
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
［第 3グループ内の例会日］  狭山(金)、新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火) 

                   所沢(火)、新所沢(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月) 
 

第 1036回(4月 21日)例会の記録  
 

点 鐘     稲見 淳会長  
合 唱     四つのテスト 
第２副ＳＡＡ  小澤君 佐々木君      
 

※出席報告 
会員数 出席者数 出席率 前回修正 
４０名 ３３名 80.56％ 83.78％ 

 

 副会長の時間   坂本副会長 
会長の時間を代行させていただきます。)

今日は数字を見て頂いて、

豆知識の参考になるか分か

りませんが、貴重な時間を

お借りしたいと思いますの

でよろしくお願い致します。)

)

先ずは、)

)

１９０５) ) ) )２) ) ) ２３)

)

シカゴロータリークラブ誕) 生)

１９０５年２月２３日)

)

1９０５年２月２３日、青年弁護士ポールハリスが友人)

３人とシカゴロータリーを誕生させた日)

)

)

１９９３) ) ) ５) ) １８)

)

狭山中央ロータリークラブ創立)

１９９３年５月１８日)

(狭山東武サロン於いて設立総会))

)

１９９３年５月１８日、狭山ＲＣ移籍メンバー１３名を)

含め、チャーターメンバー３７名で設立総会が東武サロ)

ンで行われました。)

)

)

)

７０)

)

戦後７０年)

昭和２０年８月１５日)

１９４５年生まれ) 古) 希) )

)

昭和２０年８月１５日の終戦から戦後７０年が過ぎ安)

倍談話の発表も予定され、中国や韓国が特に関心を寄)

せています。)

)

２０１４) ) ) ) １０２９)

)

２０１４年末の国の借金)１０２９兆円)

国民一人当たりの借金は)約８１１万円) )

)

２０１４年末の国の借金は１０２９兆円で、人口約１億)

２千７百万人で割ると国民一人当たりの借金は８１１)

万円は、日本経済新聞調べ)

)

１月２５日)

)

) 今から１１３年前の)

１９０２年１月２５日に)

北海道旭川で最低気温)

－41℃を記録した日)

)

今から１１３年前の１９０２年１月２５日に最低気温)

を記録。因みに、我が熊谷市の最高気温は、２００７年)

８月１６日) ＋４０．９℃で全国一位でしたが,２０１)

３年８月１２日に高知県江川崎市の４１℃に一位を奪)

われました。)

)

)

８月１２日)

)

２０１３年８月１２日)

高知県江川崎で最高気温) )

＋41℃を記録した日)

週)報
2014～2015 年度)) ) ＲＩ会長)ゲイリーＣ.Ｋ.ホァン)

ＲＩのテーマ) 『ロータリーに輝きを』)
地区のテーマ)))｢行動) ACTION｣) ガバナー)坂本元彦)

狭山中央ロータリークラブ国際ロータリー

第２５７０地区

〔例会場〕狭山東武サロン〒350-1305) 狭山市入間川 3-6-14)TEL)04-2954-2511 
〔事務所〕〒350-1305)狭山市入間川１-24-48)TEL)04-2952-2277)FAX)04-2952-2366 
            http://www1.s-cat.ne.jp/schuohrc/E－mail:schuohrc@p1.s-cat.ne.jp 
会長)稲見) 淳) 会長エレクト)江原伸夫))副会長)坂本松男) 幹事)江原伸夫)



)

２０００)

)

２０００年に沖縄サミット開催)

会場) ザ・ブセナテラス)

(ロータリー誕生１００年を祝い、)

寳積年度に記念旅行実施）)

２千円札発行(図柄・首里城)) )

)

２０００年に沖縄サミットが開催された会場、ザ・ブセ

ナテラスのホテルは、ロータリー誕生１００年を祝い、

寳積年度での家族同伴記念旅行で宿泊したホテルです。)

)

０.６) ) ) ) ) ７３)

)

全国の面積の０、６％が沖縄県の面積で)

全国米軍基地の７３％沖縄県に有る)

)

日本の面積３７７,９７２０平方キロメートルで、沖縄

県の面積は０．６％の２２８１平方キロメートル。世界

一危険な飛行場と言われている普天間基地を名護市の

辺野古に移すことで、政府と沖縄県との緊迫した交渉が

４月５日には菅官房長官と４月１７日には阿部総理と

の間で行われている現状です。)

)

)

８０)))３００)))４５０)))６００)

)

那覇空港の飛行エリア)

半径８０km 圏内は)

民間航空機飛行高度)300m 以下)

自衛隊機飛行高度) 450m 以下)

米軍機飛行高度) 600m 以上)

)

私は沖縄の海がサンゴ礁等で美しいため、低空飛行で見)

せているのだと思っていました。)

)

)

3540)
)

無料で渡れる一番長い橋)

宮古島と伊良部島を結ぶ３５４０km)

サンゴショウ)

)

)

７月２２日)

１１－０７)

１１－２２)

)

７月２２日は円周率の日)

３，１４２（３，１４１５９２・・・）)

１１－０７) いい女)

１１－２２) いい夫婦)

)

)

)

６４＋３６＝１００)

)

酒は百薬の長)

めでたいときに飲む酒は)

アッハハ、と笑う)８×８＝６４)

悲しい時に飲む酒は)

シクシクと泣く) )４×９＝３６)

) ) ) ) ) たすと１００になる)

)

稲見会長、飲みすぎにはお互いに気をつけましょう。)

稲見年度も約２ヶ月余りとなりましたが、皆様方

の協力を最後まで得られるよう、努力してまいり

まので、よろしくお願い致します。)

 
 

  幹事報告                江原幹事 
１．第３グループガバナー補佐より新・旧会長、

幹事会開催について 
２．東京御苑ロータリークラブより、チャーター

ナイトのご案内について 
３．受贈会報 入間ＲＣ 所沢西ＲＣ 入間南ＲＣ 
４．回覧物 ロータリー希望の風奨学金について 
 (ロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会) 

)

)

《)会員 3分間スピーチ)》)

                     柴田) 譲会員)
今日幸いにして、4つのテス
トを唱和して頂きました。今日

はこのことをお話しようと思

いまして、3分間頂きました。 
私はロータリーに平成 8 年に
入り、7~8年、会長になる直前
だったと思いますが、職業奉仕

のセミナーがあって、今回 IM でお越しになられ

た石川さんと朝霞 RC の橋本さんという方とでパ
ネルディスカッションを致しました。その印象が

未だに克明に残っておりまして、その内容につい

ての示唆に富んだことをお話したいと思っており

ます。 
職業奉仕とはロータリーの原点であると言われ

ておりますが、私共が今の企業人として、異業種

が集まって、事業を展開しておられる皆様は当然

のことながら、企業としては私的利潤の追求でご

ざいます。これがなければ長続きは致しません。

そして他方で職業奉仕だということが如何なもの

かと、この辺の矛盾を皆さん色々と考えておられ

ると思います。私もそれは突き当たりました。 
このお話をする前提として、私的利潤の追求をし

ていく上で、当然その地域に根差していけばいく

ほど知名度が上がり、その地域に対して社会的貢

献をしなければならない時期がまた来るわけです。

その時に、利潤の追求をしている皆様にとってみ



れば、そこに自己矛盾を感じるはずです。そして

それがどうなるかという時に、この 4 つのテスト
が非常に有効になるだろうと思っております。 
私自身も事業を展開し、途中で困ったときにはこ

のような問題を常に背景に考えながらやっており

ますが、なじみにくい文言がございます。それは

「真実かどうか」ということで、これは少し抽象

化している言葉だと思っておりました。そして私

はこれに取って代わる言葉として、「事実かどう

か」というものに入れ替えたいという思いでおり

ます。 
セミナーの時に朝霞 RC の橋本さんに聞きまし
たところ、原語を見て見なさいということで、皆

様にもお配り致しますが、頂いた物を未だに大切

に持っております。何が書いてあるかと言います

と、原語・英語と下にはその時の直訳です。「真実

かどうか」ということは「事実かどうか」、これに

つきると思います。これを意訳した人は、抽象化

して格好よくしたかったのでしょう。しかし実践

をしていく立場の人間であれば、このような問題

に突き当たることは間違いありません。 
今日の 3 分間スピーチでは、一つの私の経験の中
で、ロータリーの哲学であるこの精神を皆様はど

う思うであろうかと訴えると同時に、私はこのよ

うに整理をしているとお伝えさせて頂きました。

これは歴史的にみると 1923 年のセントリースの
大会で、1923年の 34号という号数に対して、職
業奉仕の哲学ということが採択されているようで

す。日本語に和訳したものがございますので読み

上げさせて頂きます。 
 
１、事実かどうか？ 嘘偽りはないか？ 
２、すべての取引先に対して公正か？ 
３、信用を高め良い取引関係を築くか？ 
４、すべての取引先に利益をもたらすか？ 
 
【決議 23-34】 
自己のため益せんとする願望と他人に奉仕せん

とする義務意識との間に耐えず生ずる葛藤を調和

さしめんとする、人の人生哲学である。 
このように謳っております。自己矛盾に陥った中

で、この 4 つのテストのきっかけを通して、自分
で心の構えを調和していったらよいのではないか

と、こうしたことの一つの参考として今日は出さ

せて頂きました。 
ロータリーもロータリーという一つの人格として

みると、同じようなことを歴史的にずっと、経験

の中で辿っているのだということを感じておりま

す。昨年職業奉仕の地区委員をさせて頂いていた

時に、第 3グループでこの話をさせて頂きました。
非常に良かったと報告を頂きましたので、皆様に

もお話をさせて頂きました。 
 
 
 

  委員会報告    
◆第３グループＩＭ実行委員長) ))栗原成実)

先週木曜日に IM の会計監査が無事終了致しま

した。担当の小澤泰衞さん、野口留雄さん、大変

にありがとうございました。引続いて承認して頂

いた資料を持って、入間ロータリークラブの石川

パストガバナーをお尋ね致しました。ちょうど例

会の日だったのですが、お見せ致しましたところ

大変良い IM だったということで、快く数字を見

ないで印鑑を押して頂きました。それをすぐにま

た事務局に持って行きまして、ケーブルテレビに

作って頂いた CD を添付し、坂本ガバナー及び各
クラブの方に事務局から発送しております。付け

加えて、当初 3,000 円の予算で IM を実行したの
ですが、会計の力量といいますか、一人当たり 270
円の剰余金がでましたので、各クラブのメンバー

数を掛けて、それも返却しております。 
この作業が終わりまして、全て IM が無事に終了

したということですので、実行委員長としてご報

告申し上げます。ありがとうございました。 
 
 
Ｒ情報・雑誌委員会) ) ) ) ) ) ) 若松委員長)

R の友も残すところ僅かとなりまして、先ほど
浜野さん、片山さんと相談し、私の出番は今回で

最後ということになりました。来月が浜野さん、

大締めを片山さんに担当して頂きます。まだ 2 カ
月早いのですが、一年間ありがとうございました。 
 
【横組】 
７頁：今月は雑誌月間だそうでして、「雑誌で知る

ロータリー」が p.7~p.15までずっと載っておりま
す。R の友をどのように広げるかという各委員長
さんたちの苦労話も途中に載っておりまして、ク

ラブによっては12人の皆様が確実に年1度は読む
であろうということで、担当だけではなく、会員

の皆様が交互に担当するという所もあるそうです。

少し寂しい話ですが、そのようなことが載ってお

りました。 
１８～３０頁：RI会長たってのお願いで、各クラ
ブでロータリーデイを作って下さいとのこと、そ

の活動報告が載っております。読んでみますと、

当クラブで行っている世界もあり、またこういう

ものも良いなということが載っております。是非

目を通してみて下さい。 
 
【縦組】 
４～８頁：にかけて、前文化庁長官の近藤さんの

記事が載っております。地方創生のためになる話

が沢山載っておりますが、p.4 上段の後ろから 6
行目くらいに、『「司の理論」という言葉は、私が

役所に入ったころ上司から教わった言葉です。組

織最優先の縦割りの理論のことです。つまり、通

産省は通産省、外務省は外務省、財務省は財務省、



それぞれ組織の、守らなければいけない掟がある、

ルールがあるということです。』とあります。ずっ

と読んで頂きたいのですが、p.8の最後の方に『ロ
ータリークラブというのは、「司の理論」の自分の

職から離れて、社会のため町のために貢献すると

いう、そういうお立場にある方々の集まりなので

すから、まさに市長さんを盛り上げて、議員さん

を説得して、市民を元気づけて、それぞれの街が

持っている魅力をうまく掘り起し、それを発信し

ていくという意味では、大変重要な役割をお持ち

であろうと思います。』と書かれており、大変なこ

とだと思いました。是非読んでみて下さい。 
２０頁：は是非見て頂きたいのですが、俳壇、花

壇、柳壇とありまして、花壇の最初に非常に良い

ものが載っておりました。中谷さんと私は非常に

身近な話で、よく気持ちがわかるのですが、「目の

手術終えて見上げる名月の月は月でも格別の月」

ということで、白内障の手術を受けた方の喜びが

よく伝わってきます。そして柳壇の 2 番目、こち
らは現職の開業医さんの作品らしいのですが「治

ったね 実はお薬飲んでない」というものがござい
ます。なんとも面白いものが載っておりました。 
そして最後に、いつも私は表紙が気になるのです

が、縦書表紙、燈籠の写真は何処だろうと思いま

したら、実は意外と近い所で、埼玉県東松山市本

町の「東松山夢灯路・上沼会場」ということです。

夢灯路の明かりと満開の桜が織りなす美しい夜景

は東松山市民に夢と感動を与えてくれるというこ

とです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
横書表紙の写真は、山口県下関市の火の山公園と

いうことです。満開の桜並木の下に咲き揃うチュ

ーリップということで、非常に良い景色があるも

のだと感じました。 
 
 
「パスト会長の卓話」・・・・・・ 
        古谷) 博パスト会長)
『我が国の抱える農業・食料問題』)

)
私 3 年ほど前に会長をさせ

て頂き、その中でも少しお話

したのですが、新しい方もた

くさん入会されましたので、

私は農業関係ですので、農業

の話をさせて頂くことにいた

しました。会長をすると色々と勉強をさせて頂き

ました、稲見会長も出だしから思うと自信たっぷ

りで、矢でも鉄砲でも飛んでこいといった感じな

ので、素晴らしいと思います。 
私のやっていることはお茶なのですが、宮岡組

合長も私も栗原さんもお茶で、それぞれだいたい

同じようなことをやっております。また私は JA
の役員をしているので、野菜関係や色々な関係の

人と接触する機会も多く、川越方面、坂戸方面な

どは米が中心です。狭山市や入間市は野菜が多く

て、色々な方がいらっしゃって、色々な情報が入

り、とても面白いです。 
私は農業新聞をとっており、ちらちら見るので

すが、最近の大きな問題は皆さんもご存じの通り、

TPPもそうですが、農業人口の高齢化ということ
です。日本の農業従事者の平均年齢は 66~67 歳、
ちょうど私と同じ年齢です。あと 10年もすると農
業人口が少なくなるということで、国も担い手育

成、私は担い手という言葉がどうもよくわからな

いと、後継者でよいのではないかと役人に言うの

ですが、そのようなことが問題となっております。

また最近では耕作放棄地が非常に多いです。入曽

方面はそれほど多くないのですが、北部の方、日

高、飯能等に行きますとかなりひどいのです。耕

作をせず、耕しているだけの農地もあるのですが、

何も作らないところも非常に多く、そのような農

地が全国で大体 40万 haあるといわれております。
それは滋賀県に匹敵する農地、埼玉県より少し広

いくらいの農地が遊んでいることになります。 
その中で職業自給率は 39%と、先進国の中では非
常に低レベルです。北朝鮮や韓国よりも低く、一

向に伸びる気配がありません。農業生産額ベース、

花卉類等カロリーに入っていないものを含めると

70数%あるということですが、カロリーベースと
なりますと主力穀物の小麦や大豆、トウモロコシ

は輸入しておりますので、非常にパーセンテージ

が落ちてしまいます。この原因はたくさんあると

思いますが、やはり日本の農家の 1 戸当たりの耕
作面積が少ないということ、戦後の昭和 24年~25
年に行われた農地改革、連合国の GHQ が日本の
財閥と大農家が戦争に支援したということで、解

体をしたと聞いております。それによって非常に

日本の農業は面積が少なくなり、この辺りですと

だいたい山を除いて 3 町歩くらいしかもてなくな
りました。私の部落にも 30町歩くらい持っていた
農家が 5~6軒くらいあったのですが、皆解放を受
けて最大限 3 町歩、それ以外は皆国に取り上げら
れました。 
これが悪いということではないのですが、それ

によって、特に穀類については非常に広大な面積

を必要としますので、国際競争力がなくなったと

言われております。それが外国の戦略だったのか、

日本人が馬鹿だったのかどうかは良く分かりませ

ん。私もたまに農林水産省の方とお会いして話を

する機会があるのですが、農地改革を何とか元に



戻したいのだけれど難しいのだということを言っ

ておりました。私も出来れば 10ｈａやりたいので
すが、なかなか農地の確保や賃貸借も非常に難し

いですし、私も何度か行ったのですが、農家同士

の土地の売買も非常に厳しいのです。あまり農家

同士の土地の所有権を簡単に移動させないという

裏の考え方があるようで、国は一応土地の集積や

集約を前面に出して行っておりますが、本音は、

なかなかそうはいかないということが、実態では

ないかと思います。 
3月 27日に、全国の輸入農産物の 60%を引き受

けているという横浜港に、ある団体で行ってまい

りました。実際に海外からきた食品がどれだけ安

全なのかということを自分の目で見てきたのです

が、結論から言いますと、危険かなと、しかし仕

方がないのかなと思いました。 
横浜港はなかなか入れないらしく、私たちの団

体は約 25人で、たまたま県の農業会議の局長がそ
こにルートを持っており、港の港湾調査局に説明

を受けて行ってみたのですが、実際に行ってみる

と酷かったです。前段で少し情報は聞いていたの

ですが、ほとんど同じでした。 
最初に横浜中華街で食事をし、今日はどんな所

が見られるのかと思っておりましたが、港へ入っ

てみましたら酷いと言いますか、その前にそこを

見たら食事は出来なくなると、だから初めに食事

を食べたのだと、あべこべのことをすると大体皆

中華街で食事を残してしまうという、それくらい

の酷さでした。置いてあるものはほとんど野積み

で、何個もテントが張ってはあるのですが、張っ

ていないところもあり、ポリバケツ等に入ってい

るのです。ポリバケツの蓋は自由に開閉ができ、

それを調査員の方が開けて見せてくれたのですが、

中にはぜんまい、なめこ、ふき、たらの芽、筍、

ささめ竹、シナチク、ラッキョウ等が入っており、

勿論ビニールには入っておりますが、大根などは

木枠の中に入っておりました。 
説明の人は、これでも良くなったと言っており

ました。またどうして腐らないのかそこが不思議

なのだとも言っておりました。いくら塩漬けをし

ても腐るものは腐りますし、置きはじめて 3 年位
経っている物のあるということで、塩だけではな

いであろうということです。それを落花生だった

ら千葉の方面、山菜だったら新潟、群馬方面の業

者がとりにきて、そして薬を時間をかけて抜いて、

塩も抜き、またきちんと味付け加工をし、どんな

味にも、色にも、ぬめりにもでき、そしてどんな

加工もできるので、ピカピカの産地のお土産品に

変ってしまうのだと、その説明の方が話しており

ました。少しオーバーかなとも思いましたが、そ

うではないのかもしれないとも思いました。 
私たちが日常食べている物も多くありました。例

えばワラビ等は東北方面に行きますとスキー場等

でたくさん売られております。私もよく考えてみ

ますと、こんなに山に生えているのかと不思議に

思うこともあるのですが、説明員の方は、それだ

けの量が果たして地元の山で取れるのかどうかに

わかに疑わしい、横浜港はふるさと食品のふるさ

となのだと言っておりました。最近流行の激安ツ

アーで出る旅館の地元の山菜は、本当に地元産な

のか疑いたくなるということ、実際に見たところ

では、それも全くはずれではないかなといった感

じでした。 
しかし私も、今はこれだけ食品表示等がうるさい

のに何故だと、表示はどうなっているのかと聞い

てみましたが、法の抜け穴があるそうです。国内

品に対しては農薬関係も非常に厳しくチェックを

しているのだけれども、海外品に対しては農産物

ではなく原材料扱いだということ、JAS法等に有
るらしいのですが、加工した所が原産地になると

いうことで、最近それも少し変ったようですが、

食品衛生上では原材料にしか適用されないという

法の抜け穴を通り抜けて、多くの非輸入品目が日

本に入ってきているらしいのです。国もわざと目

をつむっている部分もあるということ、目をつむ

らなければ今度は日本の物が輸出できなくなると

いうことで、加工品であれば勿論良いのですが、

原材料としての扱いであって、農産物の扱いでは

ないという意味らしいのです。 
今 TPP で甘利さんとフロマン通商代表が日曜日
辺りから協議をしておりますが、なかなか日本も

簡単には返事をしない所が良いなと思っておりま

す。しかしまだまだこれから安倍さんが連休にア

メリカに行く予定なので、その時にどのようにな

るのかはわかりません。 
TPPとはもともと農業分野だけでなく、医療等

21 分野のことではありますが、たまたま TPP に
関連してお話しますと、アメリカの巨大農場やモ

ンサント、遺伝子組み換え作物の種で世界シェア

の 90%を独占する大企業は、日本の農業は非効率
だとしか思っていないと言っております。彼らの

判断基準は、どうしたら利益が出るかということ

だけで、環境を守る、歴史や地域社会を守るとい

うは一切考えておりません。アメリカからは農産

物だけやってくるのではなく、巨大な小売業者も

一緒にやってきます。農地や JA は法律で守られ
ているからと、安心してはいけないと警鐘を鳴ら

しています。TPPとは国が定めている法律や制度、
それに伴う規制を取り払い、国が関与できないよ

うにすること、そして自由な競争という名の下に、

大企業が入り込んでくるといったことです。これ

は横浜港のこととは違うわけですが、輸入食品と

いうことから考えると、我々は自分達で食品をど

れだけ守れるのか、しかし知らないよりも知って

おいた方がいいくらいの程度で、スーパー等に行

きましても日本で 7%しかとれない大豆、豆腐や納
豆は、ほとんどが国産や遺伝子組み換えではない

と書かれております。これがはたして本当なのか

どうか、まして加工品は表示をしなくて良いので

す。例えば油、コーン油等に表示義務はなく、表
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示義務は原産物に限ってで、そして日本は緩いと

いうことです。GM 食品を長い間食べ続けている

とやがて人体にどのような影響を及ぶすかは、ま

だ医学的に分っていないと言われており、そのた

めヨーロッパでは禁止しているところが多いので

す。日本は敗戦国ですので、そのような圧力があ

るのかも知れません。 
最後に面白い論文がありましたのでご紹介させ

て頂きます。これが今回の話と共通点があるかと

いうことは皆様自身が判断することですが、伊丹

万作という伊丹十三のお父さんで監督をされてお

り、日本が敗戦の時に話題になった文章を残した

人です。このようなことを言っておりました。 
『だまされたということは、不正者による被害を

意味するが、しかしだまされたものは正しいとは、

古来いかなる辞書にも決して書いてはないのであ

る。だまされたとさえいえば、一切の責任から解

放され、無条件で正義派になれるように勘ちがい

している人は、もう一度よく顔を洗い直さなけれ

ばならぬ。~中略~ 
「だまされていた」といって平気でいられる国民

なら、おそらく今後も何度でもだまされるだろう。

いや、現在でもすでに別のうそによってだまされ

始めているにちがいないのである。 
 一度だまされたら、二度とだまされまいとする

真剣な自己反省と努力がなければ人間が進歩する

わけはない。この意味から戦犯者の追求というこ

ともむろん重要ではあるが、それ以上に現在の日

本に必要なことは、まず国民全体がだまされたと

いうことの意味を本当に理解し、だまされるよう

な脆弱な自分というものを解剖し、分析し、徹底

的に自己を改造する努力を始めることである。』 
関連しているかどうかは分りませんが、ご紹介さ

せて頂きました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
稲見君 古谷パスト会長、今日の卓話よろしく 
    お願いします。柴田パスト会長、３分間

スピーチ楽しみです。 
江原君 坂本副会長、副会長の時間よろしくお願

い致します。柴田パスト会長、３分間ス

ピーチ、古谷パスト会長の卓話の時間楽

しみにしておりました。宜しくお願いし

ます。また、本日炉辺会合を予定してお 
りますので関係者の方々にはお忙しい中

恐れ入りますがお集りいただけますよう

何卒宜しくお願い申し上げます。 
坂本君 会長の時間を代行させていただきました。 
    ３分間スピーチの柴田パスト会長、卓話

の古谷パスト会長よろしくお願い致しま

す。 
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