
MONTHLY REPORT
広島安佐ロータリークラブ

例会日／毎週木曜日 例会場／リーガロイヤルホテル広島

会 長／長神 憲一 幹 事／道垣内 文夫 Vol.530

＜本年度会長テーマ＞ 「子供たちにプレゼントをしよう！奉仕を楽しもう！」

11月5日(木) 第775回

「社会的養護とは」

広島修道院 広島乳児院

院長 横山 慶子 様

①社会的養護とは？

保護者のいない児童や、保護者に監護されるこ

とが適当でない児童を、公的責任で社会的に養

育し、保護するとともに、養育に大きな困難を

抱える家庭への支援をおこなうこと。 対象児

は約4万6千人（平成25年度）

・対象としては、児童福祉施設に入っている子

どもたち、グループホーム、里親と言う括りだ

ったが「社会的養護の課題と将来像（概

要）」、「子ども子育て支援制度」、「次世代

育成、等においては、家庭的に問題がある子ど

もたちの保護者を育て、地域で見守りや、社会

資源を活用しながら子育てを支援していく方向

になっている。

・今後、児童養護施設、乳児院が向かう方向と

しては、養育の単位を小さくする（小規模化）

し、落ち着いた雰囲気の小グループ養育という

流れになっている。これまでの大舎制から1ホ

ーム4～6人の家庭的養育を目指していく。

・家庭復帰し、地域で暮らすようになっても、

保育園をはじめとする関係機関（児童相談所、

市区町村の福祉事務所、保健所等）との連携ま

た、実際に家事、育児を支援する子育て支援員

も欠かせない。

②社会的養護の子どもたちの背景

・単身家庭

母子世帯 生活保護世帯が多い。

・心身に何らかの問題を抱えている。

虐待、いじめ、DVの被害者、 不安定で複雑な

家族関係

精神疾患を抱えていることもある。

関わりが難しい。

・養育方法がわからない。

育児についての知識や技術を持たない。

お客様ようこそおいで下さいました。ごゆっくり

していって下さい。広島陵北ロータリークラブの山

本新太郎様32階の景色をお楽しみ下さい。

本日卓話をしていただきます社会福祉法人 広島

修道院 広島乳児院 院長 横山慶子様 お話を楽

しみにしております。宜しく願い致します。

10月25日の地区大会にご参加の皆様、お疲れ様で

した。最後の手に手つないでまで残られていたのは

翌日のゴルフ大会へのご参加の方々と山口の近隣の

方々だけで輪が出来るのかと最後まで心配でした。

それと、先日のゴルフコンペで優勝されました谷

会員にＢＢ賞の谷口会員、おめでとうございます。

11月はロータリー財団月間と今日5日を含む1週間

が世界インターアクト週間です。ロータリー財団に

ついては以前会長時間に取り上げてお話しをしたと

思いますので、今日はインターアクトについて少し

お話をしようと思います。

皆様はご存知だと思いますが、12～18歳を対象と

したクラブで、学校または地域社会をベースとして

活動しています。

「インターアクター」と呼ばれるインターアクトク

ラブ会員は少なくとも月2回ミーティングを開き、

年2回、奉仕活動（学校や地域社会での活動１回と

国際理解を育むための活動１回）を実施します。

2015年11月5日(木）第775回

32階「ｴﾒﾗﾙﾄﾞﾙｰﾑ」

会長時間

育児に対する不安や負担感を抱えている。

支援者が近くにいない。

保護者自身が申請して、正式措置に至ることは

稀で、入所児のほとんどが、他機関からの情報提

供（区、病院、保健師、保育園）や近隣の虐待通

告で児童相談所が介入し、一時的に入所、その後

正式措置となる。

退所後、家庭復帰しても上記のような家庭環境

であるから、関係機関との連携や地域の支援も欠

かせない。
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インターアクトを通じて、若い人たちに次の

ようなチャンスを与えることができます。

・地域社会のリーダーから指導を受けたり、世

代を超えた絆を築く。

・リーダーシップのスキルを育む。

・海外の若者たちと交流をする。

・ローターアクト・ＲＹＬＡ（ロータリー青少

年指導養成プログラム）、青少年交換など、イ

ンターアクト以外で自分の可能性を広げるチャ

ンスを見つける事などです。

それとインターアクトクラブはロータリーク

ラブがスポンサーとなって設立されます。

インターアクターが参加できるロータリーの

プログラムの１つに「RYLA（ロータリー青少年

指導者養成プログラム）」があります。ＲＹＬ

Ａはクラブ、地区、または他地区合同で実施さ

せるプログラムで、青少年のリーダーシップの

つながりを深める為、インターアクターをRYLA

行事に招待してみてはいかがでしょうか。

グローバルなつながりを作るチャンス（国際

感覚を磨くチャンス）として、イベント・特別

週間（世界中のインターアクターが参加する行

事で世界インターアクト週間）・インターアク

トビデオコンテスト・ インターアクト専用の

フェイスブックやＹｏｕＴｕｂｅのチャンネル

があります。

ぜひフォローしてみて下さい。

以上でインターアクトクラブについての前編

を終わります。

本日のプログラム

「社会的養護とは」

広島修道院 広島乳児院

院長 横山 慶子 様

幹事報告

１.BOX配布物

・ガバナー月信・ロータリーの友を配布。

２.例会変更

・広島東RC 「職場訪問例会」

日時：11月11日(水）12：30～14：00

場所：広島駅弁当株式会社

・広島西RC 「夜間例会並びに懇親会」

日時：11月12日(木）18：00～

場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル

☆ ニコニコ箱

￥29,000 累計￥281,000
☆ 長神 憲一 様

お客様ようこそおいで下さいました。ごゆ

っくりしていって下さい。本日卓話をして

いただきます広島修道院乳児院院長横山慶

子さま、お話を楽しみにしております。宜

しくお願い致します。先日地区大会にご参

加の皆様、お疲れ様でした。それと1日、
日曜日ゴルフ参加して下さいました優勝者

の谷さんにB.Bの谷口さん、楽しかったで
す。ありがとうございます。

☆ 佐藤 恭子 様

お客様ようこそいらっしゃいました。卓話

をして下さいます広島修道院乳児院院長横

山慶子様、お話を楽しみにしております。

今日のご飯は大下会員の畑から。おかわり

OKだそうです。32階下からの眺め素晴ら
しい♪

☆ 大下 秀明 様

お客様ようこそ。ごゆっくりお過ごし下さ

い。本日、母校高陽中学校に於いて、職業

講話をしますので早退を致します。宜しく

お願いします。

☆ 谷 勝美 様

11月1日開催されました我が安佐ロータリ

ークラブ有志によるゴルフ懇親会で、ダブ

ルペリアによるハンデキャップに恵まれ、

はからずも優勝いたしました。

会員記念日（11月）

☆誕生日おめでとうございます。

・奥芝 隆会員（S22.11.4）

昨日、68歳をむかえました。これからも

元気でレッツゴー、レッツゴー～。

・谷口 泰富会員（S36.11.17）

まだ？もう54歳になります。1年早いで

す。来年また、東京へいって、おののの

かときゃりーぱみゅぱみゅに会って、東

京特許許可局に見学に行きたいです。ど

なたかゴルフ誘ってください。

☆結婚記念日おめでとうございます。

・岡本 忠文会員（S58.11.3）

☆創業日おめでとうございます。

・佐藤 恭子会員（S22.11.1）
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11月12日(木) 第776回

広島市では、人口減少や高齢社会などに対応し

ていくため、拡散型から集約型の都市構造への転

換を目指しています。そのためには、都心や拠点

間を効率的かつ機能的に連携する公共交通ネット

ワークが必要であることから、本年８月に「公共

交通体系づくりの基本計画」を策定しました。

この中で、公共交通体系づくりの基本方針とし

て、担うべき役割に応じ、「基幹公共交通」、

「デルタ内準基幹公共交通」、「郊外部補完公共

交通」、「地域公共交通」の４つのネットワーク

に分類し、これらを交通結節点で結ぶ階層性のあ

る公共交通ネットワークを形成することにしてい

ます。

今後は、本基本計画をベースとし、国の制度等

を活用するために必要となる法定計画を作成し、

目指すべき公共交通体系の実現に向け、交通事業

者等と調整を図りながら、公共交通の充実・強化

に取り組んでいくことにしています。

「公共交通体系づくり

の推進について」

広島市役所

公共交通企画担当課長

戸田 祐二様

2015年11月12日(木）第776回

3階「安芸の間」

会長時間

お客様、ようこそおいで下さいました。ごゆっ

くりして下さい。

本日は卓話をしていただきます公共交通企画担

当課長 戸田祐二様 「公共交通体系づくりの推

進について」とのお話、楽しみにしております。

専門員の米田英生様宜しくお願い致します。

桂会員のご紹介で入会予定者のセーラー広告株

式会社広島支店支社長 藤麻勝己様 ご入会を楽

しみにしております。

今日は先週に引き続いてインターアクトクラブ

の後編をお話したいと思います。

インターアクトクラブは奉仕の精神と国際理解

を青少年（新世代）に付与するため設立され、提

唱クラブは、指導・助言・監督の責任をもってい

ます。同様の趣旨で、18歳から30歳の若人のため

のプログラムとして、ローターアクトクラブがあ

ります。両アクトは、ロータリー直営の青少年奉

仕活動プログラムです。

目標は国際ロータリーの承認のもと

1.建設的な指導力を養成し､自己の完成を図る。

2.他人に対する思いやりと他人の力になる心構え

の奨励と実践。

3.家庭と家族の重要性の認識と涵養。

4.各自の責任を果たし、懸命に努力する。

5.全ての有用な職業は社会に奉仕する機会である

として、その品位と価値を自覚する。

6.地域社会、国家及び世界の問題についての知識

を深める。

7.国際理解と親善の推進等を行う。

設立

1960年、米国で最初のクラブが設立されまし

た。日本においては、1963年6月27日に結成され

た宮城県の仙台育英学園高等学校（提唱：仙台東

ＲＣ）をもって嚆矢とします。日本第1号のこの

クラブは100余名の構成人員で、当時、世界最多

の会員数を擁していました。一日遅れて翌28日、

京都市立西京高等学校（当時：京都市立西京商業

高等学校）で結成され、提唱は京都西ＲＣです。

ロータリーは従来奉仕の理想を、成年しかもあ

る程度成功した社会人に浸透させるよう努力しま

した。しかしそれでは遅すぎるということから青

少年にまで活動の範囲を広げます。

日本ではＩＡＣ国内のクラブ設立数は、11月5

日に2710地区のガバナー事務所にお伺がいしたと
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ころ各高校等に590クラブあります。私達がスポ

ンサーとなっております崇徳高等学校のインター

アクトクラブは、国際ロータリー第2710地区にお

いて19校のうちのひとつになりました。

8月8日(土)～9日(日)の2日間には、湯本観光ホ

テル西京において、ＲＩ2710地区第39回インター

アクト地区大会が開催されました。広島県＆山口

県のインターアクトクラブ所属の高校生、総勢

140名が集合しました。長門ＲＣのスポンサーク

ラブのもと、長門高等学校インターアクトクラブ

がホストクラブとなり、大会テーマ「広げよう！

奉仕と自然の慈しみ」という内容でした。

今回は都合が悪く崇徳高校インターアクトクラ

ブは参加出来なかったのですが、来年は清水ヶ丘

高等学校の開催が決まっております。是非とも次

年度は呉であります、地区大会に参加していただ

いて､経験を積んでいただきたいものと思います｡

インターアクト委員会の皆様、宜しくお願い致し

ます。

本日のプログラム

広島市役所

公共交通企画担当課長

戸田 祐二様

幹事報告

１.ＢＯＸ配布物

・クリスマス家族会のご案内を配布。

12月17日(木)18：30～（「ヴィアーレ」)

・休会のご案内を配布。(12月31日(木))

２.例会変更

・広島安芸RC 「職場訪問例会」

と き：11月24日(火)12：30～14：00

ところ：巣守金属工業(株）

・広島北RC 「夜間例会」 夜間例会】

と き：2015年11月26日（木）18：00～

ところ：グランヴィアホテル広島

・広島中央RC 「創立37周年記念夜間例会」

と き：2015年11月30日（月）18：00～

ところ：リーガロイヤルホテル広島

☆ ニコニコ箱

☆ 長神 憲一 様

お客様ようこそおいで下さいました。ごゆ

っくりして下さい。本日卓話をしていただ

きます公共交通企画担当、課長戸田祐二様

「公共個通体系づくりの推進について」の

お話楽しみにしております。桂会員のご紹

介で入会予定のセーラー広告株式会社 藤間

勝己様、広島安佐ロータリークラブの雰囲

気を感じてください。お待ちしております｡

☆ 三宅 恭次 様

今年も「広島国際平和マラソン」10キロに

出場、ハーフで23分と好タイム！ただこれ

がよくなくって、7キロ過ぎて右ふくらはぎ

にケイレン、その後はほぼ歩きで、いわば

執念で完走！タイムは1時間7分で決して良

いタイムではありませんが、完走による達

成感はありました！

￥2,000 累計￥283,000

RYLA報告

2015年11月14日～15日の1泊2日でRYLAへ、石丸会

員とともに参加してきました。

今回のテーマは、「原点に立ち戻りリーダーシッ

プを学ぼう」ということから、リーダーシップとは

何か、リーダーとは何かということにスポットを当

てられた講演や松下村塾の散策となりました。RYLA

参加の青少年の皆様は、参加者同士の連携を図り、

また、グループディスカッションでは、グループと

して濃密な時間を過ごされたことだろうと、その後

の報告会で感じられました。リーダー・リーダーシ

ップを紐解くキーマンとして、萩という土地柄も有

り、吉田松陰氏の行き方・考え方を通じ、現代にも

通じる普遍的な価値観・理想を深く感じ、考える事

となりました。講演をしてくださいました上田宮司

はじめ、一坂太郎先生も熱いご講演をいただき、萩

の地で現代までも受け継がれている吉田松陰氏への

愛情を強く感じました。

また、ロータリアンの皆様も、青少年へのバック

アップ・補助を通じ、青少年と同様に学び・懇親を

深める機会となりました。

海と山を側に望む三角州の萩の地で、おおらかな

雰囲気の中で、萩RCと萩東RCの皆様の多数の御配慮

を全体を通じて感じられたことを個々に記します。
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11月19日(木) 第777回

「公共交通体系づくり

の推進について」

広島市役所

公共交通企画担当課長

戸田 祐二様

旧市民球場跡地の活用については、平成24年度

末に活用方策を策定し、平成27年1月に空間づく

りのイメージを公表しました。

活用方策では、球場跡地に導入することが望ま

しい機能を、「文化芸術機能」と「緑地広場機

能」を中心とする機能及びこれらを補完する機能

とするとともに、「緑地広場エリア」「文化芸術

エリア」「水辺エリア」の3つのエリアを設定

し、それぞれのエリアに応じて機能を配置するこ

とにしています。

また、空間づくりのイメージでは、平和記念公

園とのつながりを考慮し、緑豊かなオープンスペ

ースを中心とした空間とするとともに、多様なイ

ベントが開催できる空間とすることにしていま

す。

球場跡地は、サッカースタジアムの候補地の一

つとなっていることから、サッカースタジアムの

候補地の決定のプロセスを見極めつつ、活用の具

体化に向けた検討に取り組みます。

お客様、ようこそおいで下さいました。広島RC

大野徹様、広島南RC和泉眞様、広島安芸RC澤田英

治様、ごゆっくりしていって下さい。

本日卓話をしていただきます、広島市都市整備

局 都市機能調整部 旧市民球場跡地担当課長 池

田智彦様｢旧市民球場跡地活用について｣のお話を

楽しみにしております。宜しくお願い致します。

昨日、ロータリー財団の勉強会に参加いただき

ました岡本副会長・奥芝パースト会長・石丸副幹

事、大変お疲れ様でした。財団の賞を総なめとバ

ナーを3枚頂いて帰られました。これは昨年度の

会員お一人お一人の業績の結果です。ありがとう

ございました。

それと、一昨日、17日に9月3日に卓話においで

下さいました広島市教育委員会 学校教育部 指

導第一課の島筒篤様から広島安佐ロータリーが主

催で作成いたしました「語り部」のDVDを沢山頂

きました。小・中学校の子供たちの平和教育に使

わせて頂きますとお礼の電話を頂きました。

最初は高等学校の生徒さんに見ていただこうと

始めた話ですが、小中学校の先生からも子供たち

の平和教育に見せたいと要望があり、ご連絡があ

った学校に送らせていただきました。お蔭様で、

残っておりましたＤＶＤも当初の趣旨のとおりに

配布できました。

今日の会長時間は「ロータリーソング」の続き

のロータリー情報をお話し致したいと思います。

まずは「奉仕の理想」のロータリーソングとし

ての成立の経緯をお話ししたいと思います。

時は1920年（大正９年）10月20日東京の初めて

RCが設立され、続いて大阪・神戸・名古屋・京都

・横浜・京城・広島・大連・奉天・ハルピン・台

北と設立され、1930年には11ＲＣの拡大発展とな

りました。この頃は例会で歌うソングは全て英語

の歌詞でした。そこで、日本語によるロータリー

ソング作成の要望が強くなってきました。1930年

神戸の地区大会で奉天ＲＣの提案による「日本語

によるロータリーソングを作ること」が採択され

ました。

1935年京都で地区大会が開催され、募集した新

作の「日本語によるロータリーソング」の発表が

行われました。

第一位 「旅は道づれ」

第二位 「奉仕の理想」

2015年11月19日(木）第777回

3階「安芸の間」

会長時間
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☆ ニコニコ箱

☆ 長神 憲一 様

お客様ようこそおいで下さいました。ごゆ

っくりして下さい。本日卓話をしていただ

きます広島市都市整備局都市機能調整部 旧

市民球場跡地担当課長 池田智彦様、「旧市

民球場跡地活用について」のお話を楽しみ

にしております。主任技師の金森俊之様宜

しくお願い致します。

☆ 佐藤 恭子 様

お客様ようこそいらっしゃいました。卓話

をして下さいます旧市民球場跡地担当課長

池田智彦様お話を楽しみにしております。

￥2,000 累計￥229,000

幹事報告

１.ＢＯＸ配布物

・年次総会のご案内を配布。

・ロータリーカレンダーを配布。

本日のプログラム

第三位 「平和を人の世に植え」

第四位 「我らの生業」

第一位に当選しました作品は、作曲で一部に盗作

があったので失格になり、「奉仕の理想」が第一位

に繰り上げ当選となりました。

作詞 前田 和一郎（京都ＲＣ）

作曲 萩原 栄一 （東京ＲＣ）

作詞者の前田和一郎氏は、京都ＲＣの会員で、国

際派の活動的なロータリアンでした。応募しました

「奉仕の理想」の原詩は、

奉仕の理想に集いし友よ

世界に捧げん 我らの生業…

でした。

当時のガバナーは、村田省蔵氏で、国粋主義者で

著名な方で、愛国心が特に強く、新ソングの選考に

当たり、「奉仕の理想」の歌詞の中で「世界に捧げ

ん」を「御国に捧げん」と変えなければ、当選は無

効という通達を出したのです。前田氏は涙を呑んで

変更を承認されましたが、逝去される際、親しい友

人を呼んで、「もし出来ることなら何時の日にか…

原詩の『世界に捧げん』に戻して頂ければありがた

い」と言ったのが、遺言であったと言われておりま

す。京都ＲＣの見解は「この歌は、今や日本のロー

タリー共有の財産でありますから、京都ＲＣが歌詞

の変更などについて決定する筋合いのものではあり

ません。クラブ・地区のご判断でどちらでも好きに

歌われては・・・」との事です。いかがでしょう

か。慣れ親しんだ歌詞ではありますが、ロータリー

の進む方向・思想を考えますと・・・

ただ、ロータリーソングは親睦を回復するために

童心から出発し、少年の心を保つために歌う歌で

す。

現在、ＲＣの理事会が推奨していますロータリー

ソングの大体四分の三は、ロータリアンが作った歌

ではありません。（小堀憲助著「ロータリーの原

点」より）

広島市役所

旧市民球場跡地担当課長

池田 智彦 様

崇徳学園ＩＡＣ募金
・青木 幹丸 様

多留、頑張れ!!

合計1,000円
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「目指すべきまちの姿」

広島市長

松井 一實 様

11月26日(木) 第778回

本市は、経済や生活面で深く結び付いている23

の近隣市町と“都市連盟”とも言うべき強固な信

頼関係を構築し、圏域経済の活性化と圏域内人口

200万人超を目指す「200万人広島都市圏構想」を

実現したいと考えています。

この実現には様々な分野で圏域内の「循環」を

創出することが重要であり、本市が牽引役として

近隣市町の特色ある地域資源の圏域全体での活用

を図り、ヒト、モノ、カネ、情報の「循環」を基

調とするローカル経済圏を構築し、圏域全体の経

済を活性化させたいと考えています。

また、本市のまちづくりに当たっては、広島の

都市構造を踏まえ、バスや路面電車による循環、

西風新都内及び西風新都・デルタ間の循環といっ

た四つの「循環」を形成し、ヒト、モノなどの好

循環を創出したいと考えています。

さらに、平和への取組として、2020年までの全

ての核兵器廃絶を目指し、本市が会長都市を務め

る平和首長会議の取組を着実に進めていきたいと

考えています。

2015年11月26日(木）第778回

3階「安芸の間」

会長時間

お客様、ようこそおいで下さいました。ごゆっ

くりして下さい。

本日卓話をしていただきます、広島市市長 松

井一實様、お忙しい中おいで下さいましてありが

とうございます。今日は『「目指すべきまちの

姿」～世界に誇れる「まち」広島～』とのお話、

楽しみにしております。宜しくお願い致します。

今日の会長時間は先般熊野中学校に送らせて頂

きました文章が、熊野中学校進路通信No.20の10

月号とNo.21の11月号に掲載されましたので、私

事ですが、その話をしたいと思います。

私は現在、長神金物有限会社で広島ガス系列の

プロパンガス販売とパナソニックの電器屋に家庭

金物の販売業を営んでいます。

高校時代には家業を継ぐことは考えていなかっ

たのですが、父と一緒に仕事をしていた叔父の

死、受験の失敗等により、人生設計の方向転換を

致しました。大学卒業後、松下電器産業株式会社

（現：パナソニック）の創始者松下幸之助氏が始

められた松下電器商学院に入校致しまして、一年

間商いに必要な勉強をさせて頂きました。

まだ、幸之助さんはお元気で、直接お話を聞く

機会や幸之助さんの考え方を教えて頂いたことが

今までの私の会社経営に役立っております。「時

間はだれもが24時間しかない。損して得取れはな

い。出来ないことは口に出さない。（うそは言わ

ない）口に出した事は全て守る。」他にも沢山の

ことを教えて頂きました。

仕事をしていく上で、「損をして得を取る」は

聞くことがあります。しかし、「今回安くして

よ！次はたくさん買うから！」はだめなのです。

その時の損は私を信用して買って下さっている

方々の信用を踏みにじるからです。「なにが正し

いのか みんなに公平か みんなのためになるか

どうか」を知ることです。それとウソは言わな

い。適当にその場しのぎの言葉は使わない。言っ

た事は必ず守る。守れないのならば言わないので

す。

お客様から信頼を得るのは長い時間がかかりま

す。失うのは一瞬です。

この事は、日々、心がけておかないといけない

ことだと思います。

もうひとつ、共感したのは、「与えられた時間

は、自分で決めるもので、時間が買えるのならば
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幹事報告

１.BOX配布物

・10月分個人別出席一覧表と11月分理事会議事録

を配布。

・2015年喪中会員リストと2015-16年度年末年始

休会・例会変更リストを配布。

本日のプログラム

「目指すべきまちの姿」
広島市長

松井 一實様

買いなさい」と教えを請いました。例えば素晴らし

い絵画を観る。これは絵を描いた方の時間を買うと

いう行為です。あるいは本を読む、これは本を書か

れた方の時間を買うことです。

大学を出たばかりの私にとって、こういう考え方

は衝撃的でしたが、納得がいく話でした。人生、何

度かの分岐点があると思いますが、どれも自分が決

めた事です。自分がやった事、決めた事は自分で責

任をとる。これが大事です。

頭では理解していますが、還暦を過ぎても今ま

だ、修行中です。

皆様にとって幸せとはなんですか？ 私は帰る場

所があることです。それは家です。

☆ ニコニコ箱

☆ 長神 憲一 様

お客様ようこそおいで下さいました。ごゆ

っくりして下さい。本日卓話をしていただ

きます松井一實様、目指すべきまちの姿へ

世界に誇れる「まち」広島へのお話楽しみ

にしております。宜しくお願い致します。

☆ 佐藤 恭子 様

お客様ようこそいらっしゃいました。本日

の卓話は、広島市長 松井一實様です。広

島の未来「目指すべきまちの姿」お話を楽

しみにしております。

☆ 八條 範彦 様

松井市長お忙しい中ありがとうございま

す。将来を見据えた市政運営に期待して

います。

☆ 石丸 博昭 様

久しぶりにニコニコです。先日桜下亭で二

胡の演奏を聞かせて頂きました。大変楽し

く、又、黄色のニンジン、地産のカブも大

変美味しく、思わず顔が綻んだ一時でし

た。ありがとうございました。

☆ 遠藤 暢彦 様 ￥2,000

先日、さる桜下亭で二胡の素敵な演奏と美

味しいお皿で楽しい一時を過ごさせていた

だきました！特に野菜の美味しさ、ワイン

の美味しさにびっくりポンでした!!流石

ガバナーをとりこにされる桜下亭と納得。

また、さる周年会で奥芝パスト会長の健脚

に驚きました。良き経営者とは、40分間サ

ルサが踊れないといけないのだと痛感

いたしました!!

￥6,000 累計￥291,000

崇徳学園ＩＡＣ募金
・道垣内 文夫 様

合計1,000円


