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「横須賀北ロータリークラブの歌」
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｢出席報告｣
(本日)8 月 28 日
出席対象
メークア
総数
出席数
出席率
数
ップ
25 名
25 名
20 名
80.00％
0名
（前々回)8 月 7 日
出席対象
メークア
総数
出席数
出席率
数
ップ
25 名
25 名
17 名
68.00％
3名
「メーキャップされた会員」
メーキャップされた会員」
8/22 横浜西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
石井伸二会員
8/25 米山奨学ｾﾐﾅｰ
竹永 薫会長 髙田源太幹事
8/27 横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
福嶋義信会員
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計
20 名
計
20 名

修正出席
率
80.00％
修正出席
率
80.00％

「ニコニコＢＯＸ」
国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2780 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 脇洋一郎様
本日の公式訪問宜しくお願いします。皆様とお会いす
ることを楽しみにして参りました
第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 加藤元章様
本日は脇ｶﾞﾊﾞﾅｰの露払いで、参上いたしました。宜しくお願い申し上
げます
三役
国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2780 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ脇洋一郎様、第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐加藤
元章様、北ｸﾗﾌﾞへようこそお出で下さいました。本日はどうぞ宜しく
お願い致します
森
洋会員 脇ｶﾞﾊﾞﾅｰ、加藤ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ようこそいらっしゃいました。公式訪問、
ご苦労様です
濱田耕輔会員 脇ｶﾞﾊﾞﾅｰをお迎えして。御指導宜しくお願い申し上げます
福嶋義信会員 脇ｶﾞﾊﾞﾅｰ、ご指導の程、宜しくお願い致します
石井伸二会員 脇ｶﾞﾊﾞﾅｰ、本日はありがとうございます。ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐の同期として、
嬉しく、そして光栄に思っています。大変だと思いますが頑張ってく
ださい
御子柴智義会員 2780 地区脇ｶﾞﾊﾞﾅｰようこそ。本日は宜しくご指導お願い申し上げ
ます
千葉 茂会員 脇洋一郎ｶﾞﾊﾞﾅｰ本日はようこそいらっしゃいました。御指導宜しくお
願い致します。第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐加藤元章さん、ようこそ。お疲
れ様です
小菅健史会員 脇ｶﾞﾊﾞﾅｰ、加藤ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐本日は宜しくお願い致します
伊与田あさ子会員 国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2780 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ脇洋一郎様、本日はご指導宜しくお
願い致します
芹澤達之会員 脇ｶﾞﾊﾞﾅｰ、本日はご指導宜しくお願い致します。加藤ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、
本日は宜しくお願い致します
ニコニコＢＯＸの合計は 16,000
16,000 円(累計 107,000
107,000 円)
財団ＢＯＸの合計は 7,700 円(累計 14,088 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
「会長あいさつ」
・例年にない猛暑が続いておりますが、本日はｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問
にあたり会員の皆様には多数ご出席頂きありがとうございます
脇ｶﾞﾊﾞﾅｰご指導の程 宜しくお願い致します
・ﾛｰﾀﾘｰ財団より片平会員へﾎﾟｰﾙ・ﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰのﾊﾞｯｼﾞと感謝状が届
いております
・西日本豪雨災害募金活動を７月２０日に追浜駅前で行い、
１２０，０００円を地区へ送金できました。例会に於きましても
募金箱を廻し、これからも活動を続けたいと思いますので、ご協
力をお願いいたします
・地区大会が１０月１３-１４日で行われます。ご参加できる会員
の方は、宜しくお願い致します
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「幹事報告」
◎回覧①西日本豪雨災害募金箱・財団 BOX②９月の例会出席予定回覧
◎配布①地区大会ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
｢スピーチ｣

【国際ﾛｰﾀﾘｰ第２７８０地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ脇
洋一郎氏の紹介】
】
国際ﾛｰﾀﾘｰ第２７８０地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ脇 洋一郎氏の紹介
第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 加藤 元章 様
生年月日：1949 年 10 月 15 日生
所属ｸﾗﾌﾞ：茅ヶ崎湘南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
職業分類：不動産管理
職業／役職：有限会社 脇材木店 代表取締役
【ﾛｰﾀﾘｰ歴】
1990 年 4 月
1995-96 年度
2003-04 年度
2004-05 年度
2006-07 年度
2007-08 年度
2008-09 年度
2009-10 年度
2010-11 年度
2011-12 年度
2012-14 年度
2014-15 年度

茅ヶ崎湘南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ入会
2015-16 年度 地区研修委員会 副委員長
茅ヶ崎湘南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 幹事
2016-17 年度 ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ
茅ヶ崎湘南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 会長
地区戦略計画委員会 委員
地区副幹事
地区危機管理委員会 委員
地区ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会 副委員長
2017-18 年度 ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ
地区ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会 委員
ｵﾝﾂｰ･ﾄﾛﾝﾄ委員会 委員長
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐（第 4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ）
地区戦略計画委員会 委員
地区広報委員会 委員長
地区危機管理委員会 委員
地区ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会 委員長
地区立法案検討委員会委員
地区ｸﾗﾌﾞ奉仕委員会 委員長
姉妹地区委員会 委員
地区Ｒ財団資金推進委員会 委員長
地区ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会委員
地区研修委員会 委員

【国際ﾛｰﾀﾘｰ第２７８０地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 脇 洋一郎 様】
ご紹介頂きました。今年度ｶﾞﾊﾞﾅｰを務めます脇です。どうぞよろ
しくお願いいたします。
こちらの森ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰとは森さんが地区研修委員会委員長の時、
研修委員としてご指導を頂きました。本日は大変緊張しております
石井さんとは同期のｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐として山地ｶﾞﾊﾞﾅｰの時に一年間
ご一緒させて頂きました。それから国際大会に参加のたびにお世話をして頂いており
ます
伊与田さんは本年度地区のｸﾗﾌﾞ管理運営委員会副委員長として来年３月に行われ
る新会員の集いの準備をして頂いております
前川さんには地区の青少年交換委員としてご協力を頂いております。
それではＲＩのﾊﾞﾘｰ･ﾗｼﾝ会長の今年度のﾃｰﾏについてお話ししたいと思います。私
は本年１月１４日から２１日までｻﾝﾃﾞｨｴｺﾞで開催された２０１８年ＲＩ国際協議会
に参加しました。この国際協議会の目的は、世界５３９の地域からｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄを招集
して、激励と意欲の喚起、次年度に向けてのＲＩのﾃｰﾏの説明と実施、ＲＩの最新の
優先項目と推進活動に関する最新情報の提供を行うというものです。世界から５３９
名のｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄが集まるわけですが、そのうちの１１０名（約２０％）は女性ｶﾞﾊﾞﾅｰ
です。日本の場合には３４地区ありますが女性ｶﾞﾊﾞﾅｰは東京の２７５０地区服部陽子
さんお一人だけで、世界７分の一の３％です．
日本の女性会員は２７５０地区は１０，８％、当２７８０地区は１０，２％ これ
は日本で２番目の数字です。ｻﾝﾃﾞｨｴｺﾞで行われた会議で、日本参加３４ｸﾗﾌﾞが半分に
分かれ、ｸﾗﾌﾞに女性会員なしのｸﾗﾌﾞを聞いたところ８人という回答がありました。日
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本の女性ｶﾞﾊﾞﾅｰや女性会員をこれからもっと増やして活性化させたいと思いました。
ﾗｼﾝ会長もそのようにおっしゃっていました。
ひとつ女性ｶﾞﾊﾞﾅｰに関してｴﾋﾟｿｰﾄﾞがございます。このｻﾝﾃﾞｨｴｺﾞのﾎﾃルでｴﾚﾍﾞｰﾀｰに
乗りましたらｲﾝﾄﾞから来ているご夫妻に会いました。私は旦那さんの方がｶﾞﾊﾞﾅｰだと
思って英語で「私はｲﾝﾄﾞのﾎﾟﾘｵﾜｸﾁﾝ投与の奉仕で２回も行ったのですよ」と話しかけ
ました。そしたら奥様が急に肘をぐっと張って旦那様の前に出てきて「あなたは２回
もｲﾝﾄﾞに来てくれたのですね。感心しました。」とおっしゃいました。実は女性の方
がｶﾞﾊﾞﾅｰで、ご主人は付き添いで来ていたわけです。日本の常識ですとｶﾞﾊﾞﾅｰはご主
人の方なのかなと思ってしまったのです。これから皆様も行かれる時には間違えない
ようにしていただきたいと思います。
到着した日の午後７時３０分から本会議があり、その中でﾊﾞﾘｰ･ﾗｼﾝＲＩ会長ｴﾚｸﾄか
らｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝのﾃｰﾏで講演がありました。ﾊﾞﾘｰ･ﾗｼﾝという方はｶﾘﾌﾞ海のﾊﾞﾊﾏ諸島の出
身なので、ﾃｰﾏﾏｰｸは波の模様、ﾃｰﾏﾈｸﾀｲはｵｰｼｬﾝﾌﾞﾙｰを基調にしているということです。
会長は次のようにおっしゃいました。私たちに与えられた責任は、１）効果的かつ効
率的に奉仕する。２）意義ある持続可能な方法でより多くの人に変化をもたらす。３）
先人たちの活動の上に将来のための堅固な土台を築く。４）ﾛｰﾀﾘｰの活動が成長し続
け世界に役に立つようにする。この四つが重要であり、これがｻﾝﾃﾞｨｴｺﾞに集まったｶﾞ
ﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄに対する心得であるというお話でした。
次にﾋﾞｼﾞｮﾝ声明というものを発表しました。ﾛｰﾀﾘｰの新しいﾋﾞｼﾞｮﾝ声明を作ること
がｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝになります。この声明は昨年の６月に国際ﾛｰﾀﾘｰの理事会で採択された
ものです。このﾋﾞｼﾞｮﾝ声明を地区内のｸﾗﾌﾞそしてﾛｰﾀﾘｱﾝの方々によく知っていただく
よう指示をされました。以下がﾋﾞｼﾞｮﾝ声明です。私たちﾛｰﾀﾘｱﾝは、世界で、地域社会
で、そして自分自身の中で持続可能な変化を生むために人々が手を取り合って行動す
る世界を目指しています。この持続可能な変化ということを非常に重要視されました。
ではなぜ変化が必要なのかということですが次のように述べています。ﾛｰﾀﾘｰの会員
数はこの２０年間ずっと１２０万人程度で低迷し会員の高齢化が進んでいます。活動
を通じて変化をもたらすための知識や意欲を持たないｸﾗﾌﾞがあまりにも多すぎます。
ﾛｰﾀﾘｰが世界でどんな活動をしているかを知らず、ﾛｰﾀﾘｰと財団のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを知らない
ｸﾗﾌﾞや参加方法がわからないｸﾗﾌﾞもあります。ですから変化させることでこういった
ことを変えていくのだということだと思うのです。１２０万人という枠組みは２０年
間ほぼ変わらないのですが内容が変わってきております。というのは先進国のﾛｰﾀﾘｰｸ
ﾗﾌﾞ､ｱﾒﾘｶ､ﾖｰﾛｯﾊﾟとか日本のようなｸﾗﾌﾞは会員数が少しずつ減少していますが、その
分発展途上国のｱﾌﾘｶ､ｲﾝﾄﾞ､ｱｼﾞｱ､中南米でのｸﾗﾌﾞや会員数が増えている。すなわち援
助する側のﾒﾝﾊﾞｰが少しずつ減少して、援助を要請する国々のﾛｰﾀﾘｱﾝが増えていると
いうことです。そういう意味では古いｸﾗﾌﾞがもっと変化をして世界に貢献できるよう
なｸﾗﾌﾞに変化していってほしいということではないかと思います。皆さんがここに来
た目的は、変化を生み出すことへの意欲をｸﾗﾌﾞ会長と地区内のﾛｰﾀﾘｱﾝの心に目覚めさ
せるためです。もっと何かをしよう、可能性を最大限に発揮しようというやる気を引
き出し、それぞれのやり方で前進できるように手助けすることが皆さんの仕事なので
す（皆さんというのは当時のｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄのことですが）。そしてｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝとは何か
ということの会長の思いをちょっと読んでみます。
ﾊﾞﾊﾏ人である私にとって海は常に特別なものでした。海は隔たりと繋がりの両方を
象徴しています。諸国の島の岸に立つ時、海の向こうの何千ﾏｲﾙも離れた岸に誰かが
立っています。土地、国、言語は違うかもしれませんが同じ海を共有しているのです。
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この繋がりの感覚がｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝであり、届かなそうでありながら実は思うよりもずっ
と近いものへの憧れです。大きなことに挑戦しようとするｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝをｸﾗﾌﾞや他のﾛｰ
ﾀﾘｱﾝに与えてください。より良い世界を作りたいならｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝから始めてください。
ﾛｰﾀﾘｰは既に３０数年前から偉大なｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝに基づいて活動しています。それは
ﾎﾟﾘｵ撲滅です。３０年前ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽにより麻痺を発症した人は毎年推定３０万人でほぼ
全てが子供でした。この数が３年前には７４人、２年前には３７人そして昨年は２１
人となりました。ﾗｼﾝ会長は今年は患者をｾﾞﾛにしようとおっしゃったのですが、残念
ながら今年度も既に１０人ほどの発症がありました。このﾎﾟﾘｵ撲滅活動というのはﾛｰ
ﾀﾘｰだけでｽﾀｰﾄし、それからＷＨＯ、全米疾病センター、各国の政府機関、色々な保
健機関などが活動に賛同して世界的な規模でﾎﾟﾘｵ撲滅活動が今日まで３３年間続い
たのです。そしてもう少しでｾﾞﾛにできるところまで来たわけです。ｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝをし
てみせるという一つのひらめきとか意志があったからこそ、このﾎﾟﾘｵ撲滅活動が今成
功に導かれようとしているのだと思います。そういった意味でﾗｼﾝＲＩ会長は３３年
前に偉大なｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝがあったことを話したのです。
私はｲﾝﾄﾞで第２回と第４回のﾎﾟﾘｵﾜｸﾁﾝの投与に参加しましたが、実際行ってみると世
界中のﾛｰﾀﾘｱﾝがこのﾜｸﾁﾝ投与の活動に参加していました。ﾛｰﾀﾘｱﾝだけではなくﾛｰﾀｰｱｸ
ﾄもたくさん来ています。ﾎﾟﾘｵﾜｸﾁﾝというのは温度管理が重要でして、温かくなると
効力がなくなってしまうのです。 ですから一番寒い時期の１月末から２月にかけて
ｲﾝﾄﾞの全土で実施します。対象者は５歳以下の子供なのですが、ｲﾝﾄﾞ全土で５歳以下
の子供はなんと１億７５００万人もいます。日本の人口の約１．５倍が対象者なので
す。その子達に投与し続けたからこそｲﾝﾄﾞが数年前にﾎﾟﾘｵﾌﾘｰ、すなわちﾎﾟﾘｵ患者が
ｾﾞﾛになったのです。しかし、予防活動は毎年毎年続けています。３分２ぐらいの子
供たちは裸足で本当に貧しい子供たちです。ある朝ｽﾗﾑ街の中に車で入っていくと道
の真ん中がぐちゃぐちゃに濡れているのです。雨は降ってないのになんで濡れている
のだろうと思いました。そしたら道の両側の道端に穴が掘ってあってそこから水が噴
き出しているのです。要するに皆で水道管に穴を開けて顔を洗ったりしているのです。
これは盗水ですね。ｲﾝﾄﾞは生き物を大切にしますから牛とか犬とか馬とかいろんな動
物が排泄物を落としながら歩いています。そんなぐちゃぐちゃの中で平気で皆さん生
活しているのです。それがｲﾝﾄﾞのﾃﾞﾘｰの街の中ですから日本で言うと東京ですね。未
だにそういった状況です。ﾎﾃﾙに入る時には必ず大きな門扉がありまして、その前に
車が止まると警備員が全員のﾎﾞﾃﾞｨｰﾁｪｯｸと武器が持ち込んでいないか金属探知機で
調べます。中に入ったら手荷物検査のﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱに自分のﾊﾞｯｸﾞを全部載せてﾚﾝﾄｹﾞﾝで
調べるんですね。空港と同じです。それからﾎﾞﾃﾞｨｰﾁｪｯｸをもう一度してﾎﾃﾙの中に入
るのです。そういうことを実際にやっているのです。地方に行くともっと大変ですね。
本当に砂埃が舞うようなところで平気で皆さんが生活しています。ある大きな病院の
中に国際ﾛｰﾀﾘｰが援助をして後遺症の人たちを治す病棟を持っています。私も２回そ
ちらの病院に行きましたけど先生方が本当に一生懸命色々な治療法で後遺症に苦し
む若い人たちを治しています。特に女の人が歩けるようにならないとお嫁にいけない
ということで歩けるようになるための治療とか訓練とか沢山行っていました。しかし
それらの人々はほんの一握りの好運な人たちです。それは国際ﾛｰﾀﾘｰが援助をしたお
金でやっていました。隣にあるｲﾝﾄﾞのﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞがﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟして地下１階地上３階の
建物には歯科医院、整体医院の他 手に職を付けるための施設がありました。そこま
で援助をしているｸﾗﾌﾞのあることに驚きました。
いかにﾎﾟﾘｵが悲惨かということを私も子供のころに実感しています。その話をちょ
5

っとさせていただきます。私が小学四年の時ですが同じｸﾗｽに小児麻痺の子がいまし
た。彼は右半身がほとんど動かなくてやっと歩いている状態で言葉もほとんどままな
らないようでした。ある日、算数の時間に先生が黒板に大変難しい式を書いたのです。
誰か答えられる人はいませんかと聞いたところ誰も答えられませんでした。その時に
彼が本当に震える足で黒板に歩み寄って正解を書いたのです。彼は元々素晴らしい才
能の持ち主だったのですが、幼少時の時にﾎﾟﾘｵに侵されたためにこの才能を開花でき
なかった。残念ながら彼は病弱だったために二十歳前に亡くなりました。そんなこと
が世界中で３５万件も起こっていたのです。それをﾛｰﾀﾘｰが主導して今日まで減らし
てきたのです。これがﾎﾟﾘｵ撲滅活動だったと思います。ではなぜﾎﾟﾘｵがなくならない
のかという事なのです。今、ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝやﾊﾟｷｽﾀﾝ･ﾅｲｼﾞｪﾘｱにはまだ１０－２０人の患者
がいます。 ここは全てｹﾞﾘﾗが占領している地帯なのでﾎﾟﾘｵの撲滅ﾁｰﾑがこういうと
ころに入っていくとｱﾒﾘｶＣＩＡの手先だと思われて殺されてしまうのですね。ですか
らお医者さんだとか看護師さん技術者がたくさんこの地域で殺されています。それで
なくならないのです。ﾎﾟﾘｵ撲滅は健康とか保健の課題でもありますが、それ以上に今
や戦争と平和の問題であるとも言えます。ですから最後の最後までしっかりと時間と
お金と労力をつぎ込んでこの活動をしていかなければならないというのが我々の考
えです。その辺をご理解いただいてｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝそしてﾎﾟﾘｵ撲滅、これを今年一年続け
ていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
最後に２７８０地区の方針を簡単に述べさせていただきます。６項目あります。ﾛｰ
ﾀﾘｰの目的は奉仕の実践です。ｸﾗﾌﾞ独自又は財団の地区補助金、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金を活用
して地域社会に国際社会に青少年のために奉仕活動を実践する。ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学
生を積極的に支援する。２番目といたしましてＲＩ戦略計画の推進。ｸﾗﾌﾞのｻﾎﾟｰﾄと
強化。人道的奉仕の重点化と増加。ｸﾗﾌﾞﾚﾍﾞﾙを超えた指導者の育成をｸﾗﾌﾞのｻﾎﾟｰﾄと
強固のなかでは強調していますが、国際的なﾃｰﾏに対して協力したりできるような体
制になりましょうということです。公共ｲﾒｰｼﾞと認知度の向上。３番目は会員増強と
会員維持。ｸﾗﾌﾞ会員数は５０名以上のｸﾗﾌﾞは純増３名を目標としていただきたいと思
います。そして４番目は寄付のお願いです。年次目標としては１人２００ドル以上、
恒久基金は１ｸﾗﾌﾞ１０００ドル以上、ﾎﾟﾘｵ撲滅は１人４０ドル以上ということで目標
を立てておりますので是非よろしくお願いします。それから米山奨学会ですね。こち
らはですね普通寄付を含めまして１名２万円以上が目標でございます。５番目がﾛｰﾀﾘ
ｰｸﾗﾌﾞを対象とするﾛｰﾀﾘｰ賞へのﾁｬﾚﾝｼﾞ。ＲＩ戦略計画の三つの優先項目を推進するた
めに各分野の三項目を達成する。そして６番目はﾏｲﾛｰﾀﾘｰの登録率の向上。ﾏｲﾛｰﾀﾘｰに
ﾛｸﾞｲﾝすると会員専用のｺﾝﾃﾝﾂと自分のﾌﾟﾛﾌｨｰﾙを閲覧することができます。このｻｲﾄに
はﾛｰﾀﾘｰに関するお役に立つ情報がたくさん載っております。今年度は地区にﾏｲﾛｰﾀﾘｰ
推進委員会を設け、このﾏｲﾛｰﾀﾘｰへの登録普及を図っていきたいと考えております。
現在、当地区の普及率は２８％です。これは日本の３４地区の中ではﾄｯﾌﾟｸﾗｽではあ
りますが、それでもまだ２８％ですからこれを是非この倍以上に登録率を増やしてい
きたいと思います。ﾏｲﾛｰﾀﾘｰに入ることによって色々なﾛｰﾀﾘｰに関する知識を身に付き
ますし、またｸﾗﾌﾞの目標設定もできます。そうしたｸﾗﾌﾞの目標設定を毎年続けていけ
ばｸﾗﾌﾞのいろんな指標もﾁｪｯｸすることができますので、ぜひその点を含めましてﾏｲﾛｰ
ﾀﾘｰの登録率の向上に計りたいと思っています。
以上です。雑駁ではございましたがＲＩ会長のﾃｰﾏと地区方針についてお話しさせて
頂きました。ご清聴ありがとうございます
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