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国際ロータリーテーマ 「ロータリーは機会の扉を開く」

例会報告 第 805 回 2021 年 3月22日（月）
オンライン例会
出席率 46.30%

接続会員数25名+メーキャップ0名
（正会員60名-休会6名）

開会説明（海渡千佳会員組織委員長）
皆様 オンライン例会を開催させていただきます。
なお、本日の例会の模様は当クラブの週報用の記録
としてビデオ録画の予定ですので、参加者の皆様には、
個人情報への許諾を予めよろしくお願い致します。
清宮普美代会長 点鐘挨拶
皆様こんにちは！
今日は梅もそろそろ満開かなというところですが、私
たちのクラブでお世話している米山留学生のナタリーさ
んも卒業ということで、学生として参加頂くのは今日が
最後になります。今日の卓話は私がとても興味を持っ
ているフェムテックのフェルマータの杉本 CEOを紹介
いただけたとのことで、とても楽しみにしています。
それでは第 805 回例会を開始致します。
ロータリーソング
「それでこそロータリー」
卓話者・ゲスト発表（安原良昭 SAA 委員長）
オンライン例会にようこそご参加下さいました。
本日のゲスト3名です。
・本日の卓話をお願いしております
フェルマータ株式会社 CEO
杉本亜美奈 様
・米山留学生
パスカル・ナタリー 様
・幸村会員ゲスト 株式会社 Ivc
代表取締役 長谷川亮太 様

▲ （上）ナタリー様
（下）長谷川様

幹事報告（高橋肇幹事）
・ 本日例会終了後、15 時 30 分から2750 地区 IM があ
りますので、お間違いのないようお願い致します。
・来週3月29日（月）は例会はお休みです。
・4月5日（月）例会は、帝国ホテルでハイブリッドと
して開催予定です。
本日のIM 報告（城麻里奈会員）
全部で3部構成になっています。

１部2部は講師の方がお話をして下さるウェビナー方
式（Webセミナー）です。
3部は、チャット上で表示されるURLに再度 Zoomと
して入り直していただき、グループディスカッションです。
米山留学生報告（清宮普美代会長）
ナタリーさんは3月で早稲田大
学大学院を修了となり、米山奨学
生も終了となります。奨学金は先月
3月分もお渡し済ですが、できれ
ばみなさんとナタリーさんがお会い
できる機会を持ちたいとお伝えしてありますが、丁度
家の明渡の日でバタバタしている最中のところ、なんと
かご参加頂けました。
（ナタリー様ご挨拶）
ロータリーの皆様のお陰で大学院修士
の2年を無事終わらせられて応援本当に
ありがとうございます。
（ナタリーさんスライドショウ映出／清宮
普美代会長作成）

卓
話

「あなたの知らない
Femtech の世界」
fermata 株式会社
共同創業者兼 CEO
杉本 亜美奈 様

【プロフィール】
・ 1988 年、千葉県生まれ。マレーシア人の父は政府
開発援助（ODA）などに携わり、日本に帰化した。
母は日本人。両親の方針で幼いころの家族の会話
はほとんど日本語だった。
・ 10 歳、父の仕事の都合でタンザニアに引っ越し、現
地の子と友人になった。貧しい村ではマラリアの薬
さえ買えない実態を知り、医療アクセスの格差に疑
問を抱く。
・22 歳、東大大学院医学系研究科に進む。
東日本大震災の研究チームの一員として宮城県や
福島県を訪れ、
「当事者にしか理解できない苦しみ
がある」と自身とのギャップに直面する。
・ 27 歳、スタートアップ支援会社に入社。女性の「卵
巣年齢」
を計測する製品に興味を持ち、
自ら社内チー

ムを立ち上げる。のちに独立してフェルマータを創
業する。
（幸村実鈴会員紹介）
フェルマータの杉本社長をご紹介
させて頂きます。
女性が多いロータリークラブであ
る東京中央新ロータリークラブでお
話しいただくことで、働く女性としてホルモンや体調だっ
たりとか、男性と一緒に働くこと自体が難しいいろいろ
な課題について解決できるきっかけがつかめたらいい
な、と思っています。
【卓話】
（Today’s Agenda）
１ What is Femtech？
2 Why now？
3 And the future？

  吸収パンツ、月経カップ（アフリカ・防災グッズ）、排卵日
界初の陣痛モニタリングマシン、ベルギー製）、HOYLH（膣圧
リと連動）

２ :K\QRZ？
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・「女性の健康」の進化が遅かったわけ
Why now？
・
「女性の健康」の進化が遅かったわけ
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What is Femtech？
・2019 年fermata 株式会社設立
fermata＝female+technologyで、 女性の心身
にまつわるタブー視されている固定観念・価値観を
変容するテクノロジーを用いたプロダクツ診断キッ
ト・サービスやソフトウェアを扱っています。















経済的自立権利

の解放
♯Metoo

 →The
ウェーブ！？
→The
4thWK
ウェーブ！
？
 2000
 ～
～
 自分の身体の一番の理解者になる権利
 自分の身体の一番の理解者になる権利

・0DUNHW6L]H
・Market Size
 （アメリカの予想市場規模）
（アメリカの予想市場規模）
 （7KH*XDUGLDQ）
（The Guardian 2019）


             兆円！？
・月経管理アプリ 「cloe」ドイツで立上げ
 兆円         年
「月経を管理してお金になるの！？」
投資家から資金を集めることが難しかったので、     年
当時流行っていた Fintechをもじって Femtechを 
（日本の予想市場規模）
  （日本の予想市場規模）
作成。
15 歳～ 64 歳




歳～ 歳
現在 190ヵ国に11億人ユーザー。
女性人口
約 4000万人、就業者 69.9％、健康
   女性人口
約
 万人、就業者 ％、健康課題により
課題により職場で困った人約1700万人
   日本の予想市場規模
兆円
兆円
① 世界規模でのFemtech業界への投資額（円）
日本の予想市場規模 1.4
   日本の潜在市場規模（経済産業省
）
日本の潜在市場規模（経済産業省 2019）
2012年
2016年
2019年
2020年
    生理用品
 億円
億円（
年）＝マヨネーズ産業
生理用品：952
（2018 年）＝マヨネー
ズ産業
60億
200億
750億
1000億
（？）
    妊娠・不妊：
億円（
年）＝トイレットペーパ
妊娠・不妊：1500 億円
（2016 年）＝トイレッ
トペー
    更年期：
億円（予測）＝ライブ産業
パー産業
投資額は増加傾向にあり、大手と言われる規模 
更年期：3300 億円（予測）＝ライブ産業

の会社も成長してきている。
②

会社数（シード投資以上に成長したスタートアッ
プ企業（世界））
2017年

2019年

2020年

50社

221社

484社
（812％増）

・取扱品実例
吸収パンツ、月経カップ（アフリカ・防災グッズ）
、
排卵日予測グッズ、bloom life（世界初の陣痛モニ
タリングマシン、ベルギー製）
、elvie（膣圧トレー
ニング器、スマホアプリと連動）
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・日本国内の潜在的市場
①症状 月経随伴症状（月経痛、月経前症候群
（PMS）など）
影響 QOL の低下、安定した労働を妨げる
労働損失 4911億円／年 （ゲーム業界の規模）
②症状 女性特有疾患
（子宮内膜症、
卵巣嚢胞など）
更年期間（自律神経失調、膣内乾きなど）
影響 将来の妊娠や継続就労への自信喪失
3人にひとりが管理職昇進を足踏
医療費と生産性損失 6.37 兆円／年（ドラッグ
ストア業界の市場規模）
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 ・日本国内の潜在的市場
  ①症状 月経随伴症状（月経痛、月経前症候群（306）など）
   影響 42/ の低下、安定した労働を妨げる
   労働損失  億円／年 （ゲーム業界の規模）
  ②症状 女性特有疾患（子宮内膜症、卵巣嚢胞など）
      更年期間（自律神経失調、膣内乾きなど）
   影響 将来の妊娠や継続就労への自信喪失
       人にひとりが管理職昇進を足踏
   医療費と生産性損失  兆円／年（ドラッグストア業界の市場規模）
３ $QGWKHIXWXUH？

And the future？
タブーをわくわくに変え４つの A’ｓ拡大に繋げるため。
タブーをわくわくに変え4つのA’s
拡大に繋げるため。



Availability
（入手可能）

                       

Appropriate Use
   （適切な使用方法）
            $FFHVV

Affordability
（購入できる価格）

日本では今政治課題となっている少子化対策と女性
の社会進出を根深いところで結び付ける対応の一つと
して、Femtechの活動をわくわく語ることでやっていけ
るんじゃないかと思ったのです。
・Thank you
info@hellofermata.com




Adoption

（受け入れる）


 ・$SSURSULDWH8VH $GRSWLRQ
  正しい使い方と受入れ
   )HPWHFK )HV！ （RQOLQH RIIOLQH）
   616 — ,QVWDJUDP/LYH
   高校・大学での講演会

 ・$YDLODELOLW\ — 入手可能
  オンラインストア
清宮普美代 会長
  実店舗（)HPWHFK 路面店（東京・六本木）
  32383ｓ！
   大丸・三越・伊勢丹にコーナー設置

 「フェムテック振興議員連盟」
（ 年  月）発足
 ・「女性の健康」に関する分野はタブー視されてきた背景から薬事規制が明確ではない。
 ・ 年  月  日、加藤勝信官房長官にフェムテック製品普及の提言提出
高橋
肇 幹事
 ・これから国も力を入れて動いていくのだろうと思います。

大 盛 敬 子 会員
（質問）
先程アフリカとヨーロッパで生活されたというのがあったのですが、いろんな国での経験が
ある中で日本で起業され、マーケットを置いていらっしゃる理由は何かありますか？
（答）
日本はこの点でめっちゃ進んでいるし、バリアが少ないと思っています。
なぜかというと、日本はもともと一神教ではないので宗教的な制約が強くないのです。私は
父がイスラム系だったり、ヨーロッパはキリスト教だったりすると、こういうものに意外と

・Appropriate Use & Adoption
正しい使い方と受入れ
Femtech Fes！（online & offline）
SNS — Instagram Live
高校・大学での講演会

・Availability — 入手可能
オンラインストア
実店舗（Femtech 路面店（東京・六本木）
）
POPUPs！
大丸・三越・伊勢丹にコーナー設置

「フェムテック振興議員連盟」
（2020 年10月）発足
・
「女性の健康」に関する分野はタブー視されてき
4
た背景から薬事規制が明確ではない。
・2 021年 3月15日、加藤勝信官房長官にフェムテッ
ク製品普及の提言提出
・これから国も力を入れて動いていくのだろうと思い
ます。

（質問）
先程アフリカとヨーロッパで生活されたというのが
あったのですが、いろんな国での経験がある中で日本
で起業され、マーケットを置いていらっしゃる理由は何
かありますか？
（答）
日本はこの点でめっちゃ進んでいるし、バリアが少
ないと思っています。
なぜかというと、日本はもともと一神教ではないの
で宗教的な制約が強くないのです。私は父がイスラム
系だったり、ヨーロッパはキリスト教だったりすると、こ
ういうものに意外とオープンそうでそうじゃないのです。
昨年乃木坂に実店舗をオープンした時は、アメリカ
ですごい伸びているセックスグッズも置いたのですが、
日本の全国ネットのテレビ局が来て、セックスグッズを
取上げて「これなんだと思いますか？ セックス用の
女性用バイブレーターですよ」
とか紹介していたんです。
ヨーロッパではそういうことは絶対ありえないので、
実は日本は明治維新前はこういうものにもっとオープン
だったのではないかと思っています。

すごい駆け足になってしまいましたが、これで終了さ
せていただきます。
ありがとうございました。
（要約文責

宮下）

本日は、ナタリーさんの最後の参加会で
す。1年本当にあっという間でした。
よく頑張りました！4月からは新しいステージ
ですね。また、東京中央新にもあそびに
きてくださいね！
先日人生初のハーフ39が出たのでニコニ
コします。
桜を観ると幸せな気持ちになるのでニコニ
コします。
にこにこ合計 7,000 円



例会報告 第 806 回 2021 年 4月5日（月）
対面 &オンライン例会
出席率 55.56%

出席と接続会員数30名+メーキャップ0名
（正会員60名-休会6名）

開始（海渡千佳会員組織委員長）
皆様 本日は対面とオンラインによるハイブリッド例
会を開催させていただきます。
例会の様子を週報とHP用に録画させて頂きますので、
参加者の皆様は予め個人情報の許諾をお願い致します。
ロータリーソング
・ 手に手つないで
認証と表彰
・ロータリー財団
ポリオプラス基金認証
株
 式会社ラーニングデザイン
センター代表
清宮普美代会長
弁護士法人山下江法律事務所代表
山下 江会員
ヒューマンネットワークサービス株式会社代表
明山友美会員
・ポールハリスソサエティ認証
南章乃会員
バッヂ交付
・ポールハリスフェロー賞認証 明山友美会員
・ポールハリスフェロー賞
プラスone 認証
山下 江会員
明山友美会員
・米山功労者 第2回マルチプル表彰
清宮普美代会長
白水真子会員
井関和美会員
ゲスト発表（安原良昭 SAA 委員長）
オンライン例会にようこそおいで下さいました。
本日のゲストは、3名です。
・東京中央 RC会長 太田嘉正様
・銀座 RC ローターアクト 天野景太様
・城会員ゲスト 青野文雄様
4月のハッピーバースデイ
小沼百合子会員 4月 4日生まれ
佐藤 幸子会員 4月 9日生まれ
山下
江会員 4月 11日生まれ
明山 友美会員 4月22日生まれ
諏訪 智美会員 4月28日生まれ
安原 良昭会員 4月 30日生まれ

幹事報告（高橋肇幹事）
・4月の移動例会はコロナ禍のため中止と致しました。
・ 代わりのイベントとして4月11日に、15 時 00 分から
17 時 00 分まで「大人の図工教室」をオンラインで
実施いたします。メールでご連絡致します。
・ 今後の4月例会はすべてオンラインとなりますので、
おまちがいのないようによろしくお願い致します。
ローターアクト挨拶（銀座 RC ローターアクトクラブ
前年度会長天野景太様）
・ 銀 座グループのIMのZoom 会議で IT サポートを担
当したご縁で呼んでいただいたものです。
・本年5月15日、ローターアクト地区大会をオンライン
で開催いたします。
・中央大学ローターアクトは国際奉仕で頑張って素晴
らしい業績を残しており、提唱クラブの中央新さんの
会員の皆様が参加して見守って下されば嬉しいです。
・ 今回の大会は、配信方法を自分達で工夫し、プロ
に頼んでもここまではというレベルに仕上がってお
り、皆様にも十分楽しんでいただけると思います。
・中央新 RC からすでに5，6名参加表明をいただい
ているところではありますが、まだまだ余裕がござ
いますので登録をお待ちしています。
本日はありがとうございます。
国際ポリオデー報告（地区公共イメージ副委員長
明山友美会員）
来年度の10月24日に国際ポリオデーがあり、外部の
方にもロータリーのポリオ撲滅活動を知っていただくため
の企画を準備しております。10月18日から24日までJR
東日本に広告を出す予定です。10月24日は皆様と楽しく
できる会を考えております。どうぞ皆様のご協力をよろし
くお願い致します。
新任事務局自己紹介
【近間美紀様】
皆様こんにちは！ 近間美紀と申します。地区の順
番でいうと、東京中央新の一つお隣の東京あけぼの
RCに所属しております。今度ご縁がありまして、皆様
の事務局を暫くの間お預かりするということになりまし
た。どうぞよろしくお願いいたします。
皆様が楽しく円滑に、クラブ活動・親睦活動・奉仕
活動等をなされるように陰ながら一生懸命にお手伝い
させて頂きたいと思います。とはいえ、長年お勤めに
なられた吉国さんがご退職されるということで、新しい
体制で事務局が進んでということで皆様御不安でい
らっしゃることと拝察いたします。長年の経験から吉国
さんは皆様が何もおっしゃらなくても阿吽の呼吸でい
ろいろとなさって下さったと思うんですけれども、私た
ちがその域に行くのはかなり時間がかかると思います
ので、それまではどうぞ声をお上げになって𠮟責なり

ご質問なり、ご要望なりを私に伝えて下さいますと助か
ります。今後共ご指導ご鞭撻をよろしくお願い致します。
【木村あゆみ様】
皆様初めまして。木村あゆみと申します。
今度、近間さんと一緒に事務局で働かせて頂くこと
になりました。どうぞよろしくお願い致します。普段は
私は富田のアシスタント秘書をしておりまして、次年度
の会長と普段は一緒に過ごしておりますので、わから
ないことは聞きながら頑張っていきたいと思います。
しばらくは近間さんと一緒に二人体制でお世話にな
ることになりますので、どうぞよろしくお願い致します。
【吉国美保子事務員退任ご挨拶】
本日は皆様にとっては11月の例
会以来大変久しぶりな例会となっ
た中に私事でお時間を与えて頂き
まして会長・幹事のご配慮には大
変ありがとうございます。
今度一身上の都合により退職する運びとなりました。
これまでは皆様の多大なるご指導を頂きましたことを深
く感謝申し上げます。
14 年前勤務に就いた当初、ロータリーの知識のない
私に幹事からロータリーの例会は毎週月曜日に開催さ
れるので決して休まないこと、親の死に目にも会えなく
なることもあると言われまして、その事務局の業務の重
さに覚悟を決め、これまで皆様のお役に立ちたいと努
めて参りました。
そんな緊張の中、ロータリーの皆と過ごすことは大
変心地よく、その寛容さと謙虚さと、東京中央新 RC
ならではの上品さと華やかさと明るさにいつも前向きな
元気をいただいておりました。
あるとき通勤電車が完全にストップするというアクシ
デントに遭い、１回だけ例会に遅刻するということがあ
りました。例会に準備しているキャリーバッグを石川さ
んが運んで下さり、会員様が一丸となってフォローして
下さり、お陰様で何事もなかったように例会が無事行
われました。
このように様々なシーンで多岐にわたり、辻さん・野
呂さんが会長のときも大変お世話になりました。
本日を迎えることができ、会員のおひとりおひとりに
お礼を申し上げたいところです。
又、
帝国ホテルのマネー
ジャーやスタッフの皆様にもいろいろお世話になり、あ
りがとうございました。これからの東京中央新 RC が新
しい素晴らしい事務局さん2人を迎えられてますます発
展されることを心よりお祈りしております。長い間お世
話になりました。どうもありがとうございました。
・ 贈る言葉（石川和子会員）
14 年間大変おつかれさまでした。ありがとうござい
ました。

今は肩の荷が下りて、ほっとされているころかな。
まだまだ有休消化とはいえ、私たちの力になっていた
だければと思います。振り返ると、いろいろなことがあ
りましたね。14年前引継ぎもない中での事務局のスター
トだったと思います。本当に大変だったと思います。そ
のころは会員数も今の半分くらい、30ちょい位のスター
トだったかと思います。今は会員数も60人を超え、会
員も2倍になり、事務量も2倍になって大変だと思いま
すが、それをこつこつとこなして下さっていました。
このクラブの歴史を一番よく知っているのは吉国さん
だったなと本当にそう思っています。時にはメンバーの
お母さんのように例会を廻して下さり、いつもありがと
うと思っていました。
今回職務をまっとうされて、鹿児島へ帰られることに
なり、とても寂しいですが私たちも頑張って発展的な
クラブになるように皆で力を合わせて運営していきたい
と思います。
そして新しい事務局さんには負担がかからないよう
に皆頑張っていくので、どうぞよろしくお願い致します。

イニシエーションスピーチ
太田

一彦

新会員

・ やっとご挨拶できることとなり、本日は楽しみにして
きました。ありがとうございます。
私は、身近な人々が元気で明るく生活していくた
めのお手伝いをするために、2 年前にコンサル，カウ
ンセリングの会社を創りました。
今日本社会は元気がない、元気がない企業に成
長はないと思います。会社の良し悪しは訪問してみる
とすぐわかる、元気がない会社、暗い会社は何年か
すると凋落していく。
元気がいいだけでも、あらぬ方向へ突っ走って間
違いを起こすということもよくあります。そこをうまく
コントロールする私どものようなグレイヘアーとしてお
手伝いできないかと考えて活動しております。
・アメリカのITを中心とした成長企業、Googleとか
Appleにもグレイヘアーが陰で支えているのです。私
は大それたことは言いませんが、身近な人々のため
のグレイヘアーになりたいと思っています。
・日本経済新聞社に記者として入社し、記者編集者と
して30 年間、その後管理部門に13 年間、合せて43
年間日本経済新聞社で働いてきました。そもそも日
経の記者になぜなったのかというと、若いころは世の
中を変えたいとか世界を変えたいとか、世の中に多
大の貢献をしたいとか壮大な理想をもっていたので
すが、まあそれができたのかと問われれば半分でき
たとも言えますし、
半分やり残したとも実感しています。

新聞記者は非常にストレスのある仕事です。私た
ちがやっていたころは、朝刊・夕刊の締切があって、
それにあわせてニュースをいれるという緊張感の中
でやりました。当時はパワハラ全盛時代で、上司が
失敗した部下に、窓から飛び降りろとか平気で言っ
ていた時代でした。それでもやってきたのは、やり
がいのある仕事であると同時に一緒にやってきた仲
間、先輩に恵まれて楽しく明るく仕事ができたのが
長続きした要因だったと思っています。
・私が現役バリバリのころは、バブル時代で、仕事が
終わったら深夜六本木へ繰り出し、どうせ朝までタ
クシーは拾えないからと朝3時4時まで飲んで帰る
と、妻から「仕事が忙しいのは分かるけど朝刊の方
が早く届いてるわよ」と嫌味を言われ、なんで朝刊
の方が先なのか私も反論ができませんでした。そん
な時代でしたが、活気があって楽しい時代でした。
・1990 年以降バブルが弾けて日本社会は沈滞へ向か
い、失われた 20 年と言われるように元気がどんどん
なくなってきたわけです。
一方で世界では、Google、Apple、Amazonなど
IT企業が飛躍的に成長して、世界を席巻してきまし
た。そして日本は完全に取り残されて、企業も後ろ
向きになり、特に大企業の経営者がサラリーマン化
しまして、目先の利益・過去の実績に囚われて新し
いものになかなか踏み込めない状況になっていった
気がします。その中で社員も自由に意見を言えない
雰囲気が蔓延していた感じがします。
・そういう中で身近にあった中堅企業・NPO 法人など
の人たちは元気で前向きで潜在的能力を持っている
ところがいっぱいあるような気がしました。私ももう
自分が主役になってやる年でもないので、そういう
身近にある企業とか人々のお手伝いが何とかできな
いかということで今の活動をしているわけです。
そんな中で私の幅も広げたいということでメンバー
の石井会員から入会を勧められました。非常に女性
が多くて、元気があって、活力のあるロータリーです
よ、ということでご紹介をしていただいて、一方で親
の東京中央 RCも皆さんいろんな分野で活躍なさっ
てきた方が多くいらっしゃるのでどうですかというお
勧めもあったんですが、やっぱり私は女性がたくさ
んいらっしゃって、元気があって、エネルギーが溢
れる東京中央新 RC が非常にいいと思って入会しま
した。実際に入ってみて、コロナで本来の活動がで
きていないのですけども、皆さんの活動をいろんな
メールとかで拝見してますと、非常に思ったとおりに
エネルギッシュで明るく元気に活動なさっているとい
うことで、本当にこの会に入ってよかったなと今実感
しているところであります。
・ 今ロータリーの活動もコロナの影響で思うようにでき
ていません。私の活動もなかなか思うようにできて

ないところもあります。しかしですね、その中でもな
んとか私の身近にいる企業の方や人々にお役に立て
るようなことはないかと近くNPO 法人も作って活動
の領域を少し広げようかとも思っています。
本当に皆さんと対面でお会いして交流することに
よっていろんな刺激を与えていただきたいと願ってい
ますが、まだまだコロナがこんな状況なのでいろい
ろ制約があると思いますが、出来るかぎり皆さんと
いろんなコンタクトをとってますます交流することを
切に願っています。
今後共よろしくお願い致します。ありがとうござい
ました。
（要約文責

宮下）

太 田 嘉 正 様

今年も宜しくお願い致します。吉國さま、

時枝紀子ガバナー補佐

3月22日のIM、お陰様で皆様に楽しんで
いただけた様で感謝致します。本日は、
IMで多大なご協力いただいたローターア
クトの直前地区代表天野様にお越しいた
だいています。5月のローターアクトの地区
年次大会を応援致しましょう。
先日のIMでは沢山の方々にご協力頂きま
た沢山の方々にご参加頂いて本当におか
げ様で素晴らしいIMとなりました。全ての
皆様に“ありがとうございましたー！
！”
桜の花も葉桜になりました。皆様とおめに
かかれるのがうれしくニコニコします。
時枝ガバナー補佐、福元グループ幹事、
そしてIM委 員の皆 様、3月22日のIM大
成功おめでとうございます。そしてお疲れ
様でございます。
久々のリアル例会ですね。皆様にお目に
かかれてとても嬉しいです。
皆さんごぶさたしています。久しぶりにお
会いできてうれしいです。
久々の例会でニコニコです(*^_^*)
外務省後援第2回子ども世界サミットの子
どもプロデューサーが決定し、ニコニコし
ます。
皆様いつも応援頂き、ありがとうございます。
皆様お久しぶりです。
久しぶりの対面例会、うれしくてニコニコ
です！
久しぶりの対面で嬉しくてニコニコします。
久しぶりにお会いでき嬉しいです。吉國
様本当にありがとうございました。
本日、久しぶりの対面例会なのでニコニ
コいたします。
誕生祝いありがとうございます。
15才上ですが加山雄三と同じ4月11日生
れです。加山さんに負けないように若くあ
りたいです。

（東京中央RC会長） 永い間おせわになりました。

福元智子グループ幹事

清宮普美代 会長
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