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例会日 毎週金曜日 12時30分～13時30分 

前週の報告  ２０１９年１１月１５日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１０名） 

          出席５４名  ホームクラブ出席者６８．３５％ 

会長報告会長報告会長報告会長報告    

ガバナー     中野 均 

本日の本日の本日の本日のプログラムプログラムプログラムプログラム    

こんにちは 

本日は、ＩＤＭも発表です。当

番の方々よろしくお願いしま

す。 

本日、米山奨学生のチェンさん

が来られていますが、大阪府

八尾市にベトナム村が存在、

米国ベトナム戦争時の難民受

け入れがルーツで現在1万人

在住しています。チャンさんも

その事をご存じでした。 

さて11月16日から19日まで開催された、ねんりんピック和歌

山で、和歌山南ＲＣとして和歌山市つつじが丘テニス場で

開催のテニス選手、応援者、ボンティアの方々に、和歌山

の名産物、みかん、梅、ジンジャエールを配られました。多

くの方々からの反響がありました。 

そして次年度開催の岐阜、次々年度開催の神奈川の視察

団に対しロータリーへの関心が大きかったようです。 

橋本委員長はじめ、社会奉仕委員会の皆様、お疲れさま

でした。 

さて今年は、3年に一度の規定審議会の開催を経ての手続

き要覧の見直し年度です。 

11月30日和歌山県ＪＡビルで地区主催の「クラブ情報規定

委員長会議」に出席し詳細を確認します。 

地区より地区立法案検討会招集状が届きました。 

山田会長、北畑幹事、豊田理事が出席します。 

２０１９年１２月７日（土）に開催、議題は、ＲＩ会長に対し、

ワールド大阪ロータリーＥクラブ所属・久保治雄君につき、

ロータリー章典１９．０６０．２に照らしパストガバナーとして

許されない行為である以下の所為を理由として、同君のパ

ストガバナーとしての資格を剥奪する処分を行っていただ

くよう要請する件です。理由詳細は、割愛させていただきま

す。 

ちょっと得する豆知識 

木枯らし1号の定義 

木枯らし1号とは、気象庁が使用している気象用語で西高

東低の冬型の気圧配置となり、その年初めて吹く毎秒8

メートル以上の北風のことです。 

これは東京地方と近畿地方でのみ発表されます。 

東京地方の木枯らし1号の対象機関は、10月半ば～11月

末の間ですが、近畿地方では（10月23日頃）～冬至（12月

22日頃）となっています。 

以上をもって会長報告とさせていただきます。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    

 本年度のメイン事業の一つでも

あるねんりんピックでの選手や来

場者へのみかん等の無料配布な

ど、橋本委員長をはじめ社会奉仕

委員会のみなさんお疲れ様でし

た。 

 和歌山放送、彦坂営業副部長よ

り第３４回チャリティミュージックソン

への協賛依頼がありました。本番は１２月２４日、２５日です

ゲスト 
米山奨学生・・・・・・グラン ティ トゥ チャン さん 
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委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告 

がそれまで募金箱を受付に置いておきますのでご協力の

ほどよろしくお願いいたします。 

 後ほど親睦委員長より詳しいアナウンスがありますが、明

日あさってと親睦家族旅行となっております。ご参加される

皆さんはよろしくお願い致します。 

 最後に本日例会終了後、指名委員会を開催しますので

指名委員会に選出されたメンバーの皆さんはよろしくお願

い致します。 本日は以上です。 

①親睦活動委員会 

 岩井雅之委員長 

11月16日(土)17日(日)は1泊2日で名

古屋方面への秋の親睦家族旅行で

す。初日の夕食は千とせ家さんで櫃

まぶしを中心とした名古屋三昧コー

スをご堪能頂きます。2日目は熱田神

宮参拝、リニア博物館見学後に、名

古屋のソウルフードと言われている味仙にて昼食、その後

名古屋城に向かい19時頃に和歌山着となります。 

また12月22日(日)18時より、クリスマス家族例会を開催致し

ます。親睦活動委員会全員で素敵なクリスマスをお届けさ

せて頂きますので、多数のご参加をお待ち申し上げており

ます。 

②青少年育成委員会 

 海堀 崇委員長 

 ＩＤＭのインターンシップについて

の回答をすべての班からいただきま

した。ご協力ありがとうございました。 

 奨学生の前田希穂さん、田中優香

さんへの後期分の支払を行いまし

た。前田希穂さん、宮里裕子旭学園園長、田中優香さん、

こばと学園の山本先生、山東先生から礼状が届いていま

す。ニコニコ掲示板に掲示していますのでご覧ください。 

③社会奉仕プロジェクト委員会 

 橋本忠通委員長 

ねんりんピックのテニス会場にて和歌

山の特産品を来場された選手、関係

者へ無料配布を行いました。 

お手伝いいただいた社会奉仕委員

会の皆様、また湯山会員、田辺会

員、藤林会員ありがとうございまいし

た。 

④国際奉仕委員会 水城委員長 

 ミャンマーへの保育園寄贈プロジェ

クトの覚書をもって日本ミャンマー豊友

会の近藤理事長が今日からミャンマー

に旅立たれます。２月の開園式に向

かって着々と事業が進行しています。

２月のミャンマー行程は、２月１４日に

関空を出発し、開園式、ヤンゴンＲＣと

の交流、日本人墓地への訪問などを行い、１８日の早朝に

帰国いたします。皆様のご理解とご協力、そしてふるって

のご参加のほど宜しくお願いいたします。 

米山奨学生米山奨学生米山奨学生米山奨学生    

米山奨学生グェンティトウチャンさんが本日 例会に出席し

ました。 

栗本カウンセラーより紹介があり チャンさんピーチ後に 

山田会長より米山奨学金１１月分をお渡ししました。 
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第２回 第２回 第２回 第２回 I.D.M. I.D.M. I.D.M. I.D.M. 発表発表発表発表    

テーマテーマテーマテーマ    

1111．和歌山南ＲＣ支援、児童養護施設の中高生に対す．和歌山南ＲＣ支援、児童養護施設の中高生に対す．和歌山南ＲＣ支援、児童養護施設の中高生に対す．和歌山南ＲＣ支援、児童養護施設の中高生に対す    

        るインターンシップの実施についてるインターンシップの実施についてるインターンシップの実施についてるインターンシップの実施について    

        青少年育成委員会からのアンケート青少年育成委員会からのアンケート青少年育成委員会からのアンケート青少年育成委員会からのアンケート    

2222．本年度から、例会出席についてメイキャップも含め、．本年度から、例会出席についてメイキャップも含め、．本年度から、例会出席についてメイキャップも含め、．本年度から、例会出席についてメイキャップも含め、    

        大きく変わりました。このことに対して皆さんの意見大きく変わりました。このことに対して皆さんの意見大きく変わりました。このことに対して皆さんの意見大きく変わりました。このことに対して皆さんの意見    

        を聞かせてくださいを聞かせてくださいを聞かせてくださいを聞かせてください    

3333．会員増強についての会員夫々の意識を語り合いま．会員増強についての会員夫々の意識を語り合いま．会員増強についての会員夫々の意識を語り合いま．会員増強についての会員夫々の意識を語り合いま    

        しょうしょうしょうしょう    

4444．．．．2020202020202020年－年－年－年－21212121年度理事指名委員の選出年度理事指名委員の選出年度理事指名委員の選出年度理事指名委員の選出    

『指名委員会は１１月１『指名委員会は１１月１『指名委員会は１１月１『指名委員会は１１月１5555日(金)例会終了後開催』日(金)例会終了後開催』日(金)例会終了後開催』日(金)例会終了後開催』    

※１班～３班は各２名、４班～７班は各１名選出※１班～３班は各２名、４班～７班は各１名選出※１班～３班は各２名、４班～７班は各１名選出※１班～３班は各２名、４班～７班は各１名選出    

進行は、小野正克R情報委員長 

１班１班１班１班    
日時：11月8日（金）18：30～ 

場所：ダイワロイネット3F 

    サンクシェール 

リーダー：山中、当番：井口（廣） 

委員：植田、山田（昭）、岩本、 

    金谷、島村、西村、三木、 

    山本 

テーマ1 インターンシップに関

するアンケートの配布回収を

行った。 

業種によっては不可能な事業所がある。 

たとえば資格を必要とする医療関係は事業所訪問より専門

学校見学に可能性がありそう。 

テーマ２ 出席メイキャップについて従来の決まりと今回の

ものを比較し検討を行った。 

会員にとって特に困る内容ではなく、変更も容認できるとい

う消極的賛成となった。 

テーマ3 会員増強の必要性を認めながらも、これはといえ

る妙薬は見いだせなかった。 

全員が地道に努力するしかなさそう。 

テーマ4  指名委員の役割について説明があり、リーダー

からの指名で山本、金谷両会員に決まる。 

2222班班班班    
日時：11月11日（月）18：30～ 

場所：ダイワロイネット4F琥珀 

リーダー：有田、当番：大林 

委員：佐藤、橋本忠美、吉村 

メイキャップ：越部、生駒、 

        林（芳） 

１ 児童擁護施設に対するイン

ターンシップの実施について 

 アンケートはよいことで調査

の結果をどのように生かせる 

 か？ 

  少しでも子供たちに経験させることにより個々の子供た 

 ちにとってのハードル垣根を低くできれば 今後、社会で 

 の活躍に役立つと思われる。 

２ 出席について 

  今回の規則変更は出席率の向上には何の役立にもた 

  たない 

  よって出席制度 そのものを廃しすべきだ 自発的に出 

  席してこそ価値があるのでは 

  ニコニコとの関連においては健康で出席できることに自 

  分自身に感謝する事であると考えます。 

３ 会員増強について 

  魅力あるクラブにするにはどのようにしたらよいか？ 

  色々な意見がでましたが・・・ 

  選考委員会との兼ね合いにおいて ダメの方について 

  どのように考えるか？ 

  真摯な意見がありました。 

４ 指名委員 

  大林  越部 

3333班班班班    
日時：11月6日（水）18：30～ 

場所：ダイワロイネット3F 

    サンクシェール 

リーダー：今西、当番：楠部 

委員：宮本（保）、田中（祥）、 

    野村、林（勇）、南方、 

    毘舎利 

メイキャップ：嶋谷 

テーマ 

1．インターシップの実施について。海堀委員長に提出済。 

2．よそは寛大、南RCは厳しい？ 

 RIはともかく南RC優先。 

 現状はおかしいのかな？との意見有り。又、色んな意見

の中、出席について毘舎利さん 

程、南RCの事を考えている人は少ないとの話もあり。 

３．南RCに相応しい人材の推薦が望ましいとの色んな意見

有り。メンバー各人積極的に推薦する事を期待する。 

4．宮本（保）・楠部 

＊今後I.D.Mについて望みたい事として、年寄り2名より、

リーダー当番のお役目だけは勘弁願いたいとの事。 
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4444班班班班    
日時：11月6日（水）18：30～ 

場所：海鮮問屋丸長 

    インター店 

リーダー：前窪、当番：栗本 

委員：大山、柴田、田辺 

メイキャップ：上西、山本、 

        岩井、湯山 

和歌山南RC支援、児童養護施 

設の中高生に対するインター 

シップの実施について。 

海堀委員長に出席者のアンケートを提出。 
 

本年度から,例会出席についてメイキャップも含め、大きく 

変わりました．このことに対して皆さんの意見を聞かせてく 

ださい。 

和歌山南ロータリークラブとして今までのシステムを継続 

し、年度末にガバナー事務所へ一括して報告する 

ロータリークラブの基本姿勢から逸脱して違う方向に進ん 

いくのではないか？ 

例会への出席は、顔を合わして挨拶し話をする事が会員 

同士の親睦や友好に繋がり大切な事だと思う。 
 

会員増強について会員夫々の意識を語り合いましょう 

会員減少を防ぐ為に自分の後継者を作っておくこと。 

四つのテスト（Ⅰ真実かどうか Ⅱみんなに公平か Ⅲ好意 

と友情を深めるか Ⅳみんなのためになるかどうか）の精神 

で勧誘し選考すれば良いのではないか。 

新会員とのコミュニケーションが不足していないか。 

新会員夫々の性格があり難しい問題ですが、積極的に 

イベント等への参加を促しては。 

5555班班班班    
日時：11月6日（水）18：30～ 

場所：木村屋 

リーダー：畠中、当番：瀧本 

委員：宮本（憲）、小野、岡崎、 

    窪田（惇）、海堀、保田、 

    中村、山田守 

メイキャップ：北畑 
 

まずリーダーより本日の各テー

マについて説明があり、そのの

ち討議にはいりました。 

次年度理事氏名委員は保田会員に決まりました。 

テーマ1. 

養護施設で育った子供たちは家庭の日常や仕事について

の実感がなく仕事についてもすぐにやめてしまう子供が多

い。 

安定的な家庭を作る、知ることが困難である。 

働いている大人に接することがあまりない。そのためにイン

ターンシップを通じて仕事のイメージを持ってもらうことを狙

いとしている。 

仕事のイメージが少ないので将来就きたい仕事を訪ねると

施設職員と答えることが多い。好奇心が少なく意欲的な子

供が少ない。 

施設を出ると一人暮らしで仕事をしていく環境にすぐ入る

ので続けることがとても難しいことが多い。 

仕事についてのインターンシップよりホームステイ的な事業

の方が適しているのではないか。 

各会員よりアンケートの提出をした。 
 

テーマ２ 

山田会長からとにかくRIの指示に従って処理してゆく。 

決議２３－３４には“ロータリーは、基本的には、一つの人生

哲学である”と記載されている。日本ではこのような考え方

をするロータリアンが多いと思う。 

RIは人とお金を集める方向に向かっているように思うが、

我々は独自の歩み方をしてもいいと思う。 

ロータリークラブの根底には社会奉仕の精神がある、できる

だけ出席するようにしたい。 
 

テーマ３については料理を頂きながら自由討論になった。 

特段注目すべき意見は当番の耳に入らなかった。 

散会前には、１時間もビールも飲まずに話をしたIDMは初

めてだとの声が多く，古い会員からIDMとはこのようなもの

だとの説明があった。 

6666班班班班    
日時：11月6日（水）18：30～ 

場所：ステーキ割烹富士 

リーダー：前田、当番：藤田 

委員：雑賀、藤林、田村、 

    柘植、村上、前嶋 

メイキャップ：庵田 
 

■児童養護施設の中高生のイ

ンターンシップの実施につい

ては、施設の職員の負担増になるようではいけないので、

子どもや施設がどのような要望を持っているのかを調査し、

内容を詰めてから実施するかどうかについて検討したらよ

いという意見がありました。 

そのほか各会員がアンケートを記入し提出した。 
 

今年度から導入された例会会の出席のメイキャップの是非 

については、制度が段々緩くなっているという現状報告が 

ありました。従来は、入院中の会員をタクシーに乗せて例 

会に出席させ、終了後送り届けていたというケースもあるぐ 

らい厳しいものであった。メイキャップの期間が１～２週間程 

度では休まなくてはいけない人にとっては、メイキャップの 

期間が事実上年度内に行えばよくなったのでよいとする意 

見や「心安らかになった」、「適用免除会員になったので特 

段かまわない」という意見がある一方で、ロータリーの精神 

に反する真逆の考え方だ、期間を延ばしたら野放図になる 

のではないかという厳しい意見や、半年程度にするべきで 

あるという意見もありました。賛否はありましたが、今年度は 

現状通りで実施したらよいという考えでした。 
 

会員増強の方法等については、退会した会員の再入会を 

促すことや、ロータリアンとしてふさわしい方の発掘などを 

行っていくとが重要だとの意見に達しました。 

２０２０年―２１年度の理事指名委員の選出については、慣 

例に従い当番の藤田会員があたることに決しました。 

１－２番の議題終了後、会食になり種々の話しに花が咲き 

ました。 

藤田会員から、ラスベガス旅行の素晴らしさについて紹介 
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があり、ロータリークラブの親睦旅行先にどうかという提案が 

あったほか、カジノでの遊行方法などについてもいろいろ 

な話が出て人生最後の大ばくちをして筆納めをしてはどう 

かという気張った発言もあり大変盛り上がりました。 

7777班班班班    
日時：11月5日（火）19：00～ 

場所：焼肉参番館 

リーダー：豊田、当番：坂東 

委員：藤岡、角谷、湯山、 

    井口（善）、嶋谷、前畑 

メイキャップ：上西、戸井 

豊田リーダーより、テーマ①～

④迄詳しく説明を受け会議に入

りました。 

◆まず、テーマ④の理事指名委員の選出は、当番というこ

とで、私（坂東）となりました。 

◆次に、テーマ①のインターンシップの実施についてです

が、第７班のアンケートを参考にしたところ、１０名全員が受

け入れ経験無し、ということです。 

一応それはそれとして、私共が対象とするのは、虎伏学園・

コバト学園・旭学園等の子供たちであることは間違いありま

せん。 

その子供たちの進学にあたっては、奨学金（返済なし）の

支給、家庭の味をみせるための事業や、インターンシップ

まではいかなくとも企業訪問等、何かできるのではないか、

と様々な意見がでました。 
 

◆次に、テーマ②の例会出席について、 

・例会の前後２週間のメーキャップ有効が１年間まとめて

メーキャップ有効ということになると、忙しくて例会欠席前後

２週間に出席できない方もいらっしゃいますので、Ｒ.Ｉの指

導の方が良いのではないか。 

・クラブ独自で決めて今まで通り前後２週間で決めている他

クラブも多数ある 

・従来通りで 

と様々な意見がありました。 

◆最後に、テーマ③の会員増強について、以前から当クラ

ブは、会員増強に対して関心が少ないように思う、という意

見がありました。 
 

会員を増やす為には、 

・ロータリーのハードルを下げなければならない 

・Ｒ.Ｉへの上納金を増やす為ではないのか、という否定的な 

 意見 

・正式な会員でなくとも、ファミリー会員や準会員的な増強 

 も良いのでは 

・２世、３世を入れたらどうか 

・繋がりのある外国人を入れたらどうか、その会費は会が負 

 担しては？ 

 等、積極的な様々な意見がでました。 
 

その他雑談として… 

・タイガース今世紀の優勝は無理。 

・東京への親睦旅行は良かった 

・来年の岡山訪問は楽しいと思う 

・和歌山南に入会して良かった 

    

                                ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱 

 

 

島村君・・・11月12日長女が双子の女の子を出産しました。 

栗本君・・・満月会、楽しい時間をありがとうございました。 

       チャンさん例会へようこそ。 

北畑君・・・橋本委員長はじめ社会奉仕委員会のみなさん 

       お疲れ様でした。あす、あさって親睦旅行よろし 

       くお願いします。 

岩井君・・・明日からの親睦旅行よろしくお願い致します。 

       満月会、出所祝いのようでした。 

湯山君・・・先週は欠席して申し訳ございません。IDMは 

       11/5、11/6と連チャンで出席いたしました。 

       ねんりんピックもお疲れ様でした。 

上西君・・・楠部さんに写真をいただきました。 

植田君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

山田守君・・・ねんりんピックお疲れ様でした。 

前窪君・・・山田SAAガンバッテ！！ 

石橋君・・・先週土曜日、国木原で人生初をやってしまいま 

       した。楠部さんに写真を頂いて。 

毘舎利君・・・いつも楠部さん写真ありがとうございます。 

        満月会総会無事終えました。これからの活動 

        に期待して下さい。 

藤林君・・・満月会おつかれ様でした。 

       本日の頭髪は、0.8mm仕様です。 

海堀君・・・楠部さんにライム、すだちをいただいて。 

今西君・・・楠部さんに集合写真頂いて。 

豊田君・・・楠部さんから写真をいただいて。 

田村君・・・楠部さんから写真をいただいて。 

瀧本君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

堀井君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

樫畑君・・・楠部さんに写真を頂いて。 

田中（祥）君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

大工君・・・楠部さん、写真ありがとうございます。 

橋本忠通君・・・くすべさんに写真頂いて。 

宮本（保）君・・・楠部さんに写真を頂いて。 

越部君・・・楠部さん、いつも写真を頂き有難うございます。 

IDM残金・・・1班 

IDM残金・・・7班 

 

      計 ￥39,000 -  累計￥1,330,390 - 

親睦活動委員会メンバー親睦活動委員会メンバー親睦活動委員会メンバー親睦活動委員会メンバー    
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満月会満月会満月会満月会    会則会則会則会則    
 

  

 

（名称）（名称）（名称）（名称）    

この会は、和歌山南ロータリークラブ満月会（通称・満月会）と称する。この会は、和歌山南ロータリークラブ満月会（通称・満月会）と称する。この会は、和歌山南ロータリークラブ満月会（通称・満月会）と称する。この会は、和歌山南ロータリークラブ満月会（通称・満月会）と称する。    

（目的）（目的）（目的）（目的）    

この会は、会員相互の親睦を深め、社会を明るく照らすことにより、世界の平この会は、会員相互の親睦を深め、社会を明るく照らすことにより、世界の平この会は、会員相互の親睦を深め、社会を明るく照らすことにより、世界の平この会は、会員相互の親睦を深め、社会を明るく照らすことにより、世界の平

和と人類の進歩に貢献することを目的とする。和と人類の進歩に貢献することを目的とする。和と人類の進歩に貢献することを目的とする。和と人類の進歩に貢献することを目的とする。    

（活動）（活動）（活動）（活動）    

この会は、前条の目的を達成するため、年に１度以上、満月を愛でる交流会この会は、前条の目的を達成するため、年に１度以上、満月を愛でる交流会この会は、前条の目的を達成するため、年に１度以上、満月を愛でる交流会この会は、前条の目的を達成するため、年に１度以上、満月を愛でる交流会

を開催する。を開催する。を開催する。を開催する。    

（正会員）（正会員）（正会員）（正会員）    

この会は、和歌山南ロータリークラブの会員であって、頭皮の大半が毛髪にこの会は、和歌山南ロータリークラブの会員であって、頭皮の大半が毛髪にこの会は、和歌山南ロータリークラブの会員であって、頭皮の大半が毛髪にこの会は、和歌山南ロータリークラブの会員であって、頭皮の大半が毛髪に

よって覆われていない者（ただし、毛根の生死は問わない）のよって覆われていない者（ただし、毛根の生死は問わない）のよって覆われていない者（ただし、毛根の生死は問わない）のよって覆われていない者（ただし、毛根の生死は問わない）の

うち、会長によって認可された正会員によって構成する。うち、会長によって認可された正会員によって構成する。うち、会長によって認可された正会員によって構成する。うち、会長によって認可された正会員によって構成する。    

（特別会員）（特別会員）（特別会員）（特別会員）    

前条の規定にかかわらず、何人でも正会員１名以上の推薦を受け、会長の前条の規定にかかわらず、何人でも正会員１名以上の推薦を受け、会長の前条の規定にかかわらず、何人でも正会員１名以上の推薦を受け、会長の前条の規定にかかわらず、何人でも正会員１名以上の推薦を受け、会長の

認可を受けることにより、特別会員として入会することができ認可を受けることにより、特別会員として入会することができ認可を受けることにより、特別会員として入会することができ認可を受けることにより、特別会員として入会することができ

る。る。る。る。    

（役員）（役員）（役員）（役員）    

この会には会長１名、幹事若干名、事務局長１名をおく。この会には会長１名、幹事若干名、事務局長１名をおく。この会には会長１名、幹事若干名、事務局長１名をおく。この会には会長１名、幹事若干名、事務局長１名をおく。    

（総会）（総会）（総会）（総会）    

この会は、年に１度、総会を開催し、前年度の活動報告、今年度の活動方針この会は、年に１度、総会を開催し、前年度の活動報告、今年度の活動方針この会は、年に１度、総会を開催し、前年度の活動報告、今年度の活動方針この会は、年に１度、総会を開催し、前年度の活動報告、今年度の活動方針

を協議し、役員を選任する。を協議し、役員を選任する。を協議し、役員を選任する。を協議し、役員を選任する。    

（会費）（会費）（会費）（会費）    

入会金及び年会費は当面無料とし、活動の都度、必要な範囲内で会員から入会金及び年会費は当面無料とし、活動の都度、必要な範囲内で会員から入会金及び年会費は当面無料とし、活動の都度、必要な範囲内で会員から入会金及び年会費は当面無料とし、活動の都度、必要な範囲内で会員から

実費を徴収する。実費を徴収する。実費を徴収する。実費を徴収する。    

以以以以    上上上上    
 

  

 

附則附則附則附則    

この会則は、令和元年１１月１２日から施行する。この会則は、令和元年１１月１２日から施行する。この会則は、令和元年１１月１２日から施行する。この会則は、令和元年１１月１２日から施行する。    

            満満満満    月月月月    会会会会    

親 睦 旅 行親 睦 旅 行親 睦 旅 行親 睦 旅 行    
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2019年11月16日・17日一泊にて親睦旅行「名古屋を満喫

する旅」が開催されました。 

参加者は、会員家族合わせて43名。 

夕飯に名古屋三昧コースを食べて、翌日 熱田神社を参

拝し、リニア鉄道館・名古屋城に行きました。 

ご参加頂きました皆様お疲れ様でした。 
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