
本 日 の お 客 様

・喜多 永治 様（奈良東ＲＣ）

会 長 報 告

最近めっきり涼しくなりましたので、お風邪を召さないように、じゅ
うぶん注意して、寝冷えしないように心がけて下さい。
本日第4回理事会を開催させて頂きました。
○報告事項
・鴟尾の会会長幹事会がございまして、その報告をさせて頂きまし
た。生駒ロータリークラブより奉仕事業に関しての事前の情報共有
をしたらどうかという提案があり、継続的に協議されることになり
ます。
・グローバル補助金事業の件ですが、10月9日にチェンライロータリー
クラブの原田さんに神戸でお目にかかり打合せを行います。
・事務局移転ですが、9月3日に引っ越しが完了しました。スペース
も広く一新されましたので、皆さんも一度お立ち寄り下さい。
・東京恵比寿ロータリークラブ創立20周年の件ですが、10月26～27
日で記念事業がございますので、それに大勢の人数でお伺いしたい
と思い皆様にお願いしております。まだ余裕がございますので、行っ
てやろうとおっしゃる方は幹事におっしゃって頂きましたら、切符
の手配等させて頂きますので、よろしくお願いします。
・インターアクト地区大会の件は増井委員長から報告させて頂きま
す。
・ベトナムハノイ ポリオミッションの件ですが、楠下委員長から
報告してもらいます。
・28回全国ローターアクト研修会の大会記念誌などに広告協賛のお
願いが来ましたが、当クラブとしてはお断りすることに決定致しま
した。
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2015-16年度当クラブテーマ

『和と飛躍』

四つのテスト

１．真実かどうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４. みんなのためになるかどうか

例会状況報告

第13回 10月6日
通算1758回

◎会員総数 ７２名
◎出席義務者 ４６名
◎出席規定免除者(a)

０名
◎出席規定免除者(b)

２６名
◎本日出席 ５４名
◎本日欠席 １０名
◎本日出席率８４．３８％

第11回 9月15日
通算1756回の修正

◎欠席者 ５名
◎免除者の欠席者 ７名
◎欠席者の補填者 ３名
◎免除者の補填者 ３名
◎出席率 ９７．０６％

例会プログラム

第14回10月13日

通算1759回

１．開会の点鐘

２．ソング

「大宮ロータリーソング」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．卓話 彫刻家 湯川隆様

６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 中澤 忠嗣

「クラブに「個性」と
「憧れ」を！」



・米山奨学金特別寄付目標額ですが、今年度は30,000円ということにさせて頂きます。前後期
の会費で4000円ずつ、計8000円をいただきます。残りの22,000円に関して皆様のご協力を賜り
たいと思います。よろしくお願い致します。
・おん祭りの協賛金ですが、1万円納入させて頂くことに決定致しました。
以上で報告を終ります。

委 員 会 報 告

米山奨学委員会：橋本委員長
米山記念奨学委員会からの特別寄付のお願いです。先ほどの会長の理事会報告に少し補足させ
て頂きます。今年度普通寄付として4,000円と特別寄付金8,000円が会費として計上されている
ことになっております。例年10月の米山月間におきまして、特別寄付金の目安として30,000円
のご寄付を頂いておりますが、今年は特別寄付金8,000円が会費に充当されますので、22,000
円を目安として御協力お願いしたいと思います。あくまで、皆さんご存知のように、特別寄付
金というのは任意でございますので、22,000円以上は大歓迎でございます。反対に「いやもう
出しとうない」と言われる方はそれで結構です。皆さんの御心次第だと思って居ります。その
普通寄付金、並びに特別寄付金の違いにつきましては、本日状差しに入れております「豆辞典」
の9ページから11ページに違いと税制の補助、優遇措置について書いてありますので、是非一
読の程、お願い申し上げます。参考までに、この2015年6月末の米山奨学金の寄付のデータを
ご紹介したいと思います。2015年6月のデータに於きまして、我が奈良大宮ロータリークラブ
は地区で13番、奈良県下で4番、１人平均28,564円でした。地区目標の24,000円は達成してお
りますが、30,000円には届いておりません。因みに、2014年6月末は29,424円、2013年の6月末
は32,041円となっております。段々縮小というか、少なくなってきておりますので、皆さんの
御心次第で頼るしかありません。別にこの順番に囚われることはないんですが、ご参考までに
ご紹介させて頂きました。どうぞ一つ、よろしくお願い致します。

RID2650: 2014-2015年度：広報担当幹事：植村会員
本日皆様に、先年度の月信の総集編を配布いたしました。全部で12号＋総集編を入れて13号、
孤軍奮闘でございましたが、無事に発刊できましたことをご報告申し上げるとともに、後ろの
方に、今回有井幹事長及び副幹事長の4名の方の感想も載せておりますので、ご覧くださいま
せ。それと、全て13号に亘りまして、表紙の写真を提供くださいました冨川さん、本当に有難
うございました。素晴らしい写真を提供して頂けて、本当に喜んでおります。以上、ご報告ま
で、でございます。有難うございました。

雑誌・広報委員会：森山委員長
「ロータリーの友」10月号で、とても大事な記事が載っております。2650地区「ロータリーデー」
の記事が一面に載っております。ページは（横組み）P.34、北河原全ガバナーと福本前会長の
記事も載っておりますので、是非見て頂ければ、と思います。一面に大きく載っておりますの
で、よろしくお願い致します。

社会奉仕委員会：堀内委員長
明後日10月8日（木）献血の事業が開催されます。なるべくたくさんの方で献血に協力したい
と思いますので、予定の空いた方は、10：00～16：00までやっておりますので、どうぞ献血に
参加お願いします。委員会メンバーの方はなるべく長く居て頂けるようによろしくお願い致し
ます。

青少年奉仕委員会：増井委員長
国際ロータリー第2650地区インターアクト地区大会のご案内をさせて頂きます。本年度奈良県
の一条高校が担当されて、地区大会をされます。日時は11月14～15日です。14日は一条高校、
15日はならまちセンターで開催されます。インターアクトを理解して頂く良い機会になります
ので、是非ご参加頂きますよう宜しくお願い致します。

国際奉仕委員会：楠下委員長
本日第1回国際奉仕クラブ討論会で、地区の国際奉仕委員長の浦島睦様がお見えでございます。
地区からの要請です。後程のお話で説明願えるかと思いますが、ベトナムハノイ ポリオミッ
ション参加と寄付のお願いという事で、今年は12月6日～10日にかけてポリオミッションの予
定があります。それについての、参加の要請と寄付のお願いという事で来ております。後程皆
さんに、回覧して寄付のお願いを致しますので、できるだけ札の方で御協力お願い致します。
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プログラム委員会：清岡副委員長
次週の卓話のご紹介をさせて頂きます。10月13日卓話講師と致しまして、彫刻家であります湯
川隆様をお迎えします。演題として「ドサ回りというやりかた」をお話頂きます。一年の半分
を海外（主にユーロ圏）で活動されておられ、その国の木や土を使いとても美しい作品を現地
で作られ、その国に作品を収めるという、一風変わった作家活動をされておられます。そのコ
ミュニケーションツールの一番重要なのは、どんな国のどんなお酒でも、おいしく乾杯するこ
とだそうです。次回ご期待下さいませ。
また、先週の卓話でお話頂きました竹川様の資料が数部用意しておりますので、お休みされて
いた方を中心に、ご希望があれば私の方までお申し付け下さい。

親睦活動委員会：門脇委員長
明日、奈良県下親睦ゴルフ大会が開催されます。明日10月7日の開催ですので、お忘れなき様
よろしくお願い致します。因みに、グランデージゴルフクラブで8：00スタートでございます。

幹 事 報 告

・先週武藤さんがまた入院されたということで、会長と私と有井さんで、お見舞に行ってまい
りました。春に腸捻転で手術されたので、かなり心配致しましたが、大事には至らず、近日中
に退院、来週の例会には出席できるかもしれないということでした。

第１回クラブ討論会（国際奉仕） 卓 話

2650地区国際奉仕委員長 浦島 睦 様

奈良大宮ロータリークラブの皆様、こんばんは。地区国際奉仕委員会の浦島でございます。所
属は奈良東ロータリークラブでございます。いつもお世話になり有難うございます。
この度は昨年の岩本委員長に引き続き、伝統ある奈良大宮ロータリークラブさんの例会にお招
きいただきまして、非常に有難く思っています。本日はどうぞ宜しくお願いします。
貴クラブには色々地区委員会を代表いたしまして、申し上げることが沢山ございます。まず、
前年度はガバナーの北河原さんをはじめ、皆様に大変お世話になりました。有難うございまし
た。そして、サンパウロ国際大会の親睦夕食会にご出席いただきました皆様と楽しい時間を過
ごさせていただいたことも、大変思い出深いものとなり、感謝しております。また、貴クラブ
の潮田先生はWCS委員会時代からの大先輩でございまして、今でも気にかけていただいて色々
とご指導、ご相談にのっていただいている次第でございます。潮田先生、有難うございます。
そして、前年度から本年度に跨ぎましたネパールとバヌアツの災害義捐金に、皆様から沢山の
ご寄付をいただきました。ロータリーデーの収益金のなかからもご寄付を沢山頂戴いたしまし
たことに厚く御礼を申し上げる次第でございます。こちらの義捐金は地区内88クラブさんより
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総額543万3114円集まりました。バヌアツはポートピアロータリークラブさんを通じまして30
％の163万2000円を、そしてネパールには70％の380万円を、NGOを通じて送金させていただき
ました。今月中にレポートを作成いたしまして、クラブさんへお送りさせていただきたいと思
いますので、どうぞそちらの方も宜しくお願い申し上げます。
本日は国際奉仕委員会の活動報告と、そして去年、岩本さんがレイテ島の話をされたと思いま
すが、私はその前の前の年の今西ガバナー年度のサモアの話をさせていただければと思います。
もちろん、今年行いますベトナム・ハノイでのミッションに、皆さんができるだけご参加いた
だけるような話とその経過を報告させていただきます。どうぞ宜しくお願いします。
まず、国際奉仕委員会は何をしているのだというお話でございます。
国際奉仕委員会は河本ガバナー年度に、国際交流委員会とWCS委員会が一緒になってできまし
た新しい委員会でございます。交流がやっていた事業は一・二の事業で、三はWCS委員会から
引き継いでいる事業でございます。まずは国際ロータリーの年次大会の事業でございます。こ
れは毎年行っているのですけれど、国際大会に参加していただくための説明会として京都のホ
テルで開催させてもらっているものです。こちらは昨年度のサンパウロ国際大会の説明会の様
子でございます。本年度も既に案内を送らせていただいていると思いますが、ソウル国際大会
の説明会を11月14日・14時から京都タワーホテルにて開催させていただきます。国際奉仕委員
長の楠下さん、どうぞご出席を宜しくお願いいたします。
そして、今回は京都中ロータリークラブの米山奨学生・高甫林さんに地元ソウルの楽しいお話、
魅力あるお話を聞かせていただいて、それから各旅行会社よりオリジナルプランの案内をさせ
ていただきます。こちらは皆さん懐かしいと思いますが、サンパウロ国際大会の会場の様子で
ございます。そして、皆さんとご一緒させていただきました地区親睦夕食会でございます。こ
の夕食会には35名の方にご参加をいただきました。こちらの設営も委員会の仕事の一環でござ
います。北河原さんにご挨拶いただいております。こちらは懇親会会場の様子でございます。
本年度はソウルでございますので近すぎて物足りないなと思われる方もおられると思いますが、
奮ってご参加いただきますよう宜しくお願いいたします。
二番目に姉妹提携友好プログラムでございます。地区としてはハワイの5000地区との友好地区
提携をより活発な活動とするための地区大会相互参加を推奨しております。
2007年4月25日にホノルルにて平井パストガバナーとジム・ヴァーナー パストガバナーが締結
を行っております。日本からはその時、33名の方が参加されているのですが、その後また双方
10名位の参加者が出席しております。
こちらの写真はその一昨年、1月15日に5000地区のガバナーとパストガバナーが来日されて地
区大会主催の説明会がありました。当地区のガバナーとパストガバナー他、沢山の方にご参加
いただいた歓迎懇親会でございます。真中のアロハシャツを着られている方がフィル・サマー、
当時のガバナーでございます。当時のガバナーは坂本ガバナーでございまして、平井パストガ
バナー、中澤ガバナー、有井さんも出席していただいております。ハワイには2650地区の半分
のクラブがありまして、昨年第一弾としてフィル・サマー ガバナーが是非全てのクラブと姉
妹締結をしたいと望んでおられました。ハワイ5000地区との友好締結後に地区内の4クラブさ
んが締結に至りました。2012年に奈良大宮ロータリークラブさんはミリラニサンライズロータ
リークラブさんと締結をされ、その後橿原ロータリークラブさん、京都伏見ロータリークラブ
さん、京都南ロータリークラブさんが締結に至りました。本年度は大和まほろばロータリーク
ラブさんとマウイ島のラハイナサンセットロータリークラブさんとの締結が進んでおります。
委員会としては5000地区をはじめ、地区内97クラブさんに望まれる地域の姉妹提携の相談を賜っ
ております。
また、本年度は三年に一回の地区内クラブの姉妹提携状況を委員会として把握する年でござい
ましたので、皆様にアンケートをお願いしてご回答をいただいております。ご協力有難うござ
いました。そして、97クラブ全部が海外と姉妹提携できますように活動していきたいと思いま
す。現在、14クラブがまだ海外との提携をされていない状況でございますので、そちらも進め
ていきたいと思っております。
三番目の国際奉仕支援プログラムに話を進めたいと思います。こちらは以前のWCS委員会が担っ
ておりました事業でございます。主にポリオ撲滅活動で、義捐金だけでなく会員さん自らが現
地に赴き、活動をしてきております。今回は複数クラブ共同による国際奉仕活動を円滑にでき
るように努めて、ロータリー財団委員会とともに活動計画や資金計画を策定し、より良いミッ
ションができるように委員会として支援していきたいと思います。
現在、奈良大宮ロータリークラブさんはタイ北部の子供達の識字率向上事業を、チェンライロー
タリークラブさんと共同で進められているとお聞きしております。素晴らしい事業と思います。
グローバル補助金、地区補助金も現在申請中でございますが、委員会として何かお手伝いさせ
ていただくことがあれば、またお申し付けいただければと思います。宜しくお願い致します。
この地図でございますが、これはうちの地区が1995年2月9日のカンボジア王国ミッションから
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始まり、2014年まで23回ポリオミッションに行った地図でございます。当初はWCSを行いたい
クラブが単独で数クラブありまして、それで何とかならないかということでWCS委員会がその
事業を担うことになったという経緯をお聞きしています。それから18年間、地区事業としてWC
S委員会が活動しておりましたが、サモアミッションを最後にWCS委員会は無くなって、国際奉
仕委員会で事業を望まれるクラブさんへの支援をさせていただく形に変更になりました。今年
度は既に案内されておりますが、奈良東ロータリー、福井フェニックスロータリーさん、八日
市南ロータリーさん、京都中ロータリーさんが事業の継続を望まれて、そして4クラブの会長
さんに呼び掛け人になっていただいて、ベトナム・ハノイでの事業を12月6日から9日まで行う
予定でございます。ご参加いただける方にはご参加いただきたいと思います。そして、クラブ
さんに対してはご寄付をお願い申し上げておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。
WCSの活動に必要な団体の紹介をさせていただきたいと思います。まず、協力団体としてWHOと
JICAがあります。ポリオミッションは感染症予防接種の第一人者であるWHOと共同でさせてい
ただき、そして、学校・子供たちの支援はJICAにお願いしております。
WHOは世界を6つの地域に分けており、2650地区としてはWPRO南太平洋地域のマニラにある事務
所の方と一緒に進めております。この写真は地区として毎年6月に行われます、WHOの西太平洋
地域諮問会議・通称TAG meetingに委員会として参加しているものです。この会議はワクチン
を用いた感染症対策についてリーダーシップを発揮しているWHOならではの重要な会議です。1
995年からのミッションについて、毎回本会議の中で賛辞をいただいて政府機関やWHOなどの手
の届かないところを、我々ロータリークラブがカバーすることで支援が十分完成して実効性を
得ていることが理解されております。これが参加したときの写真で、マイクが順番に回ってき
て活動報告や自己紹介をするのですが、2650地区ロータリークラブと我々が挨拶した途端に凄
い拍手が沸き起こるのです。これは、先輩に20年間ずっと繋いできていただいたポリオミッショ
ンのおかげではないかと。
他に凄い方が色々とおられるなかで一番の拍手でございました。
続きまして、実際のポリオミッションとはどういうようなものなのかということを、写真を交
えて説明させていただきたいと思います。去年は岩本さんからレイテ島ミッションのお話があっ
たと思いますので、今回はサモアミッションの話をさせていただきます。このミッションは元
WCS委員の潮田先生とも一緒に行かせていただきました。小路谷さんとはレイテ島で大変お世
話になりまして、有難うございました。サモア島は人口18万人の国でございます。行き方とし
ては、まずニュージーランドを経由しまして、夜中発のサモア行きの便に乗り継ぐことになり
ます。ホテルに入るまでの凸凹道を車酔いしながら向かい、就寝できたのが午前4時、そして
モーニングコールが5時位にありましたので、一時間位しか眠れなかったのですけれども。サ
モアはアメリカ・サモアとサモア独立国かございます。我々はサモア独立国で事業をさせてい
ただきました。私は先発隊として本隊よりも3日早い便で出発させていただきました。では、
先発隊として何をしたかといいますと、小学校に水タンクを4台寄付したのですが、この水タ
ンクにロータリーのシールを貼ったり、きちんと水が出るのかなど点検をまず行いました。そ
して、保健省にハイエースを寄付致しました。
このとき、委員会として重大な局面に陥りました。何かというと、先程の水タンクに加えて、
小学校への文房具やパソコンの寄付があったのですね。ポリオミッションの打合せの場で、我々
委員会としては全部一緒に調印式をしていただけると思っていたのです。ところが、保険所長
さんが「水タンクはそちらが勝手にやったことなので、ポリオしか調印する気はない」と仰っ
たわけです。こちらは全て地区の事業としてやっているので、全部調印式をやってもらわない
と困るという話で押し問答をしたのですが、結局認めて下さらなくて。これは何かというと、
後進国への支援はいつもそうなのですが、要は「何故私を通さないのか」、「水タンクは全て
自分を通せ」と、要は袖の下のようなものかと思うのですけれども、そういうことを仰るわけ
です。調印はもう諦めました。こちらの写真は調印式で、無事に調印が終わったのですが、こ
れはポリオだけです。経口投与で子供達を含む約100人にワクチン投与をさせていただきまし
た。こちらはその後に踊ってくださったダンスの写真です。厚意で踊ってくださったと思って
いたのですが、後で請求書が送られてきました。次は小学校への事業でございます。子供たち
が歌で我々を歓迎してくれて、今までで一番癒される場面でございました。このために事業を
やってきたのかなと思うところでございます。今回は4校に水タンクと文房具の寄付を行いま
した。色々な折衝のなかでこの子供達までにどれだけの支援が要るのだろうと色々心配する部
分もございますのですけれども、我々委員会としては子供達の笑顔のためにという思いが凄く
ありますので、事業を頑張れたのだと思います。
事業が全て終わった後の懇親会にはニュージーランド大使も出席されました。絶対に来ないと
思っていた保健所長が参加されたことに皆びっくりしていたのですが、JICAさんが怒って帰っ
てしまったという事態が起こりました。しかし、次の日のサモア新聞に「2650地区が小学校に
文房具と水タンクを寄付してくれた」という記事を掲載していただきました。
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潮田先生も写っておられます。これは凄く報われたかな、いう思いをした新聞でございます。
今年行うハノイのポリオミッションの計画を少しお話しさせていただきたいと思います。7月1
6日から18日まで、私と副委員長の平城京ロータリークラブの中窪さんと、ハノイ市内の国立
疫学研究所にお邪魔させていただきました。12月7日に車椅子と冷蔵庫の贈呈式と、そして12
月8日にバクザン省というところの保健所に移動しましてワクチン接種をするということで了
解をいただきました。ここで一つ、今までのミッションとは違う難儀な問題が出てきまして、
「ハノイはレイテ島と同じように考えてもらっては困る」と。まず、法律で決まっていること
であるけれども、経口投与はドクターか看護師でないとしてもらっては困るということで、こ
こは私どももずっと押したのですが、どうしても駄目であるとのことでした。理由の一つは、
軍の病院で看護師資格のない方が看護師をされていて、ワクチンと間違えて麻酔薬を投与した
事例があるようです。それで4人の子供が亡くなったそうです。その医院長を含めドクター全
員が懲役刑になったという事件があったらしいのです。
それ以来、絶対駄目であり、いくらWHOの要請であってもできないと強く押し切られ、我々と
しても何か問題があると困るので、それはやめようという結論に至りました。今回の事業で、
奈良東ロータリークラブの発起人の一人になっておるのですが、会長が87歳と非常に高齢でご
ざいまして。大宮の会長の方が大分とお若いかと思いますのですけれども。
それを考慮して、ちょっと近く、ハノイ周辺のところにしてもらうことにしました。ですので、
今までWCSミッションにご参加されている小路谷さんとか潮田さんからするとちょっと物足り
ない、ハードさに欠けるところがございますのですけれども、その辺を踏まえてご参加を考え
ていただけたらどうかと思います。ということで、ちょっと時間は超えてしまったと思います
が、今後とも国際奉仕委員会をどうぞご支援宜しくお願い致します。今日は拙いお話で大変申
し訳ございませんでした。どうも有難うございました。
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ニコニコ箱 本日計 69,000円 累計 916,000円

浦島 睦 様（RID2650 国際奉仕委員長）今日はよろしくお願い申し上げます。
髙野 治 君 浦島様、本日の卓話、宜しくお願いいたします。
宮西正伸 君 地区 国際奉仕委員会 委員長 浦島睦様 本日は、有り難うございます。
北河原公敬君 過日第2610地区（北海道西部）の地区大会で新会員セミナーをしてまいりまし

た。約13名程のロータリアンが熱心に話を聞いてくれました。東大寺学園幼稚
園にクラブのエレクトーンを頂き、ありがとうございました。大変喜んでおり
ました。

橋本和典 君 10月は米山月間です。よろしく御協力下さい。この米山奨学金を糧として将来
ノーベル賞受賞者が出る事を夢見ましょう。

多田 廣 君 傘寿の祝 ありがとうございました。
梅谷裕規 君 ニコニコ 先月の例会 オール欠席のおわびに。なお メイキャップ頑張って

ます。小西さん先日はありがとうございました。
潮田悦男 君 前回欠席のおわびに。
武中洋勝 君 連続欠席のおわび。
佐川 肇 君 このほど開催された和歌山国体のライフル射撃競技で奈良県チームは３人入賞

しました。
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例会変更のお知らせ

10 月 ■橿原ロータリークラブ■
・１０月２３日（金）・・・あすかロータリークラブとの

合同例会の為、変更。
日時：１０月２２日（木）12：00～

※ビジター受付：10月23日（金）12：00-12：30まで、
橿原ロイヤルホテルフロント横にて行います。

・１０月３０日（金）・・・定款第6条第1節(C)により、休会。
※ビジター受付：行いません。

11 月 ■あすかロータリークラブ■
・１１月５日（木）・・・創立25周年記念事業の為、変更。
日時：１１月８日（日）10：00～
場所：橿原文化会館前広場

※ビジター受付：11月5日（木）12：00-12：30まで
橿原ロイヤルホテルフロント横にて行います。

■橿原ロータリークラブ■
・１１月２７日（金）・・・定款第6条第1節(C)により、休会。
※ビジター受付：行いません。

次回の例会 ２０１５年１０月２０日(火)

卓話 米山奨学生 劉 瀟 様
演題 来日１７年間を振り返って

●会報・IT委員会/市田富久夫 武中洋勝 倉田智史 西本隆一 webmaster/市田富久夫

北神徳明 君 ご先祖さんからいただいた田んぼで今年もお米を収穫させていただきました。
周囲を見わたせば作業をしているほとんどの人は70才以上の高令者 これから
の奈良県の米作りが大変心配です。

森下泰行 君、麹谷 瀞 君 小西様、先日は、大変ありがとうございました。衛生、安全に
万全の装備を拝見し、さすが食品容器を製造しておられる企業だと感心しまし
た。益々のご繁栄を祈念いたします。容器を作っておられるのに、中味まで入っ
たお土産をいただき重ねてお礼申し上げます。

清岡義教 君 先日は父の三回忌 無事に終える事が出来ました。有難うございました。
水野憲治 君 ニコニコ協力
堀内眞治 君 ニコニコ協力
南谷正仁 君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
山口尚紀 君 ニコニコ協力
野﨑隆男 君 ニコニコ協力


