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会長挨拶

多田会長

改めて皆さん、こんにちは。まだ、新型
コロナウィルスが蔓延している様ですので、
健康にはご留意頂きたいと思うんですけど
も、今日は私の職業である弁護士の関係の
お話をちょっとしたいと思っています。皆
さん、裁判に傍聴に行ったことあるでしょ
うか。ある方もおられるとは思うんですけ
ども、基本的に一人の裁判官で裁判をやっ
てることが多いんですけども、昔から三人
おれば文殊の知恵と言いまして、三人で組
んでる事が多いんですね。その中で中央に
座っている人が一番裁判官の経歴が長い、
傍聴席から見て左側、裁判長から見ると右
側にいる人、この人が二番目に裁判官の経
歴が長い人、傍聴席から見て右側、裁判長

から見て左側の人が一番裁判経験の短い人が事件を担当しています。
右側の方が偉いと言いますか左よりも右側が偉いんですね。ところが
律令制の昔、左大臣と右大臣さあ、どちらの位が高かったでしょうか。
菅原道真は右大臣だったんですよね。昔は左大臣の方が偉かったんで
すね。右大臣はどちらかっていうと左大臣が内閣総理大臣ですと副総
理みたいな地位であったらしいんですね。だから、左大臣である藤原
氏によって太宰府の方に菅原道真は流されたというような経過があり
ます。これは時代と共に変わってくるんですけども、明治時代になっ
て西洋文化が入ってきますと右側の方の地位が高い英語で言うとright
（ライト）正しいという事から最近は皆さん、訪問客を右側に立って
いただくというふうになっていますので、左遷とかいう左の方が低い
んちゃうかという事もありますけども、右左というと律令制の時は左
側が地位が高かった、天皇を中心を考えますと北斗七星は動かない、
右側と左側、左側は太陽が昇るから偉いんだというような考え方もあっ
たようですので、今の世界ではどちら側というと左より右の方が高い
という事です。これからまた、裁判のお話したいと思いますけど今日
はこの程度にしておきます。ありがとうございました。

例会状況報告

7月21日

通算1965回

◎本日出席者 ５７名

◎本日出席率９０．４７％

7月7日

通算1963回の修正

◎出席率 １００％

◎欠席者 ０名

◎欠席補填者 ４名
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委員会報告

植村委員長（奉仕プロジェクト常任委員会）
横断歩行者保護宣言事業所募集の件

皆さま、こんにちは。本年度初の奉仕活動でございます。担当は
職業奉仕委員会なんですけども、この事業については奉仕プロジェ
クト委員会として取り組むという事で私の方からご報告申し上げま
す。内容なんですけれども、今幹事がおっしゃりましたように横断
歩行者保護宣言事業所募集の件という事でございます。皆さまの状
差しの方に２枚つづりの書類を入れておりますけども、信号のない
横断歩道でも歩行者が待っていると止まらなくてはいけないという
事が道交法で定められておりますが、それを守られていない場合が
多々あるという事で、それを守られるように活動しようではないか
という事です。この趣旨は２枚目の『横断歩行者保護宣言事業所申
込書』というものがございまして、こちらに皆さまの事業所の名前

等を記入いただいて、提出して頂きたいと思います。これを警察署の方に提出いたしま
して９月１日に奈良警察署に卓話に来ていただきますので、その折に皆さまに事業所の
認定書の方を配布したいと思っております。募集の方は今書いて頂いて本日帰り際に事
務局の方に渡して頂いても結構ですし、来週以降は入れてもらう箱の方も置いておきま
すので、そちらの方に入れておいてもらっても結構でございます。基本的には全事業所
お願いしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。以上です。

堀内委員長（親睦活動委員会）
新入会員歓迎会の件

皆さん、こんにちは。本日例会終わりましたらテラスの方で新入
会員歓迎会を行いたいと思います。心配された雨模様も大丈夫と思
いますので、皆さんご参加の方をよろしくお願い致します。
失礼します。

幹事報告
水野幹事

１点目は配席についてのご案内でございます。先週まで例会場を
指定席にして食事会場を自由席にしておりましたけれども、ちょっ
と皆さん気心知れた方で固まっちゃうので今週から食事会場を指定
席にさせて頂きました。例会場については自由席となっております。
親睦という意味もありますのでそういう形に変えさせて頂いており
ます。
それから、７月２８日と８月４日の出欠表を回覧させて頂いており
ますけれども、例会出欠と食事確認の記入で食事の要・不要にチェッ
クを頂いてない方が数名おられます。現状、例会出席等のチェック
のない会員は食事ありとしてカウントしていますが食事をとらずに
帰られる会員がおられるようで、食事がもったいないことになりま
す。そこで、食事要・不要は必ずチェックを入れて頂く様にお願い
を致します。私の方からは以上です。
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会員卓話

小西会員（ロータリーに教えられたこと）

いやぁ、本当ね。これだけ期待されたら、もうちょっと一週間く
らい前から練習しときゃ良かったかなと、何をしゃべらして頂こ
うかなとずっと悩んでおったんですけども、いずれに致しまして
も多田年度の最初の会員卓話にご指名して頂きましたプログラム
委員長の谷川さん、ありがとうございます。こうして、皆さま方
の前で話をさせて頂くこと７年ぶりでございます。今はもう一週
間に一回位しか会社の方も行ってませんし、こうしてしゃべるっ
ていうのも本当に会長を辞めさせて頂いてからガクンと無くなり
ましたからね。ちょっと話の組み立て方が上手くいっていないん
でね、聞きづらいこともあると思いますがよろしくお願い致しま
す。今年の３月１６日、満７５歳を迎えました。いわゆる後期高
齢者の仲間入りをさせて頂いたわけでございますが、この頃には
今日は欠席ですか、松岡嘉平治さん超人的な方がおられて今年の

１１月には１００歳を迎えられると、ここまでは、とてもとても元気でいる事はちょっ
とかなわんじゃないかなと思っておりますが、せめて矢追家麻呂さんの様に８０を超え
ても楽しく皆とゴルフができると、そういう健康寿命・楽しい人生を過ごせたらなと思っ
ています。そのためには毎晩毎晩、好きなお酒を飲んで残り少ない人生楽しまないとな
と思うとるんですけども、何が悔しいいうても潮田さんにハンディをもらった。これが
私には耐えられない程の悔しさでございますな。あと、８月頃から潮田さんも復帰され
ると聞いてるんで、まあまあ近いうちには０にして、またハンディをあげる方になった
らいいかなと思っております。私、５０歳の時にこの奈良大宮ロータリーに入会させて
頂きました。その時の会長は松岡嘉平治さん、そして幹事が楠木重樹さんでした。同時
入会は５名おりまして今現在、在籍しておりますのは植村君と私の２名でございます。
お互いに言いたいことも言うてワイワイガヤガヤ、それなりに友人として付き合いをさ
せて頂いておるんじゃないかと思っておりますが、彼はどう思っとるんかわかりません
がね。この年に会員が７８名までいったんじゃないかなと、うちのクラブで一番多かっ
たんじゃないかなと記憶がございます。今日も状差しを見ておりますと私よりも後で入
られた方が２５年になりますんで、８割がたの方が私の後に入会されたという事で、先
ほど谷川さんとも話をしておったんですけども、これだけ新しい方がどんどん入ってこ
られるんで古い方が会員卓話として、自己紹介がてら会員卓話をしたらええのちゃうか
という事で、今年はだいぶ会員卓話が増えると思うんですけども、そういうことでちょっ
と私も最初に自分の事を紹介させてもらって、それからロータリーに教えられたこと、
いわゆるチャーターメンバーの方から教えられたことを２、３伝えられたらなと思って
おります。その前に実にどうでもいい話なんですけども、例会が始まりますと必ず今年
度は多田会長が会長挨拶、先ず一発目に「今日は皆さん、こんにちは。」先週は「皆さ
ん、こんばんは。」でした。そしたらその後、委員会報告にここへ出てこられる方は多
田会長が「こんにちは。」と言うたら次の方も「こんにちは。」で通して頂きたいし、
次出てこられる方が「こんばんは。」と言う方は今日はなかったですよ。だけど、先週
はやっぱり「こんにちは。」「こんばんは。」「こんにちは。」どうでもいいんですけ
どね。やっぱり、聞いててすっきりしないなと。基本的には幹事が委員会報告って言う
たら、ここであえて何々報告しますと言わんで、「こんばんは。」と「こんにちは。」
とは言う必要ないと思うんです。「ニコニコ報告します。」いわゆる「出席報告します。」
「報告します。」これでいいと思いますけどね。ちょっと気になる事。それともう一つ
ね、これは是非ともお願いなんですけども、指名されてここへ出てこられる時に「はい。」
と返事をされて出てこられます。クラブの活性化という意味では非常に大事な事、非常
にいい事だと思います。黙って立って出てきて言うよりも、「はい。」と返事をしてこ
こへきて頂くと、クラブ活性化の為にも是非ともよろしくお願いしたいと思います。農
家の長男として生まれた私は、何の疑いもなく百姓をせないかん、百姓するもんやと思っ
て奈良県立山辺高等学校・農業科に入学しました。この当時、長男は農業科、長女は家
庭科それ以外の者は普通科へ入学したわけです。農業科に入学した同級生は１８名おり
まして、その内７名が亡くなっておると。今日の１４時半頃に携帯に同級生から電話入
りまして、「おい。うえむらまさし死んだで。今朝死んだで。」「えっ、８人目亡くなっ
たんか。」明日お通夜やいう事で本当に寂しい限りでございます。どんどんと同級生が
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亡くなっていくというのはね。私、針に住んでるんですけども、高校は隣の友田（とも
だ）いう所なんで自転車通学で約１０分あまり、毎日タバコをプカプカ吸いながら通学
しておりました。高校３年生の時に私の人生でたいそうじゃないですけども、７５年生
きてきて唯一の奈良県代表として全国大会、新潟県新発田（しばた）農業高校へ出場し
ました。奈良県というゼッケン胸と背中につけて頂いて選手２名・付き添いの先生１名、
その当時の国鉄大阪駅から夜行列車で日本海側経由、新潟まで行くわけですね。なんせ
生まれて初めての夜行列車の旅ですから友達と２人嬉しくてね。ずっと食べて飲んでタ
バコをパカパカ吸ってね。先生は「おい。大きな声出すなよ。」２，３回注意をされる
位でね。本当に良き時代でした。一つにはね、針というような静かな静かなところで寝
てますんでね。電車のガッタンゴットンは寝れないんですね。だから、酒を飲まずには
いられなかったいうのが本当の理由です。全国大会、何しに行ってんちゅうわけですけ
ども、乳牛５頭・豚５頭がおりまして、それの審査をするわけです。いわゆる形・大き
さ・バランス・おしりの大きさとかおしりの形とか、乳房の形・乳房の大きさ、こうい
うやつをね、乳牛５頭・豚５頭審査するわけです。もうね、いい加減な審査だと思いま
すよ。結果も何にも分かりませんでした。ただね、卒業して初めて言うんですけども、
私にとっては奈良県代表の全国大会というのは後にも先にもこれだけですからね、ちょっ
と思い出してこれは絶対言いたいなと。それで、私高校を卒業したらもちろん百姓はし
ておりましたが牧場経営を夢見ておりました。乳牛を飼うのをね。親に「修行に行きた
いから北海道の町村牧場へ行きたい。」「そんな北海道みたいなん絶対あかん。」そし
たら次、「岡山の何とかいう牧場に行きたい。」「岡山も遠いからあかん。」ほんなら、
学校の先生が先生の遠縁で奈良の法華寺に福井牧場っちゅうのがあると、「そこに乳牛
を３０頭ほど飼っとるからそこへ行ったらどうや。」と実は私、何十年ぶりにかでここ
へ来る前に法華寺のその跡を見に行ってきましたが、牛舎は残ってましたけどね、明治
牛乳の取次所ですか販売店になっていましたね。３月１日に卒業して、卒業して３月５
日から法華寺の福井牧場の方にいわゆる修行に行きました。他人の飯を食いに行ったわ
けですね。なんせ３０頭もおりますからね、乳しぼりは全て搾乳機なんですよ。機械で
やります。ところがね、本当につらかったのは牛舎の掃除ですな。牛糞の掃除ですわ。
これは本当、毎日毎日、本当に大変でした。それと４月の中頃から５月、６月、７月毎
日毎日、雨が降らん限りは毎日、平城旧跡で草刈りです。牛の餌、それと冬用の餌とし
て残すための牧草作りですね。その草刈り、平城旧跡であれだけ毎日草刈りするのはあ
の当時、それが許されとったのか、それともちゃんと許可を取っておられたんか分かり
ませんが。高校出たての若いもんがこういう形で修行にくるっちゅう事で、向こうの方
は非常に大事にしてくれまして、特に晩飯には毎晩毎晩ビール・お酒を頂いたと、本当
に大事にして頂きました。盆明けまでおりまして８月の盆明けに家に帰りまして、家で
その年、乳牛を５頭飼いました。毎日朝から乳しぼり、餌やり、放牧、牛舎の掃除、ま
た夕方乳しぼり、餌やり、毎日毎日これの繰り返しです。おかしなもんで、毎日一日中
牛と一緒におったら自分自身がなんか牛臭くなってくるんですな。もちろん、服は臭い
ですけども体まで牛臭くなって自分でも思いました。もちろん環境悪いですから、ハエ
と蚊もよその家よりも沢山おると。その当時おりました私の母親とおばあちゃん、この
二人牛乳が大嫌いな人、牛乳が飲めない人やったんです。だから、私が家に帰るとまあ
「牛臭い、牛臭い。」「早よやめてくれ、早よやめてくれ。」「こんなことしてたら、
嫁はんのきてがない。」と「早よやめてくれ、早よやめてくれ。」と毎日言われており
ました。ところが、こっちは好きでやってますんで、やめる気なんてさらさら無かった
わけですが、ところが、高校を卒業して初めて正月を迎えるわけですね。正月は同級生
と遊びに行く約束をしてました。ところが、正月の一日も二日も三日も朝から乳しぼり、
餌やり、牛舎の掃除、夕方乳しぼり、餌やり、当たり前のことですが、毎日同じことを
せないかん。これはアカンなと、これは一生続ける仕事じゃないなという事で正月にや
める決心をしました。そして、この５頭の乳牛を山辺高等学校に寄付しようという事で、
先生に乳牛を飼うのやめるので寄付します言いましたら、奈良県立ですから予算で賄い
しとるもんやから、「そんな、いっぺんに５頭増えたら餌代どないすんねん。」「管理
費どないすんねん。ちょっと待て、ちょっと待て。」いうて結果５月２０日過ぎ頃まで
待ちまして、５月２０日過ぎぐらいに乳牛５頭を寄付致しました。それから一年あまり
百姓はしておりましたが、遊び惚けましてね。ポット家出たら３日帰ってこない、ポッ
ト家出たら５日帰ってこない、ポット家出たら１０日帰ってこない、その時はまだ１９
ですか、遊び惚けましてね。親もこんなことでは困るからとにかく働きに行けと、だけ
どこっちは働きに行くというか会社勤めする気はさらさらなくて、とにかく遊びが楽し
いんで遊んでばかりおったと。父親がたまりかねてね探してきよったんですよ。
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今おる第一化工っちゅう会社を。「奈良に第一化工ちゅう会社があるからそこへ行け。」
と「６月２５日から働く様に決めてきた。」昭和４０年６月２５日から私は第一化工ちゅ
う会社で働く様になりました。私の会社人生はですな、非常に苦労したんですけども、
奈良企業人列伝ちゅう奈良県下で１２名の方々が企業人が書いとるんですけども、ここ
に私も載せて頂きましたのでこれを読んで頂ければ、また私の会社人生が分かっていた
だけるかなと、ちょうど今日４冊持ってきましたからこれ二千円するんですよ本屋で買っ
たら、まあまあそしたら読んだろうかなぁ、ただで貰うたろうかなぁという方は４冊し
かありませんから、早い者順で４冊取ってください。そういう事で百姓しか知らなかっ
た乳牛を飼ってた男がね、会社へ勤めて技術もなけりゃ知識もなけりゃ、一番最初困っ
たのは経理ですな、経理の知識も全くない。もちろんそんな会社経営とか全くそんなの
知らなかった。私の場合は経理に強い人をヘッドハンティングするしかない、営業に強
い人をヘッドハンティング、技術に強い人をヘッドハンティング、この工場長で雇った
人は口説くのに６年間かかりましたかね。今の社長は口説くのは５年半かかりましたね。
とにかく会社経営、いわゆる中小企業っちゅうのは人。人っちゅうのは全く分からなかっ
たんで、それのヘッドハンティングでいい人材を確保したかった。一生懸命口説きたお
したいうのが私の会社人生です。ということで、本題のロータリーに教えられたことチャー
ターメンバーである有井邦夫さん、今現在、名誉会員でありますがもう１５、６年前に
なります。卓話の時間に「会員の義務って３つあるけども楠木言えるか、言うてみ。」
ロータリーに入って１０年位経っていた私ですが会員の義務っちゅうのは、全く知らな
かった。そしたら楠木さんが立って「一つ、年会費を収めること。二つ、例会に出席す
ること。三つ、ロータリーの友を読むこと。」っておっしゃったんですね。だから、何
にも分からなかった私は楠木さんがおっしゃった会員の義務の３つにね尊敬したちゅう
んか、偉い人やなこの人はと、今やったら当たり前ですけどね。今やったら、これは当
たり前のことですけどもその当時の私は凄いなと、会員の義務の３つを楠木さんがおっ
しゃったと、これは凄い人やな、凄い人やなと思いました。それから箸尾文雄さん、こ
の方もチャーターメンバーでガバナー補佐もされた。ただ残念ながら一昨年亡くなられ
た。この方はやっぱり一家言もっておられたちゅうんか、中々厳しい事もおっしゃいま
した。箸尾文雄さんは３回ぐらい卓話をされたと思いますが、その内私の記憶に残って
んのは「ロータリーの例会出席は友情の証である。」と、だから４回連続欠席したら即
退会になったと。なぜか、「４回も連続で欠席するような人から友情を得られるわけが
ない。」と、だから例会出席ちゅうのは実際４回も連続欠席して退会された事はないら
しいですけども、それほど厳しかったという事ですね。「ロータリーは友情と、友情。」っ
ちゅう事をだいぶおっしゃいました。箸尾さんはね、「ロータリー精神・ロータリーの
本質を理解している人をロータリアンと呼び、そうでない者をロータリークラブの会員
と呼ぶ。」と。ちょっときついですね。ロータリー精神ちゅうのは書いてます。奉仕と
親睦それの融合の中に生まれるか何か書いてますけども、ちょっと私には理解できない。
ロータリー精神についてはね。また、これは調べて下さい。ただ、ロータリーの本質に
ついては私なりに説明できるんじゃないかなと。箸尾さんは「例会のメインイベントは
卓話の時間である。」と、だから「卓話の講師に対して敬意を表して接しなさい。そし
て、自己の知識・知見を深めなさい。」。日本のロータリーの父と言われている米山梅
吉さんが「ロータリーの例会参加は人生の道場である。」と私大層な、何が例会参加は
人生の道場であると、どこが道場かなと。たいそうな事を言うてはんねんなといろんな
本に書いてありますから、米山梅吉さんね。それに私なりに箸尾さんがおっしゃった事、
「卓話講師に対して敬意を表して接しよ。」と米山梅吉さんの人生の道場であるこれを
組み合わせたら、いわゆる３０分間の卓話の時間は皆さん方は卓話の講師に対して、
『しゃべらず・スマホをやらず・居眠りをせず・姿勢を正して卓話の講師に正対しなさ
い。』とこれ、ハワイのミリラニ・サンライズロータリークラブ、奈良大宮ロータリー
クラブの姉妹クラブであるミリラニ・サンライズロータリークラブに向こうは朝の例会
です。ゴルフ場のレストラン７時か７時半か忘れましたけれども、皆さん三々五々に来
られてバイキング方式の朝の朝食を取られる。もうワイワイガヤガヤ、服装はアロハか
らまちまちですわ。途中で来られる方、遅く来られる方、皆バイキングのお皿に取って
ワイワイ陽気にしゃべって話をしておられる。ところが、例会が始まったら食べ終わら
れた方はピシッと姿勢を正して会長の方を見られる。途中で来て食べる途中の方はナイ
フとフォークの音を一切ささず、口は動くけども顔と目は会長を見られておる。そうい
う姿を見て、ああ凄いなと。これがやっぱりロータリーの例会場かなと。ぜひね、機会
があればアメリカのやっぱりクラブはいいと思いますね。そういう意味じゃあ、うちの
クラブでもね何人か何回か行きましたが、いつも朝の例会には出席できずゴルフコンペ
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ばっかり出席しておりましたが、ほんとねああいう姿、ああいう例会場の雰囲気を見た
ら、さすがやっぱりロータリアンちゅうのはステータスかなと。選ばれた人達の集まり
かなと思います。ロータリーの我々の年４回の情報集会、たまにアンケートの中で社会
奉仕をどう進めんねんと。あるいわ例会時間を５時半を６時にしたらもっと集まりやす
いんちゃうかとか、これが基本的にはロータリーの本質や思うんですよ。こういうこと
で議論するのは。ただ、たまにですけども奈良ホテルの食事についてどう思うか。これ
は私から言わしたら本質から外れている。美味しい食事を食べたかったら三ツ星レスト
ランへ行って食べたらいいんです。だから、そういう意味でロータリー精神・ロータリー
の本質を、これを理解してね。ロータリークラブの会員ではなくてロータリアンとなる
ために、私も皆さま方と一緒に精進して努めてまいりたいと思います。どうも、ありが
とうございました。

会長謝辞

多田会長

小西様、楽しく且つためになる卓話、どうもありがとうござい
ました。これからも、松岡さんと同じ位の時まで在籍頂ければあ
りがたいなと、その間にまた何回か卓話して頂ければありがたい
なと思っております。ありがとうございました。

結婚・誕生日お祝い

堀内委員長（親睦活動委員会）

結婚お祝い
國原正記 会員（７月３日：結婚記念日）

誕生日お祝い
城田真平 会員（７月７日：誕生日）
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藤井正勝 会員（７月１３日：誕生日） 大塩栄作 会員（７月２４日：誕生日）

髙野 治 会員（７月２７日：誕生日） 谷川千代則 会員（７月２８日：誕生日）

増井義久 会員（７月２９日：誕生日） 渡邊あきの会員（７月８日：誕生日）
成田和哉 会員（７月９日：誕生日）

集合写真（多田会長と今月の結婚・誕生日の会員）
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新入会員歓迎会 歓迎会風景

多田会長挨拶（乾杯）
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締めの挨拶 髙野副会長

年度初め挨拶回り

奈良テレビ放送株式会社（長岡雅美 代表取締役 社長）
奈良テレビ放送株式会社（西山博志 常務取締役）

NHK奈良放送局（湯木和則 局長）



10

今後の予定

8月4日 卓話：中谷 乃環さん・中田真由さん
中谷 乃環さん
奈良女子大附属中等教育学校インターアクトクラブ
2019-2020年度会長
中田 真由さん
奈良女子大附属中等教育学校インターアクトクラブ
2020-2021年度会長
「NWUSSインターアクトクラブ２０１９年の活動の軌跡」

8月11日 休会（お盆休み）

8月18日 クラブ討論会①（会員増強担当）

8月25日 卓話：辻本幸則氏・林勝利氏
「新入会員卓話」

●会報・雑誌委員会/國原正記 西村甲児

成田和哉 渡邊あきの webmaster/國原正記

◆例会変更・休会のお知らせ◆

〈平城京ロータリークラブ〉
8月6日（木）ホテルグランヴィア京都にて移動例会
※いずれもビジター受付は行いません。

〈奈良東ロータリークラブ〉
8月12日（水）定款第7条第1節dによる休会
9月9日 （水）定款第7条第1節dによる休会
9月30日（水）臨時変更

9月29日（火）17:30奈良ホテル
奈良大宮RC合同ガナバー公式訪問の為、例会日時、場所を変更致します。
※いずれもビジター受付は行いません。

〈橿原ロータリークラブ〉
7月31日（金）定款第8条第1節Cによる休会
※いずれもビジター受付は行いません。

〈あすかロータリークラブ〉
12月30日（水）定款第7条第1節dによる休会
※いずれもビジター受付は行いません。

ニコニコ箱 本日計 45,000円 累計 193,000円

多田 実 君 小西様、本日の卓話よろしくお願い致します。
水野憲治 君 小西さん、本日は宜しくお願いします。又、新入会員歓迎会もあります。

ふるってご参加下さい。
大塩栄作 君 お誕生日のお祝いありがとうございます。無事、還暦を迎える事ができ

ました！ニコニコ！
楠原忠夫 君 小西さん、卓話ご苦労様です。楽しみにしてます。
小西敏文 君 本日卓話を努めさせていただきます。宜しくお願いします。
谷川千代則君 小西さん、本日の卓話よろしくお願いします。誕生日のお祝いありがと

うございます。
成田和哉 君 小西様、本日の卓話を宜しくお願いいたします。また、この7月に53回目

の誕生日を迎えることができました。ありがとうございました。
藤井正勝 君 68才になりました。トホホ！！
増井義久 君 無事に還暦を迎える事が出来ました。これからも宜敷お願い致します。

小西さん、卓話楽しみにしています。
武藤廣茂 君 小西様、本日の卓話楽しみにしています。ゴルフの様にうまくきめて下

さい。
ニコニコ協力 稲田正剛 君 佐川肇 君 城田真平 君 武中洋勝 君

平方貴之 君


