
2016～2017 釧路北ロータリークラブスローガン「堅実な精神で誠実な奉仕を」 

 
 
 
 
◆お客様と来訪ロータリアン 

RI 第２５００地区第７分区 ガバナー補佐 川村 利明君（音別 RC）               

            ガバナー補佐幹事 伊東 幸裕君（ 〃  ）     

  釧路 RC   会長 木下 正明君 /幹事 樋口 貴広君   浜中 RC   会長 西原 基治君 

  釧路西 RC  会長 小泉 和史君 /幹事 松田 正昭君   釧路東 RC 会長 中村 孝之君 /幹事 青山 英彦君 

  音別 RC    副幹事 萩原 秀一君                   釧路南 RC 会長 佐藤 了 君  /幹事 前田 裕治君 

  釧路ﾍﾞｲ RC 会長 渡辺 雅樹君 /幹事 植原 元晴君 

  釧路北 RAC 会長 斎藤 慎也君 /幹事 中島 裕君 

 

 

◆メーキャップ 

６／２５萩原昭博君（釧路北 RAC） 

７／２ 伊賀 敬司君、工藤 健司君、佐渡 正幸君、富樫 孝之君、中島谷 友一朗君、平井 昌弘君 

福田 雅嘉君（以上７名 釧路北 RAC） 

７／１  釧路南、７／４釧路西・音別、７／５釧路東・釧路ベイ、富樫 孝之君、平井 昌弘君（表敬訪問） 

 

  

◆出席報告【会員総数 73 名 免除 6名 出席計算に用いた会員数 73 名】 

本日の出席率     出席者 45 名  メーキャップ 18 名     出席率 86.3％ 

  前々回の修正出席率   出席者 46 名   メーキャップ  2 名    出席率 64％ 

 

 

◆ニコニコ献金（今年度累計 ５４，０００円）    

・今日からスタートです。１年間よろしくお願いします ～富樫 孝之君 

・１年間お世話になります。宜しくお願い致します ～平井 昌弘君 

・富樫会長、平井幹事１年間応援しています ～伊賀 敬司君、長内 信辰君、北川 健二君 

・富樫、平井年度のスタートをお祝いします ～石井 東洋彦君 

・富樫年度、１年間よろしくお願いします ～大友 淳君 

・本日司会です。よろしくお願いします ～川村 真一君 

・会長、幹事１年間頑張って下さい  

～工藤 健司君、小林 裕幸君、廹田 武君、中島谷 友一朗君、福田 雅嘉君、松原 久幸君、村井 順一君 

・会長、幹事ご苦労様です ～坂入 信行君 

・川村ガバナー補佐並びに第７分区の会長・幹事様の皆様、浜中 RC 会長様、RAC の皆様、表敬訪問頂きありがと 

 うございます ～佐渡 正幸君 

・今年度も宜しくお願い致します ～高橋 哲也君、丹羽 芳広君 

・１年間よろしくお願い致します ～田村 憲一郎君、本間 明美さん 

・新年度迎えて喜んでおります ～中嶋 嘉昭君 

7 月 6 日（水）本年度第 1回（通算 第２８３０回） 

ハンマー伝達式 表敬訪問 
担当/理事会 １２時３０分～釧路プリンスホテル 



・富樫年度スタートです。結婚記念日、お花頂きました。ありがとうございます ～萩原 昭博君 

・出発おめでとうございます。誕生日ケーキありがとうございます ～平澤 利秀君 

・本日より家族親睦委員会としてスタートします。頑張ります ～松田 有律香さん 

・本日よりスタートです。頑張って下さい ～森山 義文君 

・１年間ピアノ宜しくお願いします ～越後 和恵さん 

 

◆会長挨拶《富樫会長》 

 

本日は川村ガバナー補佐をはじめ、第七分区の各ロータリークラブ並びに浜中ロータリークラブ、そして釧路

北ローターアクトクラブの会長・幹事の皆様、大変お忙しい中、本日の表敬訪問例会にお越しいただきまして誠

にありがとうございます。 

改めてご紹介させてき頂きますが本年度釧路北ロータリークラブ、59 代会長、富樫孝之と申します。一年間、

どうぞ宜しくお願いいたします。 

先程ハンマー伝達式ということで佐渡直前会長から大変重いハンマーの伝達を頂きました。今、まさに釧路北

ロータリークラブの歴史をしっかりと受け継ぎ、一年間頑張らなければならないと強く思う所であります。 

今年度の私どものクラブテーマを「堅実な精神で、誠実な奉仕を」とさせていただきました。RI,地区のテーマを

しっかりと理解した上で、ロータリアンとして自信を持って活動するためにはまず自身の日常、職業が充実して

いることが理想、前提として改めて、「奉仕」というものを実践できるものだと考え、誠実に活動してゆきたいと

思います。まずは今年度、しっかりと腰を据えてクラブ活動に力をいれて頑張ります。その活動の一つ一つが川

村ガバナー補佐を支援することに繋がるとおもいます。 

最後に川村ガバナー補佐、並びにそれぞれのクラブが益々発展し、素晴しい一年にとなるように御祈念して第

一回目の会長挨拶と致します。一年間、どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

 

◆幹事報告《平井幹事》 

  

 

① 活動計画書・分区名簿・ロータリーの友７月号・会員カード・ＩＭ報告書をパーソナルＢＯＸへ入れており

ます。 

② 表敬訪問報告 

7/1 南クラブ・7/2 アクトクラブ・7/4 西クラブ・音別クラブ 7/5 東クラブ・ベイクラブに会長・幹事で出席 

アクト例会、会長幹事・佐渡直前・中島谷会員・伊賀会員・工藤会員・福田会員７名で出席 



③ 今後の表敬訪問スケジュール 

7/7 釧路クラブ・７/8 白糠クラブ・7･19 浜中クラブ 

④ 7 月 24 日北見にて財団セミナー 

会長幹事・高橋理事・サクタ委員長 4 名で出席 

⑤ 上期会費請求を送付しております。 

⑥ 7 月 4 日にニコニコ献金金額変更のお知らせ 

⑦ ロータリーレート１０２円 

⑧ 回覧内容 

ＴＨＥロータリン 7 月号・ 

7 月度例会プログラム・西ＲＣ・東ＲＣ・南ＲＣ・ベイＲＣ・浜中ＲＣ・根室ＲＣ 

活動計画書 8 分区根室ＲＣ（会報も）・浜中ＲＣ 

市民活動センター「わっと」（会報） 

アクト第 2 例会のご案内 

⑨ 浜中ＲＣ西原会長より御祝儀 

⑩ 根室ＲＣ会長より祝電 

 

 

 

 

 

２０１６－２０１７年度 

ＲＩ２５００地区 第７分区 

ガバナー補佐   川村 利明君 （音別ＲＣ） 

２０１６－２０１７年度 

ＲＩ２５００地区 第７分区 

ガバナー補佐幹事 伊東 幸裕君 （音別ＲＣ） 

 

皆さんこんにちは、本年度第７分区ガバナー補佐を拝命いたしました音別ロータリークラブの川村でございま

す。そして、補佐幹事の伊東幸裕であります。 

やはり７月１日は来てしまいました。当たり前ですが今この場で大変な１年が始まろうとしていることを実感

しています。本年度第７分区ガバナー補佐としての最初の役割を務めさせていただきます。 

本年度 RI 会長、ジョン・ジャーム氏は「人類に奉仕するロータリー」と言うテーマを掲げられ、創立以来の

職業分類を基本とした高い倫理基準のもとに行われる「奉仕」が人類のより良い世界を築くと述べられておりま

す。 

駒形曙美ガバナーは、そのテーマ推進のため「ロータリーのあしたのために、積極的に行動しよう」と呼びか

けられ、ロータリアン一人一人の積極的な活動がクラブ活力を生み、地域社会への「奉仕」の推進に繋がります。

先ず、行動しようと決意され１０項目の地区活動目標を掲げられました。特に公共イメージ向上の推進について

は大事なことと受け止めております。どうぞガバナーの思いにご協力お願い申し上げます。 

分区事業につきましては昨年度からの事業を全て継続させていただきたいと思っております。 

また、「IM」につきましては音別と言う小さなクラブではありますけど親クラブである白糠クラブさんのご協

力をいただきながら、よい大会に出来ますよう努めてまいります。 

 

表敬訪問 



ロータリーが今日まで発展を続けてきた要因は、創立の精神と理念を変わらずに「継続」してきた事にあると

考えます。見失ってはいけない大事なものを守り、「継続」していかなければならないと考えます。その上で、ロ

ータリーと地域、ロータリアンと地域住民がより良く「繋がり」、そしてそれが「継続」できるよう努めてまいり

ますので、本年のご協力を宜しくお願い致します。 

結びになりますが、富樫会長・平澤幹事のもと、釧路北ロータリークラブの活動が良い成果をあげられ、実り

ある一年でありますようご期待申し上げご挨拶とさせていただきます。 

 

 

釧路ロータリークラブ 

会 長 木下 正明 君 

 幹 事 樋口 貴広 君 

 

 

 

 

今年度、釧路ロータリークラブの会長を務めます木下正明です。 

一緒に参りましたのは幹事の樋口貴広君です。一年間、どうぞよろしくお願い致します。 

 釧路北ロータリークラブにおかれましては、提唱クラブとして釧路北ローターアクトクラブが本年 45 周年と

いうことで、本当に素晴らしいことだと思います。また、足立パストガバナーに置かれましては、今回歴史的な

規定審議会にご出席いただき重要なお役目を果たされてこられたと思います。9 月の第一例会で釧路クラブご講

演をいただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

釧路ロータリークラブは本年 11 月、創立８０周年を迎えます。これを踏まえ今年度の会長方針を『地域の未

来に奉仕し、その活動を知ってもらおう！』と掲げました。 

地域の未来を担う青少年への奉仕を第一の柱とし、記念事業として市内の小中学生 3,000 名に数学検定を寄贈

し、釧路出身で東進ハイスクールの数学講師 志田晶氏に地域の未来に数学を活かす内容のご講演をしていただ

きます。 

11 月 5 日㈯に開催されます志田先生の講演会、また、記念式典とともに多くのロータリアンのお仲間にご参加

いただければと思います。 

節目の年に微力ながら地域の未来の可能性の一助となる一年にしたいと思います。 

結びになりますが、本年度も釧路北ロータリークラブの活動が富樫会長の元、輝きある一年になることを祈念し

て挨拶とさせて頂きます。 

 

 

ＲＩ２５００地区 第８分区 

浜中ロータリークラブ 

会 長  西原 基治 君 

 

 

 

 

 皆様、日頃より浜中ロータリークラブに対しまして温かい友情、御支援賜りまして大変ありがとうございます。 

 本年度浜中ロータリークラブ会長を務めます、西原でございます。また、本日出席かないませんでしたが、幹



事は田中という者が務めます。どうぞ宜しくお願いいたします。 

 浜中クラブは釧路北ロータリークラブをスポンサーとして１９６８年３月創立いたしまして、今年で４８年目

を迎えることになりました。創立時は２２名、一時は３２名の会員で活動しておりました。しかしその後は経済

の低迷、会員の高齢等もありまして、会員数が減少し、現在我がクラブの会員数は１２名となり、第８分区では

一番の少数クラブとなってしまいました。そのうち実働している会員は９名程ですが、その９名は地域の中でも

あらゆる大役を務めているものですから、色々なことで外に出る機会も多く、例会は常に２、３名欠ける状況と

なっております。５、６名で例会を開催しております。少数で役を回しておりますから、私も会長を今回で５回、

幹事を６回務めておりまし、本日欠席の田中幹事も幹事を６回務めております。先月、退会を希望する会員が出

まして、この話をきっかけに「浜中クラブのこれから」を真剣に話し合ってみないかということになりまして、

皆で話し合ってみました。結果的には２年後の５０周年までは現在の１２名で頑張ろうという話になりまして、

退会希望者も留まってくれることになりました。会員増強も頑張っていますが、地域の現状を考えると難しいと

ころもあります。いずれにしても本年も１２名でスタートすることになりました。１９日には、富樫会長・平澤

幹事が表敬訪問に来ていただけることになっております、小さなクラブですが心から御歓迎申し上げ、楽しみに

お待ちしております。 

結びに、小さなクラブだからこそできる活動があるだろうという思いと、ロータリーの思想を究明しながらク

ラブの展望を図って参りたいと思っております。どうか本年も皆様方の厚い友情と御指導を賜れますことを、心

からお願い申し上げますとともに、北クラブ様の益々の御発展、さらに会員皆様の御繁栄と御健勝を祈念申し上

げ御挨拶とさせていただきます。 

 

 

釧路西ロータリークラブ 

 会 長 小泉 和史 君 

 幹 事 松田 正昭 君 

 

 

 

 

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西ロ－タリ－クラブの会長を仰せつかりました小泉

和史と申します。隣に控えているのが幹事の松田正昭君でございます。入会 4年目の幹事、そして入会 7年目の

会長とまだまだロ－タリアンとして未熟者ですが今年度 1年間どうぞ宜しくお願い致します。 

今週当クラブの第一例会には富樫会長、平井幹事さんに表敬を頂き、さらに励ましのご挨拶を頂きまして、心

からお礼申し上げます。 

釧路北クラブさんに表敬訪問するのは今回 2 回目となりますが 2011 年～2012 年度の年に私が幹事と言う立場

で出席させていただいた以来となりますがその折には当時の能登会長田中幹事そして会員皆様方に大変温かく

迎え入れていただいた事が記憶に残っております。ありがとうございました。 

昨年度は、職業奉仕セミナ-、青少年フォ－ラム、メ－キャップなど数多く会員相互の交流の機会を与えていた

だき前年度佐渡会長、中島谷幹事様には大変お世話になり誠にありがとうございました。日頃から北クラブさん

には、何かと当西クラブに対しまして、特段のご厚情を賜り心から感謝と御礼を申し上げます。 

さて私ども西クラブは、今年度会員数 28 名からのスタ－トとなりますが、お陰さまで、昨年度は再入会も含

め 5 名の会員増強を果たす事が出来ました。本年度も会員増強にさらに力を入れ会員 32 名以上目標にクラブを

盛り上げていくつもりでございます。 

今年度、当クラブは、駒形ガバナ－、そして川村ガバナ－補佐の掲げたテ－マに沿って地域社会に貢献出来る



奉仕活動を積極的に行動して参りたいと思っております。 

最後になりますが、富樫会長、平井幹事の今後のご活躍と釧路北ロ－タリ－クラブ会員皆様のご健勝を祈念申

し上げ、表敬訪問の挨拶とさせていただきます。今年度 1年間宜しくお願いいたします。 

 

 

釧路東ロータリークラブ 

 会 長  中村 孝之 君 

 幹 事  青山 英彦 君 

 

 

 

 

 本年度釧路東ロータリークラブの会長を仰せつかることになりました、中村孝之と申します、こちらに控える

のが幹事の青山英彦でございます。どうぞ宜しくお願いいたします。富樫会長とは同じ「孝之」でありまして、 

私の名前をつけてくれた産婆さんの話ですと「この名前の人は頂点を目指す」人だということを言われまして、

同じ年に同じ「孝之」でお互いにロータリー会長職を担うこととなったことを、偶然、他人事に思えない富樫会

長であります。私は北ロータリークラブに伺うのは２回目でありまして、山部ガバナー補佐の時に、奥ガバナー

と同行させていただき、初めてこちらの例会に参加させていただきました。そのときの会長が萩原会長で、幹事

が坂入さんでありました。その際は分区事業にもご協力をいただきました。「動の坂入・静の萩原」といわれるく

らい、坂入さんには行動的に動いていただいて、坂入さんのおかげでガバナー補佐幹事ができたと思っており感

謝しております。また、社員でソチオリンピックに出場しました、山根智恵が中島谷さんのダイシンのホッケー

チームに所属しておりまして、今日はコーチとしてフィンランドに行っておりますが、中島谷さんにも日頃より

お世話になっておりまして、佐渡直前会長、中島谷直前幹事にも大変お世話になりました。それからもう一つ、

北ロータリークラブさんが推奨する釧路北ローターアクトクラブの本年度会長の斉藤君は私の会社の部下でご

ざいまして、介護福祉士として活躍されております。お年寄りからもかわいがられる性格の良いまじめな人間で

ございます。彼はアクトに入会させてからは人が代わった様になってきました。アクトを卒業した後に「北クラ

ブに入りたい」言い出した時には、私が引退後に北クラブでお世話になれればと思います。皆様に御指導頂き、

立派なロータリアンになってもらえればと思います。 

 昨日、当クラブの例会があり、審議会の１０項目の件でわからないところがあり、川村ガバナー補佐に教えて

いただき、さらに本日足立パストガバナーにもお答え頂き安心しました。「チームセブン」として第７分区一丸と

なって頑張っていきたいと思っておりますので、皆様の御指導御鞭撻を宜しくお願いいたします。本日は誠に 

ありがとうございました。 

 

 

音別ロータリークラブ 

 副 幹 事  荻原 修一 君 

 

 

 

 

 

 皆様こんにちは。私は音別ロータリークラブの副幹事を仰せつかっております、荻原修一と申します。会長幹



事が所用により出席かないませんでしたので、メッセージを代読させていただきます。 

 皆さま今日は、２０１６～２０１７年度 第３８代目音別ロータリークラブ会長に仰せつかりました眞籠敏

夫でございます。幹事は昨年に引き続き水野が担当致します。この一年間どうぞ宜しくお願い致します。 

釧路北ＲＣの皆さまにおかれましてはロータリー活動を通じまして日頃よりお世話になり、この場をお借りし

て御礼申し上げます。 

当クラブも２０１６～２０１７年度は光栄なことに初めて川村ガバナー補佐を輩出することとなり、当クラブと

してはクラブ総動員で支えなければと考えております。 

しかし、当音別ロータリークラブにおいては皆さまご存じのように、１５名の小世帯でございます。第７分区ロ

ータリアン皆様のお支えなしでは到底無理であると考えておりますので様々な場面におきまして絶大なるご支

援ご協力を頂ければ幸いに存じます。 

さて私ですが、７年目にして会長という大役が回ってきましたが、いまだに右も左もわからなく、幹事におぶ

さっているのが現状です。また、会長という職責にあっても挨拶が不得意であり言葉が足らずの所もありますが

お許しのほどお願い致します。 

最後になりますが、２０１６～２０１７年度 釧路ベイロータリークラブが渡辺雅樹会長、植原元晴幹事のもと、

さらに発展されることを祈念致しまして甚だ簡単楚辞ではございますが表敬訪問のご挨拶とさせて頂きます。ど

うぞ本年度一年間宜しくお願い致します。 

 

 

釧路南ロータリークラブ 

 会 長  佐藤 了  君 

 幹 事  前田 裕治 君 

 

 

 

 

こんにちは、釧路南ロータリークラブの会長を仰せつかりました佐藤 了（りょう）と申します、横におりま

すのは信頼すべきパートナー前田 裕治幹事です。 今年度の１年間会務を遂行して行きますので、よろしくお

願い致します。 

先週の１日、当釧路南ロータリークラブへ富樫 孝之会長・平井 昌弘幹事の表敬訪問に対しまして、先ずも

って感謝申し上げます。 

 本日は、新年度の表敬訪問第５ヶ所目貴、釧路北ロータリークラブへ表敬の訪問をさせて頂いております。 私

自身、２０１３－１４年葭本ガバナー・北川ガバナー補佐、貴クラブ小野寺会長・佐渡幹事年度に幹事を仰せつ

かりまして佐藤 玄史会長とも表敬訪問をさせて頂き、本日２回目となりますが、大変緊張しております。 貴、

釧路北ロータリークラブはまもなく６０周年を迎えられる歴史と、多くの会員数を持つ先輩クラブでもあり、第

７分区の行事、会長・幹事会、会報などを通し、学ぶ事が多く感謝申しております。 当釧路南ロータリークラ

ブは新年度会員数 25 名、うち女性会員６名体制でスタートとします。 

 また、音別ロータリークラブ川村 利明ガバナー補佐を微力ながら支え頑張る所存です。 

本年度、第３６代会長としまして「温故知新」古きも学びロータリーの未来へ生かそう、をテーマとさせて頂

いております、また国際ロータリーより大きく変わりつつある情勢と年度事業等を次年度以降の為、また、まだ

先ですが当クラブが４０周年を迎える準備としてクラブ全員で検討・学習する年度にして行きたいと思っており

ます。 

当然、今年度クラブの目標はありますが、会員増強・退会防止や出席率向上・寄付運営・献血・植樹・清掃な



ども全会員の親睦活動を第１に考えますと、各委員会担当の例会がスムーズに行われるものと考えております。 

更に大切な食事の内容も、素材によっては食べられない会員のためホテルと相談し考えて行こうと思っておりま

す。 また、貴釧路北ロータリークラブとの交流ということもクラブ担当委員会とはかり、集団メイクアップの

相互訪問を通しクラブ間の交流を図ってい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富樫会長・平井幹事の今後のご活躍とともに釧路北ロータリー

クラブ会員皆様のご健勝と、クラブのご発展を祈念しまして表敬訪問のご挨拶と致します。 １年間よろしくお

願い申し上げます。 

 

 

釧路ベイロータリークラブ 

 会 長  渡辺 雅樹 君 

  

 

 

 

 

北クラブの皆様、こんにちは 只今ご紹介頂きました、 

今年度、釧路ベイロータリークラブ会長の渡辺雅樹と申します。同行しております、幹事の植原元晴君です。 

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もあります。ベイクラブは 5月 14 日に創立 19 年を迎える事が

出来ました。今年度は 20 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これまでの

ご指導、ご鞭撻があればこそと感謝申し上げます。 

ベイクラブは創立 20 周年祝賀会を 2017 年 5 月 13 日土曜日に予定しております。ベイらしく、ド派手に行儀

よく上品にもっとうに当クラブの成田実行委員長のもと、来て頂いた方に楽しんで頂けるよう、式典を段取して

いきたいと思っております。 北クラブ様にも沢山の御出席をお願いしたいと思います。 

ベイクラブ前年度は新入会員 4名を入会させる事が出来ました、しかし 6月の末に諸事情により 2名退会とな

り会員数 24 名のスタートとなりました。今年度も会員を一人でも増やせるよう会員皆で頑張って行きたいと考

えております。  

最後になりますが、富樫会長、平井幹事様のご活躍と会員皆様のご健勝、ご多幸とクラブのご発展をご祈念申

し上げ、ご挨拶とさせて頂きます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

 

釧路北ローターアクトクラブ 

 会 長  齋藤 慎也 君 

 幹 事  中島 裕  君 

 

 

 

 

 皆様こんにちは。今年度４６代目会長を務めさせていただきます、斉藤慎也と申します。隣に居りますのが、

幹事の中島 裕です。１年間どうぞ宜しくお願いいたします。 

 まず始めに、くしろ北ロータリークラブの皆様には、毎年の助成金をいただき、そして今年度５万円ほどあげ



ていただき会員一同、心から感謝申し上げると共に、より地域に根ざした活動を幅広く行っていきたいと思って

いるところでございます。また、例年合同例会の開催、幣クラブの例会などに多くの御参加をいただきまして誠

にありがとうございます。さらに先日は当クラブの最初の例会に富樫会長、平井幹事をはじめ多数の御出席をい

ただきまして、誠にありがとうございました。 

 さて、今年度のクラブテーマは「奉仕でつながる絆」としております。ローターアクトに入会した目的、楽し

み方は人それぞれですが、活動の中で信頼関係が生まれ絆が深まっていくと考えます。そんな活動を積極的に行

っていく一年間にしたいと考えております。 

 今年度は１０月８日、９日に釧路市において地区協議会が開催されます。また、北ローターアクトクラブは創

立４５周年を迎える年となっております。大事な年であるからこそ月２回の例会、日々の活動で絆を深め成功に

導ければと思っております。ローターアクトクラブはこの地域のみならず、国際的につながることも魅力の一つ

と考え、釧路に来ている留学生との国際交流も考えております。今期は１６名でのスタートとなります。在籍の

長い会員が卒業され、新入会員が割と多いため、この活動の意義をより深く理解していただけるような活動に努

めてまいります。 

 度重なるお願いにはなりますが、１８歳から３０歳までのお知り合いの方、従業員のかたがいらっしゃいまし

たら、是非入会をご検討いただけます様お願いいたします。 

 釧路北ロータリークラブの皆様には、引き続き幣クラブへの御指導、御鞭撻をお願いすると共に、貴クラブの

益々の御発展と御健勝を御祈念申し上げ、表敬の御挨拶とさせていただきます。１年間よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 


