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「我らの生業」
芹澤 達之 会長
横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
会 長 佐竹 靖幸（さたけ

やすゆき）様

ビジター
片平 修一 様（６月２７日生）
誕生日祝
入会記念日のお祝い
入会記念日のお祝い
｢出席報告｣
(本日)7 月 12 日
出席対象
メークア
修正出席
総数
出席数
出席率
計
数
ップ
率
24 名
24 名
15 名
62.50％
4名
19 名
79.17％
（前々回)6 月 28 日
出席対象
メークア
修正出席
総数
出席数
出席率
計
数
ップ
率
25 名
25 名
19 名
76.00％
1名
20 名
80.00％
「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
7/5 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐連絡会議 伊与田あさ子会員
「ニコニコＢＯＸ」
佐竹 靖幸 様（横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）
年度初めのご挨拶に伺いました。今年 1 年宜しくお願い致します
三役
横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長 佐竹様ようこそお出で下さいました。
新会員卓話 飯倉会員、高田会員宜しくお願い致します
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片平修一会員 誕生日を祝って頂いてありがとうございます
伊与田あさ子会員 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長 佐竹様ようこそいらっしゃいませ。
片平会員 お誕生日おめでとうございます。
飯倉会員 高田会員 お話楽しみです
竹永 薫会員 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長 佐竹様ようこそいらっしゃいました。本年
度も宜しくお願い致します。片平会員お誕生日おめでとうございます。
飯倉会員 高田会員 ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します
浅野径子会員 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長 佐竹様ようこそ。片平会員お誕生日おめで
とうございます。新会員のｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します
海老名敬子会員 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長 佐竹様 お暑いなかようこそお出かけく
ださいました。片平会員 お誕生日おめでとうございます。
飯倉会員 高田会員 ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します
飯倉正俊会員 横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長 佐竹様ようこそお出で下さいました。
ニコニコＢＯＸの合計は 24,000
24,000 円(累計 70,000
70,000 円)
ご協力有難うございました。次週も宜しくお願い致します

誕生日祝
片平 修一会員

出席報告
小出 純子会員

ﾆｺﾆｺ報告
海老名敬子 SAA

「会長あいさつ」
本日は横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの佐竹会長においで頂いております。宜しくお願い致し
ます
大変暑い日が続いておりますが、日曜日（10 日）おっぱま祭りが行われ、かき氷
販売をお手伝い致しました。総勢 11 名の方（福嶋義信会員、竹永 薫会員、高田源
太会員、海老名敬子会員、三役 三木証券の 3 名の方々）ありがとうございました
「幹事報告」
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より
①2016 年度地区資金負担金のお願いが届いております。
地区資金の内訳
本 会 計（上半期分） 7,850 円（年額 15,700 円）・米山記念館維持費を含む
事業会計（上半期分） 5,150 円（年額 9,300 円）・
新世代分担金、 地区Ｒ財団 100 周年事業費を含む
特別会計（大会分担金 8,000 円
計
21,000 円
②ﾛｰﾀｰｱｸﾄ地区協議会のご案内
日 時 ７月２４日（日）
会 場 おだわら市民交流ｾﾝﾀｰ UMECO
③補助金管理ｾﾐﾅｰ（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金向け）開催のご案内
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日 時 ７月１６日（土）15：15～17：00（財団ｾﾐﾅｰ終了後）
場 所 ｱｲｸﾛｽ湘南 6 階「会議室」
④１０月「米山月間」卓話についてのお願いが届いております
◎米山記念奨学会より 2016 年度上期普通寄附金のお願いが届いております
◎横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより例会のお知らせ受領
◎配布 ①ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信
◎回覧 ①RID2780 地区 HP 公募案内
②横須賀南西 RC「週報」｢2016 年度ｸﾗﾌﾞ委員会活動計画書｣
「委員会報告」
【伊与田 あさ子ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐】
あさ子ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐】
・ﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｨの実施日をはじめ 10 月頃にとのことでしたが、毎年同
じ時期に決まっているもの、地区の行事に共催するものもあるの
で、時期は問わないことになりました。
・青少年交換に関しての回答は課題が多くあり皆で工夫し改善して
行きたい。各ｸﾞﾙｰﾌﾟで対応する。E クラブも協力するように。学生
数は減らす方向。こちらの希望として、出した家庭が受け入れるこ
とを義務化して欲しいとお願いしました。
【横浜金沢
横浜金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長
金沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長 佐竹 靖幸 様】
・合同例会本年度は当ｸﾗﾌﾞがﾎｽﾄｸﾗﾌﾞです。10 月 17 日（月）を予
定しております
・当ｸﾗﾌﾞは 50 周年になります。
・8 月 11 日（木）海の公園でﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ企画あります。ご案内を差
し上げますので宜しくお願い致します
｢スピーチ｣

【新会員のｽﾋﾟｰﾁ】
《飯倉 正俊 会員》
4 月に三木証券の前任の荒に訳もわからずここに連れて来られて、
早いもので 3 カ月が経ちまして、私は、船橋支店で副支店長をやっ
ていたのですが、その時も支店長がﾛｰﾀﾘｰ・課長がﾗｲｵﾝｽﾞ・課長代
理が法人会とやっておりまして、私だけそのような外部の活動を一
切せずにずるずる支店長になってしまいました。そういう意味では
会社のみ、外を知らず内弁慶みたいなので勿論大勢の前で、まして
やこれだけの人生の大先輩方の前で話したことも当然無いので、まあ良い経験と思い
つつも非常に緊張しております。
私は船橋から転勤してきたとは言え、元もと生まれは神奈川県の大磯町でして､大
磯と言えば昔は吉田茂の家があったり伊藤博文の別荘があったり日本初の海水浴場
があったりするんですが、元もと今のこの大磯町というのは大磯町と国府村というの
が合併して出来ました。吸収合併ですね、で私は国府村の方の出身でして、大磯町と
いう田舎町の中のさらに田舎の国府村の出身ということになります。
大磯町の広さは大磯地区と国府地区で大体半々なのですが、ちなみに吉田茂の家も
伊藤博文の別荘も日本初の海水浴場もあとついでに湘南平も大磯地区の方にありま
す。唯一、国府地区にある誇れるものは大磯ﾛﾝｸﾞﾋﾞｰﾁです。大磯町には大磯中と国府
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中と 2 つ中学校があるのですが、何かと対立していまして、国府中はとにかくﾛﾝｸﾞﾋﾞ
ｰﾁの一点押しでした。お客様に大磯出身と言うと歴史のある良い場所だねと言って頂
けるので、合併してくれて良かったなと思っています。
その大磯町に結果的に平塚支店から船橋支店に転勤になるﾀｲﾐﾝｸﾞの 30 年間住み続
けることになります。お恥ずかしながら 30 才まで実家のお世話になっておりました。
船橋に転勤になってから 2 年くらいで結婚しまして、横須賀支店にこの 4 月に来て今
は金沢文庫に住んでいます。なんで横須賀ではなく金沢文庫に住んでいるかと言うと、
私子供が 2 人いるのですが上の子が幼稚園で～～
まとめると三木証券に入社したのが 2001 年で平塚支店で 8 年・船橋支店で 7 年、
で横須賀支店と今に至るわけですが、おかげさまで三木証券今年 80 周年を迎えるこ
ととなりました。1936 年に、三木証券の前身の三木商店を創始者の鈴木三樹助が創
立いたしました。創始者の名前のみきのすけを取って三木証券と命名されたとの事で
す。その創始者の娘が 68 代内閣総理大臣の大平正芳の妻であります。そして現在 6
代目社長鈴木宗が取り仕切っております。もし弊社社長の顔をご存じない方がいらっ
しゃいましたら是非ともﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへの方へｱｸｾｽして頂いてご覧になって頂けたら幸
いです。ちょっと面白いﾃﾞｰﾀがあるんですが、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ上に社長や役員の顔写真が載
っているか否かで株価動向に影響があるというﾃﾞｰﾀです。つまり顔写真が載っている
方が載っていない方より株価のﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽは良いんです。そのﾃﾞｰﾀに基づいて弊社もし
っかり顔写真を載せて、お客様の信頼を築くために最終的な責任を取ってくれるであ
ろう会社の代表や役員の顔が見える環境を作っております。
ﾋﾟｰﾀｰﾄﾞﾗｯｶｰ曰く｢企業の平均寿命は 30 年ほど｣と、30 年以上活躍する会社は少な
く、繁栄した後衰退していくのだそうです。細かいところにもしっかり目を配りなが
らお客様目線で三木証券 100 周年を目指したいと思います。
しかし当然ながら上には上というものがありまして、会社の歴史が何百年と続く企
業はいくつも存在します。株式投資に於いて会社が倒産して株券が紙くずになってし
まう程虚しいことはありません。会社が何百年と続くならば、それだけで投資価値が
あるといっても過言ではありません。ということで投資の一助となればと思い、長い
歴史を持つ上場企業を紹介してみたいと思います
まずﾄｯﾌﾟは 1586 年創業の松井建設です。創業 430 年になるのですが、今大河の真
田丸をご覧になっている方も多いと存じますが、1586 年と云うと徳川家康が大阪城
に上洛し、豊臣秀吉の臣下となった年です。加賀藩 2 代目藩主前田利長（前田利家の
嫡男）の命を受けて越中守山城と言うのを手がけたのが創業と言うから、かなり由緒
ある企業です。代々加賀藩に仕えていたのですが、関東大震災時に「復興こそ建設に
携わる者の使命だ」ということで、それを機に東京進出を果たしました。以後、築地
本願寺の復興工事・小田原城の復元工事などを手がけ、現在は名古屋城天守閣整備に
携わっています。なお東京に進出してからは一般建築にも手を広げた中堅ｾﾞﾈｺﾝ企業
です。
続きまして長い歴史を持つ上場企業 2 位は 1590 年創業の住友金属鉱山です。この
1590 年は豊臣秀吉が小田原攻めをして北条氏が滅び、天下統一をした年ですね。創
業者は曽我理右衛門（そが りえもん）と言う人で南蛮人からﾋﾝﾄを得て銅精錬の技
術を開発し、京都に銅吹所を設けたのが創業の始まりです。約 100 年後の 17 世紀の
終わりには別子銅山の開発に乗り出して、世界最大級の産銅量を誇る銅山に成長させ
ました。住友財閥の礎（いしずえ）を築いたのがこの住友金属鉱山であります。ちな
みに｢住友｣という名は創業者の曽我理右衛門（そが りえもん）の長男が、母の実家
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である住友家の養子に入ったためです。
3 位は養命酒製造で 1602 年創業です。1600 年の関ヶ原の戦いと 1603 年の江戸幕
府開府の間に創業しており、健康ｵﾀｸの徳川家康も飲んでいたという噂もあります。
以上、上場会社の中からﾍﾞｽﾄ 3 を発表してみましたが、もうひとつ番外編で｢非上
場企業」で最も長い歴史を持つ会社を調べてみたところ、日本のみならず世界で最古
の歴史を持つ建設会社が、それは大阪に本社を構える「金剛組」という会社で創業は
西暦 578 年と飛鳥時代までさかのぼります。創業当初の代表作は、聖徳太子が建てた
と言われる世界遺産にもなっている あの奈良の法隆寺です。
このように長い歴史を持つ企業はいくつもありますが、このように私は歴史が好き
で、それこそ学生時代の頃は、日本史に留まらず三国志などの世界史にも興味を持っ
ていて、例えば歴史人物の偉人伝、的なやつがとても好きでした。それで学生時分に
歴史上人物の偉人伝に興味を持った流れで「現代企業の偉人伝」というのにも触れま
して、その影響が、後々各企業に興味を持ち証券会社に入る１つのきっかけとなった
のですが。今ではもはや有名な話になっていて知っている人も多いかと思いますが
藤田田さんの偉人伝です。藤田田さんと言えば日本ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞの創業者なのですが
1971 年に第 1 号銀座店がｵｰﾌﾟﾝしたのですが、当時は「日本でﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰは流行らない」
と言われていたのですが、緻密な計算やｱｲﾃﾞｨｱで後にﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ王とまで称される成功
に至りました。どういった緻密な計算があったかと言うと、たとえば、
１、まず「店の名前」です。何かと言うと本来ｱﾒﾘｶでの正しい発音は「ﾏｸ･ﾀﾞｰﾅﾙｽﾞ」
なのですが、米本社の反対を押し切って、馴染みやすい 3・3 のあうおあうおの
韻を踏むように｢ﾏｸﾄﾞ･ﾅﾙﾄﾞ」としました。
２、あとｶｳﾝﾀｰの高さが 92 ｾﾝﾁで統一されているんですが、その 92 ｾﾝﾁが 1 番ﾎﾟｹｯﾄ
からお金を出しやすい高さなのです。
３、次に｢人間の吸う高さとｽﾋﾟｰﾄﾞ｣これは母乳に習っています。母乳って美味しくも
なんともないんですが、何で赤ちゃんがあんなに一生懸命飲むかって言ったら
｢吸う強さとｽﾋﾟｰﾄﾞが｣一番美味しいと感じる強さとｽﾋﾟｰﾄﾞなんです。それにあ
わせて発売されたのが後のﾋｯﾄ商品があのﾏｯｸｼｪｲｸです。ちなみにﾏｯｸｼｪｲｸのｽﾄﾛｰ
の直径はﾁｸﾋﾞの直径の平均値になっていると言われていますが、どうやってﾃﾞｰﾀ
を取って算出したかは謎です。今あげた 3 つはほんの氷山の一角です。
そんな藤田田さんのもとに 1970 年代の後半にとある九州の高校生からﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ本
社に電話があり、
「僕は藤田さんの本を読んで感動しました。」と「藤田さんに会いた
いです」と。その頃の藤田さんは超多忙で、社員がいつも断っていたのですが、その
高校生は自分で飛行機で東京まで来て、どう調べたか社長室の電話番号を調べてそこ
に電話をかけてきたんです。そしたら藤田田さんが「ここまで粘り強い奴は見たこと
無い、じゃあ 1 回会おう」とその高校生に会うんです。社長室に招かれた高校生は「僕
はこれからｱﾒﾘｶに行こうと思っているんですが、何を勉強すれば良いですか？」と
1970 年代のその時に藤田田さんが言った言葉が「今のｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰはこの部屋くらいの
大きさだが、これからはもっと小さくなる、そしてｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ時代が必ず来るからｱﾒﾘｶ
でｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰの勉強をするといい。」と。その高校生は「わかりました」と言ってｱﾒﾘｶ
に行ったんですが、その九州の高校生と言うのが後のｿﾌﾄﾊﾞﾝｸの孫正義さんです。孫
さんの行動力もすごいですが、藤田さんの先見の明がすごいと思いまして、証券ﾏﾝも
先見の明が大切と言われてます。そこで私も一応証券会社の社員なので、相場の状況
と今後のﾏｰｹｯﾄの見通しをここで少しお話させて頂きたいと思います。
（日本株の見通し資料配布）
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《高田 源太 会員》
2016 年 6 月 7 日の第 2638 回例会で入会させて頂きました。
株式会社ﾊﾟｯｸｻｰﾋﾞｽにて代表を務めております高田源太と申しま
す。本日は、例会の貴重なお時間を頂き尊敬する多くの先輩の皆
様の前で大変恐縮ではございますが、私の生い立ちや会社での経
歴などを交えてご挨拶をさせて頂きたく存じます。
私は 1975 年 6 月 14 日に横須賀市安針塚で長男として生まれ、今に至るまでおよ
そ 5 キロ圏内のみで住み暮らしております。新社会人になり 3 年ほど横須賀を浮気し
て東京まで勤めに出たもの、やはりこうして横須賀に戻り愛する横須賀にて商売させ
て頂いております。
中国の思想家として有名な荘子の言葉で｢井の中の蛙、大海を知らず｣とあります。
その句のあとにどこの誰が言い出したかわかりませんが｢されど空の深さを知る」と
続くのをご存知でしょうか
｢井の中の蛙、大海を知らず、されど空の深さを知る｣まさに島国根性むき出しで、
屁理屈ともいえるようなこの句が私個人的にはとても気に入っていて、普段、ｸﾞﾛｰﾊﾞ
ﾙに活躍されている企業家や芸能人、知識人とお会いして自分の小ささを感じながら
も、「ただの蛙ではないよ」と自らを奮い立たせここまで歩んだ人生を、前置きが長
くなりましたがお話させて頂きます。
学校を卒業し、新社会人として初めて勤めた会社は，今でこそ IT 系などとおしゃ
れに呼ばれている、航空会社のｼｽﾃﾑ開発を請け負う会社に就職いたしました。主な仕
事といえば既存のｼｽﾃﾑの修正がほとんどです。例えば新しい航空機が登場したりだと
か、航空路線の変更があったりだとか、座席の予約ｼｽﾃﾑの変更だったりとか、専門用
語を覚えるだけでも大変、仮にも事故があっては大変なのでちょっとした修正でも山
のようなﾃｽﾄ、ﾃｽﾄ、ﾃｽﾄの繰り返しでとても大変だったと覚えています。
そのかいもあって｢この路線では B737 とか A320 などの型式の飛行機が飛んでい
る｣だとか「ﾆｭｰﾖｰｸにある JFK 空港まで何時間かかる」と聞かれれば「この時期は偏
西風の影響で行きは 13 時間弱じゃない、帰りは 14 時間ちょっとかかるよ」なんてち
ょっと飲み会の席で話せば女の子にもてそうな話もできたものですが、今ではすっか
り忘れてしまいました。
今 生業としている保険業界への転職のきっかけになったのが、皆様も聞いた覚え
があると思いますが｢2000 年問題です｣すでに 16 年前となりますが、当時はｼｽﾃﾑがﾀﾞ
ｳﾝするなどととても恐れられていました。当時のｼｽﾃﾑはとても古いもので、使える容
量が限られていました。例えば今日の日付、2016 年 7 月 12 日ですが、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ上の
日付は、160712 となります。つまり 1999 年 12 月 31 日を表す 991231 と 2000 年 1
月 1 日を表す 0000101 と比べると 1999 年の方が大きくなってしまうのが 2000 年問
題です。当時開発した人はまさか 2000 年までこのｼｽﾃﾑを使うとは想定していなかっ
たのです。そこで何をしたかというと、頭の 2 桁を 50 と比べて 50 より大きいと 1900
年代、小さいと 2000 年代としました。結局のところ問題を 2050 年まで先延ばしし
ただけです。いずれ 2050 年問題などと言われる日が来るかもしれません。この 2000
年問題も重なり、朝から真夜中まで、年末年始に至っては泊まり込みで対応していま
した。そんな毎日が続き、気が付くと目の前のﾏｼﾝとしか会話をしていない自分に気
づきます。朝は「おはよう」からはじまり、ｴﾗｰが取れないと「どこが悪いのかな、
ご機嫌直してよ」｢いい子だから頼むよ」といった具合にﾏｼﾝとしか会話をしない日も
あるくらいです。そんな毎日が続き、ついに井の中の蛙、大海に出る時です。私は会
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社に退職願を出し、旅に出ることにしました。
貯金を全額下ろし、まず日本でのﾌﾗﾝｽ､ｲﾀﾘｱ共通の 1 か月有効の電車ﾊﾟｽと分厚い時
刻表を購入し、登山用のﾘｭｯｸｻｯｸに、3 日程度の着替えとﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ、ｶﾒﾗ、｢旅の歩き方｣
というｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ、買ったばかりの電車ﾊﾟｽと時刻表を入れ成田空港へ行きました。予
約をしたのは行きの航空機のみ、あとはどうにかなるだろうという具合に旅に出まし
た。
今思えばこの時の経験が今の自分を形成する、根底になっているように思います。
ﾌﾗﾝｽ語やｲﾀﾘｱ語はまったく分からず、英語についても受験勉強で習ったくらい、大学
受験もことごとく落ちたわけで習ったといっても程度が知れています。
成田を出発した飛行機は、ﾊﾟﾘのｼｬﾙﾙﾄﾞｺﾞｰﾙ空港へ到着します。まずはﾊﾟﾘ市内に行
きたいわけですがどうやって行ったらわからない。その時役に立つ英語はこれです。
「I want to go to paris」これでいけます。見知らぬ街に行ったらまず初めに泊ると
ころを探さなくてはいけません。なるべく安そうな一つ星のﾎﾃﾙを見つけてはﾌﾛﾝﾄで
こう言います。
「Do you have a bed?」これでふわふわのﾍﾞｯﾄﾞに泊ることが出来ます。
何かほしいものがあればこう言って下さい。「This!This!This!」これで水より安くて
とてもおいしいﾜｲﾝや本場のﾋﾟｻﾞ、地中海で食べる魚介類、たっぷりのﾌﾞｲﾔﾍﾞｰｽ､ﾄﾗｯﾄ
ﾘｱという日本でいうところの立ち飲み屋では、その地域の特色あふれた食事や地元の
人との交流が図れます。
こうして、ﾛｰｶﾙ線を乗り継いでﾌﾗﾝｽの北方ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨ地方からｲﾀﾘｱの南端ｼﾁﾘｱ島まで、
にわたり 1 か月にわたり、旅をして参りました。
当時はｺｿﾎﾞ紛争真っ只中でﾚﾐﾝﾄﾝを持った軍隊があちらこちらにいる緊張した政治
情勢の中、ﾛｰﾏではやたらと気さくなおじさんに財布をすられ、旅の途中で出会った
一人旅の女性と意気投合し、
「映画で有名なあのｶﾌｪで明日 1 時に会おう」と約束を交
わしたにもかかわらず、3 時まで待っても一向に現れなかったことや、当時ｻｯｶｰで大
活躍をしていた中田の試合を観戦しようとﾍﾟﾙｰｼﾞｱまで行ったが、「日本祭り｣などと
いうものが開催されており MAX のｺﾝｻｰﾄやらなんやら日本人だらけ、そのほかにも
ここには書ききれない様々な経験をすることが出来ました。
帰国後、間もなく住友海上火災保険に研修生として入社し、2 年ほどで独立資格を
得たことで独立し父が営んでおりました株式会社ﾊﾟｯｸｻｰﾋﾞｽへ入社し現在に至ります。
弊社は、昭和 48 年に保険代理店として設立し、神奈川県職員の福利厚生や公有物件
の扱いを中心に事業規模を拡大しておりました。昭和 58 年には、神奈川県立病院の
入院環境の向上に向けたﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞの有料ｶｰﾄﾞ式ﾃﾚﾋﾞやｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰの運営を機に分社
し、現在の株式会社ﾊﾟｯｸｻｰﾋﾞｽがございます。殆ど家族経営に近い小さな会社ではあ
りますが、これまでの、そしてこれからの新しい出会いや機会を大事に、何事にも恐
れずにﾁｬﾚﾝｼﾞすることで、弊社も私自身もさらなる成長へと繋げてまいりたいと思い
ます。
結びになりますが、私は、昨年まで所属していた公益社団法人横須賀青年会議所に
て、まちづくりや青少年の育成など様々な事業に携わらせて頂きました。現在は沢山
小学校にて PTA 会長を務め、微力ながら地域貢献をさせて頂いております。
そして、この度、横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞに入会させて頂いたことで更なる大きな視野
で社会奉仕を行う機会を頂きました事を大変ありがたく、また嬉しく思っております。
まだまだ井の中の蛙ではございますが、どうか先輩方のご指導ご鞭撻を賜りますよう
お願い申し上げご挨拶とかえさせて頂きます。ありがとうございました
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～例 会 風 景～

～おっぱままつり 2016.7.10 かき氷販売～
猛暑の中 開催
お疲れ様でした

かき氷売上金額８６，９００円でした
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