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例会場

クラブ・モットー 「Do
“
For Others!」≪他者への貢献≫”

№11 第2071回例会（2018.10.22）
開 会 点 鐘（18：00）
ロータリーソング
「われら日本のロータリアン」斉唱
来客紹介
歓

迎

歌

出席報告
食

プログラム

「（仮）神無月まつり月」
広畑天満宮 宮司 三木通嗣氏（姫路西 RC）

事

会長の時間
幹事報告
委員会報告
ニコニコ箱報告

閉 会 点 鐘（19：00）

■ 予定プログラム
当 ク ラ ブ （10/29）「演題未定」 米山奨学生グェン ティクン ゴックさん（ベトナム出身）
〃

（11/ 5） → 11/7( 水 )「姫路西 RC・姫路東 RC 合同例会」 18：00 ～於：ホテル日航姫路

〃

（11/12）「演題未定」 地区ロータリー財団副委員長 / 資金推進小委員長 本條 昇氏（龍野 RC）

姫 路 Ｒ Ｃ （10/23）「貧困による低学教育と、犯罪率との相関（フィリピン）」 成瀬 広益会員
姫 路 南 Ｒ Ｃ （10/29）「職業奉仕フォーラム」16:00 ～「第 2 回ほろにが会」 18:00 ～於：ホテル日航姫路
姫 路 西 Ｒ Ｃ （10/24）「お茶会へ行こう」 ㈱小林松濤園 常務取締役 小林 健太郎氏（姫路南 RC）
神 崎 Ｒ Ｃ （10/25） 米山記念奨学委員会

荒木重浩委員長

姫路中央ＲＣ （10/25）「演題未定」 元小学校校長 中島 保氏
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第2070回（10月1日）例会 記録

■ 出席報告（高原

敏緒 会員）

10 月 1 日
会員数

出席免除者数

例会出席者数

68 名

9名

51 名

例会欠席者数

ホームクラブ出席率

12 名

80.95％

9 月 10 日（確定補正分）
会員数

出席免除者数

67 名

9名

例会出席者数
44 名

例会欠席者数
18 名

メークアップ数 確定補正出席率
18 名

100.00％

■ 来客紹介
(有)グレイスプランニング
山崎

代表

西口

あ や

紗矢氏

喜代志君（姫路西 RC）

来訪ロータリアン

1名

累計

27 名

■ 会長の時間
会長の時間を頂きます。
本日は西口さんからの DO FOR OTHERS！！です。西口さんは私の JC 時代に 35
周年記念式典の司会、娘の結婚披露宴も司会をして頂きました。西口さんよろし
くお願いします。
さて、自己紹介の続きをお話しします。
中国最北東ロシア国境まで行くとなれば、姫路から新幹線で博多まで行きます。
当時関空が出来た頃でまだ便はありません。福岡空港から大連まで４時間（今は韓国上空を飛んで２時
間３０分当時は上海沖を北上）、大連で一泊して翌日１５：００ごろの夜行列車（満州鉄道・日本が満
州開拓時敷設）で瀋陽（奉天）４００ｋｍ、長春（新京）５００ｋｍ、朝８時頃哈爾浜３００ｋｍ、午
後１時頃牡丹江３００ｋｍ午後休憩後夜１９時の夜行列車で朝６：００東方紅着で工場見学。東方紅か
らラオハというところまで車で４時間かかりますそこにも工場があります。そこはロシアの国境でウス
リー川を挟んで川の真ん中が国境になります。日本人なんて箸屋しか来ませんので彼らも歓待してくれ
ます。時々人民解放軍の船に乗せてもらってウスリー川を上ります。ロシア側の国境警備の物見台が５
００ｍごとに立っています。我々の船が近づくとこちらに銃を向けます。中国の船長が敬礼すると銃を
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サッと戻します。緊張の国境警備です。反対側の中国も同じように物見台が対峙しています。ロシア船
が来ると同様のことが行われます。その日は人民解放軍の大佐と軍の駐屯地で昼食をしました。そして
東方紅へ戻り夜１９時の夜行で翌朝６時牡丹江着哈爾濱まで車で移動して、飛行機で大連へ。一つの工
場へ行くのに大体５泊６日位かかっていました。そんな夜行列車で行かなくても車で行けばいいのにと
よく思っていました。
しかし、中国人は絶対車では行きません。なぜかと言うと大都市近辺は大丈夫ですが、人里離れたとこ
ろでは山賊にやられてしまうからです。
山賊は銃で武装していますので我々のように丸腰だと一発でやられます。そんな環境ですので列車は重
要な交通手段となります。だから列車長は銃も持っていますし責任も重大ですし権限もあります。夜行
列車にはめったに外国人が乗りませんので私のような日本人が乗ると珍しいので列車長がわざわざ挨拶
に来てくれたりします。
時速４０ｋｍの列車の旅を楽しみながらぬるい常温ビールや白酒（バイジュウ・コーリャンのお酒５０
度で臭い）わけのわからないピータンやカスカスのパンどれも昔の味で最近の中国では夜行列車に乗っ
ても昔の味はなくなってきました。
何もかも進化してきましたが、ヒマワリの種だけは今でも定番です。列車の床に山ほどまき散らかしな
がら延々と食べているのが普通です。
冬はマイナス３５度の所へ何度となく行きました。そこにアイスキャンデー棒の工場があります。外は
最低気温マイナス３５度でアイスキャンデー状態です。試しに外のトイレでおしっこをすると下から逆
つららで２０ｃｍくらいのところまで上がってきます。
今は大連から哈爾浜まで時速３００ｋｍ以上出す新幹線で４～５時間です。便利になって行き易くなっ
てきたら最近は割箸・アイスキャンデー棒はロシアで生産されるようになり奥地に行く仕事がなくなっ
てきました。ロシアで生産して大連で検品、加工するという仕組みに変わってきました。
弊社も非常に困難な時代に入ってきました。
この続きは次回例会にてお話しいたします。
以上ご清聴ありがとうございました。

■ 幹事報告（村角
1.

伸一 幹事）

10 月のお誕生日のお祝いを申し上げます。お名前をお呼びいたしますのでそ
の場でお立ち下さい。
松本会員(1 日)、上野会員（8 日）、藤井会員(9 日)、岸元会員(10 日)、
岡本会員(17 日)
おめでとうございます。皆様、祝福の拍手をお願いいたします。

2.

10 月の結婚記念日のお祝いを申し上げます。お名前をお呼びいたしますのでその場でお立ち下さい。
山中会員(3 日)、酒居会員（6 日）、森原会員(8 日) 、村越会員(10 日)、
井口会員(25 日)、河野会員(28 日)、大西健一会員(31 日)
おめでとうございます。皆様、祝福の拍手をお願いいたします。
姫路東ロータリークラブ週報 3
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3.

青少年交換来日生のアジアさ
ん・エレンさんに、10 月分のお
小遣いを会長よりお渡ししてい
ただきます。

4.

去る 9 月 17 日「青少年交換長期
来日生・長期派遣候補生オリエン
テーション」が開催され、当クラブより白井地区青少年交換小委員長・小倉地区青少年交換小委
員・山田会長・山根青少年交換委員長と幹事の私、村角が出席いたしました。また、姫路南ロータ
リークラブからエレンさんのホストファミリーをしてくださっています中村滋彦会員がご出席され
ました。
19 日には「姫路市児童生徒科学作品展二次審査」が開催され、宗接青少年奉仕委員長が出席され
ました。
23 日に姫路市大手前公園で開催された「ひめじ環境フェスティバル」には中城環境保全委員長が
ご参加されました。
25 日には「第 2 回会長幹事会」が開催され、山田会長と幹事の私、村角が出席いたしました。
26 日には「新会員歓迎会」28 日には「青少年交換来日生歓迎会」が開催され、それぞれ多数ご参
加いただき楽しい時間を過ごしました。

5.

本日 17 時より「10 月度定例理事会」が開催されました。理事・役員の皆様早くからありがとうご
ざいました。「平成 30 年北海道胆振東部地震」並びに「平成 30 年台風第 21 号」被害支援につき
まして、募金箱設置と社会奉仕委員会予算からの支援に決定いたしました。今から募金箱を各テー
ブルに回しますので皆様ご協力をよろしくお願いいたします。
10 月の事務局の代休は 10 月 15 日(月)です。

6.

2018 年 10 月のロータリーレートは 1 ドル＝112 円との連絡が来ております。

7.

当地区ガバナー事務所より和田山 RC・赤穂 RC・芦屋川 RC それぞれの「地区補助金プロジェクト
見学訪問のご案内」がまいっております。詳細につきましては事務局までお問い合わせ下さいます
ようお願いいたします。

8.

当クラブ次週 10 日 8 日は休会です。またその翌週 10 月 15 日はクラブ指定休日のため休会です。
次回皆様にお会いいたします日は 10 月 22 日例会です。お間違いのないようよろしくお願いいた
します。

9.

例会変更のご通知
姫路南 RC

10 月 8 日(月)は休会。
10 月 29 日(月)は 16:00 より「クラブ奉仕フォーラム」18:00 より「第 2 回ほろに
が会」に変更。

姫路西 RC

10 月 17 日(水)は 12:30 より姫路市医師会館に於いて「職場例会・健康診断」に
変更。

神崎 RC

10 月 11 日(木)は 12:30 より㈱ツボサカ精工 才加工場に於いて「職場例会」に
変更。

姫路 RC・姫路中央 RC の 10 月の例会変更はございません
4 姫路東ロータリークラブ週報
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10. 当クラブが協賛しております「第 55 回全国聾学校陸上競技大会

姫路大会」の冊子が届いており

ます。回覧いたしますのでご覧ください。（P.99 に当クラブの広告が掲載されています）

■ 委員会報告
◆ゴルフ部（報告：小倉

克輝 親睦活動副委員長）

去る 9 月 12 日（水）、氷上のザ・サイプレスゴル
フクラブにて第 1 回目の親睦ゴルフコンペを開催
いたしました。結果は本日の週報 No.10 の最後のページに掲載
しております通りです。優勝者の濱中会員はご欠席ですので、前
年度取りきり杯の優勝者の樋口会員に、篠原直前会長より優勝杯
をお渡ししていただきます。髙馬会員よりご厚意でゴルフのオブ
ジェもつけていただいております。
◆ロータリー情報委員会（報告：篠原

正泰 委員長）

本日受付にロータリーの著書「ロータリーの心と原点」を置いており
ます。ロータリーの基本に返ることのできる大変素晴らしい作品です
のでぜひ皆様手に取ってお読みください。
◆米山記念奨学委員会（報告：松浦

絵理 委員長）

今月は米山月間です。早速皆様からのご寄付をたくさん頂戴しております。本
日 10 月 1 日は 43 名の方から 534,000 円をいただきました。厚く御礼申し上
げます。

■ ニコニコ箱報告（原田

博章 副 S.A.A.）

山田会長···················· 西口さん宜しくお願いします。
[同 趣 旨 で] 和 田副 会 長 、 村角 幹 事 、 有方 会 員 、 有末 会 員 、
井口会員、幾野会員、梅岡会員、大出会員、小倉会員、岡崎会員、久内会員、
清瀬会員、河野会員、髙馬会員、郡山会員、酒居会員、篠原会員、糴川会員、
壷阪会員、冨田会員、中城会員、名田会員、埴岡会員、原田 博 会員、藤井会員、
前川会員、松浦会員、松尾会員、水本会員、村越会員、薮口会員、柚木会員
濱田会員···················· 松浦委員長、米山月間ご苦労様です。
村角幹事···················· 本日 10 月度定例理事会を開催しました。早くからご集合ありがとうございました。
前田会員···················· たびたび欠席して申訳けありません。
森原会員···················· 結婚自祝。
樋口会員···················· 篠原年度のゴルフコンペで運良く賞品をいただきました。
姫路東ロータリークラブ週報 5
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増田会員···················· ①27 日の夜、ジンバブエ、ボツアナ、モザンビーク南アフリカの旅行から帰りまし
た。時差ボケで大変です。
②29 日、ガバナー補佐の研修に一日神戸に行きました。やっぱり大変です。後悔です。
久内会員···················· 歓迎歌のリーダーをつとめます。
山根会員···················· エレン・アジア、来日生が来てます。皆様宜しくお願いします。
白井会員···················· 先月リスボンで、ソフィアとカロリーナに会ってきました。皆様によろしくお伝え下
さいとの事です。
実末会員···················· 先日は歓迎会ありがとうございました。[同趣旨で]岡本会員
原田眞会員 ················ 私事ですが、先日娘に子供（男の子）が生まれおじいさんになりました。
原田眞会員 ················ 壷阪様、先日は、お世話になり、有難うございました。
松本会員···················· 本日は、53 回目の誕生日です。産んでいただけた事に感謝いたします。

ニコニコ箱

計

91,000 円

累計

909,160 円

■ プログラム
「社長の為の今更聞けない一般常識」
(有)グレイスプランニング

代表

西口

紗矢氏

皆様こんばんは。西口紗矢と申します。
司会者として皆様の前に立つことが多いと思いますが、最近とみに
私の糧になっているものが、中学校・高校での非常勤講師です。礼儀作法、略して「礼法」と言います
が、こちらを中学校 1 年生から高校 3 年生までに教えております。礼法は、もとよりおよそ 700 年前
に室町時代に起こりました。その頃はちょうど平安時代から武家政治に替わった頃であり、武士の皆さ
んが政治を行うときに自分の主義主張を言うばかりでなかなかまとまらない、組織としては「形ある作
法が必要だ」ということで礼儀作法が作られました。
組織として形あるものが大事だというのが、今でいう「武士道」に繋がるというわけです。武士道が
良いか悪いかはさておきまして、なぜ今日本人が世界から尊敬されているかというと、やはり武士道に
準じる「形の中に心が添えられたもの」というのが必然的に尊敬される遺伝子になっているのではない
かと思います。
さて、私は各学校の校長先生から「子どもたちが大人になったときに運の強い人間」にするためには
学生時代から「幸せ癖」をつけておいた方が良いということで依頼を受け、非常勤講師として授業を受
け持っています。礼儀作法を教えていくと、子どもたちには受け入れ難いことがあります。たとえば学
習塾で採点ルール形式のみで繰り返しお勉強をしていると、テストで良い点を取る癖付けはできます。
もちろん知識を得ることは大切です。しかしながら、あまり理由は探らない。その理由を探ること、理
6 姫路東ロータリークラブ週報
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由を探る過程が大事だということをわかってほしいのです。日本人の特徴として、物事の理由を探ると
いうことに意味を見出す傾向があります。理由を探る中で「察する」ということが、心の成長の中に生
まれてくるのではないかと私は思うのです。
今日はこのような考えの下、皆様先輩諸兄の前でお話しさせていただくのですが、最近特に「経営者
の為の」「社長の為の」というテーマで企業へのセミナーを行うことが多くなっております。それはな
ぜかというと、やはり上に立つ人間はそれなりの道徳心や礼儀作法を「知っていて当然だろう」と若い
従業員に思われているからです。実際にビジネスマナーで新入社員教育や中堅社員教育に行きますと、
社員の方からこう言われます。「上がバカだとどうしたらいいですか」「上がバカだと恥ずかしいんで
す」。得意先と話していて、上司が頓珍漢な物言いをする、そうすると自分は後ろから陰に隠れて「す
みません」とフォローします。こういうときに「ああ、この人はマナーを知らない人なんだ」と思って
しまいます、と。
私は人間は職場で成長していくものだと思います。上からいろいろと学ぶものだと思いますが、では
上から学べなければどうすべきか、そうなると社長を見るのではないででしょうか。そういうときに
「今更勉強し直すことはできないが、少し振り返っておかないと、もしかしたら思い込みがあるのでは」
ということでセミナー依頼が増えてきているのです。
また、逆に新入社員教育でよく上司の方からご相談を受けますのは、最近の若者たちに仕事を振ると
きのことです。自動車整備工場で車のタイヤを指さし、「このタイヤとホイールを洗っておいてほしい」
と指示したとしましょう、すると指示を受けた若い従業員はタイヤひとつ分しか洗わない。どういうこ
とでしょう。指示した方は「タイヤ 4 つすべて洗ってほしかった。」でも若い従業員はひとつしか洗
わなかった。「だって指を差されたのはひとつだけだったから。」つまり彼らは指を差されたことしか
出来ないわけです。でも指示をした方は「自動車にはタイヤは 4 つついている、『タイヤを洗ってく
れ』と言ったらすべて洗うものだろう」と考えているのです。ここでお互いに「察する能力」が必要に
なるのです。「察する能力」というものはどのように学ぶべきか―上司から学ぶのです。
また他によく質問を受けるのは、上司への伝え方です。上司が主賓、自分たちが同僚としてある人の
結婚披露宴に出席するとします。その際、上司の食事作法が目に余る場合があります。あるいは、取引
先や懇意にしている会社の方からこのように言われます。「よくおたくの上司からメールや文書をもら
うけれども、日本語おかしいんと違うか、文章間違ってるで」と指摘を受けることがあります。そうい
う場合はそのことについて、上司に伝えるべきか、このようなことを若い「お局」的な存在の女性の方
から相談を受けます。こういうことは「指摘されて嬉しい」と思っていただけるような上司であれば言
って差し上げるべきですが、世の中にはそういった点を指摘されて「そんなもの！」と逆切れをなさる
方がおられます。そういう方にはお伝えすべきではないので、やはりその点でも「察する能力」が必要
になるというわけです。
さて食事作法というと、本日は、簡単なクイズ形式の資料をご用意いたしました。身内ではなく他社
の方々と接する中でのマナー、社長の皆様はよくご存知かと思いますが、中間管理職以上の方々に向け
てのマナーの質問です。以下に記載しておりますので、どうぞご確認ください。
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【問題１】
和食の懐石料理の店に招待された。
次の食べ方で正しいマナーには○を、誤ったマナーにはどうすべきか記して下さい。
Ａ．刺身は小皿のしょうゆをつけ、左手を受け皿にして食べる。☓…人前で手皿はしない
Ｂ．箸を置く時は、右手で箸の中央部を持ち、箸置きに置く。☓…中央部ではなく端
Ｃ．蓋つきの料理は、右側にあるものは右に、左側にあるものは左に置く。 ○
【問題２】
洋食料理の店に招待された。次の食べ方で正しいマナーはどれでしょう？
また正しい表現に直して下さい。
Ａ．食前酒は、スープを飲み終えるまでに飲む。☓…スープが出てくるまでに飲む
Ｂ．パンは出されたらすぐ食べる。ちぎってスープにひたしながら食べてもいい。☓
Ｃ．魚のムニエルは、柔らかければナイフを使わずフォークでひと口分を切って食べてもいい。○
Ｄ．ロースト・チキンなど骨つきの肉料理は、手で食べてもいい。☓…スペアリブのみ OK
Ｅ．料理を食べ終えたら、ナイフの刃は外、フォークは下向きにして皿の縁にそろえて置く。

☓…刃は内、フォークの背が下向き
【問題３】
注文したワインのテイスティングをしたら、味が気に入らなかった。断ってもよい？
Ａ．一度栓を開けたワインを断るのはマナーに反するので、ダメ。
Ｂ．気に入らなければ拒否してよい。
Ｃ．傷んでいる場合のみ可能。
【問題４】
次のお酒の注がれ方で誤っているものはどれ？
Ａ．ビール
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【問題５】
フランス料理店で食事を終えて立ち上がる際、公的にはどのように立てばよいか？
Ａ．椅子を後ろに引いて右側へ立つ。
Ｂ．椅子を後ろに引いて左側へ立つ。
【問題６】
中華料理でお代りをしようと思う。マナーとしては右回りに回転卓を回すのが原則だが、この場合どう
したらよい？
Ａ．あくまで右回り。
Ｂ．お代わりの時は左回り。
Ｃ．料理がみんなに見えるよう、遠い方から、回す。
Ｄ．どちらでもよいので、近い方へ回す。注）おかわりだから
【問題７】
もうお酒が飲めない。だが、ソムリエがワインを注いでくれる。さて、そんな時、どう断るのがよい
か？
Ａ．グラスに手で蓋をする。…蓋をするようなジェスチャーをする
Ｂ．ソムリエに注がれるままにし、飲めなかったら残す。
Ｃ．グラスを裏返す。
【問題８】
ナプキンの扱い方での間違いをそれぞれ正して下さい。また文章を正しく直して下さい。
Ａ．中座の際は、ナプキンをきれいにたたんでテーブルの上に置く。…椅子の上か背もたれ
Ｂ．ナプキンはふたつ折りにし、折り目を自分の向こう側に向けてひざの上に置く。…手前側
Ｃ．食べ終わったら、きれいにたたんでテーブルの上に置く。…ざくっとたたんで
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■ 10 月度定例理事会
日
時
場
所
出 席 者

2018 年 10 月 1 日（月） 17：00～17：30
姫路商工会議所本館 4 階 議員ロビー
会長
副会長
幹事
会計
S.A.A.
直前会長

山田
和田
村角
橋本
幾野
篠原

一郎
正
伸一
雅彦
勝好
正泰

理事

河本
小倉
髙馬
宗接

一郎
克輝
和宏
博史

副幹事

松尾

健一郎

欠

審議事項
① 11 月 7 日(水)「東西 RC 合同例会」の件（第 1 部例会及び第 2 部懇親会の進行順序等 承認）
② 納涼例会収支報告の件（承認）
③ 12 月 22 日(土)「上半期入会新会員歓迎忘年例会」の件（予算・アトラクション 承認）
※コンパニオン費用（7 名 or8 名）を追加
④ 2019 年 1 月 12 日(土)「新年同伴例会」の件（予算・アトラクション 承認）
⑤ 「平成 30 年北海道胆振東部地震」並びに「平成 30 年台風 21 号」被害支援の件
→締め切りが 10 月 10 日(水)のため、10 月 1 日(月)例会時にのみ募金箱を回す。金額について
は会長・幹事に一任。
⑥ 事務局 10 月の代休 10 月 15 日(月)
報告事項
10 月・11 月スケジュールについて
10 月
01 日(月)
例会「社長の為の今更聞けない一般常識」
(有)グレイスプランニング 代表 西口 紗矢氏
・10 月度定例理事会 17:00/議員ロビー
06 日(土)
「姫路市児童生徒科学作品展 科学工作の部表彰式」10:00/姫路科学館
08 日(月)
休会（体育の日）
12 日(金)
「第 55 回全国聾学校陸上競技大会」16:00/ウインク体育館
15 日(月)
休会（クラブ指定休日②）
22 日(月)
調整中
29 日(月)
例会「米山月間卓話」米山奨学生 グェンティクイン ゴックさん
（ベトナム 世話クラブ/西宮 RC）
・11 月度定例理事会 17:00/議員ロビー
11 月
05 日(月)
10 日(土)
12 日(月)
19 日(月)
26 日(月)
10

→7 日(水)「東西 RC 合同例会」18:00/ホテル日航姫路
「姫路市児童生徒科学作品展 調査研究の部表彰式」10:00/姫路科学館
例会「演題未定」地区ロータリー財団副委員長/資金推進小委員長 本條 昇氏
（龍野 RC）
例会「社会奉仕フォーラム『姫路東 RC の社会奉仕活動の振り返りと今後
（仮）』」小倉社会奉仕委員長
「演題未定」姫路科学館館長 髙橋 康範氏
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■ ひめじ環境フェスティバル 2018 参加報告
去る 9 月 23 日(日・祝)、「ひめじ環境フェスティバル 2018」が開催されました。企業や各種団体の
環境への取り組みを PR するコーナーやリサイクル工作体験コーナー、地球環境やエコに関する啓発コ
ーナーなどがあり、ごみの減量化やリサイクル、環境の保全等について楽しみながら考える場を持つこ
とができるようになっています。「ハイブリット戦士『サムライガー』」のショーもあり、小さな子供
から大人まで楽しめます。ぜひ会員の皆様もお足をお運びください。
（環境保全委員長

中城

秀蔵）

■ 新会員歓迎会&青少年交換長期来日生歓迎会
去る 9 月 26 日(水)、ホテル日航姫路内の桃李にて実末新会員・岡本新会員・松本新会員の歓迎会が
開催されました。総勢 28 名での賑やかな会となりました。
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9 月 28 日(金)には、姫路商工会議所 7 階 702 ホールにて青少
年交換来日生のアジアさん・エレンさんの歓迎会が開催され、
26 名の参加で楽しい時間を過ごしました。
アジアさん・エレンさんの今後のホストファミリーを引き受けて
下さる長谷川さん・根本さん・今栄さん・後藤さん・安川さんに
もご参加いただきました。

■ 「平成 30 年北海道胆振東部地震」並びに「平成 30 年台風 21 号」募金
10 月 1 日例会時に各テーブルに募金箱を回しましたところ、

３０，９６６円
多額の義援金が集まりました。皆様からの暖かいご厚意に深く感謝いたします。
社会奉仕委員会予算の「災害復興支援」項目より 37,034 円を追加し、合計 68,000 円を地区に送金いた
します。
ご協力ありがとうございました。

12

姫路東ロータリークラブ週報

