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広島安佐ロータリークラブ

2018年3月1日(木）第878回

3階｢宮島の間」

会長時間

皆さん今晩は。本日は我々広島安佐RCの19周

年記念夜間例会に、広島北RC東会長、越智幹

事、広島陵北RC古谷会長、村上幹事、お忙しい

中、ご出席賜りありがとうございます。

さて先日、冬季オリンピックが終了しました

が、期待通り活躍された選手、期待以上の活躍

をされた選手、予想外に良かった選手、そうで

なかった選手、強い人が勝つのか、勝った人が

強いのか、タイムを競い、順位を競い、様々な

ドラマがありました。また、表には出ていない

水面下でのドラマもあったようです。

何れにいたしましても、想像を絶する努力を

された選手全員と支えておられる皆さんに拍手

を送りたいと思います。我々とはかけ離れた世

界ではございますが、我々も出来るだけの活動

をしたいと思いますので、これまで同様、北

RC、陵北RCの皆さん方のご指導をよろしくお願

いいたします。

本日は限られた時間ではございますが、ごゆ

っくりとお過ごしいただきたいと思います。

3RCと本日ご出席の皆さん方の今後益々の充

実とご活躍をご祈念申し上げまして、開会のご

挨拶とさせていただきます。

｢創立19周年記念夜間例会｣
広島安佐ローターリークラブ

3月1日夜、リーガロイヤルホテル広島「宮島

の間」で、安佐クラブの19周年を祝う夜間例会

を行いました。

大親クラブの広島北RC東正治会長、親クラブ

の広島陵北RC古谷幸一会長など両クラブの会長

・幹事をお招きして行いました。

会では八條会長が安佐クラブの歴史を紐解

き、引き続き両先輩クラブとの良好な関係を持

ち、来年の20周年を迎えたいと挨拶しました。

広島北の東会長は「三クラブが一堂に会する

のは1月の合同夜間例会です。この会は安佐ク

ラブが出来た翌年から始まり、一時中断があっ

たもののこの8年間続いています。引き続きこ

の絆を大事にしていきましょう」と。陵北クラ

ブの古谷会長も「他クラブから見ると三クラブ

の仲の良いのが羨ましいそうです」とそれぞれ

祝いの言葉を頂きました。

今回は記念例会ということでハープ演奏が入

りました。奏者は宮内邦枝さん。今回壇上に据

えられたのはハープの中でも最も大きいグラン

ドハープ。47本の弦と半音をつくる7つのペダ

ルを巧みに操作しながら我々に馴染み深いラブ

ミーテンダー、オズの魔法使いのテーマ、エブ

タイドそして三月には必ず弾くというフクシマ

復興支援の曲「花は咲く」を演奏してくれまし

た。

因みにこのハープ、総重量は37キロ、コロが

付いており、引いて移動するそうです。

宮内さんは安佐の佐藤恭子会員のエリザベト

音大の教え子だそうで、「久しぶりに先生の前

で演奏するので緊張します」と言って弾いてく

れました。

例会は皆が輪になり「手に手つないで」の歌

で締めました。

来年は20周年の記念すべき年になります。

次年度の石丸会長のもと準備に取り掛かるこ

とになります。



本日のプログラム

3月1日(木) 第 878 回

幹事報告

｢創立19周年記念夜間例会」

1.BOX配布物

・ガバナー月信とロータリーの友を配布してお

ります。ご一読下さい。

2.お知らせ

・3月11日に行われる2017～2018年度RI第

2710地区グループ6･7合同インターシティ

ミーティングのプログラムを参加者の方に配

布しております。

(ご参加できない方も必要であればお声掛けく

ださい）



2018年3月8日(木）第879回

3階｢安芸の間」

会長時間

｢地域包括ケアシステム

について思うこと」

社会福祉法人慈光会慈光園

常務理事 統括園長

藤井 紀子 様

皆さんこんにちは、どうぞごゆっくりお過ご

しいただきたいと思います。

先週の19周年記念夜間例会ではお世話になり

ました。ハープ演奏の方が、佐藤先生を見て恐

縮されていたように感じましたが、過去に熱心

な指導をされたのかと思いました。

本日は、慈光園の常務理事・総括園長 藤井

様にお越しいただきました。広島市の担当局か

らも非常に信頼のある施設で、地域包括支援セ

ンターもこちらの施設の中で活動されていま

す。社会福祉法人として施設の運営は勿論です

が、地域福祉の為にご尽力をいただいておりま

す。

オーナーで有りながらもご自身が先頭に立っ

て、慈光園の為に、地域の為、また本市の社会

福祉法人全体の為に忙しい日々を過ごしておら

れます。

本日は、皆さん方の将来の事も頭に入れてい

ただき、お話を聞いて頂きたいと思います。そ

うは言いましても将来、お世話にならなくても

良い生活していただきますよう願い会長時間と

させていただきます。

石丸会員
「ポール・ハリス・フェロー」
国際ロータリーより表彰されました

藤井園長は大学卒業後、一貫して社会福祉の

仕事をしてこられており、昭和61年に慈光園の

施設長に就かれて以降、広島市の老人福祉施設

連盟会長や社会福祉協議会の理事などとして高

齢者問題に取り組んでこられています。

今回は厚生労働省が重点施策としている「地

域包括ケアシステム」についての解説と共に高

齢社会における地域社会の役割についてわかり

やすく話してもらいました。

「地域包括ケアシステム」とは、高齢になって

もできるだけ住み慣れたところで生活を送りた

いというお年寄りの願いを叶えてあげる為のシ

ステム作り

長寿社会を迎え、終末期になると一番の問題

が「どこに住むか？」ということ。長年住み慣

れた「自宅」で最期を迎えるのが一番良いこと

だが、現実には次のような理由で難しくなって

いる。

急速に進む少子高齢化社会、かつての日本は

大家族主義で親→子→孫が一体となって助け合

ってきたが、それも高度経済成長時代以降、家

族形態が核家族（親＋子供）から最終的に孤、

一人になる時代になっている。つまり、子ども

は成人した後は実家にすぐには駆け付けること

のできないところで生活基盤を築いているケー

スが多い。

地域のコミュニティの希薄化、かつては「向

こう三軒両隣」といわれるように同一地域に住

む人は皆顔見知り。何か問題が起きればお互い

が助け合ってきたのです。ところが最近は町内

会への加入率が年々１％単位で減少。さらには

「近隣と関わりたくない人」が増えてきていま

す。



元気なうちは自分一人で生きていけると思っ

ていても後期高齢者と言われる世代に突入する

と健康上問題を抱える人が増えてくる。広島市

のデータで見ると男性の平均寿命は79.93歳、

女性は86.86歳ですが、「自分のことは自分で

できる」、所謂健康寿命は男性が69.96歳。女

性が72.19歳。つまり、10年から14年は介護支

援を受けなくてはいけない状況に陥っていると

いうことです。

特にこれから増えると言われている「認知

症」、これは介助なしには生活していくことが

難しいと言われています。

高齢者の不安を抱えるこうした時期を支えて

いくのが「地域包括ケアシステム」です。

現在広島市の場合、2中学校学区に1か所、41か

所にセンターを設けています。

包括システムでは「医療」「介護」「予防」

「住まい」「生活支援」の面で地域社会が互い

に助け合うことを目指します。

地域包括ケアシステムについて思うこと

慈光会 藤井紀子

1. 地域包括ケアシステムとは

例え、介護が必要な状態になっても住み慣

れた場所で今までと同じようの生活を送りたい

と願っている多くの人がある。地域の再生とと

もにそれを叶えようとするおおよそ中学校区単

位での仕組みのこと。

2. 地域包括ケアシステムがなぜ必要になったか

家族形態の変化（核家族化、遠方に住む子

供など）や急速な少子高齢化と人口減少、更に

地域コミュニティの希薄化が進んでいる。広島

市の町内会加入率は毎年1％ずつ減少し、約1％
になっている。

広島市においては平均寿命は全国平均より男

女共長く、健康寿命（元気で生活できる間）は

短い。この差となる10年以上を何らかの健康不

安を抱えて生活している人があると思われる。

3. 地域包括ケアシステムのめざすもの

元気なうちから近隣の人々とのつながりを

保ち出来るボランティアなどで地域を支える役

割を担い、自分に介護や見守りが必要になった

ときにも出来るだけ住み慣れた所で、今度は支

えられながら生活できるよう医療・介護、予防

・住まい・生活支援が連携をとりながら適切に

提供され、その人にとって自分らしいと思える

生活環境を整えることをめざしている。

4.広島市の取り組み

広島市では地域包括ケアシステムをうまく

機能させるために、第７期広島市高齢者施策推

進プランや広島市における在宅医療及び在宅医

療・介護連携の推進方策を策定し、それに沿っ

た取り組みを進めている。

本日のプログラム

3月8日(木) 第 879 回

幹事報告

｢地域包括ケアシステム

について思うこと」

社会福祉法人慈光会慈光園

常務理事統括園長 藤井 紀子様

１.BOX配布物

・お花見夜間例会のお知らせを配布しており

ます。ご出欠の回答は、回覧にてお願い致

します。

4月5日(木)18:30～ わたる



ニコニコ箱

￥55,000 累計￥417,000

会員記念日（3月）
☆お誕生日おめでとうございます。

・青木 幹丸会員（S31.3.9）

62才になります。相応の良い歳のとり方を

していけたらと思います。去年とうって変

わって、サンフレ公式戦３連勝、今年は良

い誕生日を迎えそうです。

・松岡 與吉会員（S21.3.30）

今年も迎えられました。今後ともよろしく

お願いします。

・清家 俊一会員（S26.3.30）

☆パートナーお誕生日おめでとうございます。

・青木 幹丸会員（青木 信恵様：21日）

来月が結婚30周年となりますので、その時

まとめて祝います。

☆結婚記念日おめでとうございます。

・森本 真治会員（H16.2.4）

・大北 茂人会員（S48.3.3）

45年を迎えました。

・奥芝 隆会員（S49.3.10）

43回目です。ただただ感謝あるのみです。

・中村 富子会員（H3.3.12）

気が付くと26年です。私達2人が驚いてい

ます。

☆入会月おめでとうございます。

・八條 範彦会員（1999.3.4 ご入会）

・谷 勝美会員（1999.3.4 ご入会）

引続きよろしくお願いします。

・青木 幹丸会員（1999.3.4 ご入会）

同じ創立会員の浮田さんのむさし親睦コン

ペに参加し、賞品に焼肉等のお肉を頂きま

した。早速次の晩、我が家の食卓に昇りま

したが、みなさまをお招きするほど量があ

りませんでしたので悪しからず。こんな時

は、愛犬ひめも一切れドッグﾌｰﾄﾞに混ぜて

もらったりして、ほのぼの明るい青木家で

した。

今回は2つの基調講演が組まれており、最初に

ＷＨＯのアジア地区元事務局長の尾身茂さんが

「アジアにおけるポリオ根絶について」と題し

て話をされました。

現在、ポリオ感染地域はアフガニスタンとパキ

スタンのみになっており、根絶まであと一歩の

ところまで来ていますが、「ゼロ」を達成、確

認することは中々難しいこと、これまで国際ロ

ータリークラブがポリオ撲滅に果たした役割は

絶大なものがありますが、「ゼロ」達成まで引

き続き支援をお願いしたい、と述べられまし

た。

次いで元伊藤忠会長で駐中国大使を務められた

丹羽宇一郎さんが「激動する国際情勢と日中関

係のこれから」と題して講演、80歳近いご高齢

にも拘らず、用意された椅子にも座ることもな

く１時間を超えて熱く語られました。

冒頭人間はうそをつく動物であり、その歴史は

繰り返す、特に公職にあるもの、トップはうそ

をついてはいけない、が実際は世界のトップが

言っていることは全て真実を語っているかとい

うと疑わしい、それは全て自分の国が一番大事

であるからとトランプのツイッターなどを取り

上げて話をされました。

中国については習近平が・腐敗追放、・パンは

ペンより強し（経済成長）、・軍の掌握を掲げ

権力基盤を固めてきた。特に経済面では2010年

から20年で所得倍増の目標は現実味を帯びてき

ている。それは全ての数字に表れている。世界

第二の大国になっていることは事実である。そ

ういう国と如何に付き合うか？ＧＤＰなどの数

字を見せながら暗に理由なく中国を嫌う風潮に

釘を刺されました。

そして最後に、日本の若者が内向きになってい

ることを憂い、是非、今日お集りの方の会社の

社員を海外に留学させてほしいと述べ、講演を

締めくくられました。

この後、藤中ガバナーの講評、次期ガバナーの

紹介が行われ、閉会の挨拶は安佐クラブ会員の

奥芝隆グループ6ガバナー補佐が「今回の準備か

ら今日まですべて広島中央の皆様の手になるも

のです。素晴らしいＩＭをやって頂いたことに

感謝致します」と述べ会を閉めました。

会場を移しての懇親会では我がクラブの出席者

が奥芝ガバナー補佐に「ご苦労様」とともに閉

会の挨拶の素晴らしかったことを称賛し、慰労

しました。ただ、今回、ガバナー補佐を出して

いるクラブでありながら出席者が１０名に留ま

ったことは出席したものとして残念な思いでし

た。

なお、ガバナー補佐クラブということで、事務

局の三戸さん、それに2月に退職した金子さんも

中央の事務局員坪倉さんの指揮のもと、ＩＭ運

営を下支えしてくれたことを付記しておきま

す。

ＲＩ第２７１０地区グループ6・7

インターシティミーティング
「ポリオ撲滅と米山奨学」
～いま、私たちにできる事～

3月11日（日）リーガロイヤルホテル広島でグ

ループ6･7の14ロータリーの会員が集まり、イン

ターシティミーティングが行われました。今回

は広島中央ロータリークラブがホストとなって

行われたため、迫田勝明グループ7ガバナー補佐

が開会の挨拶をして始まりました｡



2018年3月15日(木）第880回

3階｢安芸の間」

会長時間

｢導体メッソド

～鍛えるから緩める～」

整体院 冬馬 院長

古川 祐樹 様

昔から「心・技・体」という言葉がありま

すが、導体協会では『体・技・心』と言い体を

第一に考えています。体を整える技術とそれを

活かす心が重要という考えです。これは文科省

の『子どもの体力の現状と将来への影響』とい

うコラムでも語られており、体を操作する能力

の低下や体力の低下が気力や意欲と言った精神

面の低下を招くと言われています。そこで導体

協会は体を鍛えるのではなく緩めて整える事を

第一に考え、誰もができる簡単な方法である導

体メソッドの普及活動に力を入れています。

その中で僕は『姿勢を整える』という事を第

一に施術を行っています。ヒトの身体は姿勢が

整うとパフォーマンスが最大限に発揮されると

言われています。基本的に外傷や病変がなけれ

ば姿勢の改善ができればほとんどの症状が改善

されると言っても過言じゃないと考えていま

す。

まずは皆さんの生活の中に鍛えるではなく緩

める、整えるという考えを取り入れて頂き、仕

事に趣味にと健康な生活を送って頂く一助とな

れればと考えます。

皆さんこんにちは、どうぞごゆっくりお過ご

し下さい。

先日のIMへのご参加ありがとうございまし

た。また、お疲れでございました。

尾身 茂さんの講演を聞き、ポリオ根絶にこ

こまで活動された事に、ただただ驚かされまし

た。

WHO憲章の全文に「健康とは、病気でないと

か、弱ってないとかということではなく、肉体

的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべ

てが満たされた状態にあることを言います。」

と定義されています。「精神的にも、社会的に

も」を今一度考えなおす必要がある。また、生

物兵器での争い事が起こらなければとも思わさ

れました。

丹羽 宇一郎さんの講演では、まずは公明正

大であるべきで、海外の若者を受け入れるのも

悪くはないが、日本の若者を海外に留学させる

事業を考えるべきではないかと、思わされまし

た。現在国が進めている、働き方改革の中で、

長時間労働の是正という事も言われています

が、確かに異常に残業が多いのは如何かと思い

ますが、主な著書の中に、「汗出せ、知恵出

せ、もっと働け！」とありました。一度読んで

みたいと思いますが、今一度、勉強も労働も見

直す必要があるように思います。新たな取り組

み（若者を海外に留学させる事業も含め）を考

える時期に来ていますので、石丸次期会長主導

の基、全員で前向きに取り組んで行けるようお

願いいたしまして、会長時間とさせていただき

ます。



本日のプログラム

3月15日(木) 第 880 回

幹事報告

｢導体メソッド

～鍛えるから緩めるへ～」

整体院 冬馬 院長

古川 祐樹様

１.BOX配布物

・3月定例理事役員会議事録を配布しており

ます。ご一読ください。

・比治山公園清掃事業のご案内を配布してお

ります。ご出欠の回答は回覧にてお願い致

します。4月21日(土)10:00～

・3月11日に開催されたIMに欠席された方へ

プログラムを配布しております。

２.お知らせ

・台湾東部地震に対する義捐金について、任

意にてお１人1000円寄付のほど、よろしく

お願します。

・4月29日に開催される広島14RC合同懇親ｺﾞﾙ

ﾌ大会について、申込みは締め切りまし

た。

ニコニコ箱

￥27,000 累計￥444,000

☆奥芝 隆会員

先日のｲﾝﾀｰｼﾃｨﾐｰﾃｨﾝｸﾞ出席の皆様ありがとう

ございました。今年はｸﾞﾙｰﾌﾟ7の中央RCでし

たが、ｸﾞﾙｰﾌﾟ6の安佐RCを代表してのｶﾞﾊﾞﾅｰ

補佐仕事を皆さんの後押しで無事終えまし

た。あと３ヵ月がんばります。

☆谷 勝美会員

3月11日、ⅠM参加の皆様ご苦労様でした。

奥芝ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、閉会挨拶立派でした。お疲

れ様でした。

会員記念日（3月）
☆お誕生日おめでとうございます。

・佐藤 恭子会員（S20.3.2）

☆パートナーお誕生日おめでとうございます。

・山本 拓治会員（山本 浩子様：10日）

☆入会月おめでとうございます。

・佐藤 恭子会員（1999.3.4 ご入会）

・浮田 収会員（1999.3.4 ご入会）

お世話になり19年、後に立つ事無くすみま

せん

・山本 拓治会員（2016.3.3 ご入会）

崇徳学園ＩＡＣ募金

3月分
石丸 博昭･松岡 與吉･奥芝 隆

岡本 忠文･谷 勝美

合計 5,000円

総合計 47,000円



2018年3月29日(木）第881回

3階｢安芸の間」

会長時間

｢今年のカープを占う」

RCCプロ野球解説者

山崎 隆造 様

皆さんこんにちは、どうぞごゆっくりお過ご

しいただきたいと思います。

本日は、カープで活躍された山崎隆造さんと

RCCスポーツ部長の上田俊治さんにお越しいた

だいております。実は山崎さんは崇徳高校の後

輩でして、私とは全然違いますが、崇徳高校野

球部がもっと強くなってほしいという思いは一

緒であります。甲子園では熱い戦いが続いてい

ますが、崇徳高校野球部の出場にも山崎さんお

力をおかし頂けるものと期待いたしておりま

す。本日はお話を楽しみにしていますので、よ

ろしくお願いいたします。

さて、オリンピック、パラリンピックも終わ

り、少し静かになったように思われますが、そ

の間、将棋の藤井6段、テニスの坂本選手の活

躍が明るいニュースとして、報道されておりま

す。更なる飛躍を期待したいと思います。また

国会では毎日のように、森友問題が報道されて

いますが、他にも報道するべきニュースは無い

のかとの声を耳にいたします。そして広島市議

会も色々ございますが、26日に予算特別委員会

が、また27日に本会議が終わり、30年度1兆

2,141億円余りの予算が承認されたところでご

ざいます。

先日広島市こども療育センターの卒園式に、

石丸さん、西丸さん、道垣内さんと出席してき

ました。保育園から高校までの卒園式、卒業式

にも出席いたしますが、広い意味で感動したの

と同時に、小学部での活躍を期待したいと思い

ます。RCの活動として色々な施設への貢献をし

てゆかねばと改めて感じた式でもございまし

た。これからも皆さん方のご理解をお願いいた

しまして、会長時間とさせていただきます。

わたしは生まれも育ちも広島、そして偶然広

島カープに入団、カープ一筋で来て、ユニフォ

ームを脱いだ後も、RCCで野球解説者として好

きな野球と関わっておられる、本当に幸せな人

生だと思う。偶然というのは崇徳三年の時セン

バツに出場、優勝できたことでプロのスカウト

の目に留まったからと思っているからです。

従って、私はカープしか語れません。2連覇

を成し遂げたのですが、今活躍している選手は

この3～4年で見違えるほど力を付け、成長しま

した。

そして、空前のカープ人気、切符が手に入ら

ない時代が来るなどわたしには想像できません

でした。

ここでプロ野球の解説者について説明します

と、全国区（キー局との契約）かローカル放送

局との契約、それに放送についても年間契約か

本数契約があります。私はRCCとの契約で本数

制です。背番号１繋がりで、前田智徳はキー局

との年間契約です。これはえらい違いです。昨

年はカープが日本シリーズ進まなかったので、

私のとっては減収です（笑）。

先ほどの紹介にもありましたが、最近はRCC

のワイドやバラエティ番組などにも出ておりま

す。先日は「元就」に出て、風呂に入るシーン

までありました。私のキャラが少しは変わった

かなと思っております。

さて、本題の「今年のカープ」です。まず、

投打のバランスがよく、不動のメンバーで戦え

る強みがあります。キャンプでも2連覇の経験

と自信が垣間見える、大人のキャンプだった。

まず野手ですが、ことしもタナキクマルに誠也

が元気で引っ張ってくれるでしょう。皆が率先

垂範、リーダーシップも取れる。



誠也が間に合うか、「？」が付いていたが、

球団とトレーナーが開幕までの逆算で焦らず治

療をおこない、間に合った。5番の松山までが

不動。

6番以降が問題、開幕戦は中日の左の小笠原

で来るので、6番エルドレッド、安部と来て曾

澤、私は今年のキーマン曾澤とみている。格段

にマスクを被るケースが増えてくる。投手を引

っ張れるかどうか？

投手は昨年、大瀬良、薮田、岡田が2桁勝

利、野村が9勝、ジョンソンが6勝。ところがオ

ープン戦で薮田が結果を残していいない。岡田

は足にボールを当てている。が、昨年を実績だ

けで見ると他球団には脅威。

解説の長老、安仁屋さんに“安仁屋算”とい

うのがあります。それによりますと野村＝16

勝、ジョンソン＝15勝、大瀬良＝14勝、岡田＝

15勝、薮田＝15勝。ローテ入りする高橋昴也が

5勝。先発、ロングリリーフができる九里が10

勝。これを足すと90勝、それに中継ぎ陣で10

勝、何と100勝になる！まあこれの7掛けで70勝

というところでしょうか…。

143試合という長いシーズン、何が起こるか

分かりませんが、実績だけは十二分にありま

す。

そこで順位予想です。

他の解説も上げているように私も1位はカー

プ、対抗馬はDeNA、3位は若手育成の方針の金

本監督でようやく力を付けてきた若手の活躍で

阪神。4位は巨人、中継ぎ以降の投手陣が充実

しているが、FAなどで獲ってきた選手が思うよ

うに活躍しないチーム。5位が故障者の多いヤ

クルト。投手陣が不安定。6位が中日、落合時

代のベテランに頼り過ぎたツケが回ってきて、

世代交代がまだできていない。

開幕戦はその中日をマツダスタジアムに迎え

る。最低でも2勝1敗、3連勝したいところ。先

発小笠原に対してカープは田中、菊池、丸、鈴

木、松山、そして6番はファーストでエルドレ

ッドだろう。小笠原に相性が良い。そして昨シ

ーズン大ブレークした安部、会沢。先発は野

村、コントロール抜群の野村に期待して欲し

い。

本日のプログラム

3月29日(木) 第 881 回

幹事報告

｢今年のカープを占う」

RCCプロ野球解説者

山崎 隆造様

1.BOX配布物

・2018-19年度の会員名簿に伴う「名簿記載

事項の確認」を配布しております。ご確認

の上、お帰りの際に受付にご提出下さい。

・3月被選理事役員会議事録を配布しており

ますので、ご一読ください。

・3月15日卓話資料「導体メソッド」2部を配

布しております。

・2月分の個人別出席一覧表を配布しており

ます。ご確認ください。

２.お知らせ

・台湾東部地震に対する義捐金について、広

島安佐ロータリークラブから17,000円を寄

付させていただきました。ご協力ありがと

うございました。

・次週の例会は、「お花見夜間例会」となっ

ております。

ところ：わたる

と き：4月5日(木)18：30～20：30

お間違いのないよう、よろしくお願いい

たします。

ニコニコ箱

￥3,000 累計￥447,000

☆八條会員

山崎さん、上田さん、本日はありがとうござ

います。お話を楽しみにしています。

☆三宅会員

山崎さん、今日の卓話｢カープを占う｣楽しみ

にしています。RCC上田スポーツ部長も同席

して頂きありがとうございます。

☆中村会員

本日、JR広島駅のekieがオープンしました。

水車さんとむさしさんが出店されています。

今回、水車さんのプランディングをさせて頂

き、とてもいいお店ができたと思います。ぜ

ひ、皆様、水車さんむさしさんへ足をお運び

下さいませ。


