
 

 

 

２０２２年１２月７日 
東京臨海 RC   【第１２５８回例会】 

東京臨海北斗 RSC 【第６７回例会】 

 

「 忘 年 家 族 会 」 

 
 

 

 
 

 

 

「イニシエーションスピーチ」 

東京臨海ＲＣ会員 小松靖教様 

東京臨海ＲＣ会員 工藤義孝様 

 

 

 

   

 

 

６月１日の卓話 ６月１５日の卓話 

１２月７日の卓話 １２月１４日の卓話 

≪2022 年 11 月 30 日例会報告≫ 

 東京臨海 RC 第 1257 回  

 東京臨海北斗 RSC 第 66 回  

司会：今会員 

■点鐘：東京臨海 RC 杉浦孝浩会長 

    東京臨海北斗 RSC 小松啓祐議長 

 
■ロータリーソング斉唱「手に手つないで」 

：ソングリーダー：吉成副委員長 

■「四つのテスト」斉唱（歌） 

■「ロータリーの目的」東京臨海 RC抜萃 Ver.唱和 

：酒井副会長 

 

■来賓・ゲストスピーカー紹介：杉浦会長 

■ビジター紹介：秋田会員 

栗山義広様（東京臨海西ＲＣ） 

井上健士様（フィジー諸島・スバＲＣ） 

有川さおり様（舛本会員ゲスト） 

山本 忍様（吉成会員ゲスト） 

渡邉政良様（髙橋会員ゲスト） 

早川周作様（酒井会員ゲスト） 

 
■ご挨拶 

・東京臨海西 RC栗山義広様  

  

実行委員長として 2つお礼を申し上げに来ました。 

11月 16日パラボールフェスティバルの実行委員とし 

て皆様には朝早くからの大勢のご参加、沢山のお手伝 

い頂き助かりました。 

売上にも温かいお気持ちで貢献頂き運営側も本当に助 

かりました。 

障害者事業の方々携わる方から本当にお礼を頂きまし 
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た。 

また、もう一つは先日 11月 26日に行われた東京臨海 

西ロータリークラブ 5周年記念に東京臨海ロータリー 

クラブから杉浦会長はじめ 36名の方にご参加頂き感 

謝致します。 

そして、臨海ロータリーさんを見習いましてローター 

アクトを設立出来たこと、これからもロータリアンと 

して沢山のローターアクトのメンバーと携わりながら 

学び、奉仕活動につなげ成長に導いて頂けたらと思っ 

ています。また、この臨海ロータリーからお子様を出 

して頂いた、鈴木さん、柴田さん、櫻田さんのようにロ 

ータリーご子息 18歳以上から 30歳ぐらいの中心を少 

しでも輩出して奉仕活動の輪を広げて頂きたいと皆様 

のご協力、ご支援を頂き本当にこれからもよろしくお 

願い申し上げます。 

これからも引き続き宜しくお願い申し上げ感謝の言葉 

として挨拶させて頂きました。 

ありがとうございます。 

 
 

■会長報告：杉浦会長 

・第 2580地区懇親ゴルフ決勝大会で、当クラブが団体

優勝しました。 

・公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より、感謝

状が届いておりますので贈呈いたします。 

 ◆東京臨海ＲＣ：第 12回米山功労クラブ 

 ◆入澤昭彦会員：米山功労者第 3回マルチプル 

・嶋村ガバナー、大澤地区幹事より、ガバナー公式訪問

に対するお礼状を頂きました。 

・当地区ガバナー指名委員会は、国際ロータリー細則

第 12条に従って、2025-26年度当地区ガバナー（ガ

バナーノミニーデジグネート）の候補者に、東京浅

草 RC 会員 中川雅雄（なかがわ まさお）君を指名

しました。一定期間内（14日以内／12月 12日まで）

に対抗候補者の提出が無い限り、指名委員会の指名

通りに確定することとなります。 

・東京江東 RC 様より、創立 60 周年記念誌を頂きまし

たので回覧致します。 

 

 
 

■幹事報告：井上幹事  

・次週 12月 7日（水）は、忘年家族会です。お昼の例

会はございません。 

・バギオだより 11月号をメールボックスに配布いたし

ました。 

・11月理事役員会議事録を 11月 11日に会員皆様へメ

ール送信致しました。 

・ガバナー月信 12月号を 11月 25日に会員皆様へメー

ル送信致しました。 

・ハローRotary（入会 2 年未満対象新入会員オリエン

テーション）第 2 クールの申込は、本日締切です。

該当の皆様には、11 月 21 日にメールで案内を送信

しておりますので、直接お申込みください。 

・第 3回 RYLAセミナーが 2023年 2月 23日（木）～26

日（日）沖縄県「やんばる学びの森」で開催されます。

在京 14 名、沖縄 11 名の受講生が 3 泊 4 日でリーダ

ーシップに必要な資質向上を目指します。 

 ロータリアンの皆様には、RYLAをご理解いただきた

く、ご参加、ご登録をお願い致します。 

 登録のみ：一人 3,000 円・現地参加登録料：お一人

5,000円 登録締切：2022 年 12月 21日 

・ロータリアン国際スキーフェローシップ ニセコ大

会のご案内が届いております。開催日は 2023年 2月

11日～18日。国内外のスキー愛好家が共にスキーを

通して親睦を深める機会です。資料は、事務局に届

いてます。 

・「ロータリー希望の風奨学金支援 東日本大震災チャ

リティーコンサート」が 2023 年 3 月 10 日（金）に

すみだトリフォニーホール（小ホール）にて開催さ

れます。詳細は、11月 7日に会員皆様へメールにて

送信してますので、申込希望の方は、クラブ事務局

まで申し込みをお願いします。 
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■委員会報告  

・クラブ奉仕委員会（酒井委員長） 

 臨時クラブ奉仕委員会を 12月 21日例会後 13：05～

14：30に開催致します。内容は、創立 30周年記念事

業についてになりますので、出来るだけ参加頂きま

すようお願い致します。 

・国際奉仕委員会（勝間田委員長） 

 メルボルン国際大会のご案内 

・バギオ基金担当（山田委員） 

 第44回バギオ訪問（2023年2月 9日(木)-12日(日)）

のご案内 

 
 

■地区委員会報告  

・地区公共イメージ部門アースデーチーム 

 4月 22日はアースデーです。地球や環境のことを考

え、美しい自然環境に感謝する 1日とされています。

アースデー2580「ぶっく・デ・アース」の活動が行わ

れます。家に眠っている古本を回収し、その売却資

金で 2023 年 4 月 22 日のアースデーに地域と連携し

て、草花・植木を植栽する活動です。会員皆様のメー

ルボックスにチラシを配布させて頂きました。買取

できない本もありますのでチラシを確認頂いて、古

本の回収にご協力をお願い致します。回収場所は、

例会時に例会場で回収させて頂きます。回収締切日

は、2022年 12月 21日の例会時間までとさせて頂き

ます。ご協力をお願い致します。 

 

■出席状況報告：熊澤会員 

東京臨海 RC 

 会員数：57名 

出 席：29名 

欠 席：28名 

 出席率：52.73％ 

東京臨海北斗 RSC 

 会員数：28名  

出 席：14名（例会場：12 名 ZOOM：2名） 

欠 席：14名          

出席率：50.00％ 

 

■ニコニコ BOX報告：工藤会員 

(ご意向)先日のパラボールフェスティバルでは大変お

世話になりました。ありがとうございました。また、

5 周年例会に多数のご臨席を賜りありがとうござい

ました。：栗山義広様（東京臨海西 RC） 

(ご意向)本日の卓話、つたない話ですがどうぞよろし

くお願い致します。：田村会員 

(ご意向)地区懇親ゴルフ決勝大会 団体優勝 おめでと

うございます。30年の悲願が達成して涙が出るほど

うれしいです。今年は補欠でしたが来年は頑張りま

す。：斉藤会員 

(ご意向)本日、ロータリー財団卓話、田村さん、よろし

くお願い致します。：杉浦会長、酒井副会長、井上幹

事、勝間田会員、小松啓祐会員、小林誠会員、髙橋会

員、濵田会員、内海会員、今会員、白井会員、畠山会

員、小田桐会員、熊澤会員、米衛会員、倉田会員、 

竹下会員、寺田雄司会員、柴田会員、佐藤大輔会員、

須藤会員、田中会員、橋本会員、樋口会員、伊佐会員、

山田晃久会員、白幡会員、吉成会員、大貫会員、諫山

会員、曽根会員、大西会員、藤中会員、秋田会員、 

工藤会員、今井会員 

 

 
 

■卓 話  （紹介者：プログラム担当 今委員） 

「ロータリー財団月間に因んで」 

 国際奉仕委員会委員  

ロータリー財団担当 田村浩康様 

 

今会員ご紹介を有り難うございました。田村 浩康で 

ございます。 

 先ずは、第 2580地区懇親ｺﾞﾙﾌ大会「団体優勝」、ﾊﾟﾗ 

ﾎﾞｰﾙﾌｪｽﾀとｵﾚﾝｼﾞﾎﾞｰﾙにご参加した皆様、大変お疲れ様 

でした。そして、村社会員率いる「しらさぎﾁｰﾑ」連覇 

優勝おめでとうございました。これら両社会奉仕ｲﾍﾞﾝﾄ 

が大成功に終わった事を関係者皆様のご支援ご協力に、 

そして、目に見えないところで色々と動いて頂けた 

方々にも、素晴らしいﾛｰﾀﾘｰ奉仕活動に、深く感謝申し 

上げます。 

 私も小学校 3年より野球をしており、ﾘﾄﾙﾘｰｸﾞでは 

「館山ｽﾀｰｽﾞ」のｷｬﾌﾟﾃﾝで千葉県大会優勝、中学校でも 

ｷｬﾌﾟﾃﾝｼｮｰﾄの 1番打者でした。本日の卓話は、恥ずか 

しながら、私の人となりと大切な「ﾛｰﾀﾘｰ財団月間」に 

因んだお話をさせて頂きたいと存じます。後程、皆様 

にご寄付のお願いをしますので、どうぞ宜しくお願い 

致します。 

  

 千葉県館山市と聞いて何か思い浮かぶ方はおります 

でしょうか？諫山会員も千葉県館山市の出身です。偶 

然にも実家の工務店とは生ｺﾝｸﾘｰﾄの取引があるとの事 

でご縁を感じざるを得ません。 

 館山市の防災無線では、毎日夕方 5時になると 

「Forever Love」が流れます。そうです X-JAPANの故 

郷が千葉県館山市です。YOSHIKIこと「林佳樹」と TOSHI 

こと「出山利三」は、まさに昭和 40年生まれの館山第 

二中学校の同級生で、一緒に体育授業でｻｯｶｰをしたり、 

運動会で棒倒しや騎馬戦などをしたりと同窓期を過ご 

【37 件 76,000 円 今年度累計 1,056,000 円】 
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しました。とても良い思い出になっております。 

 YOSHIKIの当時は、私よりも背が低く、ﾌﾞﾗｽﾊﾞﾝﾄﾞ部 

に入っていて入学当時は割合大人しく、お祭りが大好 

きで、当時から山車の上で太鼓を一生懸命叩いていま 

した。二年生ぐらいからツッパリだして卒業写真の頃 

には「金八先生」の近藤真彦のような学ランを着て 

粋がって、私達が野球部で一生懸命練習している脇を 

見ながら、取手を長くした薄い学生ｶﾊﾞﾝを持って早々 

に帰宅していました。 

 TOSHI の当時は、その頃から四角い顔で、バスケット 

部に入っていて運動神経も良く、声は大きく元気でﾘｰ 

ﾀﾞｰ的存在でした。 

当時はあんな高音の声ではなく、宗教的な要素もなか 

ったです。 

 

 私は、彼らの県立安房高校を滑止めに受験をしまし 

たが、全国の都道府県に１校ずつしかない高校 3年間 

と大学４年間の授業数を 5年間に凝縮した国立木更津 

高等専門学校の土木工学科に入学しました。いわゆる 

「高専」です。ご存じでしょうか？ 

 きっと当時ツッパリ YOSHIKIはそんなに頭の良い方 

ではなかったので、私が滑止めに合格した安房高校に 

入学しなかったお陰で、安房高校に入れたのだと勝手 

に思っております。 

 高校時代の TOSHIは、衆議院議員の小沢一郎氏との 

不倫を噂された同じ衆議院議員の青木愛さんと安房高 

校時代に TOSHIと交際をしていました。良く館山駅で 

自転車に二人乗りをしていたのに、何度も遭遇して立 

ち話をした記憶が残っております。 

 二十歳の成人式の頃には、当時「居酒屋つぼ八」での 

二次会に来た YOSHIKIは、真っ赤な汚いﾛﾝｸﾞｺｰﾄを着て 

たので、「まだバンドやっているんだ。もうそろそろ辞 

めた方が良いんじゃない」と今や世界の YOSHIKIにな 

んて事を言ったのだと今更ながらに悔やんでおります。 

最近では YOSHIKI・HYDE・SUGIZO・MIYAVIの 4人で「THE 

 LAST ROCKSTARS」を結成しましたので、今度は同級生 

として未だに活躍している彼らを応援したいと思いま 

す。 

 当時「Ｘ」メンバーだった安房高校の同級生メンバ 

ーは、未だに、俺も「Ｘ」続けていれば良かったなあ等 

とぼやいております。 

 ちなみに「CHACHACHA」の石井明美も当時の中学同級 

生です。 

 

 その後の私は、大学二部ﾘｰｸﾞのﾌｨｰﾙﾄﾞﾎｯｹｰ部に所属 

して自由で楽しい高専５年間の青春時代を過ごした後 

に、当時の道路公団のｴﾝｼﾞﾆｱ部門に就職した後、設計 

事務所にて設計ﾃﾞｻﾞｲﾝ修行をして、建築積算事務所と 

して「有限会社ｱｰｸ･ｺﾝｽﾄﾗｸﾄ」を平成元年１月に起業し 

ました。23歳の頃です。その前年 6月には高校 17歳か 

ら交際し同棲していた妻と結婚をして 12月暮れには 

長男が産まれて、年の明けた平成元年 1月 10日に起業 

すると言う今思うと良く出来たなあと思います。そし 

て直ぐに「株式会社ｱｰｸ･ｺﾝｽﾄﾗｸﾄ」に組織変更して、当 

時「求人雑誌」の求人募集をしている大手ｾﾞﾈｺﾝへと営 

業に行きまして、やっとの思いで取引ｺｰﾄﾞをもらい下 

請けで積算業務を請け負って自ら先頭に立って、一生 

懸命に実務を徹夜してやりました。 

 ﾛｰﾀﾘｰに入会する 1997年頃からは設計業務と一般建 

設業を始めて、ここに居る皆様にも沢山助けて頂きま 

して、お陰様で来年「創立 35周年」を迎える事が出来 

ます。誠に有り難うございます。この場を借りて、皆様 

に深く感謝申し上げ、厚く御礼を申し上げます。 

 今では皆様のお陰様で、江戸川区のﾀﾜｰﾎｰﾙ船堀「太 

陽の間」改修・東部図書館・長島桑川ｺﾐﾆﾃｨ会館・船堀 

ｺﾐﾆﾃｨ会館・今年竣工した松島ｺﾐﾆﾃｨ会館をはじめとす 

る東京 23区、そして東京都の財務局・主税局・水道局・ 

福祉保健局・教育庁・警察庁・消防庁の官公庁の設計委 

託を半分、そして民間ﾏﾝｼｮﾝ・店舗事務所ﾋﾞﾙ・福祉施 

設･個人住宅など、ここに居るﾛｰﾀﾘｰﾒﾝﾊﾞｰの皆様からも 

お仕事させて頂きました設計業務と一般建設業を生業 

とさせて頂きまして、何とか今まで生かせてもらって 

おります。皆様に感謝、感謝です。 

 

 1997年の第３代髙松会長・斉藤幹事の時に入会して 

以来、ﾛｰﾀﾘｰ歴もお陰様で 26年になり、とても有り難 

く続けさせて頂きました。 

諸先輩の見本となるｱﾄﾞﾊﾞｲｽに励まされ、2006-07年に 

佐久間栄一会長時代の幹事、2012-13年には第 19代会 

長もさせてもらいました。 

未だに毎回例会に皆様が斉唱している「ﾛｰﾀﾘｰの目的」 

や新入会員へ会長の「歓迎の言葉」はその当時から 10 

年続く継承事項です。 

 地区委員会では、「ﾛｰﾀﾘｰの友地区代表委員」｢ｸﾗﾌﾞ運 

営支援委員長｣とお役目に携わる事も出来ました。皆様 

に感謝、感謝です。 

 来年度は創立 30周年を迎えようとしている「伝統を 

継承しつつ、新しき事に突き進む」臨海ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞは、 

他ｸﾗﾌﾞと比べても、とても有望で素晴らしいｸﾗﾌﾞだと 

思います。必ずいつかは自分がその役職に就くのだと 

言う気持ちで、ﾛｰﾀﾘｰ活動を楽しんで下さい。 

お陰様の心が単年度で回っていくのが「ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ」で 

す。 

 

 つまらない私の話はこれくらいにして、続けて「ﾛｰﾀ 

ﾘｰ財団月間」に因んだお話をさせて頂きます。 

 今 11月は、「ﾛｰﾀﾘｰ財団月間」です。もう既に月末 30 

日ですが、残念でした 12月末までを区切りに寄付募集 

をさせて頂きたいと存じますので、その間に詳しい説 

明は、ﾛｰﾀﾘｰ財団の「配付資料」を是非とも熟読して頂 

きたいと存じます。 

 色々な寄付活動がありますが、ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の際 

にもﾃﾞｰﾀ配布されていました「ｸﾗﾌﾞ活動方針と計画 

報告書」の中に寄付名簿があったのをご存じでしたで

しょうか。これは今まで誰がいくらどこに寄付をした

かをまとめた物です。皆様の会員名簿にも、主要寄付

をされている方には、各自名簿の右下に記載されてお

ります。 

 以前は、ｸﾗﾌﾞ会長資格として、この寄付項目が無い 

といけない。国際大会に参加していないと会長になれ 
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ない等の密約もありました。 

 是非ともﾛｰﾀﾘｰ財団の「配付資料」を熟読して頂きま 

して、ご理解の上に「ﾛｰﾀﾘｰ財団」のどの項目へご寄付 

されたいか？ご寄付の際に申し出頂きますようにお願 

い致します。 

 

その中でも本日は、当ｸﾗﾌﾞに近々に直接関係のある 

「地区補助金」に関しまして、お話しさせて頂きます。 

 

 次年度創立 30周年を迎える臨海ｸﾗﾌﾞは「EDOGAWA 

ﾘﾊﾞｰｸﾘｰﾝﾌｪｽﾀ」と題して、来年 10月に開催される「江 

戸川花火大会」の翌日に行う河川敷清掃奉仕活動を今 

年度「地区補助金」申請をする事に理事役員会にて承 

認して頂きましたので、事業費の 80%上限 60万円を申 

請させて頂く予定でおります。 

「ﾛｰﾀﾘｰ財団寄付」は、昨年度一人 280 ﾄﾞﾙ（現ﾚｰﾄ 

\41,440-）をお願いしておりましたが、今年度は地区ﾛ

ｰﾀﾘｰ財団ｾﾐﾅｰでは地区目標を決めずにご寄付をお願い

したいとの事ですので、出来ましたら、今年中の例会

時に一人 1 万円程度を 12 月の例会時 12/14・12/21 に

受付にて私に「ﾛｰﾀﾘｰ財団」への寄付を是非ともお願い

申し上げます。寄付した分は必ず「地区補助金」にてｸ

ﾗﾌﾞ奉仕活動へ還元出来ますように地区申請させて頂

きますので、皆様のご理解、ご協力の程、くれぐれもど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

 

最後に「正範語録」ご静聴の程、誠に有り難うございま 

した。 

 
 

■点鐘：東京臨海 RC 杉浦孝浩会長 

    東京臨海北斗 RSC 小松啓祐議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 年度 

秋の家庭集会報告 
テーマ「奉仕して学び向上するには」 

～クラブ奉仕を通じて「学び」、「自己研鑽」、 

「価値あるクラブ創造」に繋げるか～ 

 

第９ループ議事録 

期 日  2022年 11月 17日（木） 

場 所  割烹 寿賀多 

リーダー 髙橋会員  サブリーダー 伊佐会員 

参加者  寺田会員 菅原会員 曽根会員 樋口会員 

     小田桐会員 畠山会員 虻川会員 

 

寺田会員 

個人では全く手の届かなかったパラボールなどへの奉 

仕ですが、ロータリークラブに入会する事によって現 

実的になった。積極的に参加していきたい。 

 

菅原会員 

らいおんはーとなど、個人では考えつかないような奉 

仕活動に参加することが出来ている。 

 

曽根会員 

生活すべてが奉仕ととらえ、JCの時代から色々な奉仕 

に関わり続けている。現在ではライフワークとして生 

活の一部となっている。 

 

樋口会員 

学んでから奉仕ではなく、奉仕から学ぶ。それが向上 

になっていくと考える。 

 

小田桐会員 

自分のできることから奉仕していき、他者の奉仕から 

学び向上させていきたい。 

 

畠山会員 

まだ参加できていないが、ロータリー活動を通して刺 

激を受けているので、今後は積極的に参加して事業、 

奉仕ともに向上させていきたい。 

 

虻川会員 

奉仕に対してまだまだ理解が足りていないが、他者へ 

の奉仕とともに家族への奉仕も考えながら自己成長し 

ていきたい。 

 

伊佐会員 

積極的に奉仕活動に参加することによって奉仕の対象 

や、ともに奉仕する仲間と出会い、学ぶことで 奉仕、 

事業、人間性も向上させることができると思う。 

 

髙橋会員 

奉仕していることで学び向上することができる。全て 

のことが奉仕。 
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クラブ年次総会報告 

日 時 2022年 11月 30日（水）12：20～12：30 

場 所 東武ホテルレバント東京 3階「龍田」 

出席者 東京臨海 RC会員 57名中 29名出席 

    東京臨海北斗 RSC会員 32名中 18名出席 

（例会場：16名・ZOOM：2名）委任状 13通 

◆東京臨海ロータリークラブ 

議案 

１. 東京臨海 RC 次年度理事・役員選出の件  

＜役員＞ 

会長                酒井教吉 

副会長               井上晴貴 

幹事                柴田剛 

会計                内海真樹 

会場監督（SAA）           小松啓祐 

副幹事                小松啓祐 

＜理事＞ 

クラブ奉仕委員長・会長エレクト   坂本康朋 

職業奉仕委員長           本多信雄 

職業奉仕副委員長          秋田將宏 

社会奉仕委員長           村社研太郎 

社会奉仕副委員長          櫻田誠一 

国際奉仕委員長           大西洋平 

青少年奉仕委員長          伊佐康暢 

会計監査              斉藤実 

親睦活動委員長           寺田雄司 

親睦活動副委員長          佐藤大輔 

クラブ奉仕副委員長・研修リーダー・ 

30周年実行委員長 斉藤実 

30周年記念行事・新クラブ発起人代表 鈴木孝行 

衛星クラブ議長           大貫翔吾 

※理事会は上記役員・理事の計 17名で構成する。 

２. 東京臨海 RC 今年度会計中間報告の件  

３. 東京臨海 RC 前年度の財務報告の件 

（2022 年 8 月 8 日東京臨海 RC 会員へ送付済）  

４. 東京臨海 RC 定款・細則変更の件  

（2022 年 11 月 9 日東京臨海 RC 会員へ送付済） 

⇒上記 4 議案は、全て原案通り満場一致にて承認され

た。 

 
 

 

◆東京臨海北斗ロータリー衛星クラブ 

議案 

１. 東京臨海北斗 RSC 次年度役員選出の件  

議長                大貫翔吾 

副議長・議長エレクト        樋口義之 

幹事                柴田剛 

副幹事               小松啓祐 

会計                内海真樹 

２. 東京臨海北斗 RSC 今年度会計中間報告の件  

３. 東京臨海北斗 RSC 前年度の財務報告の件  
（2022 年 8 月 8 日東京臨海北斗 RSC 会員へ送付済）  

４. 東京臨海北斗 RSC 細則変更の件  

（2022 年 11 月 9 日東京臨海北斗 RSC 会員へ送付済） 

⇒上記 4 議案は、全て原案通り満場一致にて承認され

た。 
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東京臨海ロータリークラブ旗争奪 

第 14回江戸川区オレンジボール大会 

決勝戦・閉会式報告 

 

11月 27日 日曜日に江戸川区臨海球場において、 

オレンジボール決勝戦、閉会式が執り行われました。 

参加チーム数 46チームの中から熱戦を制し優勝した 

のは、村社会員の指導する松江しらさぎ Aチームでし 

た。 

決勝戦は 1点を奪い合う接戦で、小学校低学年とは 

思えないほどスリリングな決着でした。 

松江しらさぎ Aチームの皆様、おめでとうございまし 

た。 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


