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本 日 の プ ロ グ ラ ム

新会員スピーチ

東北電力㈱

ロータリー米山記念奨学事業 豆辞典について

米山記念奨学会委員会

会長あいさつ
2020-21 年度会長

五阿弥

宏安

2 月はロータリーにとって特別な月で
す。今 か ら 116 年 前 の 1905 年 2 月 23 日、
シカゴでポール・ハリスたちがロータリ
ーとして初めての集会を行いました。こ
の日がロータリーの創立記念日となりました。そしてこ
の週は世界理解と平和週間と呼ばれています。本日はそ
れにちなんだ話をしようと思います。
皆さん、
「青い目の人形」をご存じですか。昭和初期、約
1 万 2,000 体の「青い目の人形」が米国から贈られてきまし
た。当時、米国では日本人移民の排斥運動が起きていまし
た。これを憂慮した親日家の牧師、シドニー・ギューリッ
クが、日米関係をなんとか良くしたいと、日本のひな祭り
に合わせ、人形を贈る運動を展開したのです。全米 260 万
人の子供たちがお小遣いを出し合って人形の資金にし、
手作りの服を着せ、パスポートや手紙まで持たせました。
日本全国の幼稚園や小学校に配布され、人形は子供たち
から大歓迎を受けました。
一方、日本からはお礼として渋沢栄一が中心となって
募金活動を展開し、58 体の立派な「答礼人形」を米国に贈
りました。一流の人形師が製作した人形は今のお金で 1 体
300 万円ぐらいかかったとも言われます。友禅縮緬の衣装
に金の帯を締め、ミニチュアのたんすも作りました。人形
は全米を巡回して大歓迎を受けた後、各地の博物館など
に保管されました。
米国の牧師と渋沢が協力した日米交流の運動でしたが、
残念ながら戦争への道を回避することはできませんでし
た。日本では戦時中、青い目の人形は「敵国の人形」とし
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（本部お客様部長にご栄転されます。
）
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猪島光典 委員

■創立 70 周年実行委員会
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■例会小委員会
廣山祐治 様

後藤浩之 会員

各委員会報告
■公共イメージ委員会
＊ ｢友｣ 2 月号紹介

新会員 ひろやまメンタルクリニック
院長 廣山祐治 様
院長 廣山祐治 様
（紹介者／茂田士郎会員）

二階堂 宏樹

て見つかり次第焼かれました。それでも「人形に罪はな
い」とひそかに隠して保管した学校関係者もいました。
私が人形交流の歴史に関心を持ったのは 26 年前です。
最初に取材に訪れたのが実は福島県川俣町の小学校でし
た。校長室のガラスケースには「ドロシー」の名前が付い
た人形が収められていました。戦時中に焼かれそうにな
ったものを当時の用務員が自宅で保管していました。校
長は「日米関係の歩みや平和の尊さを教える生きた教材
として人形を使います」と話してくれました。
人形が結ぶ新たな交流も生まれていました。愛知県の
小学校は、かつて人形を贈ってくれたオハイオ州の小学
校とお互いにホームステイをしたり、手紙やビデオを交
換したりしていました。
うれしく思ったのは横浜市の小学校で古い青い目の人
形の横に、新しい人形が並んでいるのを見た時です。贈
り主はシドニー・ギューリック三世。人形交流を提唱し
た牧師の孫でした。彼は日本を訪ねて青い目の人形を見
た時、人形のたどった数奇な運命に涙が出たそうです。以
来、
「新・青い目の人形」を米国から日本の小学校に贈り
続けていました。彼に国際電話したところ、
「平和のため
には互いに理解し合うことが大切。そのためにも人形を
贈り続けたい」と話してくれました。
実は昨年春、桑折町の小学校で青い目の人形が見つか
ったと報道されました。戦前、県内には 323 体の青い目の
人形が贈られましたが、現存するのは 18 体です。この学
校では昨年夏、人形交流の歴史や背景などを知り、平和に
ついて学ぶ特別授業が行われました。
戦後 76 年が経ちます。世界の平和を望んだ渋沢とギュ
ーリック牧師の思いは今もなお消えることはなく、脈々
と引き継がれていることを知って、うれしく思った次第
です。

退会あいさつ

お客様並びに来訪ロータリアン紹介

入会式 ひろやまメンタルクリニック

福島支店長

猪島光典 委員

丹治正博 委員長

■本日のプログラム
閉会点鐘

五阿弥宏安 会長

後藤忠久 副実行委員長
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本日のプログラム

新会員スピーチ
東北電力㈱ 福島支店長

二階堂 宏樹 会員

はじめに
ただいまご紹介いただきました、東北電力の二階堂で
ございます。
昨年 6 月に、歴史と伝統のあるこの福島ロータリーに
入会させていただき、また、本日は、このようなスピーチ
の機会をいただき、誠にありがとうございます。
自己紹介
はじめに自己紹介をさせていただきます。
私は福島市の生まれで飯坂街道の泉に実家があります。
父の実家は庭坂、母の実家は白河であります。二階堂の名
前の由来は NHK さんの「ネーミングバラエティー日本人
のおなまえっ !」で紹介されましたが、鎌倉時代にさかの
ぼります。源頼朝が奥州征伐で、平泉を訪れた折、奥州藤
原氏が栄華を誇っておりまして、お寺は 2 層のお堂であっ
たといわれます。頼朝は、それを気に入ったのでしょう。
鎌倉の地で、その屋根が二層になって二階建てにみえる
立派なお寺を建立し、それをみんなが「二階堂さん」と呼
んだことから、地名や氏名に使われることになり広まっ
たと言われています。
さて、福島に生まれた私は、清水幼稚園、森合小学校に
あがり、4 年生の時に父の転勤で仙台に引越しまして国見
小学校、仙台一中、仙台二高、東北大と卒業まで仙台で暮
らしました。所属した課外活動・クラブは森合小の時は
水泳、仙台の小学校はブラバンでバスドラム、中高は陸
上、大学時代はオーケストラでバイオリン、アメフトなど
で多種多彩でありますが、どれも中くらいのレベルでし
た。したがって、武勇伝はありませんが、今も趣味として
おります。
入社動機は、はっきりしたものではなかったのですが、
昭和 59 年当時、金融関係がすごい人気で、私も会社訪問
もしましたが、先輩の話を聞いていると仕事が厳しすぎ
て自分を見失ってしまいそうと感じ、近所に東北電力社
員の方がいて、その勧めもあり入社しました。初任地は、
新潟県上越市高田、その後新潟市、仙台市、山形県酒田市
などで勤めました。その間に社内制度でニューヨーク大
学留学の機会もいただきました。
「楽そうか」と思って入
社したものの、普段はいいのですが、自然災害で停電が起
きたり行幸があったり、オリンピックのような停電させ
られないイベントのとき必ず出かけていきます。家族に
は皆のうちでお父さんが帰ってくるときに、うちは居な
いねと言われていました。
その最たるものが、10 年前の 3.11 東日本大震災であり
ます。私自身は、家族を含め全員無事でしたが、津波で被
災した地域に家族や親類がいる社員は安否が不明な中で
も必死に復旧にあたっておりました。
全域の 70%・480 万戸が停電しましたが、3 日で 8 割、
1 週間で 9 割を復旧し、3 ヶ月後には「住めなくなった地
域」を除いて全域を復旧いたしました。設備被害も甚大で
トータル 9,000 億円の損失が発生しましたが、3 年で取り
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戻すことができました。これもお客さまや地域の皆さま
のご理解ご支援の賜であり、心より感謝申し上げます。
話はガラッと変わって、当社の社歌について触れさせ
ていただきます。社歌を作曲したのは、あの古関裕而先生
でして、私も、入社以来、機会のあるごとに歌い続けてお
ります。
先般、半沢局長のお話に NHK の連続テレビ小説「エー
ル」の総合視聴率が福島地区で 40% 超えとのご紹介があ
りました。県民の方が古関裕而先生に抱く思いや愛情と
同じくらい、社員にとって社歌は「誇り」であり、
「馴染み
深い」ものです。
社歌の一節を紹介いたしますと、
「空青く 雲白く」
「山々の水上にたくましい電源のうたごえ」
「たからかに
ひびく 国をおこし栄ゆる力 われら東北電力」
。
この歌詞は、社員の公募により決まったもので、当時の
只見川電源開発のことを唄ったものです。社歌は 1953 年
1 月に産声を上げたものですが、古関先生 45 才で沼尻の
軽便鉄道を歌った「高原列車は行くよ」が 1954 年の作曲
ですので曲の感じが似ております。当時の時代背景とし
て、第二次世界大戦後からの復興が日本の大きな社会問
題でした。
当社の初代社長である内ヶ崎贇五郎社長は「日本の再
建は東北から、東北の開発は電力から」をモットーに事業
を展開し、特に只見川水系の水力電源開発を東北のみな
らず日本の復興に必要不可欠と位置づけ、会社の総力を
集結して取り組んだと聞いております。
初代会長であるかの有名な白洲次郎会長（白洲さん
が東北電力会長だったのはあまり知られていませんが、
1951 年から 1959 年まで 8 年間務められました）も、山岳
地域は英国製のランドローバーじゃないとダメだと輸入
し、自らも運転し、足繁く只見の建設現場に通ったとの記
録が残っております。
社歌が示すように奥会津は当社にとって特別な地域で
あります。昨年 7 月には、当社初の水力発電 PR 施設であ
る「東北電力奥会津水力館みお里」
（みおは「水脈のみお」
の里ということです。地元中学生が考えてくれました）こ
れが金山町にオープンしました。
社歌にも登場する奥会津の山並みを彷彿させる外観が
特徴の建物で、1 月末時点の来館者は、おかげさまで 1 万
8 千人を達成しております。毎月 3 千名位お越しいただい
ています。まだ訪れていない方がいらっしゃいましたら、
ぜひ足をお運びいただければと思います。
当時の水力電源開発への思いは、その後、会社の経営理
念である「地域社会との共栄」
、現在のグループスローガ
ン「より、そう、ちから。
」へとつながっております。
地域に寄り添い、地域の持続的な発展に貢献するとい
う基本的な考え方のもと、当社では、文科大臣賞を有する
中学生作文コンクールの開催や東北・新潟県の小学生を
対象とした唯一の冠大会東北電力ミニバスケットボール
大会へのご協力など、地域の未来を担う子どもたちの成
長を応援する取り組みにも力を入れているところです。
今後も、様々な取り組みを通じまして、ふくしまの成
長・発展にお役立ちできるよう努めてまいる所存です。
以上で私からの新会員のスピーチとさせて頂きます。
ご清聴、誠にありがとうございました。

本日のプログラム

ロータリー米山記念奨学事業
「豆辞典」について
米山記念奨学会委員会

ロータリー米山記念奨学事業「豆辞典」には、事業のあゆ
み、寄付についてなど、わかりやすく記載されていますの
で、是非ご参考ください。
日本のロータリーは外国人留学生を

加藤 義朋

支援しています

副委員長



ロータリー米山記念奨学会と検索し、ダウンロードをク
リックします（図 1）
。ダウンロード画面が表示されました
ら、その他をクリックします（図 2）
。2020-21 年度 豆辞典
（PDF 形式、2.8MB）をダウンロードしてください（図 3）
。

ロータリー米山記念奨学事業
事業のシンボルマーク
重なり合うハートは「ロータリアン」
と
「奨学生」
です。
外国人留学生の支援・交流を通じて国を超えた
信頼関係を築き、世界の平和を願う“心”を育てるという、
事業創設の願いが込められています。
手は、
そうした“心”を生み出すと同時に、
当事業がロータリアンの手で支えられていることを示しています。

公益財団法人

ロータリー米山記念奨学会
ロ ータリー 日 本 国 内 全 地 区 合 同 プ ロジェクト

この印刷には、環境に配慮した「水なし印刷」
と
「ベジタブルインキ」を採用しています。
印刷工場の消費電力量の一部（年間30,000kWh）はCO 2を排出しないグリーン電力を使用しています。
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事業のあゆみ

背
1946 ⁃ 米山梅吉氏逝去

1953 ⁃「米山基金」の募金開始

1947 ⁃ ポールハリス氏逝去

1954 ⁃ 奨学生第1号のソムチャード氏がタイより来日

1949 ⁃ 日本のロータリーが国際ロータリーに
復帰
1951 ⁃ サンフランシスコ講和条約調印

1957 ⁃ 新組織「ロータリー米山奨学委員会
（委員長：小林雅一氏）
」
を結成

1958 ⁃ 新組織初の奨学生8人を採用

1954 ⁃ 国費外国人留学生制度開始

1959 ⁃ 世話クラブ制度設置

「もはや戦後ではない」
1956 ⁃ 経済白書

米山梅吉氏
（1868-1946）

1960 ⁃「ロータリー米山記念奨学会」と改称

1960 ⁃ 新・日米安全保障条約調印

1967 ⁃「財団法人ロータリー米山記念奨学会」設立

1961 ⁃ 東京で国際大会開催

1971 ⁃ カウンセラー制度設置

米山基金の試案を作った
古沢丈作氏
（1881-1955）

1972 ⁃ 米山功労者制度の設定
1978 ⁃ 特別寄付金への免税措置の認可を得る
1985 ⁃ 国内初の米山学友会（関東）が誕生
1989 ⁃ 4月採用から元ロータリー所在国からの
留学生へ門戸を開く

1970 ⁃ 大阪万国博覧会
1975 ⁃ 米山週間を4月に決定
1978 ⁃ 東京で国際大会開催

第1号奨学生、
タイの
ソムチャード氏
（1929-90）

1980 ⁃ 米山週間を4月から10月に変更
（10月）
になる
1983 ⁃ 米山週間が米山月間

⁃ 韓国米山学友会正式発足

1999 ⁃ 4月採用から全ての国・地域が対象となる
2001 ⁃ 日本政府から留学生交流功労団体として表彰される

全国組織となって初めて
採用された奨学生たち

⁃「留学生受け入れ10万人計画」
発表

1991 ⁃ バブル経済崩壊

2004 ⁃ RI理事会で米山記念奨学事業が賞賛を受ける

1995 ⁃ 阪神・淡路大震災

2005 ⁃ 4月採用から採用数・奨学金額を縮減

2001 ⁃ アメリカ同時多発テロ事件発生

「地区奨励奨
2006 ⁃ 制度改編・新制度発足「現地採用奨学金」

学金」
2007 ⁃ 日本全地区によるロータリーの多地区合同奉仕活動
としての手続が完了
2008 ⁃ ホームカミング制度がスタート

1985 ⁃ つくば万博
1989 ⁃ ソウルで国際大会開催

2002 ⁃ 4月採用から指定校・大学推薦制度を全国で施行

2003 ⁃ 在日留学生10万人突破

米山奨学生学友会
（関東）
創立総会 2004 ⁃ 大阪で国際大会開催

2005 ⁃ ロータリー100周年
⁃ 愛・地球博
（愛知万博）

2009 ⁃ 中国米山学友会設立

発表
2008 ⁃「留学生30万人計画」

2010 ⁃ 中国・韓国の学部生に応募資格が与えられる

⁃ 米金融危機

2012 ⁃「公益財団法人ロータリー米山記念奨学会」となる
⁃ タイ米山学友会設立

政府からの表彰状
（2001）

2013 ⁃ よねやま親善大使制度スタート

2016 ⁃ ソウル国際大会にブース出展、初の分科会開催
⁃ スリランカ米山学友会設立
⁃ マレーシア米山学友会設立

ソウル国際大会米山分科会

2017 ⁃ ミャンマー米山学友会設立

2010 ⁃ 第2750地区に東京米山友愛RC創立
2011 ⁃ 東日本大震災
2012 ⁃ 第2750地区に東京米山ロータリーEク
ラブ2750創立
⁃ バンコクで国際大会開催

⁃ ネパール米山学友会設立

2014 ⁃ モンゴル米山学友会設立

⁃ 財団設立50周年
財団設立50周年記念式典

2013 ⁃ ロータリー世界平和フォーラム広島
開催
⁃ 第2770地区にさいたま大空RC創立
2016 ⁃ 熊本大地震
⁃ ソウルで国際大会開催
2020 ⁃ 新型コロナウイルス感染症の流行
⁃ 日本のロータリー100周年
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ロータリー米山記念奨学事業とは？

ロータリー米山記念奨学金の特長

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
（以下、
米山奨
学会）
は、
日本のロータリーが協同で運営する民間奨学

交流を大切にしています。奨学生は毎月1 回以上、世話ク
ラブの例会に出席し、会員との交流によって日本の社会

団体です。
米山奨学会では日本で学ぶ外国人留学生に
奨学金を支給し、
支援する国際奨学事業を行っていま
す。

を知り、ロータリークラブについて学びま
す。また、奨学期間終了後も「ロータリー学
友」として、国際ロータリーの国際的コミュ

事業について

事業について

図1

1964 ⁃ 東京オリンピック
1972 ⁃ 日中国交正常化

1983 ⁃ 台湾米山学友会（扶輪米山会）正式発足

2018 ⁃ 財団設立50周年記念式典

景

1945 ⁃ 第二次世界大戦終戦

1952 ⁃ 東京RCが奨学事業の構想を立案

1

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会

ニティに参加することができます。

世話クラブ・カウンセラー制度
奨学生一人ひとりに地区内の
ロータリークラブが「世話クラブ」となり
ます。奨学期間中、奨学生は世話クラブで
奨学金を受け取り、交流します。さらに、
世話クラブの会員が「カウンセラー」となっ
て、日常の相談役をつとめます。

概要

概要

1

民間最大の国際奨学事業
事業の使命

将来、
日本と世界とを結ぶ
「懸け橋」
となって国際
社会で活躍し、
ロータリー運動の良き理解者とな
る人材を育成することです。
これは、
ロータリーの
目指す“平和と国際理解の推進”そのものです。

2

2020 学年度の奨学生数は 883 人、事業費は
14 億 6 千万円（2019-20 年度決算）と、外
国人留学生を対象とする民間奨学金では国
内最大規模です。これまでの累計奨学生数
は 21,624 人（2020 年 7 月現在）
、その出身
国は世界 129 の国と地域に及びます。

なぜ、外国人留学生を支援するのか？
この事業は1952年、
東京ロータリーク
ラブ
（RC）
が発表した
「米山基金」
に始
まります。
日本のロータリーの創始者
である故・米山梅吉氏の生前の功績を
讃え、
後世まで残るような有益な事業
を行いたい――。
東京RCが設立したの
は、
海外から優秀な学生を日本に招き勉学を支援する
奨学金事業でした。
その背景には、
二度と戦争の悲劇を

米山記念奨学事業は、国際ロータリーから認
められた日本のロータリー全地区による多地
区合同活動です

繰り返さないために、
“平和日本”を世界に伝え、
国際親
善と世界平和に寄与したいという、
戦後のロータリア

外国人留学生の支援を通じ、日本と母国との
平和の懸け橋になる人材を育て、国際親善に
寄与しています

ンたちの強い願いがありました。
3

←クリック

図2

図3
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①世界各地で活躍する米山学友の情報をまとめた広報冊子
米山学友の群像 学友会特集号（2020 年 6 月発行）
米山学友の群像 Vol.1 〜 5
②豆辞典を使って米山奨学事業を PR
豆辞典パワーポイント 2020
（短縮バージョン／「ノート」部分に解説メモ）
2020-21 年度版 豆辞典（PDF 形式）
③基礎知識シリーズ
ロータリー米山記念奨学事業の基礎知識
ー奨学金制度編ー
『ロータリーの友』2019 年 8 月号
ロータリー米山記念奨学事業の基礎知識
ー寄付金・財政編ー
『ロータリーの友』2019 年 9 月号
④歴史シリーズ
米山記念奨学事業 50 年のあゆみ
『ロータリーの友』2017 年 11月号〜 2018 年6 月号
（4 月号を除く）
よねやまだより掲載記事
よねやまの歴史をたずねて
『ロータリーの友』2007 年 11月号〜 2008 年6 月号
（4 月号を除く）
よねやまだより掲載記事
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私のひとこと

新 会 員 入 会 式

渡邊又夫 会員

誕生祝い有難う。86 歳になりました。
まだ足腰も達者でボケもせず、ゴルフも
ピアノも OK! 全く健康です。でも、今日あるのは幸運と
しか言いようがありません。だって胃癌大腸癌食道癌、
これ全部やって今こうしているのですから。戴いた余生
ですから世のため人のため尽くそうと思っています。
どうして元気なの ? とよく聞かれますが、1 にお酒、2
に音楽、3 に友人と答えています。友人と酒を飲み楽し
く語り合うこと、これが人生の最後の生き甲斐だと歳を
重ねて一層強く感じています。それがこのコロナ禍で一
変しました。やむを得ず一人酒が多く、酒量も一挙に増
えました。まぎれもない断社会ストレスです。
東京五輪の聖火リレーが始まり、花見山の桜が満開に
なればコロナ騒ぎも少しは落ち着くでしょう。そこで提
案です。クラブとして勇気を奮って、70 周年と阿久津先
生の超我の奉仕賞を祝う会員限定の「大宴会」を開催し
ましょう。人生も企業も元々相当のリスクをとって生き
ているのですから。コロナになんぞに負けてたまるか。
喝 ! です。
昨年末、渡利在住の会員約 10 名が恒例の「渡利会」を
開催しました。時機をみて福島ロータリー純二桁会（昭
和 10 〜 19 年生れ）を久しぶりに呼びかけます。勿論、昭
和一桁と 20 年代の代表は来賓としてご招待です。また、
私的ですが好きな人たちの音楽会も開きたいですね。い
ずれもマスクと距離の注意を怠らず、です。ロータリー
親睦の輪を皆でもう一度作り直しましょう。

ロータリーの友
公共イメージ委員会

2 月号のご紹介
猪島光典 委員

●特集 平和構築と紛争予防月間
過去を知り、未来へとつなぐ
P7 〜 13（横書き）
戦後 75 年以上、戦争を経験して
いない日本人にとって、
「平和構
築」
「紛争予防」は、あまり意識に
上らない話題かもしれません。
長崎で被爆し、死の淵から生還
し生きる決意を固めるまでと、平
和への思い、平和構築のため、自
らをささげるロータリー平和フェ
ローたちの言葉がご紹介されてい
ます。

ニコニコBOX報告
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ひろやま

院長

ゆう じ

廣山 祐治

様（紹介者／茂田士郎会員）

幹 事 報 告
例会変更のお知らせ

■次週 3/4（木）の例会は、本日同様時間短縮、お持ち帰
り弁当形式での開催となりますのでよろしくお願いい
たします。3/4（木）の理事会もお持ち帰り弁当を用意
いたします。

その他のお知らせ

■ 3/28（日）に開催されます地区チーム研修セミナーは
Zoom での開催となり、当クラブからは右近八郎会員、
相良元章会員、古俣猛会員、菅沼裕会員、佐藤美奈子会
員が出席されます。
■ 2 月ロータリーレートは 1 ドル 104 円となりますので
お知らせいたします。

例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内
3月4日
（木）

12：30 〜 クーラクーリアンテ サンパレス

【通常例会】ガバナー補佐クラブ訪問

  

RI 第 2530 地区 県北第一分区ガバナー補佐 葊澤 俊樹 様

■ 3 月誕生祝い

3月11日
（木）

12：30 〜 クーラクーリアンテ サンパレス

【通常例会】ゲストスピーチ

「東日本大震災から10 年が経過し今思うこと」

  

前飯館村村長 菅野 典雄 様

■「友」3 月号紹介

3月18日
（木）

12：30 〜 クーラクーリアンテ サンパレス

【通常例会】ゲストスピーチ

本日の投入額 36件 ¥86,000 累計 ¥1,587,000

五阿弥 宏安 会長
二階堂会員と加藤会員のスピーチを楽しみにしています。
廣山さんの入会を歓迎いたします。
佐藤 美奈子 幹事
二階堂会員、加藤会員のスピーチを楽しみにしています。
後藤 浩之会員
3 年間ありがとうございました。福島ロータリークラブの
益々のご発展と会員の皆様のご健勝を祈念いたします。
加藤 義朋 会員
本日、貴重なお時間をいただき、米山豆辞典のお話をいた
します。
後藤 忠久 会員
孫たちが久しぶりにサッカー教室に行くようになりまし
た。このままコロナ禍が収まる事を祈るばかりです。
佐々木 高敏 会員
昨日、東北新幹線を運転再開することができました。本数、

4

●ひろやまメンタルクリニック

   福島市長 木幡 浩 様

［報告］ 丹治正博 委員長

速度を落としての運行となりご迷惑をお掛けいたします。よ
ろしくお願いいたします。
植田 リサ 会員
久しぶりに皆様とお会いできて嬉しく思います。
茂田 士郎 会員
新入会員として精神科クリニックの廣山祐治先生をご紹介
申し上げます。
幡 研一 会員
廣山様の御入会を歓迎して。
───────────────────────────
クラブ会員より 安藤健次郎／伊藤雄治／今井理基夫／内池
浩／大沼健次／岡田新也／小原孝嗣／熊谷 謙／相良元章／
佐藤英典／佐藤良智／茂成直政／清水太郎／白岩康夫／菅沼
裕／田沼紀美子／反後太郎／丹治正博／坪井大雄／中川宏生
／二階堂宏樹／新田良一／半沢治久／村上守人／森岡幸江／
八代大輔／山貫昭子

