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2020―2021年度　国際ロータリーテーマ「ロータリーは機会の扉を開く」
http://blog.livedoor.jp/chuoshin/

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
としてビデオ録画をさせていただく予定ですので、参
加者の皆様におかれましては、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！
　先程もお話ししていたのですが、COVID-19の感染
状況は穏やかではありませんが、天気は晴天で皆さん
とこうしてお会いできる状況にあることには本当に感謝
しております。
　なおかつ、私の年度もあと3ヵ月を切って、次の富
田年度もありますので今日はクラブ協議会で奉仕活動
を振り返ったり、次年度に向けていろんなことを皆さん
とお話しできる機会になればなと思っています。
　又、4月26日（月）例会は、中央大学アクトクラブ
の卓話がありますので是非皆様参加下さい。
　それでは第807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）
　本日はゲストはございません。

幹事報告（高橋肇幹事）
　4月26日（月）例会はオンライン例会となっており、
5月3日（月）は規定に従い休会となっております。5
月10日（月）は今のところ帝国での対面とオンラインの
ハイブリッド例会と理事会を予定しています。
　但、緊急事態宣言が出る場合は臨時理事会を開い
て予定を決めさせていただきたいと思います。

奉仕活動報告（伊藤知佳子奉仕プログラム委員長）
　本年度主に医療従事者のプロジェクトを行いました
が、その内容は後ほど参加者の方からお話しいただこ
うと思います。
　まだ実現していませんが、通常なら今の時期は育成

園プロジェクトのアニメ上映会の打合せの時期ですが、
やはり同じ形でのプロジェクトの実現は難しいのです
が、コロナに敗けて何もしないのではなく何かをしたい
という気持ちが先生方や生徒さんから伝わってきてい
ますので、日本アニメーションの石川さんに相談して、
何か違う形でのアニメ上映会、生徒さんたちが近隣の
人たちと楽しめる形でアイデアを育成園で考えて下さっ
ています。

クラブホームページ完成報告（山田桂子広報副委員長）
・ �昨年からリノベーションをしているクラブの新HPの
ご紹介をさせて頂きたいと思います（映像10分）。
何かご意見等ございましたら私どもにお伝えいただ
ければと思います。

・�リンクは、マイロータリー、地区ホームページとリン
クされています。
my�rotary� https://myrotary.org/ja/
2750地区HP� https://rid2750.org
東京中央新RC� https://tokyochuo-new-rc.jp

・SNS
＊�YouTubeチャンネル�https://www.youtube.com/
channel/UCLxVTi-mmR1VOsmlGGCXda
＊Facebookグループ
「東京中央新ロータリークラブ会員専用」会員限定
ht t p : //www. f a c eb o ok . c om /g roup s /
1604613836465095
クローズドグループとして登録
クラブ内コンテンツのみ

「公開ページ」　一般に誰でも見られる内容を公開
現在卓話の内容を発信中

「ホームページの認知度を上げるには」
更新頻度とFacebookの公開ページのリツイート
数を上げるとGoogleの検索で上位に表示され、
認知度が上がります。

・HP
＊TOP頁　「ロータリーは新しい扉を開く」
＊例会
＊クラブの概要
＊例会情報
＊奉仕活動
＊会員専用
ID� chuoshin
PW� TCS5628

 例会報告  第807回  2021年4月19日（月）
 オンライン例会

接続会員数25名+メーキャップ0名
（正会員60名-休会6名）

出席率 46.30%



クラブ発行文書
　リバースイニシエーション／マニュアル、手順書
　例会報告（録画）／週報（紙版）

HP記事の掲載方法
Wordで記事作成し、山田へ申入れ下さい。
写真があると魅力的ですが、写っている個人の個
人情報の使用許諾が掲載に必要です。

・お願い
　HPは記事が古いままだとだんだん見られなくなり
ます。
　クラブの活動については、いつも最新情報を山田ま
でお知らせいただければどんどん掲載してこのHPを
元気の出るよりよいものにしていきたいと思いますので
よろしくお願いいたします。

第4回クラブ協議会
【アジェンダ】
・2020-2021年度奉仕プロジェクトの共有
本年度できていること
育成園支援プロジェクト　
セラピーメイク
医療従事者支援プロジェクト
ひとり親支援プロジェクト　港区、スマイルプロ
ジェクト

・2021-2022年度に向けて
富田洋平会長エレクト
奉仕プロジェクトの種？
　ダイバーシティ＆インクルージョン
ポリオ撲滅

・「本年度の振り返り」（清宮普美代会長）
　育成園支援プロジェクト（アニメ上映会）と去年地区
の補助金をもらって行ったセラピーメイクは対面となる
ので、本年は行えていません。

・セラピーメイク報告（福元智子直前会長）
　セラピーメイクは、高校生の女の子にメイクを覚えて
もらって、老人ホームへ行っておばあちゃんたちと交流
しましょうという企画でしたが、このコロナの状況に
なって難しくなっています。
　今のところ、リスクを取って実行するプロジェクトで
はないかなと思っております。
　今後また何かできることがあれば継続していきたい
と個人的には考えています。

・医療従事者支援プロジェクト報告①（西村美寿穂会員）

　私は病院とクラブをつなぐ連絡役として、東京医科
歯科大学と虎の門病院に関わりました。昨年はお弁当
の配布プロジェクトを行いましたが、今年はそれにプラ
スして必要な物資だとされたハンドクリームとかストレッ
チボールとかヨガマットとか、あと泰明小学校から絵
の寄付をいただいたので勇気を持っていただくために
プレゼントしたりとか、あと虎の門病院では隔離病棟
で患者さんがせん妄状態になった時に必要になる時
計、ラジオ、そういった方たちをケアするためにそういっ
た情報を印刷するためのプリンターがほしいということ
だったので家庭用のものではあったんですけれども、
そういった寄付もしております。
　壁掛け時計に関しては、ロータリークラブからという
ことの名入れをしたものを寄贈させていただきました。
反応としては、皆様感謝の気持ちを伝えて下さいまして、
接触を避ける為に宅配の方に持って行っていただいた
りし、お弁当に関しては、会員が直接配達せざるをえ
なかったのですが、それ以外のものは配達業者さんを
通して寄付をさせていただいたという形になります。

・医療従事者支援プロジェクト報告②（水野珠貴会員）
　私は連絡を担当しまして、順天堂大学と日本医科大
学を担当しました。
　去年担当なさった方々の連絡が素晴らしくて、私は
上田さんから引継いだのですが、過去のやりとりも拝
見させて頂いて、ほとんどそれに従って連絡をとってい
き、本当に申し訳ない感じだったのですが、順天堂大
学には2月22日に50個、3月2日に50個という形でお
届けして、前回は駐車場に置いて離れてという形で接
触しないような引渡だったとお聞きしていたので、「今
回もそうしましょうか」とお聞きしたところ、「いや、今
年は対策ができているのでそこまでしなくても大丈夫
ですよ」との回答がありましたので、直接お渡しするこ
とができて、絵も画像もお渡しできとても喜んでいただ
きました。
　日本医科大学は2月24日に100個お渡ししました。
　両方の病院に他に必要なものはありませんかとお訊
ねしたところ、順天堂大学は事務員さんが窓口だった
のであまりお返事がなく、あまりやりとりをしすぎるのも
どうかと思って特段ご要望もなかったのでやらなかっ
たのです。
　日本医科大学は、看護部長さんが窓口だったのでハ
ンドクリームとか何点かアピールがあり、こちらで用意
できたハンドクリームを3月10日にお届けしました。こち
らにも絵と画像も送っていただきとても喜ばれました。
　本当に私は前例に従ってやりとりをしただけであまり
役に立ったかどうかも分かりませんが、喜んでいただ
けてよかったと思っています。

・医療支援プロジェクト③（芝伸子会員）
　私は、がん研有明病院と慈恵会医科大学の2ヵ所を



担当しました。
　がん研有明病院は、現場の方が窓口になって、4回
に分けてお届けし、慈恵会は管理課の方が窓口のご
担当で、お弁当・ハンドクリーム・泰明小学校の絵を
お届けしました。
　私はメールや電話で連絡を取っていただけですが、
お弁当を用意して下さった池内さんなどの方々のご尽力
が大変なものだったと思います。私はこの流れを止めな
いように気を付けていましたが、いろいろ不慣れでご
迷惑をおかけしたのではないか改めてお詫びいたしま
すと共に参加させていただいたことを大変ありがたい
と思っております。
　不安材料が満載の中でかわいい小学生の立派な絵
などで皆さんお忙しい中で、外部の人たちがご自分た
ちを心に掛けてくれているということがおそらくコロナ
の担当になって間がない方たちが一時的にでもお気持
ちの支えになったのではないかということを感じました。

・泰明小学校生徒の絵について（野呂洋子会員）
　画廊巡りのお付合いもあり、今回医療従事者の方へ
児童の描いた絵をということでご協力頂きました。外
部に出すということで、ひとりひとりどこへ行ったか教
えてほしいということで、今その取りまとめをやってい
る最中でございます。公立の小学校ということでアクセ
スするのが厳しいところもありますが、3月末で校長先
生は留任となりましたが、図工の先生が転籍になり、
今週又新しい画廊巡りのこともありますので継続した
いとのご希望もあり、引継の作業をすることになってい
ます。
　泰明小学校としては、我々東京中央新RCがいつも
児童のことを考えて下さっているとのメッセージは伝
わっているのと、その子どもたちから社会、医療従事
者に対するメッセージをお届けするという点では無事に
上手にいったかなと思っています。
　皆様のおかげです。どうもありがとうございます。

「2021-2022年度に向けて」
・ �奉仕プロジェクトの種（海渡千佳来期奉仕プロジェ
クト委員長）

　今期の種を引継いで、会員間の認識を共有する機会
を持ちながら課題について皆さんで勉強して来期に備
えたいと思っています。
・ロータリー財団補助金について（石原忠始来期幹事）
　来期のロータリー財団の補助金申請がもう始まって
いますので、皆さんの中でこういうプロジェクトをやり
たい、財団補助金を使いたいというアイデアがありまし
たら、私・富田会長エレクト又は海渡さんに遠慮なくお
申出いただければ有難いと思います。
・ポリオ撲滅について（明山友美会員）
　「世界ポリオデー　トレインジャック」プロジェクト
　2021年10月18日（月）～24日（日）

　主催　　国際ロータリー2750地区
　協力　　国際ロータリー
　　　　　2780地区（東京、沖縄）
　　　　　2590地区（横浜、川崎）
　　　　　2770地区（埼玉、東京）
　　　　　2790地区（千葉）
・10月24日（日）の世界ポリオデーを広く広報するた
めにJR東日本の複数路線の女性専用車に10月18日か
ら1週間の期間世界ポリオデーの中吊り広告を出して、
トレインジャックをする予定です。
・�ポリオウォーク
　会員の皆様には、ポリオデーには、東京駅周辺を赤
いポリオデーのTシャツを着て練り歩いていただき、
公共イメージを作出することとか列車に乗ってみたり、
各クラブでいろいろなイベントをやって盛上げていただ
けたらなと思っております。
・いままでは地区をまたいで活動することはほとんど
なかったそうなので、ポリオ撲滅を画期的な活動として、
2780地区・2590地区・2770地区・2790地区も取り組
んで下さることとなりましたので、広い範囲で盛上げて
いきたいと思います。
・写真の発信
　世界のロータリアンはポリオデーのイベントの写真を
発信していますので、私たちもたくさん写真を撮ってアッ
プしていきたいと思いますので、皆様どうぞよろしくお
願い致します。
・10月24日有楽町公共イメージイベント
　私が全体の実行委員長となっておりますので、10月
24日ポリオデーを皆様どうぞよろしくお願い致します。
　10月24日、有楽町の駅前広場を借りて交流の場とす
るブースを出して、内容はコロナもあって未定ですが、
ミニコンサートやフードコートのようなイベントができれ
ばと思っています。

・2021年度の方針（富田洋平会長エレクト）
　私の知り合いがやっているフィリピン近郊のスラム街
での取り組みがありまして「第15回ハローアロソンフィ
リピン医療ボランティア」というものです。
　フィリピンのスラム街は、極貧地域と呼ばれており、
1日1食100円、1日生活費100円で過ごしている人た
ちがたくさんいて、子どもたちも食べられない状況の中、
歯がもうボロボロになっていて、基本的に虫歯になった
ら抜くというのが当たり前の地域です。
　そんなところへ、歯科医師・ミュージシャン・FMラ
ジオのパーソナリティをつとめている方がこの状況を少
しずつ良くしていきたいということで2001年ころから始
めているプロジェクトです。
　歯科医師の仲間を募り、医療従事者などとチームを
組んで毎年2月に4日間だけそこの地域で無償で子ど
もたちの歯の治療をしているのです。
　基本的に歯ブラシも買えないので、歯ブラシ1本あ



開始（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。
　例会の様子を記録用に録画させて頂きますので、予
め個人情報の許諾をお願い致します。

開会点鐘（清宮普美代会長）
　皆様こんにちは！
　昨日緊急事態宣言が又発令され、本日幹事が欠席
になって状況的に大変な状況になっていて、臨時理事
会も例会も出れません、と皆様にお詫びとともに連絡
がありました。こういう事態に対して今年1年これが続
いている状態ではあるんですが、私はずっと人材開発
をやっているので最近サバイバルマインドからグロース
マインドへという話があって、生き残ったとしても一時
的な変化で時が過ぎれば今までどおりになるというマイ
ンドからシフトせざるをえないというトレンドが私たち
の中でも出てきています。コロナが終息しても新しい環
境とか価値観を受入れてその中で新しい価値とかを生
み出すマインドにシフトしていて、私も本当にそうだな
と思っております。自分自身の授業も含めて、昨年から
すごくシフトはしていますけど、ここにきてやっぱり構
造的に変えていかなきゃいけないなと思ったり、今は
中央大学のローターアクトの若い皆さんと一緒にオンラ
インでこういう例会をするというのはこれからのあり方
かなと思ったりしています。
　ということで、第808回例会を開始したいと思います。

ロータリーソング
・四つのテスト

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いらっしゃいました。
　本日のゲストは、
　　卓話をしていただく中央大学ローターアクト
・副会長　　　　鶴岡舜也（しゅんや）� 様
・国際奉仕委員　遠藤叶美（かなみ）� 様
・国際奉仕委員　松見光透（みと）� 様

　です。

幹事報告（海渡千佳会員代行）
・�5月10日の対面例会の実施についてですが、残念
ながらオンラインへ切り換えとなりますのでお気をつ

ればその子供の口の中、しっかり歯磨きの方法を教え
て習慣づけをさせることができるのです。歯がしっかり
していると食べられる、食べられると人生が豊かになっ
て元気になれるというところまでつながるのです。
　この活動には4本の柱があり、1つは現地での歯科
を中心とした無償の奉仕活動、2つ目は物資（歯ブラシ、
タオル、固形石鹸等）の支援、あとはこのような活動
を通じて世界の貧困問題について考えていただくこと
です。幸せの定義って何ですかと問われたら、私の定
義は「今日という一日を明日も同じように過ごすこと」
だと思っているのです。それってこの日本に住んでいる
からそう思うのであって、たぶんいろんな世界のこうい
う国の人たちは「明日は何」という地域になっているん
じゃないかと思います。4つ目は、ここのボランティア
スタッフはだいたい140人から160人を募っていくので
すが、そのうち20人から30人は日本全国から高校生
を募って来ていただいて、そのスラムの子どもたちの医
療支援の手伝いをしてもらうということなんです。
　その高校生の作文を読むと、本当に考えさせられる。
今まで普通に豊かに暮らしていた高校生がこういうの
を目の当たりにしてだいたい来る子たちは将来的に医
療現場に関わりたいという人達が多いみたいでこのあ
と医師になったり歯医者さんになったり看護師さんに
なったりレントゲン技師になったりで、15年間活動する
と社会にこういう考えが伝わって深く考える子どもたち
が増えてきている、それが素晴らしいと思って、まずは
どこかのタイミングでこれを指導している今西雄介歯
科医師にクラブに来てもらってお話をしてもらう機会を
作りたいなと思っています。
　当クラブのメインの奉仕活動に置くかどうかは別にし
て、そんなようなことをやっている方がいるということ
を皆さんにお伝えしたかったのです。
　地区の補助金を申請するための締切が近く時間があ
まりないそうですが、この団体に少しでも協力できるの
であれば補助金を出したいなと思っています。というの
は、今西さんは毎年15年間行っているので、フィリピ
ンのラハトライマンRCの会員でもあるのです。と考え
ると、ここと提携するというのはちょっと現実的か分か
らないですけれど、力を合わせて当クラブでもできるよ
うなことがあったらすばらしいなと思いますので、何か
お手伝いできないかということでこの地区の補助金の
申請を考えているところであります。

（約3分の動画「第15回ハローアロソンフィリピン医療
ボランティア」）

（要約文責　宮下）

大 盛 敬 子 会 員� 御殿場にいる友人のご自宅から富士山と
満開の桜のお写真を送っていただき感激
したのでニコニコします。

にこにこ合計3,000円

◀ 左から順に
　鶴岡様
　遠藤様
　松見様

 例会報告  第808回  2021年4月26日（月）
 オンライン例会

接続会員数20名+メーキャップ0名
（正会員60名-休会6名）

出席率 37.04%



けください。
・中央大学ローターアクトの集会について
　（中大ローターアクト鶴岡副会長）
　5月19日（水）の19時30分から東京中央新RCの
皆様に卓話をお願いしております。今後のキャリアプ
ランを考えるなどの内容にしたいと考えていますの
で、是非皆さんで参加いただけると嬉しいです。宜
しくお願いします。

ブレークアウトセッション（10分）

中央大学RAC　国際奉仕委員会
【挨拶】
（副会長　鶴岡舜也様）
　本日は貴重な時間を作っていただきありがとうござい
ます。
　今日は国際奉仕活動について報告させて頂きます。
（国際奉仕委員　遠藤叶美様、同松見光透様）
　2月にタイの子どもたちを対象に教育支援を行った
のですが、その背景と目的についてお話しします。
　2019年に私たちはタイの貧困家庭の子どもたちの教
育支援を行いたいと考え、その一歩として小学校の寮
の改善工事を計画しました。寮のベッドや食器棚など
を寄贈するのに必要な資金をクラウドファンディングを
通して集めさせていただきました。クラウドファンディン
グ終了後の2021年春に実際に現地に赴く予定ではあっ
たのですが、コロナの影響などを考慮してタイへの渡
航は厳しいと考えたので、オンラインでの教育支援を
実施させていただきました。

【目次】
1　支援内容
2　Suntory協賛について
3　支援当日のスケジュール
4　収支について
5　感想・これからの活動について

・1　支援内容
　　　ChiangRai,Thailand北部
　　　　2021年2月16日～17日
　　　　Bahn�pa�tueng小学校
　　　　オンライン支援（Zoom利用、中大RAC）
　　　　現地直接訪問（iCARE）

　　　（プログラム）
　　　��⑴　日本語・英語での挨拶練習
　　　��⑵　動画での日本観光の場を提供

　　　　　���日本の文化（四季・行事・習慣・挨拶など）
に関する2択のクイズ

　　　��⑶　紙芝居
　　　��⑷　新聞紙で兜づくり

（1）簡単な日本語の挨拶紹介
　　　わたしのなまえは、〇〇です。
　　　My�name�is　〇〇.
　　　（タイ語）
　　　�子どもたちも意欲的に参加して盛り上がって

下さいました。
　　　�日本語と英語の順に挨拶の練習をしたので

すが、タイの子どもたちの英語の発音がきれ
いで驚きました。

　　　�初めて話す日本語に戸惑いながらも、慣れて
くると笑顔で答えてくれる様子がとても印象
的でした。

（2）日本文化と観光地の動画紹介とクイズ
　　（動画）
　　��渋谷・浅草を私たちが訪れて、タイの子どもた

ちに注目してもらいたい地点や日本文化の雰囲
気がよく伝わる風景をメインに2本の動画を作
成しました。

　　��おすすめの食べ物の紹介や観光客がどのよう
に楽しんでいるかなどに着目して実際に観光し
ているかのような演出を心掛けました。

　　（クイズ）
　　��SAKURAとKIKUなど
　　��私たちが日本語で話しタイの協力学生に通訳し

てもらいました。子どもたちには積極的に楽し
んでもらえ、日本に興味をもっていただけたの
ではないかと感じました。

（3）紙芝居の読み聞かせ
　　一寸法師とかぐや姫
　　�日本語で読み上げて、タイの協力学生にタイ語
に訳していただいて子どもたちにお話しするとい
う方法で行いました。

　　�驚くことに、「かぐや姫」はタイでも知られていた
話で、皆「知ってる知ってる」という反応をいた
だいて私たちもびっくりしました。逆に「一寸法�
師」は知らない子どもたちも多かったので画面
に食い入ってすごく楽しい会になったと思います。

（4）新聞紙で兜づくり
　　�事前にタイのロータリアンのタナキットさんの協
力を得て、用意して頂いた新聞紙を1人1枚配
布し、画面を共有してパワーポイントのスライド
で私たちと一緒に子どもたちも作りました。約
20分間子どもたちと一緒に兜を作って、皆で完
成した時には見せ合って、被って、すごく楽しん
でくれたのが画面越しにも非常に伝わりました。

　　�子どもたちに最後にアンケートをとったところ、

「2021.2.16～17
タイ教育支援プロジェクト報告会」

卓
話
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印象的で、私たちもものすごくやりがいを感じる
ことができました。

　　　�　タイでは、新聞紙の確保、Wi-Fi環境の確
保も大変でしたが、タイのロータリアンを含めた
皆さんの協力もあり、無事プロジェクトを完遂
できました。

　　　�　今回の反省点を全員で共有して、5年10年と
アクトの活動として続けていきたいと思います。

　　　�　ご清聴ありがとうございました。
（要約文責　宮下）

兜づくりが一番楽しかったと言って私たちに報
告してくれました。

（総括）
　　�これらの4つのコンテンツを行ったのですが、
これらの新鮮な日本文化に触れて少しでも日本
に興味をもってくれたことで、オンラインでは
あったのですが、現地の子どもたちとのつなが
りを感じ、私たちも達成感を感じることができ
ました。

・2　Suntory協賛について
　　　�　飲料水ボトル1000本を寄贈いただきました。

ロータリアンとしての知り合いがいた点と、企業
理念に水を掲げるSuntoryさんに連絡を取らせ
ていただいて学校に飲料水を1000本寄贈して
下さいました。

・3　支援当日のスケジュール
　　　2月16日
　　　　13:00～（ICT）開会式
　　　　　�中央大RACの紹介と私たちの自己紹介を

行いました。
　　　　14:00～（ICT）現地での作業
　　　　　�私たちはオンラインでの参加だったので、

実際の寮の外壁塗装などの改善作業には
参加できませんでしたが、クラウドファン
ディングで支援いただいた資金で購入した
ベッドなどを組
立てていただき
タイ協力学生が
セットアップくだ
さいました。

　　　2月17日
　　　　13:00～（ICT）オンライン支援活動
　　　　15:00～閉会式　寄贈品贈呈式

・4　収支について
　　　支援資金　696,997円
　　　Bahn�pa�tueng小学校の
　　　寮修繕備品・物資寄贈
　　　　学生寮ベッド・寝具� 10セット
　　　　物棚� 10台
　　　　靴箱� 2台
　　　　食器棚� 3台

・5　感想、これからの活動
　　　　皆様の資金支援に感謝致します。
　　　�　子どもたちは安心と安全が確保された場所

で教育を受けることができるようになり、笑顔
で嬉しそうに新しい学校生活を送っているのが

清宮普美代会長� 本日は中央大学ローターアクトの皆さんが
国際奉仕活動の報告をして下さいます。

� 素晴らしい活動をうかがえることにニコニコ
します。

大 盛 敬 子 会 員� 私の友人が42キロの赤羽マラソンで3時
間完走し優勝したのでニコニコします。

海 渡 千 佳 会 員� 1年で一番過ごしやすい季節ですね。最
近はすきま時間に近所を散歩して、しばし
旅気分を味わっています。ビルばかりの
風景の中に江戸時代のものなどを発見す
るのが楽しいです。

福 元 智 子 会 員� 先日、第24回ひよこコンペを開催しました。
広いゴルフ場でみなさまとお会いできて楽
しかったです。鶴岡副会長、このコロナ
禍の活動素晴らしいですね。本日の卓話
とても楽しみにしています。

山 田 桂 子 会 員� 本日は「せいとう」でズームメインホスト練
習会をしております。また新たなメンバー
がズームホスト運営に興味を持っていただ
き、うれしいのでニコニコします。

にこにこ合計13,500円


