ一年間よろしくお願いいたします。



　釧路北ロータリークラブの皆さん、こんにちは。
今年度音別ＲＣの会長を迎せつかりました。横山 寛道と申します。一年間宜しくお願い致します。
　足立功一パストガバナーのガバナー年度に音別ＲＣの幹事を初めて務めることになり、緊張の中懇
切親切にご指導・助言を頂戴し今考えますと、あの時がロータリアンとしての本当の一歩を踏み出し
た瞬間だったなあと思います。
私たち音別ＲＣは「少人数クラブなれど弱小クラブに非ず」を合言葉として活動しています。
１５名という少ない会員数でありますので、当然の如く退会の防止・会員の純増には努力していかな
ければならないと思っています。
　又、今年度の方針として「例会の充実に力を入れたい」と考えております。楽しい居ごこちのいい
例会であることが出席率の向上につながると考えてます。
　皆様のご指導･ご協力を頂きながら「元気なクラブ」の実現に向けて活動を進めて参りたいと思って
居ります。
　最後になりますが、釧路北ＲＣ様の益々のご発展と小野寺英夫会長・佐渡正幸幹事はじめ会員皆様
のご健勝を心よりご祈念申し上げまして。表敬訪問の挨拶とさせて頂きます。一年間宜しくお願い致
します。

釧路東ロータリークラブ
  
山田 敏昭 会長　　山田 嘉保留 幹事

音別ロータリークラブ
  
横山 寛道 会長

　釧路北ロータリークラブの皆様、こんにちは。
今年度、釧路東ロータリークラブの会長を命ぜられました山田敏昭と申します。隣におりますのが、
幹事の山田かおるです。山田、山田の呼び方は簡単ですが、間違われやすいコンビです。これに先程
の白糠ロータリーの山田会長が隣に座ると、山田、山田、山田の三羽鳥か、はたまた三馬鹿トリオに
なってしまうのか心配ですが、何とか３人で呼吸を合わせてかっこ良い三羽鳥頑と言われるように頑
張りますので、一年間どうぞよろしくお願い申し上げます。
　私、北クラブさんには個人的にも大変ご縁が深く、これまでも色々とお世話になっております。
２００７年度、私が、東クラブの幹事を務めた年度ですが、北クラブは北川会長、川尻幹事の年度で
ございました。会長幹事会で同席させていただき、北川会長の何事にも真摯に取り組む実直さ、川尻
幹事の女性としての心配り、明るいフレンドシップにロータリアンとしての心構えを教わったのを思
い出します。あれから6年、今年度はその北川さんが、第７分区のガバナー補佐となられました。バイ
タリティー豊かな小野寺会長、いつも冷静沈着な佐渡幹事と共に、北川ガバナー補佐をしっかりと支
える一本の柱に私も微力ながら加わりたいと考えております。
　またとない機会ですから、ここで私と北川ガバナー補佐のエピソードを一つ、お話したいと存じま
す。先程、２００７年度に会長幹事会でご一緒させていただいたと申しましたが、その年度のＧＳＥ
で、タイ国から留学生を６人程招きまして、我が東クラブでは男性を一人、確か北川さんは女性の留
学生を一人、ホームステイされたと記憶しております。その期間中に東クラブの担当でコールマイン
の地下坑道を見学していただいたのですが、当日、北川さんは真っ赤なスポーツカーの助手席にタイ
からの若さ溢れる留学生を乗せて、上下川のスーツ姿で我々の前に現れました。まるで「巨人の星の
花形満」を見るようなカッコ良さでした。私の隣にいたもうひとりのタイ人女性に私は片言の日本語
で尋ねました。「北川さん、カッコ良いよね。」と聞きましたら、その女の子、何といったとおもい
ますか？皆さん。　答えは「OH-Yey！Gu－」でした。この話は「喜び勇んで何かあったら、後々大変
だよな。」と余計な老婆心から今日まで私の胸の内に秘めていたのですが、あれから３０年、じゃな
かった、あれから６年、お互いに無事に年を重ねて参りましたので、今日はじめてガバナー補佐の間
で報告いたします。何はともあれ、今年度、小野寺会長の下、葭本ガバナーの基本スローガンと北川
ガバナー補佐の活動方針に則り、釧路北クラブがますます発展されることをご祈念いたしまして、表
敬訪問の挨拶とさせていただきます。一年間どうぞよろしくお願い申し上げます。



釧路南ロータリークラブ
  
佐藤 玄史 会長 　　佐藤　了 幹事

釧路ベイロータリークラブ
  
成田 育夫 会長 　　春日 賢二 幹事

　釧路南ロータリークラブの今年度、会長佐藤玄史、幹事・佐藤　了です。　Ｗ佐藤ですので、覚え
て頂けると思います。１年間よろしくお願い致します。
　本日は、３日目、釧路北ＲＣの表敬訪問になります。私自身表敬訪問は３回目になりますが、大変
緊張しております。
　釧路南ロータリークラブ、会員２５名・女性会員３名の会員でスタートとなりますので、今年度、
先ずは、クラブ全体の活動の強化図って行きたい。
　それには、もちろん会員増強・退会防止とあわせて地域への参加、現在は、清掃ゴミ活動、植樹の
参加、救命ヘリのフライトスーツ等、さらに、今年度は。その様な事で参加できるか、会員と相談し
て具体化をはかっていきたいと思います。
　出席率の向上をプログラムの中で、例会の内容の工夫をしていきたいと思います。例会を楽しく参
加する大事な食事を予算内で替えていく。それと従来の集団メイーキャップでクラブ間交流をはかっ
て行きたいと考えています。最後になりますが、釧路北ロータリークラブの小野寺会長、佐渡幹事の
今後のご活躍とともに北ＲＣの皆様の御健勝、クラブの御発展ご記念致しまして表見訪問のご挨拶と
いたします。一年間よろしくお願い致します。

　北クラブの皆さん、こんにちは。只今ご紹介いただきました今年度、釧路ベイクラブ会長の成田育
夫と申します。同行しております、幹事、春日賢二君です。どうぞよろしくお願い申し上げます。
北クラブ様は私たちベイクラブの親クラブであります。ベイクラブは、5月 14 日にて創立１６周年を
迎えることが出来ました。今年度は 17 年目に入る訳でございますが、これも親クラブでもあります、
北クラブ様のご指導、ご鞭撻があればこそと感謝を申し上げます。
　先達ては、PETS. 地区協議会が開催され、足立パストガバナーには、ご尽力賜り、ありがとうござい
ました。また、小野寺英夫会長初め、クラブ会員の参加を賜りありがとうございました。
　今年度は葭本ガバナー年度になります。
10 月 11 日より 13 日迄、地区大会が釧路にて開催をしております。ホストクラブとしてベイクラブ会
員一同準備しておりますが、第 7分区しないクラブ様の協力も賜りたく、先達ての例会にお伺いし、
北クラブ様には、ゴルフ大会を担当して頂きたくお願いしたところ、快諾を頂き、感謝を申し上げま
す。また、明輝高校 IAC に負担金も前年度同様にご支援、ご協力を賜りましてありがとうございます。
　今年度は葭本ガバナーを刺させ、第７分区北川ガバナー補佐の下に活動して行きたいと思っており
ます。
　最後になりますが、小野寺会長、佐渡幹事様のご活躍と北クラブ会員皆様のご健勝とクラブのご発
展をご祈念申し上げ、表敬の挨拶とさせて頂きます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。



釧路北ローターアクトクラブ
  
中村 理恵子 会長　　畠山 優那 幹事

みなさん、こんにちは。
ただいまご紹介いただきました、今年度、会長を務めさせていただきます、中村理恵子と申します。
隣におりますのが、幹事の畠山優那です。
今年度 1年間、よろしくお願い申し上げます。
まず始めに、釧路北ロータリークラブの皆様に置かれましては、毎年の助成金、幣クラブへの例会に
ご参加いただき、ありがとうございます。
また、年 2度の合同例会、そして今年度は私達アクターとの対話例会も 2回、行っていただけるとの
ことで、感謝の気持ちと共に、しっかりと頑張っていこうと、改めて思っております。
今年度の幣クラブのテーマは、「前進～ to the one step ～」としています。
アクターとしての活動は、例会、毎年行っている奉仕活動として河川敷清掃・チャリティーフリーマ
ーケット・施設訪問、ブロック行事や地区行事など、さまざまなものがございます。
そのひとつずつを、しっかりと理解しながら、「準備から本番、終わったあとの振り返り」まで、ひと
つの事柄で会員全員が一歩ずつ成長できる機会になるような年度にしたいと思っております。
そして、自分の為にできること、地域の皆様の為にできることを、会員ひとりひとりがしっかりと考
え、行動できるようなクラブにしたいと考えています。
また、「ローターアクトクラブ」は世間での認知度が低く、会員の減少、現会員のクラブ活動の意味の理
解の差など、問題点も多くあります。
そのすべてを少しずつ解決し、意味のあるクラブ活動ができるよう努力していきたいと思います。
　また、釧路北ロータリークラブの皆様にも、引き続き幣クラブへ、ご指導、ご鞭撻いただきますよ
う、お願い申し上げます。
最後に、釧路北ロータリークラブ様、会員の皆様のますますのご発展とご健勝をご祈念いたしまして、
表敬の挨拶とさせていただきます。
　今年度 1年間、よろしくお願い申し上げます。

小野寺会長謝辞

　北川ガバナー補佐様はじめ第７分区七つの各クラブ様、第８分区より浜中ロータリークラブ様、釧路北
ローターアクトクラブ様にご挨拶いただき、誠にありがとうございます。
　それぞれのご挨拶にこめられた一年間の活動への抱負、想いは北ロータリークラブ会員それぞれに十分
伝わった事と思います。
　私共、北クラブ会員一同、各クラブの皆様との交流を大切にしながら一年間活動する事をお誓い申し上
げてお礼の言葉といたします。
　本日は表敬訪問ありがとうございました。


