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HHようこそ来訪HH

国際ロータリー第２８４０地区幹事
小暮　雅丈  様

国際ロータリー第２８４０地区地区大会実行委員長
　原　　初次  様

国際ロータリー第２８４０地区副幹事
　　　　　　　　　　石川　長司  様

国際ロータリー第２８４０地区副幹事
　滝野瀬博志  様

国際ロータリー第２８４０地区副幹事
　　　　　　　　　　山本　　樹  様

HHHHHhHh

▪会長挨拶

　みなさんこんにちは。
　会長挨拶では、ロータリーに因むお話しをと、
心掛けておりますが、今月はロータリーの月間
テーマが唯一無い月となりますので、恐縮です
が私のロータリー観をお話しさせていただきま
す。まず、「ロータリークラブとは？」について、
お話しいたします。ロータリークラブとは、個
ラブが奉仕活動をするのではなく、奉仕をしよ
う、自分の出来る範囲で何か社会のお役に立つ
事をしよう、と心掛ける人達の集まりが、ロー
タリークラブであると思います。これは大変意
味深い事であり、ここを取り違えてしまうと、
例えば米山や財団寄付も、単にお金を取られた
という勘違いになります。そうではなく、米山
や財団等に喜捨する事で、自分なりに社会貢献
出来たと喜ぶシーンであると思います。この事
を先ずは共通認識にしたいと思っております。
勿論、会に所属している以上は、当然会費を納
める訳ですが、会費は会の運営費、例えば昼食
のお弁当代等の為のものが殆どです。ですから、
我々はそれぞれの立場で、何か社会のお役に立
つ為にロータリーに入っていると言う事です。
そう考えますと、我々はロータリーに入ってい
る事自体が、既に大変価値のあることだと思い
ます。また、それらはすべて親睦から始まると
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言うお話は、次の機会にさせていただきます。

▪本日の行事
・米山功労者賞　第４回マルチプル

　吉川　佳宏　会員
▪幹事報告

1.  報告事項
（1）次週例会は、清水聖義市長による卓話

ならびに、第４分区会長・幹事が表敬訪
問に来られます。

（2）受付にてアンケートを実施してますの
で、必ずご記入くださいますよう、お願
いします。

（3）誕生日ブルゾンについては、サイズ変
更を受け付けます。

2. 回覧内容
（1）納涼例会
　　　日時：7月26日（木）　18:30～
　　　場所：ロイヤルチェスター太田
　　　会費：会員5,000円
（2）第４分区Ａ５ＲＣ合同例会の出欠確認
　　　日時：8月22日（水）18:30～
（3）週報：館林ＲＣ

《親睦委員会》
　納涼例会の出席予定２１名、欠席２０名、未
報告約３０名

《プログラム委員会》
　来週例会は市長卓話につき、今回のような少
ない参加とならないようにお願いします

《出席委員会》

 

▪国際ロータリー第２８４０地区より
・原初次　国際ロータリー第２８４０地区地
区大会実行委員長　

　諸先輩を前に恐縮ですが、ガバナースタッフ
とお邪魔させていただき、ありがとうございま
す。日頃より、太田ＲＣや竹内パストより、た
くさんご指導いただきありがとうございます。
２０１８年１０月７日（日）館林にて地区大会
が行われます。ぜひとも多数でご出席いただけ
るような地区大会にいたします。前日にも一部
の方対象ですが、晩さん会もございます。
　また、地区大会記念チャリティーゴルフ大会
も９月７日 ( 日 ) にございます。どうぞよろし
くお願いします。

「地区役員・委員・各委員長基本方針」

①会長基本方針　　橋本徹　会長

　今日の週報Ｐ２にも掲載してありますが、元
気バリーラシンＲＩ会長ならびに、太田クラブ
の現状を鑑みて、私の会長方針を「元気で楽し
いクラブを」と掲げだせていただきます。私た
ち太田ロータリークラブは、クラブ固有の奨学

○会員総数

○事前メーク

○本日の出席

○出席率

73 名

23 名

30 名

72.6％

｝53 名

クラブアッセンブリー
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育成制度、韓国ニュー大田ロータリークラブと
の姉妹関係、創立記念、たくさんの社会奉仕・
職業奉仕、また４人のガバナーを生むなど、県
内屈指の伝統と格式のあるクラブです。ただ、
最近の例会出席率や会員増強等、全員での継続
的な努力がなされておらず、会員全員でもう一
度、クラブの進むべき方向を考える時だと思い
ます。ロータリーに入会し二十年余になりまし
たが、先輩方から親睦と奉仕の理念のもと、四
つのテストに基づき、育てていただきましたの
で、今度はご恩返しする番として、真摯に会長
職に臨む覚悟です。ご理解ご協力を切にお願い
申しあげます。
　「重点目標」

・例会出席率の向上
・会員同士の親睦と交流
・クラブ戦略計画の策定
・他クラブとの交流を深め活性化を図る
・２８４０地区の数値目標の達成
・会員増強　　純増４名
・ロータリー財団寄付　　１５０ドル以上
・ポリオ寄付　　３０ドル以上
・米山奨学寄付　１６,０００円以上

②竹内正幸パストガバナー、ガバナー諮問委
　員会委員、意義ある業績賞選考委員会委員、
　ガバナー指名委員会委員、地区研修委員会
　委員長、ＲＬＩ推進委員会委員長、20周年
　記念式典・記念誌委員会委員長、ガバナー
　事務所管理運営委員会委員、クラブ管理運
　営・太田奨学育英委員会委員長

　みなさんこんにちは。いま力を入れなければ
ならないのは、２０周年の記念誌と式典であり
ます。管理運営委員会というのはＧＬＰからＣ

ＬＰに移行したときに出来た委員会であり、改
めてどういう会でどういった活動していくのか
を見直していきます。クラブの管理と運営につ
いて、会長方針にあわせて、スムーズな運営を
目指していきます。また、資金が間違いなく少
なくなっておりますので、そちらも考えていき
たいと思います。

③渋澤誠 地区資金管理委員会委員長

　地区補助金の管理委員会として、３年目の最
終年となります。本年は２点ほど変更点があり
ます。１点目は各クラブへの配分額を明確に
するため、３年前の各クラブ年次寄付実績の
２５％上限へ変更する予定です。会員必携４２
ページ記載。太田クラブでは、３１２３．７９５
ドル（７月のレートだと３４万６０００円まで
申請可能）です。２点目ですが、申請は紙ベー
スではなくウェブベースでお願いします。１０
月２８日第４分区Ａ合同事業については、幹事
クラブとなりますので、太田クラブからウェブ
申請をお願いします。詳しくは、８月１８日の
財団セミナー、１１月１０日の補助金管理セミ
ナーでご説明します。

④長島章博 地区会計監査人、
ロータリー財団監査委員会委員長



4

　地区会計監査人、ロータリー財団監査委員会
委員長については何も聞いていない中、名前が
挙がってしまい解せないところもありますが、
竹内年度の時に経験がありますので、監査をしっ
かりしていきますので、よろしくお願いします。

⑤成塚敬至  親睦活動委員会委員長

　みなさんと楽しく親睦を深めて、楽しい場所
を提供できればと考えております。楽しいクラ
ブ運営を心掛けておりますので、１年間ご協力
をお願いします。

⑥横幕和幸  広報・雑誌委員会委員長

　みなさんこんにちは。広報では太田ロータリー
クラブの素晴らしい活動を発信し、会員増強に
繋げられたらと思っています。またロータリー
の友を月１回読むことで、他クラブの情報を共
有することで、太田ロータリークラブの活動に
役に立てればと思います。１年間どうぞよろし
くお願いします。

⑦横山和仁  職業奉仕委員会委員長
　みなさんこんにちは。福島委員長、長島委員、
星野委員の４名で務めます。事業としては来年
２月に職業奉仕として出前授業として、市立太
田高校において、授業をさせていただきます。

その節には、ぜひご協力をお願いします。

　また職場訪問や親睦・社会奉仕も出来ればと
思っています。１年間どうぞよろしくお願いし
ます。

⑧落合重男  国際奉仕委員会委員長

　みなさんこんにちは。５年前にさせていただ
いた際は、大変お世話になりました。松本委員
長、長谷川委員長、松本委員長の流れを踏襲さ
せていただきます。ニュー大田ロータリークラ
ブ５０周年に、太田ロータリークラブでは圧倒
的人数で伺いたいと思います。国際会（奉仕）は、
全５大奉仕を全て兼ねていますので、御婦人同
伴で、若い方もベテランの方もぜひご参加くだ
さい。また、例年行っています東日本大震災の
被災地へ、ニュー大田ロータリークラブと共同
でお金を出し合い、事業を行うことを実施しま
す。社会奉仕・職業奉仕委員会と一緒に、被災
地に伺って活動したいと思っていますので、ご
参加よろしくお願いします。新しいこととして、
グローバル補助金に参加すると聞いております。
これもニュー大田ロータリークラブを合同で行
います。日韓幹事の親善会議は、毎年双方で行
われておりますが、毎回竹内ガバナーと長谷川
さんは参加されており、こういったものにも皆
さんご参加をよろしくお願いします。
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▪点鐘 &「我等の生業」斉唱

s本日のメニュー（ロイヤルチェスター太田）

　

・夢魚由粕漬
・茄子肉味
・チキン南蛮
・点心
・ココナッツミルクのチェー

HHようこそ来訪HH

名誉会員　太田市長　清水聖義  様

国際ロータリー第2840地区パストガバナー
　竹内　正幸  様

国際ロータリー第2840地区第4分区Aガバナー補佐
　金谷　光明  様

太田西RC　会長　　　大島　秀行  様
太田西RC　幹事　　　藤井　聡子  様

太田南RC　会長　　　関口　誠一  様
太田南RC　幹事　　　新井あけみ  様

新田RC　会長　　　　荻原　丈始  様
新田RC　幹事　　　　五位野秀行  様

太田中央RC　会長　　前原　信之  様
太田中央RC　幹事　　榮井　孝広  様

HHHHHhHh

▪会長挨拶

　皆さんこんにちは。
　今日もよろしくお願いいたします。さて、前
回は、ロータリークラブはクラブが奉仕活動を
するのではなく、社会のお役に立てることをし
ようと志す人たちが集まっているのがロータ
リークラブだと、申し上げました。そしてロー
タリーはすべて親睦から始まると言うお話を、
今日はさせていただきます。親睦から始まると
いうのは、親睦の本質がコミュニケーションだ
からです。仲良くなって意思疎通を図る中で、
今まで知らなかったこと、気づかなかったこと
がこうなのかと気づく。教わる。これがコミュ
ニケーションの本質だと思います。ですから、
何かお役に立とうと思っていても、何ができる
のかについては、このコミュニケーションの中
から気づきが生まれてくるということがあるん
だと、私は思います。ですから、親睦から始ま
るというのは、このコミュニケーションからの
気づきが大切なことになってくるんだと、私は
考えております。決して難しく考えることはな
いと、思います。楽しくコミュニケーションを
とる中で、親睦を深める中で、志は社会のお役
に立とうで一致しているわけですから、きっと
新しい何か、今の時代に合った奉仕が出来てく
るということだろうと思っております。今日は
ロータリーがなぜ親睦から始まるのかについて
の私なりの考えをご披露させていただきました。
これについてもまた皆さんからざっくばらんな

ＥＮＪＯＹ
ＴＡＬＫ＆ＥＡＴ

7 月 19 日（木）例会報告
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ご意見を伺えたらありがたいなと思っておりま
す。よろしくお願いいたします。

▪来訪者挨拶
・国際ロータリー第 2840 地区パストガバナー  

竹内　正幸 様

　7 月より各クラブに合った事業展開していた
だき、素晴らしい 5 クラブを作っていって頂き
たいと思います。
　そして、その結集が第 4 分区への力となる訳
ですので、皆様にはご健闘をお祈り致します。
2017-2018 田中年度は会員数 2063 人で始ま
りました。1 割を目指しましたが 6 月 30 日で
2113 名となりました。
　桐生西クラブと南クラブの合併があり会員が
大分辞めてしまうなど、合併は大変難しいなと
感じました。
　退会防止のためには、クラブの人間関係が非
常に大事であると思いますのでどうぞよろしく
お願い致します。

・国際ロータリー第 2840 地区第 4 分区 A ガバナー補佐
  金谷　光明 様

　本日はガバナー補佐として宮内年度の地区の
方針をご紹介させて頂きます。
　「インスピレーションになろう」のスローガン

に宮内ガバナーもそれを受け自分なりに解釈し
て、地区のテーマを元気に世界に奉仕を「クラ
ブをみんなで回そうロータリーの輪」という地
区のテーマを掲げ具体的には、親睦をはかり、
元気で楽しいクラブを作り、次に社会のニーズ
に応えた奉仕活動をし社会と連携する事である
と申しております。
　地区目標を 10 項目ほど掲げております。
①ロータリー賞をめざそう
②クラブを活性化しよう
　そして魅力あるクラブを作るために考えよう
③ロータリー活動は自己形成である
④地区クラブのビジョンを持とう
⑤公共イメージと認知度をはかる
⑥ロータリー財団の補助金を活用し
　地域社会　世界に奉仕しよう
⑦ 2840 地区の数値目標を達成しよう ( 会員増強 5％ )

⑧地区大会は地区の総会でありお祭りでありま
　す全員参加で
⑨ロータリーデイを開催しよう
⑩ M を開催しよう
　以上、宮内年度地区目標をよろしくお願い致
します。

・太田西ＲＣ  会長　大島　秀行  様
　　　　　　  幹事　藤井　聡子  様

　今週は表敬訪問ということで回らせていただ
いております。
　太田クラブは太田西クラブの親クラブであり
いつもご指導頂きありがとうございます。
　現在、会員数 19 名と非常に少ない会員数と
なっております。退会防止と会員増強に会員全
員で取り組んで参りたいと思っております。一
年間どうぞよろしくお願い致します。
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・太田南ＲＣ  会長　関口　誠一  様
　　　　　　  幹事　新井あけみ  様

　今年 4 月、当太田南ロータリークラブの 40
周年創立記念式典のおりには大変皆様にはお世
話になりありがとうございました。
　記念事業といたしまして運動公園のトリム
コースに温度計を設置させていただきました。
　現在、会員数が 47 名で目標は 50 名です。南
クラブでは今年度乗馬クラブも発足し会員と家
族の親睦を深めていきたいと思っております。
一年間ご指導よろしくお願い致します。

・新田ＲＣ  会長　荻原　丈始  様
　　　　　  幹事　五位野秀行  様

　新田ロータリークラブよりお願いが一つあり
ます。来月 8 月 22 日に 5 クラブ合同の親睦例
会がありますので一人でも多くの皆様に参加し
て頂きたいと思っております。今年一年よろし
くお願い致します。

・太田中央ＲＣ  会長　前原　信之  様
　　　　　　　  幹事　榮井　孝広  様

　太田中央ロータリークラブです。一年間頑張っ

て参りますのでどうぞよろしくお願い致します。

▪幹事報告
1.  報告事項

（1）次週7月26日（木）例会は、ロイヤル
チェスターに於いて「納涼例会」となり
ますので、参加の方は18:30までにこの
会場にお越しいただきますようよろしく
お願いいたします。

（2）公益財団法人ロータリー米山記念奨
学会より、このたびクラブ寄付金の累計
が6000万円を達成いたしましたので、
感謝状を贈呈いたしますとの連絡が届き
ました。

（3）先週に引き続き、受付にてアンケート
を実施しております。内容につきまして
はマイロータリーへの登録の有無と、例
会案内などの受け取りはメールかFAXど
ちらを希望されるかの2点です。ご協力
いただきますよう、よろしくお願いいた
します。

（4）本日例会終了後、理事会を行いますの
で理事の皆様は宜しくお願い致します。

2. 回覧内容
（1）納涼例会
　　　日時：7月26日（木）　18:30～
　　　会場：ロイヤルチェスター太田
　　　会費：会員5,000円
（2）第4分区A5RC合同例会出席確認
　　　日時：8月22日（木）18:30～
（3）『群馬歴史散歩　第255号』
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（4）「第17回ロータリー全国囲碁大会」
　　のご案内

日　時：2018年10月16日（土）
登録開始：9:30
開　会：10:00
表彰式：16:00
会　場：日本棋院本院1階対局室
参加料：7,000円
参加される方は、貼附の申込書に必
要事項をご記入下さい。

（5）尾島ねぷたまつり実行委員会より過日
協賛いたしました尾島ねぷたまつりのお
礼状が届きましたので、回覧しておりま
す。

3.  他クラブの例会変更
分区内：館林ＲＣ、館林東RC、大泉RC
分区外：富岡中央、富岡かぶら、富岡
　　　　碓氷安中　各ＲＣ

《親睦委員会》
　・「納涼例会」について

《ニコニコ委員会》

《出席委員会》

▪卓　話
・名誉会員  太田市長　清水　聖義  様

　最近感じている事は、何年か前（東日本大震災）
に電力不足で太田市が暗くなった事がありまし
た。
　今現在、ものすごく暑く皆さん日中も夜もクー
ラーをつけていると考えると、当時に比べれば
今の電力消費量の方が絶対に多いはずです、供
給が変わったかというと、その後原発は止まっ
たままで稼動していない状態であります。なん
だか原子力発電がなくても日本が動く感じしま
す。当時の電力不足はなんだったのかと強く感
じられます。
　また、現在西日本豪雨災害で大勢の方が体育
館に非難されており本当に大変であります。
　東日本大震災の時、太田市は福島から避難さ
れている方に空いているアパートを借り上げ、
体育館で生活してもらうことはしませんでした。
アパートを借り上げるのでは補助金が出ない等
といいますが、太田市のやり方の方がベストだ
と思います。
　行政はお金の使い方として大きい建物を作る
のも無駄だと思いますが、ちょっと工夫できる
のではないかと思います。
　20 年以上かかりましたが、いよいよ 7 月 28
日『太田強戸スマートインターチェンジ』がオー
プンいたします。パーキングエリアにもガソリ
ンスタンドも入ったり、洋風な雰囲気の食事を
するところもできます。
　また、太田市では「義務教育学校」をやろう
としています。太田東小学校と世良田小学校は
児童が少なく学校で競うこともできず少人数で
やっているということです。中 1 ギャップとい
うこともあり、それでは小学校・中学校を一緒

○竹内正幸パストガバナー
　　　………

○橋本  徹 会長、竹部弘昭 幹事
　　　………

金谷ガバナー補佐はじめ4クラ
ブ会長、幹事の皆様ようこそい
らっしゃいました。各クラブの
御健闘を御祈念申し上げます。

清水市長並びに金谷ガバナー補
佐、4RC会長、幹事様本日はよ
うこそおいで下さいました。
心より歓迎致します。

○会員総数

○事前メーク

○本日の出席

○出席率

73 名

23 名

32 名

75.34％

｝55 名
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にしてしまおうと考えました。
　平成 32 年にあたる 2 年後を予定しているの
ですが、東小学校と韮川西小学校を一緒に太田
北中学校に入れて小中一貫校にするという試み
です。
　それには、現在の北中では小さいので周辺の
環境を工夫して、群馬県で初めての「義務教育
学校」を作りたいと考えております。
　これがうまくいけば、世良田小と尾島小をま
とめるなど、太田市が実験台となってやれば前
橋、桐生なども今、簡単に伝統ある学校を閉校
してしまうのではなく統合すればよいのではな
いかと思います。
　また、オリンピックのソフトボールの合宿地
に太田市がなるかもしれません。
　これからも太田市が元気になるように頑張っ

ていきたいと思っております。

▪点鐘 &「我等の生業」斉唱

s本日のメニュー（ロイヤルチェスター太田）

　

納涼例会
HHようこそ来訪HH

米山記念奨学生　   レ・ホアン・タン君
HHHHHhHh

▪会長挨拶

　今月は月間テーマが何もございませんので、
ロータリーの一般的なことを申し上げるという
ことで進めさせていただきました。今回は会員
の義務ですね。ロータリー会員の３つの義務が
言われておりまして、①もちろん一つは会費の
納入。②それから例会の出席。③そしてロータ
リーの友の購読をすることとなっております。
先輩方には毎度耳タコの話ではありますが、こ
れがロータリーの３大義務であると改めて、会
長挨拶で触れさせていただきます。
　また今日が７月の最後の例会になりますが、
会長として１か月が経とうかというところです
が、この１か月を振り返ってみますと、まだま
だ浮き足立っていて、落ち着いたクラブ運営が
できていないなということを非常に感じており
ます。『元気で楽しいクラブを作る』ということ
についての思いは全くブレていないんですが、
やることなすことが、思いと方向がちょっと違っ
てしまっているかなという所をちょっと反省し
ている今日この頃です。引き続き皆様にはご理
解とご協力をお願い申し上げます。
　また、幹事報告でもお伝えすると思います
が、月初から皆様にＦＡ X や何かで例会案内を

ＥＮＪＯＹ
ＴＡＬＫ＆ＥＡＴ

7 月 26 日（木）例会報告
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はじめ、色々なご案内をさせていただいている
わけですが、これが従来通りの紙媒体でいいよ
という方はいいのですが、むしろ電子メールの
方が便利なんだという方については是非、アン
ケートにお答えいただきたいと思います。また、
Ｍ y Ｒ otary への登録状況についても調べられ
たらと思っております。是非ご協力をお願い申
し上げます。
　最後ですが、月初にご紹介いたしましたロー
タリー入門書、これ毎年毎年かなり改訂が進ん
でますので、最新号を何度も読んだという方も
沢山いらっしゃるとは思うんですが、最新刊は
また内容が変わっているようでございます。そ
ちらについては是非ご一読頂けたらなと思って
おります。

▪理事会報告
　まず、新会員について、群馬銀行太田支店長
の堀江明彦さんの入会が承認され、すぐ皆様に
告知いたしました。昨日までで一週間が経過し、
異議はございませんでしたので、正式に入会が
確定いたしました。できるだけ早めに入会式等
をとり行いたいと思っております。改めて申し
上げるまでもなく、群馬銀行太田支店長様には
クラブでは代々、会計を担当していただいてお
ります。推薦者はいつも通りですが、石川重政
会員にお願いしてございます。
　つづきまして８月２２日の第４分区 A ５Ｒ
Ｃ合同親睦例会について、クラブ負担金として
２万円の拠出が承認されました。
　３点目といたしまして、９月６日の３０００
回記念例会ですが、この時に RI 元会長の田中作
次様に卓話講師としておこしいただくわけです
が、その謝礼が１０万円ということで承認いた
だきました。そしてまた同時に、この３０００
回を記念した、記念ロータリーバッジを、会員
の皆様に１０００円ずつご負担いただいて、作
らせていただくということも承認いただきまし
た。このバッジは、RI の承認を受けております
ので、今回の３０００回以降も長く皆様にお使
いいただけます。それと同時にそのバッジが来
る３月に訪韓するわけですが、その時のあちら

へのお土産品としても承認されました。
　４点目として、事務局の日野原さんへパワハ
ラにならないように、言動にできるだけ注意し
ていきましょうということもその他の項目とし
てございました。

▪ロータリー財団ポールハリスフェロー
認証状及びピン授与

・ポールハリスフェロー
　　１回目：松本　　隆  会員

・ポールハリスフェロー
　　１回目：川田　光洋  会員

▪幹事報告

1.  報告事項
（1）過日に郵送させていただいておりま

す、上半期の会費納入のお願いにつきま
して、７月３１日(火)が締め切りとなっ
ておりますので、まだお振り込みがお済
でない方はお早目のご対応をお願いいた
します。

（2）先週に引き続き、受付にてアンケート
を実施しております。内容につきまして
はマイロータリーへの登録の有無と、例
会案内などの受け取りはメールかＦＡＸ
どちらを希望されるかの２点です。ご協



11

力いただきますよう、よろしくお願い致
します。

（3）理事会報告でもありましたように、事
務局夏季休暇は、８月１１日(土)～８月
１９日(日)までとなっておりますので、
緊急の連絡がある場合は、幹事竹部まで
お願いいたします。

2. 回覧内容
（1）第４分区Ａ５ＲＣ合同例会出欠確認
　　　日時：8月22日（水）18:30～
（2）週報：館林西ＲＣ

3.  他クラブの例会変更
分区内：館林西ＲＣ、太田西ＲＣ
分区外：沼田ＲＣ、前橋中央ＲＣ

《出席委員会》

≪納涼例会≫

司会：岡田 敏郎 親睦委員会委員

1. 本日の進行挨拶　成塚 敬至 親睦委員会委員長
2. 会長挨拶　 橋本　徹　会長
3. 本日のビールについて　横幕　和幸　会員　
～ 黒ラベルと赤星の飲み比べについて。

違いと美味しい飲み方 ～

4. 乾　杯　大塩　孝　直前会長
5. 歓　談
       ＊女流落語家『林家ぼたん』いよる落語
6. 閉会挨拶ならびに締め　  板橋一博  直前幹事
7. 手に手つないで

【本日の献立】
・オードブル盛り合わせ

・御造り　（鮪、平貝、妻一式）

・穴子と牛蒡の玉子とじ

・舌平目の香草焼き

エスニック風味のクリームソース

・若鶏のトマトソース煮込み

・蕎麦

・苺とヨーグルトのムースグラッセ

○会員総数

○事前メーク

○本日の出席

○出席率

73 名

24 名

34 名

79.45％

｝58 名
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