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週報第１４号・１５号合併令和４年１１月１０日発行 

横浜鶴見北ロータリークラブ 

 

【事務局】横浜市鶴見区佃野町 18-11 エトワール鶴見 303 号 

TEL 045-575-1821 FAX 045-575-1822 

Email ytnclub@gmail.com  

ＨＰ https://www.rotary-tsuruminorth.jp/ 

【例会】毎週木曜日 12：30 場所 新横浜グレイスホテル 

                                  

会長／石渡宏衛 副会長／赤塚一志 幹事／生方常明 

横浜鶴見北ロータリークラブ YOKOHＡMA TSURUMI NORTH 

２０２２年－２０２３年度 R．I．会長テーマ 

2022 年～2023 年度 会長ターゲット 

何事でも人々からして欲しいと望むことは、人々にもそのとおりにせよ 

今週の一枚 

mailto:ytnclub@gmail.com
https://www.rotary-tsuruminorth.jp/
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第 2335 回例会 

令和 4 年 10 月 20 日 
 

斉 唱 「奉仕の理想」 

ゲスト 北村 藍様 

ビジター 宇都宮陽北ＲＣ 熊本 泰久様 

 

 会 長 報 告  

 

まずは 17日の月曜日、鶴見養護学校の草刈り

ですが、雨天のため中止となりました。また機

会がありましたら多くの皆様と一緒に参加した

いと思います。 

 そして昨日 18日には横浜東ローターアクトク

ラブの例会があり、米山奨学生のギア君のイニ

シエーションスピーチがありました。内容は先

日、当クラブの例会でお話しされたものと殆ど

同じでしたが、例会で卓話をされた時よりリラ

ックスしてお話しをされていたようです。そし

て、ロータリーと関わって良かった点は？とい

う質問があり、ギア君は企業経営者の方々に囲

まれてとても役に立っている、他の奨学生と一

緒になれて異文化理解が深まったと答えていま

した。 

 来週 27日の例会は今週の日曜日 23日に前倒

しして總持寺で米山梅吉法要例会として開催し

ます。10年ぶりくらいの總持寺での法要例会で

す。この例会ができるのは当クラブだけだと思

います。そして他クラブからも多くのゲスト、

ビジターがおいでになります。会員の皆様には

おもてなしの気持ちでお迎えをいただきたいと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

また、本日は SAA、副 SAAがお休みですので直

前 SAAの佐久間さんにお願いしております。佐

久間さんよろしくお願いします。 

宇都宮陽北ロータリークラブ 会長の熊本様

ようこそおいでいただきました。上原さんご紹

介の北村様、ようこそ。北村様は当クラブ会員

でありました内堀さんのお嬢様であります。 

私は内堀さんといまでも繋がりがあり、同じテ

ニスクラブでテニスをしていますし、このヘア

ースタイル、内堀さんと同じ床屋さんでカット

しています。大体、カットする周期が同じで、

良く床屋さんでお会いします。ご入会をお待ち

しています。 

以上会長報告です。 

 

 入会記念日  

 

高橋 敏昭 会員（令和３年１０月２１日） 

 

 幹 事 報 告  

 

（1）本日は理事役員会が開催される。会場は例

会場と同じです。 

（2）10月 23日の例会は総持寺大祖堂前に午前

9時 30分に集合。（ただし、到着が早すぎると総

持寺の受入が整っていないので時間厳守のこ

と・建物の修繕作業が行なわれているので普段

と境内の様子が異なっているので注意、と上原

会員よりの補足あり） 

（3）地区より IAC国内研修会に関する案内あり。 

（4）新竹 RCより 68周年記念例会（12月 13日：

新竹国賓ホテル）の御招待あり。 

（5）11月 11・12日の両日はパシフィコ横浜に

て地区大会の開催。 

（6）『ハイライトよねやま 271号』発行。 

 

 バナー交換  

 

 

宇都宮陽北ロータリークラブ 

熊本 泰久様 
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 委員会報告  

 

【上原良廣会員】 

・北村様ご紹介 

・10/23米山法要例会について 

 

 出 席 報 告  

 

会員総数  ２８名 

今回暫定  ２１／２８＝７５％ 

前々回確定  ２２／２９＝７５．８６％ 

 

 ニコニコＢＯＸ  

 

熊本泰久様 皆さんこんにちは。栃木から来ま

した。よろしくお願い致します。 

（クラブ会員の為、敬称略） 

石渡 宏衛 宇都宮陽北ＲＣ熊本様ようこそ。

北村様ご入会お待ちしております。 

生方 常明 娘と行った青森の件続きです。下

北半島のつけね六カ所村は原発燃

料の再処理施設だけでなく、原油

備蓄施設、一面のソーラーパネル、

尾根沿いの発電風車と色々な物を

実見できました。風車がたくさん

存在するのは圧観です。 

今井新一郎 良いお天気になりました。宇都宮

陽北ＲＣ熊本様ようこそいらっし

ゃいませ。就任挨拶の皆様拝聴い

たします。 

上原 良廣 本日北村さんをお連れしました。

ジュニア会員として入会を検討さ

れています。内堀さんの御令嬢で

す。宜しくお願い致します。 

長澤 尚明 高橋さん入会記念日おめでとうご

ざいます。もう一年が経つんです

ね。本日は就任挨拶させていただ

きます。宜しくお願い致します。 

田邉 勝久 本日、就任挨拶させていただきま

す。 

天野 直樹 事務所でコロナ感染者が３名出ま

した。当初体調やや不良も高原検

査陰性で事務所に出ていて感染者

が増えてしまいました。僕と事務

員２名は感染せずでしたが対応に

追われてバタバタしていました。

軽症といってもかなりつらそうで

した。皆さんも気をつけてくださ

い。 

堀野 弘樹 就任挨拶の各委員長、本日は卓話

ご苦労様です。先日米山学友総会

に出席して参りました。松田さん

お疲れ様です。当クラブの奨学生

ギア君は米山学友の新役員にご就

任の他、ローターアクトクラブに

も入会しています。皆様より一層

のご支援をお願い致します。 

高橋 敏昭 入会させていただき一年が過ぎま

した。新会員の新がとれたので宜

しくお願い致します。 

赤塚 一志 仲亀、長澤、田邉各委員長さんの

就任挨拶心して拝聴いたします。 

以下同内容の為お名前のみ（敬称略） 

上村政二 松田啓 晝間勝 加藤進 渡辺直昭 

牧井秀賢 簡伸治 佐久間務 仲亀晃央 

 

 卓   話  

 

『就任挨拶』 

 

仲亀晃央親睦活動委員長 
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長澤尚明職業分類・会員選考委員長 

皆様、こんにちは。今年度会員選考委員会の

メンバーを紹介致します。田邉さん、佐久間さ

ん、宮田さんです。一年間宜しくお願い致しま

す。それでは会員選考委員会の役割を改めてお

知らせします。 

会員選考委員会は理事会より選考依頼のある

方の人格、職業、社会的地位などを確認し、横

浜鶴見北 RCにふさわしいかを総合的に判断しま

す。その後会員選考委員会の決定を理事会に報

告します。 

今年度 50周年という大きな節目を迎えますが

横浜鶴見北 RCは今後も存続し、発展していくた

めにはやはり会員増強が必要です。 

しかし、RC は会員をやみくもに増やせば良いと

いうわけではありません。ロータリアンはどう

あるべきか、また、どんなロータリアンであり

たいのかを考え、皆様が行動することが横浜鶴

見北 RCの価値を創出すると考えております。 

一方で会員数を減らしていては地域の活性化や

更なる社会貢献活動ができなくなってしまいま

す。「人と繋がりを持ちたい」「自分を磨きた

い」「社会に貢献したい」そんな気持ちを持っ

ている方と出会いましたら、ぜひ一度例会へお

誘いください。 

さて、皆さん「物流」と聞いて、思い浮かべ

ることは何でしょうか？多くの方が宅配などの

輸送をイメージするかと思います。本日は私た

ちの生活に欠かせない物流についてお話させて

頂きます。 

まずは簡単にですが「物流」について、ご説明

いたします。 

物流とは単にモノを運ぶことではなく、製品の

材料の調達から製品をエンドユーザーへ届ける

までのモノの流れを指します。 

日本工業規格（JIS)によると物流とは「物資を

供給者から需要者へ、時間的、空間的に移動す

る過程の活動」と定義されています。エンドユ

ーザーへ届けるまでの過程にはそれぞれの企業

の活動や実態に応じた「調達物流」「生産物流」

「販売物流」「回収物流」「消費者物流」の 5 つ

の物流領域が存在しており、さらに物流は「輸

送」「保管」「荷役」「包装」「流通加工」「情報管

理」の 6つの機能によって構成されています。 

一口に物流と言っても、このように物流業界は

幅広い機能、領域に跨っており、また横断的に

事業が成り立っているため、通常の業界よりも

複数の関係者が存在しています。そのため業務

の効率化を行う際も 1 事業者のみで行うことは

難しく、複数の関係者から協力を得る必要があ

ります。 

次に物流業界を取り巻く環境についてお話い

たします。 

国内の貨物輸送量は、直近 10 年は年間約 47 億

トンを横ばいで推移していましたが、2020 年は

新型コロナの影響もあり大幅に減少して年間 41

億トンほどでした。では年間 40億トンを超える

貨物をどのように運んでいるのでしょうか？日

本国内の貨物輸送の内訳は、約 50％が自動車輸

送、約 40％を内航海運、5％ほどを鉄道輸送とな

っています。 

この輸送手段の内訳は年間貨物輸送量の増減に

関わらず、ほぼ同じ割合で推移しています。輸

送と聞いて、自動車＝トラックを思い浮かべる

方も多いのではないでしょうか？日本の物流は、

トラック輸送に大きく支えられているといって

も差し支えないかと思います。 

 日本の物流を支えているとも言えるトラック

輸送ですが、現在大きく 3 つに分けて問題を抱

えています。1つ目は、皆様もご存じの燃料価格

の高騰、2つ目はドライバー不足、最後に長時間

労働の問題です。 

まず燃料価格の高騰についてです。燃料価格の

高騰の背景については皆様ご存知のことと思い

ますので割愛いたします。トラック輸送におい
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て燃料価格は主要経費の 1 つであり、燃料価格

の高騰が経営に与える影響は非常に大きいもの

です。 

一説には「燃料価格が 1 円上がるとトラック業

界全体で 150 億円コストが増える」とも言われ

ています。燃料高騰に関しては国や行政からの

支援もありますが、一時的なものでしかありま

せん。 

抜本的な解決を得るには、燃料価格上昇分を運

賃に価格転嫁したり、燃料サーチャージの導入

などがあげられます。 

しかし、荷主にとってみれば輸送コストが増え

る事になります。コストが増えた分を製品へ価

格転嫁するにも、製品を購入する消費者の理解

を得られれば良いのですが、値上げに離れてし

まう消費者もいるかもしれない。冒頭でご説明

した通り、物流業界とは複数の関係者が存在す

る業界です。 

このように一口に燃料高騰による運賃の値上げ

といっても、なかなか実現は難しい実態があり

ます。 

 次に、ドライバー不足についてです。物流分

野における労働力不足は近年顕在化しており、

日銀による最新の雇用人員判断ＤＩによると、

建築、宿泊・飲食サービスに次いで、運送・郵

便業界の人手不足はワースト 3 と深刻です。同

調査では「従業員が過剰」と回答した企業から

「従業員が不足」と回答した企業を引いた指数

が、全産業－２８に対し、運送・郵便は－３８

と大きく上回っており、かなりの多くの企業で

人手が不足していると考えているようです。 

仕事はあるのに人材が集まらない、その大き

な理由のひとつにトラックドライバーの仕事に

対するマイナスイメージがあるようです。 

「拘束時間が長そう」「残業が多そう」「給料

が安そう」「体力的に厳しそう」など皆様もそ

のようなイメージをお持ちなのではないでしょ

うか。 

さらに男性が多い業界であることから、女性が

はたらきにくい職場と思われてしまう面もある

ようです。また、現在働いている人材の高齢化

も、業界全体の人手不足に直結する原因のひと

つです。トラックドライバーの主な働き手は 40

〜50代が多く、十分なスキルを持った人材も 10

〜20 年後には定年を迎えてしまうため、人材の

育成やスキルの継承においても大きな負担がか

かります。 

長時間のトラックの運転や、物品の運搬など体

力を使う仕事が多いトラックドライバーの仕事

において、人材の高齢化は業界全体の今後にと

っても大きな問題といえます。 

このような状況を改善するため、全日本トラッ

ク協会を筆頭に、ドライバーを採用するために

就業環境の改善やさまざまな待遇改善をはかる

ことで、このマイナスイメージを払拭しようと

努力しています。 

実際にどのような取り組みが行われているのか

いくつかご紹介すると、国土交通省の「トラガ

ール促進プロジェクト」を始めとした女性ドラ

イバーの積極活用や、休日を取りやすくするな

どの労働環境の改善、免許取得費用の負担など

業界全体に人手不足改善のための動きが広まっ

ています。 

3つ目の問題は長時間労働です。トラックドラ

イバーの年間労働時間は全産業平均に比べ 2 割

ほど長くなっています。長時間労働となってし

まう要因は様々考えられますが、例えばＥＣ取

引が年々増加しているなか、取り扱い商品の多

様化や配送量の増加なども理由のひとつでしょ

う。 

さまざまな要因がある中でも、特に問題視され

ているのが業務中に発生する「待機時間」です。 

待機時間とは荷主や物流施設の都合によってド

ライバー側が待機している時間のことを指して

おり、この時間はドライバー側がいくら時間短

縮を心掛けたとしても解決できる問題でもなく、

ドライバーの長時間労働の大きな原因となって

います。 

待機時間問題は長年問題視されているのですが、

なかなか解決することができず、先に挙げたト

ラックドライバー不足に拍車をかけているとも

言われています。 
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そのような中、2024 年問題と言われている、

トラックドライバーの時間外労働の上限規制が

2024年 4月から適用となります。 

また、それに合わせて通称：改善基準告示と呼

ばれている、ドライバーの労働時間などの労働

条件の向上を図るため拘束時間、休息時間など

の基準を定める「自動車運転者の労働時間など

の改善のための基準」についても改正に向けて

検討が行われています。 

ドライバーに対する時間外労働の上限規制は、

ドライバーの労働環境を改善し、健康を守ると

いう観点では望ましいことだと言えますが、そ

の反面ドライバーが長時間働けなくなるという

ことは、それだけ物流が滞る可能性が出てくる

ということでもあります。また、残業時間が規

制されれば、その分ドライバーが受け取れる残

業代も少なくなります。ドライバーは長距離運

行、長時間労働をするほど多くの収入を得られ

る仕事でした。しかし、時間外労働の上限が規

制されれば、1ヵ月で稼げる金額にも上限ができ

てしまいます。ドライバーが十分な収入を得ら

れなくなって生活に困窮する恐れがありますし、

収入減少による離職が起これば、人材不足に陥

る可能性もあります。 

2024 年問題に対処するためには、運送業者だ

けでなく、発荷主や着荷主といった関連業者の

協力も必要です。ドライバーが少ない労働時間

で効率よく働ける体制を作るために、関連業者

が一丸となって問題に取り組んでいく必要があ

ります。ドライバーが残業できる時間が短くな

るということは、それだけ短時間で効率の良い

輸送を行わなければならないということです。

労働時間の削減に関する対策はもちろんのこと、

スイッチ輸送への切り替え、ＤＸの推進などに

物流業界全体で取り組んでいます。 

以上、駆け足となりましたが、物流について

お話をさせて頂きました。少しでも物流に興味

を持っていただけましたら何よりです。 

最後に今年度もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

田邉勝久プログラム委員長 

2022～2023 年度プログラム委員会委員長を拝

命いたしました田邉です。クラブ創立 50周年と

いう大事な年に私のような者を指名されるとは

『会長ご乱心』と思いましたが“自分も協力す

るので”と言われその表情から正気だとわかり、

引き受ける事にしました。会長の協力は無いも

のと思っていましたが年度が始まると多くの外

部卓話者をご紹介いただき、また副委員長の晝

間さんからも複数名の外部卓話者をご紹介いた

だいて来年の 2 月までは卓話が埋まっている状

態です。 

しかしここで安心は出来ません。残り 4ヶ月、

まあ 6月は離任挨拶で埋めたとして、3ヶ月間を

どうするか？クラブ協議会で１回は減ります。

研修委員会の上澤委員長にお願いしてロータリ

ーについての研修やクラブ運営についての研修

も良いですね。私が入会した頃、先輩方とお酒

を呑む機会が多くありました。そこでは下世話

が多いですがロータリーについてのお話もあり

ました。各委員会の役割や活動内容、決定事項

の手順、具体的には新入会員が入会するまでの

手続きやクラブ会長選出までの流れ等、いろい

ろな事を教えていただきました。コロナ禍でこ

のような機会が減ってしまい入会された方に伝

える事が出来ていない事は良い状況とは言えな

いですし、クラブ存続にも影響するのではない

でしょうか？ 

話を元に戻しますが活動計画書にもあります

が卓話を会員の方々にお願いしたいと思います。

石渡会長は就任当初にプログラム委員全員に卓

話をとおっしゃっていました。委員の方、今井

会員、清水会員、小笠原会員、天野会員、簡会

員、宮田会員、祝会員宜しくお願いします。こ
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れで今年度はほぼ埋まりましたが 100％ではあ

りません。皆様のご協力が必要です。今も仲亀

会員に外部卓話者にコンタクトをとっていただ

いています。引き続き募集をしていますので宜

しくお願いします。 

 

第 8 回理事役員会議事録 

 

（1）2022年 9月次会計報告→承認 

（2）定款・細則の見直しの件→継続審議 

（3）慶弔規定の見直しの件→継続審議 

（4）松田会員をジュニア会員から本会員へ変更

の件→承認 

（5）新会員候補 2名（藤林氏・松坂氏）につい

て→承認 

（6）SAA（祝会員）ならびに副 SAA（佐久間会員）

委嘱の件→承認 

【報告事項】 

・年末家族親睦会について 

・50周年記念事業の進捗報告 

・IAC国内研修会参加費（1名¥30,000-）に対す

る補助金を例年通りに半額（1名¥15,000-）とす

る。 

・ヨゼフ学園 IAC例会が 10/31に行なわれるの

で参加希望者は 16時 30分に校門前に集合。 

・会員名簿が下記 QRコードより取得できます。 

https://qr.paps.jp/eY5Mj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2336 回例会 

令和 4 年 10 月 23 日 

～米山梅吉法要例会～ 

 
 

ゲスト 川崎西ＲＣ 斉藤 正彦様 

 王 鑫 様 市川 真理様 

ビジター 横浜東ＲＣ 大野 清一様 

           巻田 佳樹様 

           岡本誠一郎様 

           中西 昭博様 

           小原 孝之様 

神奈川東ＲＣ 吉田 隆男様 

横浜あざみＲＣ 小野邊 薫様 

米山奨学生 グエントゥアンギアー君 

米 山 学 友  ジャンマニーガムアモンサク君  

ダンハイニュさん 

        蔡尚甫君 

 
 

 
 

 
 

https://qr.paps.jp/eY5Mj
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 会 長 報 告  

 

本日は公益社団法人ロータリー米山記念奨学会 

理事の吉田隆男パストガバナー並びに前理事の

大野清一パストガバナー、公益財団法人米山梅

吉記念館の学芸員である市川真理様、更には当

地区第 2590地区の米山記念奨学委会の斉藤正彦

委員長、米山選考委員で前米山学友委員長の小

野邊薫様、当地区米山学友会の王鑫会長、そし

て私どもの親クラブである横浜東ロータリーク

ラブから巻田会長、岡本幹事、中西副会長、小

原米山奨学生奨学金委員長においでいただき誠

にありがとうございます。 

 また、当クラブの米山奨学生のギア君、米山

学友会元会長のナンプさん、現在の副会長のダ

ンちゃん、米山学友の蔡君、ようこそ。 

先ほどの米山梅吉氏の法要如何でしたでしょ

うか？今から 17年前に、今井さんが会長で私が

米山奨学委員長の時に、親クラブであります横

浜東ロータリークラブ、そして今はありません

が兄弟クラブでした横浜鶴見西ロータリークラ

ブと当クラブの 3クラブ合同で米山梅吉法要例

会を行いました。もう、その例会をご存じの方

も少なくなってきていますが私はとても印象に

残っており、会長になったら是非、もう一度、

法要例会を行いたいと考えており、今回上原さ

んにご無理を言って、本日の例会を開催するこ

とができました。上原さんありがとうございま

す。 

また、卓話は米山梅吉氏の生涯に詳しい地区

米山記念奨学委員会の斉藤正彦委員長にお願い

をしております。とても楽しみにしております。

どうぞよろしくお願いします。 

今年度私が横浜鶴見北ロータリークラブの会

長をお引き受けするに当たり、会長ターゲット

を「何事でも人々からして欲しいと望むことは

人々にもそのとおりにせよ」と致しました。 

これは新約聖書の言葉で、私がロータリークラ

ブに入会する前から座右の銘としていた言葉で

す。この言葉は米山梅吉氏も大切にしていた言

葉だそうです。 

また皆様ご存じの通り米山梅吉氏は青山学院

初等部を作られました。今でも、お墓の名刺入

れには青山学院の関係者の名刺が入っているこ

とがあります。私は中学高等学校を関東学院を

卒業しましたが、青山学院と関東学院は同じキ

リスト教の学校です。青山学院の工学部は関東

学院大学から分かれましたし、関東学院の神学

部は青山学院に併合されましたので少なからず

ご縁を感じます。 

また、後ほど、米山梅吉氏のお墓参りを致し

ますが、私がロータリーに入会した 20年前、お

墓は草がボウボウと茂っていました。私は毎日

朝、健康のため家から總持寺までウォーキング

をしており、時々、お墓の草むしりをしていま

した。今では横浜東ローターアクトや米山学友

会の皆様が草むしりをしていただいており、大

変助かっております。そんな私にとって思いれ

のある例会です。 

そして先週の理事会の報告です。詳しくは時

間の例会の時にお話ししますが、今日は 2点、

嬉しい報告と、悲しい報告があります。まず、

悲しい報告です。舟木さんより退会届が出され

ました。マニラグループをやめられたそうです。 

ただ、今後新しい事業を始められ、軌道に乗っ

たらお戻りいただけるとお話しされておりまし

た。嬉しい報告は、藤林さんの奥様と、松坂さ

んより入会のお申し出がり、会員選考委員会、

理事会で承認されました。事務局より、会員の

皆様にはお手紙でご案内が届きますのでよろし

くお願いします。 

以上会長報告です。 

どうぞよろしくお願いいたします。 
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 委員会報告  

 

【松田啓会員】 

・米山特別寄付の御礼 

 

 出 席 報 告  

 

会員総数  ２８名 

今回暫定  １１／２８＝４２．３０％ 

前々回確定  ２１／２９＝７７．７７％ 

 

 ニコニコＢＯＸ  

 

斉藤正彦様 米山梅吉翁法要例会に卓話に参上

いたしました。どうぞ宜しくお願

い致します。 

市川真理様 法要例会に参加させていただきま

した。１０月の米山月間に貴重な

経験をさせていただき感謝いたし

ます。 

大野清一様 米山梅吉翁の法要にお招きいただ

きありがとうございました。 

巻田佳樹様 本日は米山梅吉法要例会で貴重な

体験をさせていただきました。 

岡本誠一郎様 

中西昭博様 

小野邊薫様 本日は米山梅吉氏の法要と斉藤委

員長の米山月間卓話を楽しみに参

りました。記念館の市川様、多く

の米山学友と再会に感謝します。 

吉田隆男様 米山梅吉法要例会に出席させてい

ただき感謝申し上げます。 

石渡 宏衛 本日米山梅吉法要例会に多くの皆

様においでいただきありがとうご

ざいます。宜しくお願い致します。 

生方 常明 皆様、本日は米山梅吉翁の法要墓

参をいただきありがとうございま

す。 

上村 政二 本日、米山氏法要の参加の皆様大

変ありがとうございます。 

赤塚 一志 本日の行事例会は改めて「奉仕の

心」一節の心の問題を再確認した

思いです。皆様本日は本当にご苦

労様でした。 

鈴木元一郎 本日の法要例会をご準備下さり本

当にご苦労様でした。又、ご出席

の皆様ありがとうございました。 

上原 良廣 米山梅吉法要例会ご参加の皆様有

難うございます。 

簡  伸治 米山梅吉翁の法要身が引き締まり

ました。改めてＲＣの歴史の重み

を受け止めて活動して参ります。

斉藤様、卓話心して拝聴致します。 

今井新一郎 故米山梅吉翁の法要例会お疲れ様

です。絶好の日和となりました。 

堀野 弘樹 本日、米山梅吉法要例会にお忙し

い中多数のご出席をいただきまし

てありがとうございます。上原さ

ん本日の段取りありがとうござい

ました。 

宮田 豊和 皆様法要お疲れ様でした。初参加

しました。斉藤様本日は卓話あり

がとうございます。米山梅吉翁の

生涯しっかりとお聞きします。 

 

 卓   話  

『米山梅吉江翁の生涯』 

 

地区米山記念奨学委員長 

斉藤 正彦 様 


