
WEEKLY  REPORT

（2020－21年度 国際ロータリー・テーマ）

「福島第一原発」（双葉郡大熊町）

水戸ロータリークラブ
■会長　内藤　　学　■幹事　香嶋　　貴

■事務所

1951年3月6日設立

1951年3月15日RI認証

■例会日

毎週火曜日・12時30分

常陽銀行本店8階

   310-0021　水戸市南町2丁目5番5号　常陽銀行本店　別館5階
TEL.029（231）2151（代表）　直通（225）4820　FAX.029（225）4825
E-mail r.i.mito@sage.ocn.ne.jp　 ホームページ http://www.mito-rc.jp/

〒

38年ぶりに海釣りに挑戦

 人が新しいことを始める時には何らかの切っ
掛けがあると思います。新型コロナの感染拡
大防止策として３密回避や外出自粛等の制約
を受けたことで、仕事ではオンライン会議、
在宅勤務、デリバリーサービス等が一気に広
がり、私生活では人との接触が少なく安全な
レジャーとしてジョギングやゴルフ等をする
人が増えていると聞きます。私がコロナ禍の
中で始めた「釣り」もそのひとつ。�
 愛媛県松山市で小学生高学年を過ごした私
ですが、そこで覚えたのが海釣り。海釣りと
言っても堤防で疑似餌のついた仕掛け（「さ
びき」）と撒き餌を使った簡単な釣り方ですが、
鯖（さば）・鯵（あじ）・鰯（いわし）、時に
は太刀魚（たちうお）や黒鯛（くろだい）な
ども釣れ、本当に楽しかったことを覚えてい
ます。�
 2018年４月に水戸へ着任以来、美味しい海
の幸を食べながら「釣りもやってみたいな～」
と思いつつ２年半。新型コロナで東京の自宅
へ殆ど戻らなかった時期に、ゴルフだけでは
時間を持て余し、ついにAmazonで釣り道具
一式を購入。�
 大洗港で約38年ぶりの堤防釣りに挑戦した
ところ、釣果ゼロの日もありますが、鯖や鰯
が20匹以上の日も。小ぶりの魚でも掛かっ
た時の“ぐっぐっ”という感触は楽しいもの。

朝５：00頃に出発し10：00頃には帰宅し、釣
れた魚を捌いて昼前からビールを飲みなが
ら食す。至福の時間を見つけてしまいました。
 11月中旬には船での鯛（たい）釣りにも挑
戦しました。釣り始めは鯛が泳いでいる深
さ（＝タナ）へ仕掛けを上手く下ろすこと
が出来ず、また鯛が餌を咥えた時に竿を一
瞬持ち上げ引っ掛ける（いわゆる「合わせ」）
もタイミングが合わず、餌だけを取られ続
け全く釣れませんでした。「関口さん、魚の
気持ちにならないと釣れないよ。」と発破を
かけられながら、何十回と繰り返す内に何
とかコツを掴み、終わってみれば35cm超え
含む７匹の釣果。刺身とあら汁にして大満
足でした。
 鯛釣りの竿を終い漁場から港へ戻っている
時に、誘って頂いたある企業の社長の言葉で
印象的だったのが、「釣りやゴルフは、会社
経営や人生の縮図みたいな気がするんだよな。
一振り毎もしくは一打毎に、上手く行った・
上手く行かなかった理由を考えては次の手を
打って行く。考えては試しを繰り返して上達
して行くんだ。社長でゴルフや釣りが好きな
人が多い理由はそこだと思うんだよ。」との
一言。分かる気がしました。�
 12月には、いよいよ平目（ひらめ）に挑戦
します！�

関口　泰久（損害保険業）　

◇ 出席報告

後藤委員長

前　週訂正出席率　80.53％

◇ にこにこＢＯＸ

�齊藤（佳）委員長

�内藤会員……寒くなりました。皆さんくれぐれ

　もご自愛下さい。

�大久保会員……師走となりました。お体お気を

　付けて皆で良い年を迎えましょう。

�山口（政）会員……先週はゴールボール日本代表

　内定パラアスリート選手の弊社社員山口遼河

　に卓話をさせて頂きありがとうございました。

�大関会員……割烹いづみリニューアルオープン

　しました。今後共宜しくお願いします。

�長野（公）会員……ロードバイク購入記念です。

　少しずつ始めたいと思います。

�関会員……お誕生祝をありがとうございます。

�幡谷会員……誕生日のお祝いありがとうござい

　ます。

�本島会員……妻の誕生日の記念品を頂きありが

とうございます。12/16明日天王山です。

◇ 財団ＢＯＸ

砂押　憲正会員……財団の友献金(ポリオプラス)

（第１回）＄100　　10,500円（累計＄5,100）

齊藤　佳昭会員……財団の友献金

（第３回）＄100　　10,500円（累計＄1,300）

工藤　勝則会員……財団の友献金

（第２回）＄100　　10,500円（累計　＄200）

石川　真也会員……財団の友献金(ポリオプラス)

（第１回）＄100　　10,500円（累計　＄100）

◇ 米山ＢＯＸ

白田　礼治会員……米山功労者献金

（第４回）　　  　 10,000円（累計140,000円）

宮本　　章会員……米山功労者献金

（第２回）　　  　 10,000円（累計120,000円）

亀山　昌美会員……準米山功労者献金

（第４回）　　  　 10,000円（累計  40,000円）

秋葉　良孝会員……準米山功労者献金

（第３回）　　  　 10,000円（累計  30,000円）

沼田　邦郎会員……準米山功労者献金

（第１回）　　  　 10,000円（累計  10,000円）

◇ 12月臨時理事会報告

日時　12月15日　11：30～12：00

場所　三の丸ホテル

議題　１）新年家族会について

２）その他

報告依頼事項

１）次回定例理事会　１月12日㈫ 11：30～

　　ホテルテラスザガーデン

……  例会欠席の方は、４日前までに事務局までご連絡下さい。……
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GoToトラベルの一時停止とかけて　地

域限定社員の採用　とときます

そのこころは、どちらも　イドウ（移動・

異動）に制限がかかるでしょう

●今週の小噺●

８件 50,000円本日の合計

４件 42,000円この計

５件 50,000円この計

会 員 数

120名

出 席 数

79名

欠席数

41名

本日の出席率

72.48％

例　会　予　告

１２月２９日（火）
― 定款第７条第１節により休会 ―

２０２１年
　１月　５日（火）
― 定款第７条第１節により休会 ―

　１月１２日（火）
― イニシエーションスピーチ ―
卓話「way of thinking」

佐藤平八郎 会員

週報担当　白田　礼治 委員長



◇ 年次総会

�　①12月８日例会において次年度役員・理事

候補者名を公表致しました。水戸ＲＣ細則第３

条第１節に基づき、本日の年次総会にて会員の

皆様にお諮り申し上げます。

�　2021～2022年度

�　水戸ロータリークラブ役員・理事（案）

�　役員　会　長　　　　　　　岡　恵一郎

（前年度年次総会にて承認）

�　　　　次々年度会長　　　　川名　信博

�　　　　副会長　　　　　　　清水　洋一

�　　　　幹　事　　　　　　　白田　礼治

�　　　　会　計　　　　　　　増山　英和

�　　　　直前会長　　　　　　内藤　　学

�　理事　職業奉仕委員長　　　豊　　一彦

�　　　　社会奉仕委員長　　　横須賀　靖

�　　　　青少年奉仕委員長　　高尾　哲也

�　　　　国際奉仕委員長　　　安　　圭一

�　　　　ロータリー財団委員長　　鯉沼　弘之

�　　　　米山奨学委員長　　　西　　　修

�　　　　サポート委員長　　　篠　　和則

�　　　　プログラム委員長　　藤田　卓也

�　　　　親睦活動委員長　　　高貫　　修

�　　　　ニコニコBOX委員長　　鈴木　勝彦

�　全会員異議なく、拍手をもらって、ご承認い

ただきました。

�　②会計の増山会員より、今年度の収入と支出

を含む中間報告がなされました。　

◇ 会長の時間

内藤会長

�　先週９日夜、第２回クラブ戦略計画委員会が

開催されました。各委員長様から提出いただい

た委員会活動報告をもとに、進捗状況の確認と

今後のクラブの方向性を熱く議論いたしました。

この委員会はR.I.からも推奨されているもので、

ここまできちんと開催しているクラブは手前み

そながらなかなかないそうです。今後もしっか

り長期的視点に立って議論運営してまいります。

さて本日例会の前に臨時理事会が開催されまし

た。内容は恒例の新年家族会についてです。例

年、山口楼さんを貸し切って卓話・小部屋のご

ちそう巡りと楽しい内容なのですが、今回大変

残念ではありますが、状況を鑑み断念しました。

会長としては断腸の思いです。代わりに、昼間

水戸東照宮さんのホールをお借りし、宮本会員

によるご祈祷＆噺家さんの落語会を企画いたし

ました。スタート時間を通常より１時間早め

11時半からにし、12時半終了後お弁当をお持

ち帰りいただくというスタイルにしました。噺

家さんはプロの柳家小んぶさん。人間国宝の柳

家小さん師匠の孫弟子にあたり、来年めでたく

真打に昇進される縁起の良い高座となります。

会場も感染対策をしっかり取り、安心して例会

が楽しめますよう万全を尽くします。コロナの

感染状況次第では中止もあり得ます。

　年次総会も無事終了し2021－2022岡　年度

の役員理事が承認され次年度が動き始めます。

私の年度もあと半分、さらに頑張ってまいりま

す。本日の卓話はアサヒビール渡辺会員による

イニシエーションスピーチです。コクとキレの

あるお話を期待しております。「GoToトラベル」

の全国一斉停止が決まり、一段と予防の徹底を

お願い申し上げます。

【卓　話】　【我が生い立ちと“うまい樽生ビール”】について

例 会 報 告 12月第３例会 司会　沼田（邦）委員

渡辺　孝幸 会員（飲料）

　私は、1965年静岡

県富士市生まれの55

歳、３人兄弟の三男で

す。地元の小・中・高

を卒業し、中央大学に

進み、何とか４年で卒

業し、アサヒビール社

に入社しました。静岡

を皮切りに東京、千葉、

東京、千葉、群馬を経て2018年４月に茨城支社

に赴任、現在に至ります。先週、パラリンピッ

ク日本代表の山口選手の卓話を興味深く聞かせ

ていただきました。ゴールボールとの出会いが

大きく人生を変え、前向きになれるようになり、

スポーツには力がある、競争することによって

社会に出るきっかけになる、自分自身を成長さ

せると、大変共感できる話でした。私自身も夢

中になったスポーツがあります。それは、「水泳」

です。前半は、水泳に関する話、後半は「うま

い樽生ビール」についてお話をさせて頂きます。

　水泳のおかげで、大学にも、会社にも入れた

と思っています。小５から始めた水泳ですが、

スイミングクラブの支配人であり選手育成コー

チであった「米川先生」との出会いが後の水泳

生活、こうして社会に出させてもらえているこ

とに大きく影響しています。また、その後に出

会ったコーチ、そして他校の先生方の後押しを

いただき、県の強化選手そして県の代表として

国体にも出場することができました。

　大学進学の際も、米川先生の後押しをいただ

き、中央大学の水泳部に入りました。約600名

ほど収容の体育会の寮にて生活、その生活の中

で上下関係の厳しさ、酒の飲み方等々について

も鍛えられました。大変貴重な４年間でした。

また、オリンピックに出場するような選手と生

活を共にしていたことを大変誇りに思います。

12年間続けた水泳というスポーツを通して、

自身を大きく成長させることができたと思って

います。来年度のオリンピック、パラリンピッ

クの開催を願うとともに、各種目の日本代表選

手、ゴールボール日本代表の山口選手を応援し

たいと思います。蛇足ですが、パラリンピック

の競技数22に対し、オリンピックは33、 パラ

リンピック、オリンピック合わせて合計55の

競技があることを付け加えさせて頂きます。

　次にうまい樽生ビールについて、よく、「工

場で飲むビールはうまいね」という声をお聞き

します。提供している商品（樽生ビール）は、

工場で扱うものと、飲食店で取り扱っている商

品に全く違いはありません。提供する側の意識

次第で「うまい樽生」になるのか、そうでない

のか大きく左右されているということをご理解

下さい。

　【うまい樽生の５原則】うまい樽生を提供す

るには、弊社では「うまい樽生の５原則」とし

て提案させていただいております。管理の３原

則①ビールは鮮度②ガス圧の調整③ビール回路

の洗浄です。提供の２原則として、④グラスの

洗浄⑤うまい注ぎ方です。この５つがすべて管

理徹底すると「うまい樽生ビール」が提供でき

ることになります。

　【ビールは鮮度】①適正な樽サイズの選定②

先入れ先出し③保管と使用は低温で④樽の取り

扱いはやさしく【ガス圧の調整】ビール特性に

合わせたビール温度に合わせたビール内の適切

な炭酸ガス圧。高くても低くても泡になって、

味も変わってしまいます、

　【ビール回路の洗浄】ビール樽から、サーバー

の冷却コイルを通して抽出されるまで約15ｍ

ほどあります。その15ｍの中をビールが通っ

てきますので、しっかりと洗浄していないと「う

まい樽生」は出てきませんということになりま

す。毎日の水通し洗浄と毎週１度のスポンジ洗

浄を推奨しております。

　【グラスの洗浄！】グラスの洗浄は、「うまい

樽生ビール」をご提供いただく上で、最も重要

な部分と言っても過言ではありません。グラス

が汚れていると、ビールの味や香りに悪影響を

及ぼします。綺麗に洗浄されているジョッキに

は一切、気泡はつきません。そこに綺麗なクリー

ミーな泡を載せると当然、綺麗な泡になります。

ジョッキが汚れていると必ず、気泡がつきます。

ジョッキ、グラスの洗浄は、手洗いを推奨して

います。よく泡立てた洗剤で洗浄し、しっかり

水で流していただき、自然乾燥です。布巾等で

噴き上げることはお奨めできません。

　【うまい！注ぎ方】注ぎ方は大まかに言いま

すと代表的に２通りあります。落下式にて自然

に泡を付けるタイプともう一つが、グラスの内

壁を添わせながら液体を注ぎその上に泡をのせ

る注ぎ方（シャープタイプ）です。注ぎ方によっ

ても、見た目、香り、飲んでみても当然、味の

違いも出てきます。

　「うまい樽生」は、上記の管理３原則、提供の

２原則、この５つがすべて管理徹底されること

によって達成するということを是非ご理解を下

さい。１店でも多くのお店で「うまい樽生ビール」

が飲めるよう啓蒙していきたいと思っております。
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が楽しめますよう万全を尽くします。コロナの

感染状況次第では中止もあり得ます。

　年次総会も無事終了し2021－2022岡　年度

の役員理事が承認され次年度が動き始めます。

私の年度もあと半分、さらに頑張ってまいりま

す。本日の卓話はアサヒビール渡辺会員による

イニシエーションスピーチです。コクとキレの

あるお話を期待しております。「GoToトラベル」

の全国一斉停止が決まり、一段と予防の徹底を

お願い申し上げます。

【卓　話】　【我が生い立ちと“うまい樽生ビール”】について

例 会 報 告 12月第３例会 司会　沼田（邦）委員

渡辺　孝幸 会員（飲料）

　私は、1965年静岡

県富士市生まれの55

歳、３人兄弟の三男で

す。地元の小・中・高

を卒業し、中央大学に

進み、何とか４年で卒

業し、アサヒビール社

に入社しました。静岡

を皮切りに東京、千葉、

東京、千葉、群馬を経て2018年４月に茨城支社

に赴任、現在に至ります。先週、パラリンピッ

ク日本代表の山口選手の卓話を興味深く聞かせ

ていただきました。ゴールボールとの出会いが

大きく人生を変え、前向きになれるようになり、

スポーツには力がある、競争することによって

社会に出るきっかけになる、自分自身を成長さ

せると大変、共感できる話でした。私自身も夢

中になったスポーツがあります。それは、「水泳」

です。前半は、水泳に関する話、後半は「うま

い樽生ビール」についてお話をさせて頂きます。

　水泳のおかげで、大学にも、会社にも入れた

と思っています。小５から始めた水泳ですが、

スイミングクラブの支配人であり選手育成コー

チであった「米川先生」との出会いが後の水泳

生活、こうして社会に出させてもらえているこ

とに大きく影響しています。また、その後に出

会ったコーチ、そして他校の先生方の後押しを

いただき、県の強化選手そして県の代表として

国体にも出場することができました。

　大学進学の際も、米川先生の後押しをいただ

き、中央大学の水泳部に入りました。約600名

ほど収容の体育会の寮にて生活、その生活の中

で上下関係の厳しさ、酒の飲み方等々について

も鍛えられました。大変貴重な４年間でした。

また、オリンピックに出場するような選手と生

活を共にしていたことを大変誇りに思います。

12年間続けた水泳というスポーツを通して、

自身を大きく成長させることができたと思って

います。来年度のオリンピック、パラリンピッ

クの開催を願うとともに、各種目の日本代表選

手、ゴールボール日本代表の山口選手を応援し

たいと思います。蛇足ですが、パラリンピック

の競技数22に対し、オリンピックは33、 パラ

リンピック、オリンピック合わせて合計55の

競技があることを付け加えさせて頂きます。

　次にうまい樽生ビールについて、よく、「工

場で飲むビールはうまいね」という声をお聞き

します。提供している商品（樽生ビール）は、

工場で扱うものと、飲食店で取り扱っている商

品に全く違いはありません。提供する側の意識

次第で「うまい樽生」になるのか、そうでない

のか大きく左右されているということをご理解

下さい。

　【うまい樽生の５原則】うまい樽生を提供す

るには、弊社では「うまい樽生の５原則」とし

て提案させていただいております。管理の３原

則①ビールは鮮度②ガス圧の調整③ビール回路

の洗浄です。提供の２原則として、④グラスの

洗浄⑤うまい注ぎ方です。この５つがすべて管

理徹底すると「うまい樽生ビール」が提供でき

ることになります。

　【ビールは鮮度】①適正な樽サイズの選定②

先入れ先出し③保管と使用は低温で④樽の取り

扱いはやさしく【ガス圧の調整】ビール特性に

合わせたビール温度に合わせたビール内の適切

な炭酸ガス圧。高くても低くても泡になって、

味も変わってしまいます、

　【ビール回路の洗浄】ビール樽から、サーバー

の冷却コイルを通して抽出されるまで約15ｍ

ほどあります。その15ｍの中をビールが通っ

てきますので、しっかりと洗浄していないと「う

まい樽生」は出てきませんということになりま

す。毎日の水通し洗浄と毎週１度のスポンジ洗

浄を推奨しております。

　【グラスの洗浄！】グラスの洗浄は、「うまい

樽生ビール」をご提供いただく上で、最も重要

な部分と言っても過言ではありません。グラス

が汚れていると、ビールの味や香りに悪影響を

及ぼします。綺麗に洗浄されているジョッキに

は一切、気泡はつきません。そこに綺麗なクリー

ミーな泡を載せると当然、綺麗な泡になります。

ジョッキが汚れていると必ず、気泡がつきます。

ジョッキ、グラスの洗浄は、手洗いを推奨して

います。よく泡立てた洗剤で洗浄し、しっかり

水で流していただき、自然乾燥です。布巾等で

噴き上げることはお奨めできません。

　【うまい！注ぎ方】注ぎ方は大まかに言いま

すと代表的に２通りあります。落下式にて自然

に泡を付けるタイプともう一つが、グラスの内

壁を添わせながら液体を注ぎその上に泡をのせ

る注ぎ方（シャープタイプ）です。注ぎ方によっ

ても、見た目、香り、飲んでみても当然、味の

違いも出てきます。

　「うまい樽生」は、上記の管理３原則、提供の

２原則、この５つがすべて管理徹底されること

によって達成するということを是非ご理解を下

さい。１店でも多くのお店で「うまい樽生ビール」

が飲めるよう啓蒙していきたいと思っております。
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38年ぶりに海釣りに挑戦

 人が新しいことを始める時には何らかの切っ
掛けがあると思います。新型コロナの感染拡
大防止策として３密回避や外出自粛等の制約
を受けたことで、仕事ではオンライン会議、
在宅勤務、デリバリーサービス等が一気に広
がり、私生活では人との接触が少なく安全な
レジャーとしてジョギングやゴルフ等をする
人が増えていると聞きます。私がコロナ禍の
中で始めた「釣り」もそのひとつ。�
 愛媛県松山市で小学生高学年を過ごした私
ですが、そこで覚えたのが海釣り。海釣りと
言っても堤防で疑似餌のついた仕掛け（「さ
びき」）と撒き餌を使った簡単な釣り方ですが、
鯖（さば）・鯵（あじ）・鰯（いわし）、時に
は太刀魚（たちうお）や黒鯛（くろだい）な
ども釣れ、本当に楽しかったことを覚えてい
ます。�
 2018年４月に水戸へ着任以来、美味しい海
の幸を食べながら「釣りもやってみたいな～」
と思いつつ２年半。新型コロナで東京の自宅
へ殆ど戻らなかった時期に、ゴルフだけでは
時間を持て余し、ついにAmazonで釣り道具
一式を購入。�
 大洗港で約38年ぶりの堤防釣りに挑戦した
ところ、釣果ゼロの日もありますが、鯖や鰯
が20匹以上の日も。小ぶりの魚でも掛かっ
た時の“ぐっぐっ”という感触は楽しいもの。

朝５：00頃に出発し10：00頃には帰宅し、釣
れた魚を捌いて昼前からビールを飲みなが
ら食す。至福の時間を見つけてしまいました。
 11月中旬には船での鯛（たい）釣りにも挑
戦しました。釣り始めは鯛が泳いでいる深
さ（＝タナ）へ仕掛けを上手く下ろすこと
が出来ず、また鯛が餌を咥えた時に竿を一
瞬持ち上げ引っ掛ける（いわゆる「合わせ」）
もタイミングが合わず、餌だけを取られ続
け全く釣れませんでした。「関口さん、魚の
気持ちにならないと釣れないよ。」と発破を
かけられながら、何十回と繰り返す内に何
とかコツを掴み、終わってみれば35cm超え
含む７匹の釣果。刺身とあら汁にして大満
足でした。
 鯛釣りの竿を終い漁場から港へ戻っている
時に、誘って頂いたある企業の社長の言葉で
印象的だったのが、「釣りやゴルフは、会社
経営や人生の縮図みたいな気がするんだよな。
一振り毎もしくは一打毎に、上手く行った・
上手く行かなかった理由を考えては次の手を
打って行く。考えては試しを繰り返して上達
して行くんだ。社長でゴルフや釣りが好きな
人が多い理由はそこだと思うんだよ。」との
一言。分かる気がしました。�
 12月には、いよいよ平目（ひらめ）に挑戦
します！�

関口　泰久（損害保険業）　

◇ 出席報告

後藤委員長

前　週訂正出席率　80.53％

◇ にこにこＢＯＸ

�齊藤（佳）委員長

�内藤会員……寒くなりました。皆さんくれぐれ

　もご自愛下さい。

�大久保会員……師走となりました。お体お気を

　付けて皆で良い年を迎えましょう。

�山口（政）会員……先週はゴールボール日本代表

　内定パラアスリート選手の弊社社員山口遼河

　に卓話をさせて頂きありがとうございました。

�大関会員……割烹いづみリニューアルオープン

　しました。今後共宜しくお願いします。

�長野（公）会員……ロードバイク購入記念です。

　少しずつ始めたいと思います。

�関会員……お誕生祝をありがとうございます。

�幡谷会員……誕生日のお祝いありがとうござい

　ます。

�本島会員……妻の誕生日の記念品を頂きありが

とうございます。12/16明日天王山です。

◇ 財団ＢＯＸ

砂押　憲正会員……財団の友献金(ポリオプラス)

（第１回）＄100　　10,500円（累計＄5,100）

齊藤　佳昭会員……財団の友献金

（第３回）＄100　　10,500円（累計＄1,300）

工藤　勝則会員……財団の友献金

（第２回）＄100　　10,500円（累計　＄200）

石川　真也会員……財団の友献金(ポリオプラス)

（第１回）＄100　　10,500円（累計　＄100）

◇ 米山ＢＯＸ

白田　礼治会員……米山功労者献金

（第４回）　　  　 10,000円（累計140,000円）

宮本　　章会員……米山功労者献金

（第２回）　　  　 10,000円（累計120,000円）

亀山　昌美会員……準米山功労者献金

（第４回）　　  　 10,000円（累計  40,000円）

秋葉　良孝会員……準米山功労者献金

（第３回）　　  　 10,000円（累計  30,000円）

沼田　邦郎会員……準米山功労者献金

（第１回）　　  　 10,000円（累計  10,000円）

◇ 12月臨時理事会報告

日時　12月15日　11：30～12：00

場所　三の丸ホテル

議題　１）新年家族会について

２）その他

報告依頼事項

１）次回定例理事会　１月12日㈫ 11：30～

　　ホテルテラスザガーデン

……  例会欠席の方は、４日前までに事務局までご連絡下さい。……

№ 20    2020・ 12・ 15

GoToトラベルの一時停止とかけて　地

域限定社員の採用　とときます

そのこころは、どちらも　イドウ（移動・

異動）に制限がかかるでしょう

●今週の小噺●

８件 50,000円本日の合計

４件 42,000円この計

５件 50,000円この計

会 員 数

120名

出 席 数

79名

欠席数

41名

本日の出席率

72.48％

例　会　予　告

１２月２９日（火）
― 定款第７条第１節により休会 ―

２０２１年
　１月　５日（火）
― 定款第７条第１節により休会 ―

　１月１２日（火）
― イニシエーションスピーチ ―
卓話「way of thinking」

佐藤平八郎 会員

週報担当　白田　礼治 委員長


