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職業奉仕委員会担当理事を拝命して

巻頭メッセージ

11月₇日㈫…「ブルーライトにご注意！」
大橋　裕一会員

11月14日㈫…「四国の通信を護る」
伊藤　謙一会員

11月21日㈫…「赤シャツの逆襲」
田中　和彦会員

11月28日㈫…「私の体育会生活」
伊東　毅嗣会員

例会予定

職業奉仕担当理事　佐々木　　　淳

　本年度、職業奉仕委員会の担当理事を務めさせていただきます。入会してから₇年

経ちましたが、初めて理事の大役を仰せつかりました。これまでのロータリアンの経

験を活かすとともに、新たな気持ちで皆様と一緒に成長していく所存です。

　さて、本年度の国際ロータリーのテーマは「ロータリー：変化をもたらす」です。

イアンH.S.ライズリー会長は、「奉仕を通じて変化をもたらすことで、我々の行動を

示しましょう。」とおっしゃられています。これを職業奉仕の観点から考えますと、

職場訪問例会を実施することで互いの職業理念などを学び合い、自らを高め合うこと

によって、ロータリアンの意識の変化が期待できると考えられます。

　例年、初春に職場訪問例会を開催しますが、永木委員長を始め委員の皆様とともに

素晴らしい会にするべく準備を進めていきたいと思います。皆様におかれましては、

なるべくご出席をしていただくようご協力をお願い致します。



例会記録

　第3367回例会　2017年10月３日（火）

出席会員　74（66）名中53名　出席率71.62%
前回訂正出席率81.08%

欠席会員　21名　二神、鮒田、原田、市川、伊
東（毅）、加藤、金沢、菊野、窪、河内、三
原、森、西原、太田、大塚、大森、舘、鶴田、
豊田、柳谷、吉村

ニコニコ箱
守谷みどり	 本日より入会させて頂きました。

よろしくお願いします。
上甲　　泰	 守谷さん、今後ともよろしくお願

いします。
佐藤　昭美	 守谷さん御入会おめでとうござい

ます。今後の御活躍、期待してお
ります。

塩崎千枝子	 山内建さん本当にお世話になりま
した。お別れとても悲しいです。
守谷さんようこそ。よろしくお願
いします。

佐々木　淳	 玉置さん、GRショップ開店おめ
でとうございます。近々見学させ
てください。全日空ホテルの皆様、
先週末は本当に大変でしたね。お
疲れ様でした。

深見　邦芳	 チョット良いことがありました。
伊藤　謙一	 岩間さん卓話楽しみにしています。
田中　和彦	 国体の開会式、素晴らしくて感動

しました。天皇・皇后のお姿にも
接しました。成績も好スタート！
天皇杯・皇后杯の獲得を祈ります。

飯尾　寛治	（会員誕生祝）守谷さんの入会歓
迎します。

米山　徹太	（会員誕生祝）
髙石　義浩	（ご夫人誕生祝）（結婚記念祝）
児玉　義史	（結婚記念祝）10/₉結婚41周年で

す。岩間さん、卓話楽しみにして
おります。守谷さん、入会おめで
とうございます。

玉置　　泰	（結婚記念祝）
三好　哲生	（創業記念祝）昭和23年10月₈日、

秋祭りの翌日、ひっそりと開店し

たのが、すし丸です。
早　退　　清田、永木、酒井（₂回続けて…なので）

卓　話　「無事これ名馬」
岩間　正之　会員

　入会から三か月足らずで右も左もわかりませ
んが、せっかくのご指名ですので、「無事これ
名馬」をモットーにさりげなく生きてきた私の
これまでを振り返りながら、自己紹介をさせて
いただきます。
　その前に、年度後半に入りましたので、始まっ
たばかりの新しい朝のドラマのお話。今朝（₃
日）の新聞に、「ひよっこ」の平均視聴率が20
点₄％（東京）で、前作「べっぴんさん」（大
阪制作）を₀点₁上回ったと出ていました。前
任地が大阪の私としてはとっても悔しかった！
昨日始まった「わろてんか」は、笑いを軸にしっ
とりした人間模様もからむ傑作になると期待し
ています。大阪局のみんなが、時にはケンカ腰
の議論もしながら全力で制作していますので、
ぜひご覧いただければと思います。
　業務PRはここまでとしまして（笑）、本題。私、
宮城県の片田舎で、農業機械販売店の三男坊と
して生まれました。周囲から「影猫」と呼ばれ
るほど、恥ずかしがりでしゃべらないこどもで
した。このままでは社会に適応できなくなって
しまう、なんとかしなきゃ、と発奮して、就職
の際、とにかく初めての相手ともコミュニケー
トしなければやっていけない仕事に就いて自分
を変えようと、記者を目指しました。運よく
NHKに拾ってもらい、初任地名古屋で事件記
者として取材活動を始めましたが、初めての「夜
回り」取材で警察官宅のピンポンを押す際、緊
張のあまりお腹がキュルキュルと鳴って、玄関
に出てきてくれた相手に開口一番「トイレ貸し
てください」…。それ以来、北は北海道から東
北、関東、北陸、関西と転勤し、経済分野や災
害の現場を中心に仕事を続けてきました。各界
の取材先の皆様に鍛えていただき、おかげさま
で、「影猫」だった自分が、このように30分も、
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例会記録

出席会員　74（66）名中42名　出席率	58.33％
前回訂正出席率72.97%

欠席会員　32名　土居、二神、濵本、羽牟、林、
原田、石橋、市川、岩橋、岩間、加藤、金
沢、窪、児玉、三好、村井、村山、森、守谷、
永木、大塚、酒井、左納、清水、菅井、関
（啓）、舘、田中、浦岡、吉村（亀井、中住）

ニコニコ箱
岩間　正之	 先週の卓話、辛抱強く聞いてくだ

さってありがとうございました。
三浦さん、頑張ってください。

伊藤　謙一	 三浦さん、卓話楽しみにしています。
大橋　裕一	 愛媛国体、天皇杯₂位確定おめで

とう。
豊田　真二	 愛媛国体、当社社員が監督してい

る成年女子バレーボール国体初の
勝利、応援いただいた方々ありが
とうございます。

河内　広志	 今日は10月10日で1010（イチマル
イチマル）にちなみ「銭湯の日」
です。飛

あすか

鳥乃
の

湯
ゆ

泉が道後にオープ
ンしました。遊びに来て下さい。

高橋　伸定	 上甲さん先日は大変お世話になり
ました。ありがとうございました。

上甲　　泰	 シートベルトでおまわりさんと友
達になりました。

塩崎千枝子	 ・₆大学野球で東大が法政に勝ち
ました。

	 ・お騒がせしております。
（なんとなくニコニコ）　浜田、米山
早　退　　鮒田、伊東（毅）、佐々木（いよいよ

本日国体の閉会式ですね。皆様お
疲れ様でした。結果は不本意です
が…）、鶴田

卓　話　「５G導入による未来像について」
三浦　　明　会員

　モバイルネットワークの進化は概ね10年毎に
大きな進化を果たしています。「₁G」と言わ
れた第一世代は1985年に提供を開始したショル
ダーフォンが代表的な移動通信機器でした。第
二世代（₂G）にはデジタルムーバ、第三世代に
はFOMAを提供し、現在は第四世代（₄G）と
なっています。₅Gと言われる第五世代について
は2020年を目途に現在準備が進められています。
　₅Gネットワークの特徴は、「高速・大容量」
「低遅延」に加え、「多数の端末との同時接続」
に優れている点にあります。これは来るべき
「IoT」時代に極めて親和性の高いネットワー
クとしても注目されています。もちろん高速・
大容量ですから「₄K」「₈K」の高精細映像や
「AR」「VR」などの映像伝送にも優れています。
　東京お台場地区周辺において₅Gのトライ
アル実証実験を行っていますが、受信時最大
10Gbps超の無線データ伝送に成功しています。
　IoTでは、データサイズが小さいながら高頻
度に通信が行われ、更にそのデバイスは低消
費電力が求められるためLPWA（Low	Power	
Wide	Area）が注目されています。
　現在様々な規格があり、他業界を含む多くの
企業と連携し実証実験等行っています。
　例えば、全日空様とは羽田空港において、あ
らゆる備品（カート、ベビーカー、車いす等）に
発信機を取り付け、その備品がどの場所に滞留
しているかクラウドを経由してスタッフのスマー
トフォンに通知するといった実証実験も行って
います。これを実現することによって「備品を
探しに行く」作業の業務効率化を図り、お客様
サービスの品質を向上させることが出来ます。

　第3368回例会　2017年10月10日（火）

皆様の前でお話ができるまでに変わることがで
きた、成長できたと感謝しております。
　早くも時間（紙幅）が尽きましたが、これか
らの四国での日々、公共メディアとして最も大

事な減災防災を中心に、様々なサービスで四国
の皆様に貢献してまいりたいと決意を新たにし
ておりますので、ご指導ご支援お付き合いのほ
ど、よろしくお願い申し上げます。
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例会記録

　NTTドコモでは、これからも多くのパートナー
企業様と連携し、「企業競争力の底上げ」「少子

高齢化対策」「働き方改革」等様々な社会課題の
解決に向けて挑戦していきたいと考えています。

出席会員　74（66）名中42名　出席率57.53%
前回訂正出席率72.97%

欠席会員　32名　土居、福田、二神、羽牟、林、
原田、石橋、市川、伊藤（謙）、岩間、勝見、
金沢、河野、村山、森、名本、西原、太田、
大塚、大橋、左納、塩崎、清水、菅井、関（啓）、
髙石、高梨、舘、鶴田、柳谷、吉村（中住）

ニコニコ箱
倉田　　満	 つたない卓話にお付き合いください。
児玉　義史	 先週は欠席しまして申し訳ありま

せんでした。倉田さん、卓話をよ
ろしくお願いします。

上甲　　泰	 倉田さん卓話楽しみにしております。
米山　徹太	 倉田さん卓話楽しみにしております。
河内　広志	 今日10/17は貧困撲滅のための国

際DAYです。多くのロータリア
ンが深く関わっています。

田中　和彦	 今夜の我が阪神タイガースの勝利
を祈って…

窪　　仁志	 最近参加できない日々でした‼
守谷みどり	 先週は欠席でした。
三原　英人	（創業記念祝）（早退）
（なんとなくニコニコ）　三浦
早　退　　泉川、菊野、小林、野村、岩橋（小

野里さん、先日はありがとうござ
いました）、酒井、佐々木（岩橋さ
ん昨日はお世話になりました）

卓　話　「日本の農業金融」
倉田　　満　会員

　私が勤務する農林中央金庫（以下、「農林中
金」。）という組織や日本の農業金融について正
確に理解している人はまだ少ないと思われる。
そこで、この場を借りて、日本の農業金融につ
いて説明したい。

　全国各地の農協（JA）や漁協（JF）および信
農連・信漁連は、それぞれが独立した金融機関
として、地域ごとに異なる様々な金融ニーズに応
えるサービスを提供している。これらのサービス
をより効率的に提供していくために、金融商品の
設計やシステム開発、有価証券の集中運用、テ
レビCMといった広告制作等、スケールメリット
を活かせる機能について、都道府県レベルでは
信農連・信漁連が担い、全国レベルでは農林中
金が担っている。こうした三位一体の協同組織は、
「JAバンク」、「JFマリンバンク」と呼ばれている。
　JAバンクの中では、JA・信農連・農林中金
がそれぞれ役割を分担しており、各地域の小
規模な農家・農業法人に対しては地元のJAが、
大規模な農家・農業法人に対しては信農連と農
林中金が中心となって資金需要に応えている。
　この結果、JAバンク全体の農業関連融資額
は合計で2.5兆円となり、農業関連融資総額の
約₆割を占める最大の貸し手となっている。ま
た、農業関連融資額は国内総融資額の約0.7％
に相当。これはGDPに占める農業割合とほぼ
同水準で、他の先進国と同様に産業規模に見
合ったものとなっている。
　現在日本では、国を挙げて農業の成長産業化
を進めている。我々は、そのために必要な資金
需要に応えるだけでなく、多様なソリューショ
ンを提供することにより、川上から川下にわた
る食のバリューチェーン全体の付加価値を向上
させることを通じて、農林水産業の成長産業化
を目指している。
　愛媛県には、柑橘はじめ農産物や瀬戸内の魚
介類のほか、道後温泉やしまなみ海道等の観光
資源にも魅力的なものが多い。自分が松山にい
る間に、農業所得増大や地域活性化支援に少し
でも貢献できればと考えている。

　第3369回例会　2017年10月17日（火）
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例会記録

　第3370回例会　2017年10月24日（火）

出席会員　74（66）名中43名　出席率59.72％
前回訂正出席率69.86％

欠席会員　31名　二神、鮒田、市川、伊東（毅）、
勝見、金沢、清田、倉田、河内、河野、小
林、三原、村井、村山、甕、森、守谷、西原、
大塚、大橋、酒井、菅井、関（啓）、舘、鶴田、
豊田、浦岡、結城、吉村（亀井、玉置）

ゲスト　₂名	 孫　　源晙（米山記念奨学生）
	 	 松尾　嘉禮（新居浜RC）
ニコニコ箱
松
（新居浜RC）

尾　嘉禮	 米山記念奨学生の孫さんが卓話を
させて頂きます。

児玉　義史	 孫　源晙さん、カウンセラーの松
尾嘉禮様、ようこそいらっしゃい
ました。本日10月24日は世界ポリ
オデーです。ロータリー財団への
ポリオ撲滅募金をしました。

塩崎千枝子	 皆様に温かい応援をいただきまし
た。お世話になり本当にありがと
うございました。

田中　和彦	 選挙、台風と大変な日曜日でした
ね。お疲れ様でした。

加藤　修司	 カープ必勝祈願
（なんとなくニコニコ）　米山
早　退　　土居、永木、西村、佐々木

卓　話　「初心」
米山記念奨学生　孫　　源晙　さん

　初めまして、米山記念奨学会　新居浜ロータ
リー奨学生　ソン　ウォンジュンと申します。
愛媛大学大学院でエネルギー関連の研究を行っ
ております。私に卓話をさせてくださいまして、
誠にありがとうございます。卓話の内容は、私
を初心に戻してくれたある出来事です。
　私は、米山奨学会の奨学金のおかげで、母国
にいる両親に経済的負担を減らせることができ
ました。また、研究に専念できております。そ
の中、₉月、₁か月間インドネシアの派遣も米
山記念奨学会のおかげで無事行って来られまし
た。₁か月間のインドネシアの派遣で、私はジョ

グジャカルタと言う地域に訪れました。私は、
現地のガジャマダ大学での研究も着実に成果を
あげ、現地の文化を学んでいました。そうやっ
て、過ごしていたある時、私は自分が初心に戻
れる出会いがありました。
　₁か月間、私は大学の寮に住んでいました。
その寮の正門を出て右に曲がると夕焼けごろか
ら開く屋台が一つありました。屋台には古い
テーブルと木で作られた移動式キッチン、そし
て子供₂人しか座れない木製寝台があり、夫婦
と子供、₃人家族がいました。学校から帰り道、
寮に入る前にいつも木製寝台に狭苦しく寝てい
る母親と子供の姿が見えます。私にとっては馴
染んでいる風景でした。
　ある日、その屋台で夕飯を食べに行きました。
相変わらず、母親と子供は小さい木製寝台に寝
込んでいて、父親が私の注文を受けて、料理を
してくれました。ごはん、唐辛子ソース、豆腐、
テンペーという大豆の揚げ物を注文しました。
値段は70円程度。周りの安い食堂すら200円程
度の値段をしていることを比べてもとても安い
値段でした。食事を済ませている間に、蚊が多
くて足、腕を多くかまれました。
　その中で、寝ている子供が私は心配でした。
食事を終え、可哀そうで、可愛く寝ている子供
を見て、お釣りをお小遣いとしておいて帰りま
した。寮へと帰る道、私はふと思い出しました。
木製寝台、昼₃時から夜₂時まで、狭くて古い
店で育てられた自分の幼いころ、あるお客さん
が私をみて、お父さん、お母さんが君のために
一生懸命に働いてらっしゃるんだ、だから勉強
頑張って、助けが必要な人を助けなさい！と言
いながら筆記用具とお小遣いをくれた記憶を思
い出しました。そして、その言葉を胸にして勉
強をした学生時代を思い出しました。いざ、私
が、私に筆記用具と応援をしてくれたお客さん
の立場になってみると、幼いころの自分に見え
る屋台の子供が正しい方向で成長してほしい気
持ちを強く感じました。そして、自分のために
一生懸命に働いている両親、幼いころ応援して
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例会記録

くれたお客さん、そして、今私が研究に専念で
きるように応援をくださっているロータリーの
皆様に恩を返す気持ちで、色鉛筆、スケッチブッ
ク、筆箱、そして手紙を準備しました。手紙に
は、どんな環境でも、まっすぐ成長して、いつ
か困っている人を助けてほしい気持ちの言葉を
込めました。日本帰国前日の夕方に渡すつもり
でしたが、その日はなぜか屋台が見えず、直接
渡すことができませんでした。困っていた私を
インドネシアの人たちが代わりに渡してくれる
と約束してくれました。そして、ちゃんと渡せ
たとの連絡があり、安心しました。

　いつからか、省みずに自己だけ見るように
なっていた自分が、馴染みのある風景によって
初心に戻れた気がします。
　新居浜ロータリーの例会に参加して、ロータ
リーの皆さんから、みんなのために奉仕するこ
とを教えていただきました。その教えがあった
からこそ、初心に戻れた出会いになりました。
ロータリーの皆様、ありがとうございます。こ
の先、ロータリーの教えの様に、みんなのため
に、困っている人のために奉仕したいと思いま
す。また、この世界に役に立てれるように、研
究を頑張り続けたいと思っております。

　第3371回例会　2017年10月31日（火）

出席会員　74（66）名中49名　出席率67.12％
前回訂正出席率86.49％

欠席会員　25名　土居、二神、濵本、羽牟、原
田、石橋、市川、伊藤（謙）、清田、窪、倉田、
河野、小林、村山、森、野村、大塚、酒井、
塩崎、関（啓）、舘、豊田、浦岡、結城（亀井）

ニコニコ箱
上甲　　泰	 金沢さん、卓話楽しみにしております。
加藤　修司	 金沢さん、卓話楽しみにしております。
菊野　先一	 金沢支店長、卓話楽しみにしてい

ます。
三浦　　明	 金沢さん、卓話楽しみにしております。
村井　重美	 卓話、金沢さん頑張って。
甕　　哲也	 金沢支店長、卓話楽しみにしてい

ます。
左納　和宜	 金沢支店長、卓話楽しみにしてい

ます。
田中　和彦	「愚陀仏庵」の再建に絡んでの濵

本さんの英断にロータリアンとし
て誇りに思い、心からの敬意を抱
きました。

佐藤　昭美	 東京天文台に勤めている長女が先
日の日曜日、台風の中を来松、久
万の天文台で講演しましたが、聴
衆に熱心に聴いていただき感銘を
受けました。

児玉　義史	 米山さん、台湾土産のお菓子、あ
りがとうございました。金沢さん
卓話楽しみにしています。

河内　広志	 今日はハロウィンDAYです。本日の
火曜会はハロウィン仮装で盛り上げ
ます。ご利用をありがとうございます。

伊東　毅嗣	 本日、道後プリンスホテルさんで開
催されるハロウィン火曜会に参加
できず申し訳ありません。皆様の素
敵な仮装を想い浮かべております。

髙石　義浩	 本日火曜会、所用があり欠席させ
て頂きます。ハロウィンパーティ
で残念です。

永木　昭彦	 ハッピーハロウィン。金沢さん卓
話頑張ってください。

福田　正史	 素晴らしい秋晴れなので！
勝見　安美	 やっと運動会ができました。
守谷みどり	 孫が退院しました。
三原　英人	（結婚記念祝）先々週25回目の結

婚記念日のニコニコを忘れていま
した。今日間に合いました。

鶴田　直丈	（結婚記念祝）結婚17年目になり
ました。なんとか続いています。

（なんとなくニコニコ）　米山
早　退　　泉川、佐々木
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理事会報告

平成29年10月度理事会決議事項

10月₃日㈫
①退会　山内　建会員（退会日はご逝去の₉月
25日とする）　承認。

②第19回サマースクール会計報告　承認。
③ローターアクト決算・予算報告及び分担金拠
出のお願いについて　承認。
④今年度火曜会の出欠扱いについて
　メーキャップ扱いとする　承認。

卓　話　「中央銀行と仮想通貨」
金沢　敏郎　会員

　仮想通貨には、①特定の発行者がおらず（誰
の債務でもない）、価値は需要と供給で決まる、
②金融機関以外の主体が多様なサービスを提供
している、③分散型台帳技術（DLT）により、
当事者間の信頼や仲介機関を要さず、遠隔での
価値移転が可能、との特徴があります。代表的
な仮想通貨であるビットコインの対円取引のシェ
アは、最近では₄割弱まで上昇しています。但し、
①通貨の₃機能（価値の尺度、決済手段、価値
貯蔵手段）を満たしているとは言い難い、②ガバ
ナンス構造が不透明、③ICO（新規仮想通貨の
発行）には問題が多い、などには留意する必要
があります。また、昨年11月に開催された、東京
大学と日本銀行の共催コンファレンスでは「ビッ
トコインのような仮想通貨が、信認と使い勝手を
備えた法定通貨（日本円や米ドルなど）を凌駕し
て使われていくことは考えにくい」とされました。
　他方、各国の中央銀行は、銀行券と中央銀行

当座預金を決済手段として提供しています。銀
行券は、いつでも誰でも使えますが、中央銀行当
座預金を直接利用できるのは、銀行など一部の
主体に限られており、中央銀行決済システムの稼
動時間にも制約があります。中央銀行口座の利用
者を大幅に拡大し、中央銀行決済システムをい
つでも使えるようにすることは、中央銀行が誰で
も使える「デジタル通貨」（発行者がいない仮想
通貨とは異なる）を発行することに似ています。
　日本銀行では、現時点において、デジタル通
貨を発行する具体的な計画はありませんが、ス
ウェーデン中銀は、デジタル通貨（e-Krona）
の発行を検討している中央銀行として注目され
ています。スウェーデンでは、電子的支払手段
の利用が増加しており、現金の利用低下が著し
い状況です。同中銀では、①一定の金額までは
匿名で利用可能、②法定通貨（Krona）建て、
③当面金利は付けない（設計上は可能としてお
く）等とすることを検討しており、2018年末ま
でに発行するか決定するとしています。

クラブニュース

新入会員紹介

氏名：守
もり

谷
や

みどり

勤　務　先：㈱エポラ
	 代表取締役
	 来住町1383−₁
	 TEL	955−7511
生 年 月 日：昭和30年₆月27日
入会年月日：平成29年10月₃日
趣　　　味：	仕事、プリザーブドフ

ラワー、美味しいもの
を食べること、作ること
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クラブニュース

ご意見・ご要望があればお寄せください。

ホームページURL　http://www.matsuyama-rotary.jp/

　平成29年10月14日（土）に愛媛ゴルフ倶楽部に
て開催されました。参加者は中住会員、河野会員、
柳谷会員、堀智起さん、甲坂勇希さん、米山の₆
人でした。堀さん・甲坂さんは共に野村證券さん
の社員さんで柳谷会員にお誘い頂きました。甲坂
さんは松山RACの会員でもあります。ご参加有難
うございました。
　当日は雨の心配もありましたが何とかプレーで
きました。

　優勝は堀さんでした。大学時代に野球部に所属
されていたこともあり豪快なスイングでした。
　今回、中住会員が88歳、堀さんと甲坂さんは20
歳代というコンペでした。これもゴルフの醍醐味
だと思います。中住会員はベスグロ、ニアピン₄H
全て取りました。
　これから寒くなりますので来年の₃月まで休会
と致します。皆さん₃月までに腕を磨いておいて
ください。	 （記・米山　徹太）

ゴルフ会より　第366回 松山ロータリークラブゴルフコンペのご報告

ダブルペリア

敬称略

順　位 氏　　　名 OUT IN 計 HDCP Net
優　勝

（ゲスト）

堀　　智起 47 47 94 19.2 74.8
₂　位 中住　義晴 47 46 93 15.6 77.4
₃　位 河野　次郎 48 42 100 21.6 78.4

同NETは年長者

10月中の出席報告

会員数 出席会員数 欠席会員数 当日出席率 メークアップ数 前回訂正出席率 ビジター数
₃日 74（66） 53 21 71.62% 7 81.08% 0

10日 74（66） 42 32 58.33% 12 72.97% 0

17日 74（66） 42 32 57.53% 10 72.97% 0

24日 74（66） 43 31 59.72% 8 69.86% 0

31日 74（66） 49 25 67.12% 15 86.49% 0

平均 74（66） 45.8 28.2 62.86% 10.4 76.67% 0

例会日 区分

₁．ガバナー月信
₁．会報₈月号、₉月号
₁．近隣RC例会予定表

配　付　物

誕生祝　	以下₇名　羽牟（₂日）、上甲（₇日）、高橋（10
日）、飯尾（16日）、米山（18日）、左納（19日）、
塩崎（31日）

結婚祝　	以下14名　浦岡（₃日）、河野（₃日）、玉
置（₇日）、児玉（₉日）、髙石（10日）、
小林（13日）、舘（16日）、高岡（23日）、
三原（24日）、勝見（25日）、石橋（26日）、
酒井（27日）、鶴田（30日）、田代

創業祝　	以下₉名　河内（₁日）、田中（₁日）、左
納（₁日）、永木（₆日）、三好（₈日）、
金沢（10日）、深見（15日）、三原（28日）、
清水（28日）

10月のお祝い
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