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皆様こんにちは！今日はロー

タリーの友月間であります。そし

て地区代表委員の菊池淳哉様よ

り、後程卓話を頂戴いたします。

宜しくお願い致します。 

さて先週 7日に会員増強委員会

のリーダー会議が新入会委員の 3

名の皆様を含め 11 名で開催され

ました。従来の形にとらわれず 5 名前後のグループ

に分けて増強活動を行っていただきます。第 1 回の

リーダー会議と言う事ではじめは緊張をしておりま

したが、新入会員の皆さんが若いせいもありすぐに

先輩の会員と打ち解けて活発に意見を交わしました。

その後 1 年半ぶりでしょうか懇親会を開きアルコー

ル付きで開催し、アルコールの力は絶大です。あっ

という間に無礼講となり和気あいあい先輩と新入会

員が打ち解けてロータリー談議に盛り上がりました

（無論コロナ対策を十分行ったうえです）。夜例会

が行われず皆さんと話をする機会がなかなかありま

せん。是非来月には親睦委員の皆さんから実施して

頂きたいと思います。お願い致します！ 

また、10 日に 47 都道府県のランキングが発表に

なりましたが新潟県は昨年の 28 位から 22 位に上が

りました、昨年最下位になった栃木県は 41位にラン

クアップし最下位は茨木県になりました。 

栃木県はＰＲ作戦を展開しＣＭや事業に 3千万円を 

かけたそうです。「あなた栃木って漢字で書ける？」や「地味な栃木を大切にする人が好き」などのＣＭ

も作ったそうです。我々新潟県はいかがでしょうか？ 

「新潟って漢字書ける？」ではなく「新潟のラーメン何杯たべた！」の方が良いのではと思います 

 

 

・辰野 RI理事より、 

｢日本経済新聞社 10月 22日(金)朝刊全国版一面広告掲載についてお知らせ。｣ 

ロータリーの活動 PR・会員増強に繋げることを目的としての広告。 

・高尾ガバナーより、 

｢世界ポリオデー｣についてのお願い」 

｢高尾年度ロータリー防減災セミナーのご案内｣ 

日時：11月 13日(土) 13：00～16：00 会場：長岡市立中央図書館講堂 

 

例会日 ２０２１. １０．１２ №１６４１ 

 

会 長 ： 石 川 一 昭  幹 事 ： 岡 田 大 介  Ｓ Ａ Ａ ： 花 井 知 之 

◆本日の行事：「ロータリーの友月間」 

◆本 日 の 出 席：５８名中３３名 

◆先々回の出席率：５８名中４３名 74.14％ 

（前年同期 86.44％） 

◆本日のゲスト： 

第 2560 地区ロータリーの友地区代表委員  

 菊池 淳哉 様（新潟中央 RC） 
 

◆先週のメークアップ(敬称略)： 

10/7 会員増強ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰと新入会員の

意見交換会  石川一昭、佐藤義英 

岡田大介、田口実仁佳、福岡信行 

齋藤孝之輔、金子太一郎、丸山勝 

小林伸行、高橋暢雄、野崎喜嗣 

10/7 燕 RC  外山晴一 

10/8 吉田 RC 外山晴一、石川一昭 

10/9 第６回ゴルフ大会  16 名 

＊本日の配布書類等 

・ガバナー月信１０月号(閲覧) 

・週報 No.１６４０ 

・ロータリーの友１０月号  

「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」  

「ロータリーを学び、ロータリーを広げよう。｣  

「 今 こ そ 見 せ よ う ロ ー タ リ ー の 底 力
ち か ら

を ！ 」   No.12 
●例会日：火曜日 １２：３０～１３：３０  ●例会場：三条ロイヤルホテル ℡ 0256-34-8111 

三条北ロータリークラブ週報 
 

シェカール・メータ  RI 会長  

第 2560 地区：高尾茂典ガバナー  

三 条 北 RC： 石 川 一 昭 会 長     

幹事報告：岡田大介 幹事 

会長挨拶：石川一昭 会長 

事務局：三条市本町 3-5-25 三条ロイヤルホテル内  TEL 0256-35-7160 / FAX 0256-35-7488 

ＨＰ：http://www.sanjo-nrc.org 
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落合 益夫 君 ＢＯＸに協力。 

星野 義男 君 ロータリー財団に協力!! 

石黒 隆夫 君 ロータリーの友地区代表委員 菊池淳哉様、本日は卓話誠にありがとう 

ございます。よろしくお願い致します。 

石丸 進 君 菊池様、本日はようこそおいでくださいました。有りがとうございます。 

外山 晴一 君 ロータリー財団ボックスに協力します。 

齋藤孝之輔 君 協力します。 

羽賀 一真 君 二酸化炭素 CO2の温室効果などの気候モデルについて、日本人ノーベル 

物理学賞受賞おめでとうございます。 

齋藤孝之輔 君 協力します。  

坂内 康男 君 吉田委員長いつもご苦労様です。ＢＯＸに協力。  

吉田 文彦 君 10 月だというのに 30℃を超えた日曜日、社員同士の結婚式に参列しました。一昨年の

暮れに入籍したものの延期へとなっていたもので、延期となっていた 2年近い間にお子

さんも産れ、なごやかな微笑ましい結婚式でありました。感染者は減少しておりますが、

アクリル板に囲まれ、手酌で飲む祝い酒は「もう少しの辛抱!!」という味がしました。 

 

ロータリーの友地区代表委員 菊池淳哉様より、卓話の謝礼は米山 BOXにご寄付いただきました。 

 

斎藤 良行 君 ご無沙汰しておりましたが、またよろしくお願いします。 

花井 知之 君 先日土曜日のロータリー同好会のゴルフで初優勝させて頂きました。 

歴代優勝の皆さんが必ず寄付されているので仕方なく・・・。 

しかも、私のゴルフ歴のベストスコアでしたので、金額上げました。 

米山 忠俊 君 菊池淳哉ロータリーの友地区代表委員様、今日はご指導よろしくお願い致します。 

石川 一昭 君 本日の卓話 菊池様、ようこそ北ロータリークラブへ。ご指導よろしくお願い致します。 

岡田 大介 君 ロータリーの友地区代表委員 菊池様に感謝して。 

石川 友意 君 ロータリーの友地区代表委員 菊池様を歓迎して!! 

早川 瀧雄 君 第 2560地区ロータリーの友地区代表委員 新潟中央 RC 菊池淳哉様 卓話宜しくお願いします。 

石川 勝行 君 菊池さんご指導お願い申し上げます。 

坂内 康男 君 本日卓話 菊池さん新潟よりご苦労様です。 

金子太一郎 君 ロータリーの友地区代表委員 菊池様、本日はよろしくお願いします。 

松山 浩仁 君 菊池様、ようこそお越し下さいました。本日はよろしくお願いします。 

外山 晴一 君 菊池様、ご苦労様です。宜しくお願いします。 

武田 恒夫 君 先日のロータリーのゴルフ(会長杯)大アンダーでの優勝の花井さん、ぺリアでの優勝

の金子さん、おそれいりました。おめでとうございます。 

佐藤 義英 君 ゴルフ同好会会長杯コンペのニギリ収入の一部です。ＢＯＸに協力!! 

森  宏 君 先週のゴルフ大会ハンディ戦もぺリア戦もブービーメーカー達成の快挙！ 

外山 裕一 君 ＢＯＸに協力。 

田中耕太郎 君 ＢＯＸに協力します。 

１０月１２日現在累計  １４８，０００円 
ロータリー財団 BOX 

１０月１２日現在累計   ５２，０００円 
米 山 奨 学 B O X  

１０月１２日現在累計  ３３２，０００円 
ス マ イ ル B O X  

 

にいがた緑の百年物語緑化推進委員会｢緑の募金｣BOXに 16,500円ご支援いただきました。 

ご協力いただきありがとうございました。 
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講師紹介：クラブ会報・雑誌・広報・資料委員会 石丸 進 委員長 
本日は、ロータリーの友月間ということで、ロータリーの友地区代表委員の菊池淳哉様

に新潟中央ロータリークラブからお越しいただきました。「『ロータリーの友』って知って

る？」というテーマで卓話を頂戴いたします。よろしくお願いいたします。 

 

｢『ロータリーの友』って知ってる？｣ 

ロータリーの友地区代表委員 菊池 淳哉 様（新潟中央 RC）  
 
１ はじめに 

皆様、こんにちは。本年度、国際

ロータリー第２５６０地区のロータリー

の友地区代表委員を仰せつかりました菊池淳哉と申し

ます。本日は、「ロータリーの友」について、お時間を

頂戴し、少しお話をさせていただきたいと思います。先

月が「ロータリーの友」月間に当たるということで、当初、

９月１４日の例会でお話をさせていただく予定でしたが、

私の都合で、急遽、予定を変更させていただくことに

なりました。直前の変更で、三条北ＲＣ様の例会の予

定に穴を空けてしまい、大変ご迷惑をお掛けいたしま

した。この場を借りてお詫び申し上げます。 

講話に先立ち、簡単に私の自己紹介をさせていた

だきます。私の所属は、新潟中央ＲＣで、２０１７年８月

に入会し、現在、ロータリー５年目を迎えました。仕事

は、新潟市内で弁護士をしております。恥ずかしなが

ら、これまで、あまり熱心にロータリーの活動はしてこな

かったのですが、本年度は、当クラブから高尾ガバナ

ーを輩出していることもあり、私も、甚だ力不足ながら、

地区の仕事をいくつかお引き受けすることになりました。

ロータリーの友地区代表委員のほかに、ガバナー月信

担当の副幹事も仰せつかっております。本日は、未熟

なロータリアンである私が、ロータリアンの先輩である

皆様を前にお話させていただくということで、有益なお

話ができるか大変不安ではありますが、精一杯、努め

させていただきますので、どうぞ宜しくお願いいたしま

す。 

本日は、「『ロータリーの友』って知ってる？」という演

題で、本年度の「ロータリーの友」の新企画、「ロータリ

ーの友」の役割、「ロータリーの友」の活用方法などに

ついて、お話したいと思います。時間に余裕があれば、

「ロータリーの友」に投稿する際の注意点についても、

少しだけお話したいと思います。 

まず、冒頭でも申し上げましたが、９月は「ロータリー

の友月間」に当たります。これは、日本独自のものです。

かつては、国際ロータリー（ＲＩ）において、４月が「雑誌

月間」と指定されていましたが、２０１５－１６年度に、国

際ロータリー（ＲＩ）の特別月間が変更になり、４月の「雑

誌月間」がなくなりました。そこで、ロータリーの友委員

会並びに同理事会の発案で、改めて「ロータリーの友」

について考える時間を作っていただきたいという趣旨

で、日本においては、９月を「ロータリーの友」月間と定

めることになりました。９月の「ロータリーの友月間」と、

１０月の「米山月間」が、日本独自の月間となります。 

２ 本年度の新企画について 

「ロータリーの友」の本年度の新たな企画を紹介い

たします。「ロータリーの友」をご覧いただく際には、是

非、注目していただきたいと思います。まず、本年度か

ら、「ガイ散策」というコーナーの連載が始まりました。

皆様は、ガイ・ガンディカー（１８７３～１９６０年）という人

物は、ご存知でしょうか。ガイ・ガンディカーは、初めて、

ロータリーの奉仕概念やクラブ運営の在り方を文章化

し、解説した人物です。ロータリーが創立されて１１０年

以上が経ち、創立当時とは様々なことが変わりました

が、根幹となる部分は変わっていません。そのロータリ

ーの根幹が今のロータリーとどのようにリンクしていくの

か、マンガ仕立てで解説されています。例えば、１０月

号では、「ロータリークラブの構成と目的」について解

説されています。私を含め、特にロータリー経験の浅

い会員にとっては、ロータリーの基本的なことを勉強す

るための良いツールになると思いますので、ご活用い

ただければと思います。 

次に、「すずちゃんのＪｕｓｔ Ｓａｙ Ｃｈｅｅｓｅ！」というコ

ーナーをご紹介いたします。こちらは、写真の撮り方の

コツを解説するコーナーです。フォトグラファーの鈴木

知子さんが毎月テーマに沿って解説されています。会

本日の行事 ： ロータリーの友月間 
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社ＨＰやクラブに提出した顔写真をもっと格好良くした

り、クラブ活動の記録写真をよりダイナミックにしたりす

るための写真撮影の極意を勉強することができます。

ロータリーは広報も大事ですので、写真好きの方もそう

でない方も、是非、写真の撮り方を覚えて、ご活用して

いただければと思います。 

続いて、ロータリーの友の「表紙」について、ご紹介

したいと思います。表紙は、昨年度に引き続き、イラス

トレーターの五十嵐仁之さんの作品です。今年は、動

物のことわざシリーズです。スライドでは、８月号と９月

号の表紙をご紹介していますが、これらを見て、皆様

は、どのようなことわざが思い浮かぶでしょうか。８月号

は、ペンギンの絵ですが、泳ぎがうまいはずのペンギ

ンがフィンやシュノーケルをつけています。過剰な備え

をしている、ということわざを表しています。答えは、

「石橋をたたいて渡る」です。９月号は、ハチに狙われ

そうになっても蜂蜜を食べたい、クマが描かれていま

す。このイラストが表すことわざは何でしょうか。答えは、

「虎穴に入らずんば虎子を得ず」です。詳しい解説は、

「ロータリーの友」の誌面の中にございます。 

以上が、本年度の「ロータリーの友」の新しい企画で

す。 

３ 「ロータリーの友」の役割について 

次に、「ロータリーの友」の役割について、話をした

いと思います。毎月、皆様のお手元に届く「ロータリー

の友」ですが、改めて、「ロータリーの友」とはどのような

雑誌でしょうか。国際ロータリーからの情報を伝える雑

誌でしょうか。それとも、日本のロータリーの会員が親

睦を深めるための雑誌でしょうか。答えとしては、どちら

の目的も兼ね備えているというのが正解です。  

では、まず、日本のロータリーの会員が親睦を深め

るための会報誌という側面から、「ロータリーの友」を見

ていきたいと思います。「ロータリーの友」には、表紙が

２つあり、縦組み（縦書き）と横組み（横書き）の頁で構

成されています。現在は、国際ロータリー関連、ロータ

リー全体で力を入れている活動、特集などは横組み

（横書き）、日本のロータリーの会員が親睦を深めるた

めのコーナーは、主に縦組み（縦書き）に分類されて

います。縦組みの記事は、ほとんどが投稿から成り立

っています。会員の旅行記や趣味、個人的な思いなど

は「友愛の広場」というコーナー、クラブや地区の活動

は「ロータリー・アット・ワーク」というコーナーに掲載さ

れています。また、短歌・俳句・川柳などのコーナーも

あります。横書きの頁になりますが、イベントを告知す

る欄として、「内外よろず案内」というコーナーも設けら

れています。 

ここで、「ロータリーの友」の創刊の経緯について、

少しお話したいと思います。戦後、日本のロータリーは

１地区のみでしたが、１９５２年７月に２地区に分割され

ました。その少し前、１９５２年４月に大阪で開催された

地区大会において、分割後の２地区が情報を共有で

きるようにと、雑誌の創刊が決まりました。その後、東西

のロータリアンで協議した結果、１９５３年１月に「ロータ

リーの友」が創刊されました。創刊号の発行部数は、３

３００部でした。最初は、すべての頁が横組み（横書き）

でスタートしましたが、俳句や短歌の欄ができ、部分的

に縦組み（縦書き）の頁も混在するようになってきまし

た。現在のように、横組み（横書き）と縦組み（縦書き）

に別れるようになったのは、１９７２年１月号からです。

この時から、地区間での情報の共有を図るという創刊

当初の目的は、縦組み（縦書き）の頁で維持されること

となりました。その後、日本の会員数の増加とともに発

行部数は伸び、これまでで一番発行部数が多かった

のは、１９９０年台後半の１４万２０００部です。現在の発

行部数は、約９万部です。 

次に、国際ロータリーからの情報を伝えるという「ロ

ータリーの友」の２つ目の役割について、お話いたしま

す。先ほど申し上げたとおり、国際ロータリーからの情

報については、横組み（横書き）の頁で掲載されてい

ます。国際ロータリーからの情報のほかには、特別月

間にちなんだ特集などが掲載されています。特別月間

というのは、例えば、８月は会員増強・新クラブ結成推

進月間、９月は基本的教育と識字率向上月間、１０月

は地域社会の経済発展月間といった国際ロータリーに

よって決められている月のテーマです。なお、９月の

「ロータリーの友」月間は、先ほどご説明差し上げたと

おり、日本独自のものとなります。横組み（横書き）の最

初は、国際ロータリー会長のメッセージです。今年度

から、日本語と英語で掲載されています。会長メッセー

ジの記事の横には、「ＲＩ指定記事」のマークが付けら

れていますが、皆様は、このマークの意味をご存知で

しょうか。「ロータリーの友」は、国際ロータリーから認可

を受けて発行をしています。認可を受けるに当たって

は、満たさなければならない条件がいくつもあるので
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すが、その１つに国際ロータリーが指定した記事を載

せるという条件があります。国際ロータリーから指定を

受けた記事には、「ＲＩ指定記事」のマークが付けられ

ますが、その代表的なものが、会長メッセージになりま

す。その他にも、このマークが付いている記事は、ロー

タリアン必読ですので、是非、お読みください。 

ところで、皆様は、ロータリアンの３大義務について

は、ご存知でしょうか。３大義務は、①例会の出席、②

会費の納入、そして残る１つが、③雑誌の購読です。

つまり、国際ロータリーは、個々の会員にロータリーの

情報をシェアするために、ロータリーの雑誌の購読を

義務付けているということです。日本においては、「ロ

ータリーの友」がその役割を担っているため、皆様に

「ロータリーの友」をご購入いただいているということに

なります。 

４ 「ロータリーの友」の活用方法など 

次に、「ロータリーの友」の活用方法などについて、

お話したいと思います。皆様は、地区内のクラブがど

のような活動をしているかについては、多少なりとも知

る機会はあるかもしれませんが、他の地区のクラブがど

のような活動をしているかとなると、知る機会は少ない

と思います。同じような活動であっても、ご所属のクラ

ブでの方法とは、少し別の方法で活動しているかもし

れません。「ロータリーの友」を通じて他の地区・クラブ

の活動を知ることで、ご所属のクラブの活動のヒントに

繋げていただければと思います。ご自分がクラブの役

職に就いたときの活動のヒントにもなるかと思います。 

また、ロータリークラブは、国際ロータリーの方針に

沿って活動することが推奨されています。「ロータリー

の友」に掲載されている会長メッセージや財団管理委

員長メッセージをお読みいただき、ご所属のクラブの

活動に活かしていただければと思います。 

更に、「ロータリーの友」では、ロータリーの活動とは

直接関係のない趣味のことや収集品のことについて、

ロータリアンからの投稿記事を掲載しています。心に

響く記事がありましたら、是非、投稿者あるいはロータ

リーの友事務所までお知らせください。新しい友達が

できるかもしれません。 

 「ロータリーの友」への投稿にも、是非、チャレンジ

してみてください。「ロータリーの友」に投稿するというこ

とは、原稿を書いたり、写真を撮ったりする作業が伴い

ますので、投稿された記事が掲載されるだけではなく、

クラブの記録にもなります。皆様の投稿した記事を読ま

れたクラブやロータリアンから連絡が来て、交流が始ま

ったということもあるようです。クラブの活性化にも繋が

ると思います。 

ちなみに、甲子園球場で行われているロータリーの

野球大会は、「ロータリーの友」での呼びかけがきっか

けで始まりました。投稿することで、全国のクラブやロ

ータリアンの目に触れます。そこからロータリーの親睦

が生まれるよう、「ロータリーの友」がお手伝いできるか

と思います。 

５ 「ロータリーの友」ウェブサイトのご紹介 

現在、「ロータリーの友」では、印刷版と電子版の発

行をしています。電子版では、毎月１日に最新号がア

ップされます。新型コロナウイルスの影響で例会が休

会になり、「ロータリーの友」を受け取ることができなか

ったクラブの会員の皆様には、大いに活用していただ

いたようです。 

ご覧いただく際に必要なＩＤとパスワードは、各クラブ

に９月号の「ロータリーの友」に同封してお送りしていま

すので、事務局にお尋ねください。電子版は、「ロータ

リーの友」の有料購読者のみに提供しているものです

ので、ＩＤとパスワードは週報やＨＰに掲載しないでくだ

さい。「ロータリーの友」への投稿は、ウェブサイトからも

可能です。友事務所の出版物の注文、増部、減部もウ

ェブサイトからできるそうですので、ご活用ください。 

６ 「ロータリーの友」への投稿方法 

最後に、「ロータリーの友」への投稿に関して、「ロー

タリーの友」編集部からのお願いごとを若干お伝えさ

せていただきます。「ロータリーの友」を、興味を持って

読んでいただくためには、写真が大きなポイントになり

ます。投稿いただく写真については、活動の様子がよ

く分かる写真をお送りください。集合写真や記念写真

しかない場合には、掲載を見合わせていただく場合も

あるそうです。写真を投稿する際は、データを加工せ

ず、そのままの形でお送りいただきたいとのことです。

また、一貫性のあるロータリーのブランドイメージの確

立を目指す国際ロータリーの指針に沿い、間違った使

い方をしたロゴの入った写真は、ロータリーの機関雑

誌として掲載が難しくなったそうですので、ご理解くだ

さい。 

次に、原稿についてですが、各投稿欄に記載した

投稿規定をよくご確認の上、ポイントを絞ってお書きく
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ださい。また、全国の読者に皆様や皆様のクラブのこと

が分かるように説明を入れていただくとともに、活動日

についてもご記入ください。活動日から１か月以上経

過して投稿された原稿は掲載されませんので、投稿を

お考えの場合は、活動後、すぐに「ロータリーの友」編

集部に原稿と写真をお送りください。編集の担当者か

ら、記事の確認などのためにご連絡する場合があるそ

うですので、ご投稿の際は、日中に連絡の取れる電話

番号、メールアドレスなどをご記入くださいとのことです。 

編集部としては、皆様からのご投稿をできるだけ掲

載したいと考えているそうですが、誌面の都合上、１０

０％掲載できるものではありません。また、①活動後、

かなりの時間が経過したもの、②内容が○周年記念例

会・記念式典のみの記事、③長さなどが投稿規定に合

わないもの、④個人・団体を誹謗中傷したもの、⑤地

区やクラブのもめ事について書かれたもの、⑥政治・

宗教的に偏りがあるものについては掲載できませんの

で、ご注意ください。 

なお、なるべく多くのクラブの活動、原稿の掲載を心

がけているため、上記以外でも、同じクラブの恒例のイ

ベントや、２か月続けての掲載は見合わせていただく

場合があるそうです。 

すべての写真や原稿は、作成者に著作権がありま

す。写真は自分で撮った写真、原稿は自分で書いた

文章をお送りください。地元の新聞社やプロのカメラマ

ンなどが撮影した写真を投稿する際には、必ず許可を

得てからお送りください。「ロータリーの友」に掲載され

ている写真、原稿は、法律で保護されています。クラブ

会報やウェブサイト、その他に無断で使用することはで

きません。転載する場合は、「ロータリーの友」編集部

にご相談ください。 

７ おわりに 

「ロータリーの友」には、ロータリーに関するさまざま

な情報が掲載されています。「ロータリーの友」は、ロ

ータリアンの活動や意見からなる雑誌です。「ロータリ

ーの友」を読み、「ロータリーの友」をご活用ください。

また、奉仕活動をされたら、是非、「ロータリーの友」に、

原稿とお写真をお送りください。より良い「ロータリーの

友」にするために、皆様のご協力をお願いいたします。 

私からの話は以上です。ご清聴、有り難うございました。 

 

 
 

今年度の会員増強委員会では初めての試みであり、従来の増強委員長や

委員に頼っておりました手法を、今年度は会員の中から先輩・新入会員をスク

ランブルしましたグループを結成し、できるだけ会員増強委員の皆様の負担を

軽減してグループ全員で会員募集にあたって行こうと決定致しました。無論会

員の皆様からもグループ任せではなく可能性のある人が知り合いにおりましら

是非勧誘して頂きたいと思います。 

第 2回のリーダー会議は 12月に予定しております。 

 

会員増強グループリーダーと新入会員の意見交換会   10月 7日（木） 会場：魚長 

6 回  ゴルフ大会  開催日：10 月 9 日(土) 場所：下田城カントリー倶楽部    
参加者：柄沢憲司、外山晴一、坂本勝司、石川一昭、武田恒夫、岡田大介、落合益夫 

加藤 實、早川瀧雄、佐藤義英、花井知之、宮川雄一郎、丸山 勝、森 宏 

石丸 進、金子太一郎 (敬称略) 

●ハンディ戦  優勝者：花井 知之   準優勝：石丸 進   三位：坂本 勝司 

●ペ リ ア 戦  優勝者：金子太一郎   準優勝：佐藤 義英  三位：外山 晴一 

●会長賞前後賞  宮川雄一郎 ・ 落合 益男 


