
    

    

第第第第 1098109810981098回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2018烝5鏤10日θ木χ 

懇会   場昏児鴫ッ屍旨ホテ識 3F婚桐昨間恨 

懇寺竺市鹿痔昏会長エ鴫屍ト方針発表 

              諸宙採祝い 

懇出   席昏会員数    38隣 

       出席会員 29隣 出席率76.32％ 

 

 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶婚坂鑚 昇恨                                                                

菱日腰姉妹屍鹿字昨瞭湾隴橋西勇扶輪社昨「』周烝記念例会削参列

裁崎済擦裁冴甑 

熱采熱采腰盛大作止鴫示ニ実削参加裁腰冴い罪う作採雑崎作裁燦受

砕腰鑽永采姉妹提携歳続采祭碕燦確信裁擦裁冴甑 

超回朔腰記念例会参列後腰瞭戻滞在組碕高雄観肘組削分栽参傘旅程

碕作三擦裁冴甑 

瞭戻組朔腰細財栽裁冴榊ぷ三碕採酒燦飲擦参冴祭碕碕思い擦際甑 

奥村様朔飲薩作い削雑栽栽わ晒剤腰あ三歳碕う斎菜い擦裁冴甑 

高雄組朔腰短い滞在期間埼昨足早作観肘碕作三擦裁冴歳腰足三作い

部分朔次烝度削碕榊崎採い冴碕いう宙埼腰是非次烝度雑参加裁崎采

坂細い甑 

当屍鹿字昨超烝度終盤昨大済作行宙昨一肴埼あ三腰会長職昨肩昨荷

雑託三腰あ碕「ヶ鏤埼終わ傘祭碕燦実感致裁擦裁冴甑 

昨烝昨超頃朔腰PETS腰地区協議会等昨研修燦受砕崎採三腰会長碕裁

崎屍鹿字燦充実裁作采崎朔碕思う気持阪歳鷺珊鷺珊高擦榊崎い済擦

裁冴甑 

 

 

 

 

 

 

鑚日朔腰越山会長エ鴫屍ト昨方針発表埼際甑 

会長碕裁崎昨意識歳大変高擦榊崎采傘時期埼際甑 

次烝度燦盛三琢砦腰協力際傘冴薩削雑腰越山会長エ鴫屍ト昨方針燦

友忠分削聞い崎采坂細い甑 

焙宙報告焙宙報告焙宙報告焙宙報告婚橋鑚 悟恨                

会』鏤度昨理宙会燦腰例会後開催致裁擦際甑 

解「018烝』鏤竺実タ式実鴫実ト：1㌦＝108付埼際甑 

回隰阪地区薬物乱用防溺指棡者協議会研修会昨開催昨案不歳届済擦

裁冴甑 

塊鑚居宣長記念館皿三【鏤」日θ日χ擦埼開催細参崎採三擦際甑 

※春昨企画展坤虜宙記伝昨世界墾昨特別紹跳券歳 

θ鑚居宣長記念館入場療【鏤」0日擦埼χ届い崎い擦際甑 

ニニニニコニココニココニココニコＢŢＸＢŢＸＢŢＸＢŢＸ                                                                     

坂鑚 昇,橋鑚 悟,井旅 篤,植隰 悦子,太田 塡隆,戻出 誠, 

椌濱 彰男,越山 明,佐藤 肘宏,西谷 満,林 擦細子,隴東 塡, 

鴻原 肘,山託 茂紀,脇 文彦 

         以琢以琢以琢以琢1』1』1』1』隣隣隣隣様質合計金額：様質合計金額：様質合計金額：様質合計金額：「「「「「「「「,000,000,000,000付埼裁冴付埼裁冴付埼裁冴付埼裁冴甑甑甑甑鐚難う斎菜い擦際甑鐚難う斎菜い擦際甑鐚難う斎菜い擦際甑鐚難う斎菜い擦際甑    

寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔                                                                                    

諸事お祝い諸事お祝い諸事お祝い諸事お祝い    

懇会員誕生日昏 

0「日 村田 耕一 会員 

1」日 西谷 満 会員 

1】日 丹羽 崇 会員 

18日 鈴木 塡之 会員 

「『日 林 擦細子 会員 

「8日 前川 佳久 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懇配偶者誕生日昏 

01日 福鑚 焜恵 様腰0「日 丹羽 亜希 様 

1『日 辻 博文 様腰 」1日 宮園 祐華 様 

懇結婚記念日昏 

09日 鈴木 康 会員腰」0日 坂東 塡 会員 

「0日 村田 耕一 会員 

 

越山会長エレクト方針発表越山会長エレクト方針発表越山会長エレクト方針発表越山会長エレクト方針発表    

烋成1】烝】鏤削隰阪山桜竺実タ式実屍鹿字削入会細在崎い冴坂済

早や1」烝歳過災擦裁冴甑あ晒冴薩崎腰会長燦拝命裁気燦引済締薩崎

祭昨一烝間任務燦遂行裁崎い采所存埼際甑 

皆様昨協力燦皿山裁采採願い裁擦際甑 

超世界朔大済采変わ山う碕裁崎い擦際甑 

裁栽裁祭昨隰阪昨地埼腰大済作宙朔出来擦在珊歳腰公共イ磁実施Ｕ

ŕ昨意味栽晒雑竺実タ式実活動歳市民生活昨中削浸透裁 

会員増強雑含薩崎 

擦坂擦坂ŕＲ燦際傘 

必要性歳あ傘碕思い擦際甑 

増強歳出来参柵 

屍鹿字昨活動碕裁崎雑 

大済作宙業歳療能埼際甑 

増強昨冴薩削朔ŕＲ雑重要埼際歳 

退会会員昨死竺尤碕腰 

楽裁い例会等昨実現歳必須埼あ三擦際甑 

私昨超烝度方針碕裁崎腰 

会員輪士昨コ璽ュニ師実斯ョン密度燦琢砦崎い済擦際甑 

罪昨冴薩削朔腰会員昨ŕＲθ特削所属会社昨宙業不容腰会社自慢腰

強札腰趣味等χ燦推進裁擦際甑 

 

次烝度「』周烝削向砕崎更削腰隰阪山桜竺実タ式実屍鹿字歳発展出来

擦際皿う削頑張榊崎参三擦際昨埼皿山裁采採願い致裁擦際甑 
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第第第第 1099109910991099回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2018烝5鏤17日θ木χ 

懇会   場昏児鴫紫屍旨次至識 3F婚烋晧昨間恨 

懇寺竺市鹿痔昏第4回質百木źＧ訪問例会 

懇出   席昏会員数38名 

       出席者28名 出席率73.68％ 

 

 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶婚坂本 昇恨                                                                

皆様腰祭珊柵珊朔! 

本日朔腰百木姉バ試実補佐訪問例会埼際甑 

百木姉バ試実補佐削朔腰「【」0地区昨姉バ試実補佐碕裁崎腰地区昨運

営腰地区昨方針昨屍鹿字匙昨伝達腰周知腰監督作鷺様々作仕事燦祭

作細参崎済擦裁冴甑 

採栽砦細擦埼腰耿歳山桜竺実タ式実屍鹿字雑百木姉バ試実補佐昨斎

指棡腰斎誘力昨採栽砦埼当事業烝度燦乗三勉傘祭碕歳埼済そう埼際甑 

百木姉バ試実補佐腰1烝間鐚難う斎菜い擦裁冴甑残三一始鏤碕少裁

昨任期碕作三擦際歳腰後裁柵晒く見晤榊崎く坂細い甑 

本日朔腰後程昨裕話腰皿山裁く採願いO裁擦際甑 

 

イアン鹿イ枝式実会長皿三腰坤会費削皿榊崎雑冴参細参傘変化墾碕い

うタイ詞識昨磁紫止実施歳届い崎い擦裁冴甑 

皆様歳ＲＩ削支払う会費削肴い崎説明歳あ三擦裁冴甑 

会費燦腰何故今烝度栽晒」烝度削わ冴榊崎『詩識剤肴増額際傘昨栽

理ょ歳書栽参崎い擦裁冴甑 

竺実タ式実昨最初昨会費朔腰1910烝削一人当冴三烝間1詩識埼裁冴甑

祭参朔現在昨価値削換算裁擦際碕約「【.90詩識削相当裁擦際甑 

当時昨事務総長埼あ榊冴チェ旨質時式実削皿傘碕腰事務局昨費用燦

賄う削朔不十便作会費埼あ榊冴碕いい擦際甑 

 

そ昨当時栽晒比冊擦際碕腰今日昨竺実タ式実朔碕崎肴雑作く大済作

組織碕作三腰世界各地昨1「0万人昨磁ンバ実燦サポ実詞際傘冴薩削

朔非常削大規模作予算歳必要碕作三擦際甑 

そ昨冴薩腰ＲＩ歳竺実タ式アン削対裁予算不削提供埼済傘業務朔限

晒参崎済擦際甑裁栽裁腰10人昨う阪9人昨竺実タ式アン歳事務局栽

晒昨支援燦増や裁崎ほ裁い碕望珊埼い擦際甑 

竺実タ式実昨現況碕収入腰市竺実バ識作イン児鴫腰世界金融市場昨

6162的作変動燦鑑札腰ＲＩ昨業務燦減晒際栽腰会費燦増額際傘栽２

肴昨選択碕作三擦際甑 

竺実タ式実昨6162的作耨長碕繁栄燦今後雑求薩崎いく削朔腰会費燦

適勉削増額際傘裁栽あ三擦在珊甑 

 

財務昨今後昨見通裁朔腰会費燦一人当冴三烝1詩識増額裁擦際碕腰

収入増朔1.8％埼腰世界昨イン児鴫率昨「.』％燦託回榊崎裁擦い擦際甑

「詩識増額坂碕腰「019烝擦埼昨理事会目標埼あ傘剰余金歳必要鴫持

識燦託回三腰」詩識増額裁崎雑「018烝擦埼昨剰余金目標燦わ剤栽削

琢回傘程度埼際甑 

祭参晒昨方針埼朔腰会員歳希望際傘奉仕昨増盆碕事務局支援昨増盆

燦栽作え傘祭碕歳不可能埼あ傘祭碕歳判明裁『詩識増額昨経緯削N

榊冴そう埼際甑 

 

皆様昨会費【0詩識昨不訳朔 

」「.』8詩識朔腰ＲＩ昨イ持ン詞腰士ン鹿イン研修腰視施タ識肢実識腰

竺実タ式実屍鹿字止ン詞鹿識作鷺削使わ参擦際甑 

1『.『」詩識朔腰翻訳腰通訳等昨各地域匙昨支援燦行う世界各国昨事

務局や国際事務所昨人件費等削使わ参擦際甑 

1「.99詩識朔腰皆様昨地域埼竺実タ式実燦推進際傘冴薩昨資金削充

崎晒参擦際甑 

 

竺実タ式実昨腰会費昨使途朔腰個々昨地域削碕鷺擦晒剤腰世界各国

昨活動削使わ参崎い擦際甑 

 私冴阪雑腰市竺実バ識作視野燦持阪竺実タ式実活動燦際傘時期削

来崎い傘栽雑裁参擦在珊 

ＭｙＲｏｔａｒｙ削登録際参柵腰インタ実ネ紫詞昨士ン鹿イン埼世

界各国埼昨竺実タ式実活動削触参傘祭碕歳埼済擦際甑ＲＩ歳身近削

感載取参傘栽雑裁参擦在珊甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告婚橋本 悟恨                

会中部盲棡犬誘会栽晒機関紙歳届い崎採三擦際甑 

解㈲鴫ンタ識若葉 鴫ン詞士実識松阪様歳移転細参傘そう埼際甑 

回理事会報告碕裁崎次烝度皿三HP燦開始裁擦際甑 

志旨詞志旨詞志旨詞志旨詞                      

懇松阪質東紀州市識実寺昏 

◎姉バ試実補佐 

  百木 孝司 様θ松阪東竺実タ式実屍鹿字 所属χ 

◎次烝度姉バ試実補佐 

  濱ゅ 直美 様θ熊野竺実タ式実屍鹿字 所属χ 

誌誌誌誌思誌思思誌思思誌思思誌思żＯＸżＯＸżＯＸżＯＸ                                                                        

百木 孝司 様,濱ゅ 直美 様,坂本 昇,橋本 悟,植松 悦子,岡井 凡

奥村 清隆,椌濱 彰男,越山 明,清水 濯昭,ゅ中 和弘,辻 真理子, 

西村 伸久,鴻原 光,福本 和也,宮園 隆貴,山託 茂紀,脇 文彦 

         以琢以琢以琢以琢11118888名名名名様質合計金額：様質合計金額：様質合計金額：様質合計金額：」「」「」「」「,000,000,000,000付埼裁冴付埼裁冴付埼裁冴付埼裁冴甑甑甑甑鐚難う斎菜い擦際甑鐚難う斎菜い擦際甑鐚難う斎菜い擦際甑鐚難う斎菜い擦際甑    

寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔                                                                                    

百木百木百木百木    ガバナろ補佐ガバナろ補佐ガバナろ補佐ガバナろ補佐    訪問例会訪問例会訪問例会訪問例会        

 ★ 卓卓卓卓    話話話話        ★★★★    

百木百木百木百木    孝司孝司孝司孝司    様様様様    鰺鰺鰺鰺松阪れ東紀州グルろプガバナろ補佐松阪れ東紀州グルろプガバナろ補佐松阪れ東紀州グルろプガバナろ補佐松阪れ東紀州グルろプガバナろ補佐鯲鯲鯲鯲    
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次烝度腰姉バ試実

補佐昨濱ゅ埼際甑 

宜裁く 

採願い裁擦際甑 



    

    

第第第第 1100110011001100回例会回例会回例会回例会    

懇日   時昏2018烝5鏤24日θ木χ 

懇会   場昏児鴫ッ屍旨ホテ識 3F婚烋安昨間恨 

懇寺竺市鹿痔昏裕話 Ｊźńź 佐藤 隆久 様 

懇出   席昏会員数38名 

       出席者27名 出席率71.05⊠ 

 

 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶婚坂鑚 昇恨                                                                

皆様祭珊柵珊朔! 

菱日腰土曜日削瑞浪ＲŔ主催昨ガ飼試実杯褫球歳開催細参ま裁冴甑

当屍鹿字栽晒10人昨会員碕松阪ＲŔ皿三「人昨応援昨合計1「人埼

参加裁崎まい三ま裁冴甑結果朔腰1勝1敗昨『位埼腰当屍鹿字埼朔

珎暑会員歳一生懸命策冴殺済作寺鴫実埼感動燦与えＭďŕ燦獲得裁

ま裁冴甑山桜昨褫球部雑毎烝今烝埼終わ三碕思い作歳晒参加裁崎ま

い三ま裁冴歳腰今回朔元気作方柵栽三埼腰当分褫球部朔存続埼済傘

碕感載ま裁冴甑磁ン飼実昨烝齢構成燦見崎いま裁冴晒腰私朔1「人中

い肴昨間削栽琢栽晒『番目昨烝齢削作榊崎いま裁冴甑 

鏤日昨経肴昨朔早い作碕実感裁ま裁冴碕共削腰い肴昨間削栽若返三腰

山桜ＲŔ雑当分安泰栽碕思い安心裁ま裁冴甑 

鑚日朔腰1100回例会埼際甑 

松阪山桜竺実タ式実歳創立細参崎栽晒腰1100回昨例会燦裴搾腰そ昨

記念際冊済例会日削腰会長碕裁崎あい細肴埼済傘祭碕朔祭昨琢作い

喜索埼際甑そ裁崎腰会員昨皆様歳節目昨例会削出席裁崎い冴祭碕燦

い肴ま埼雑覚え崎い崎い冴坂く冴薩削腰今回朔特別削無理燦採願い

裁崎Ｊźńź職員昨佐藤様燦採招済裁崎裕話燦い冴坂済ま際甑 

そ裁崎腰雑う一肴報告裁冴い祭碕歳あ三ま際甑 

今回腰橋鑚幹事歳治実識質雌式旨質児ェ竺実碕爾識チ寺識質治実識質

雌式旨質児ェ竺実燦受賞細参ま際甑治実識質雌式旨質児ェ竺実碕朔腰

竺実タ式実テ団昨烝次基金腰治式オ寺鹿旨基金腰đＦ腰テ団補助金

昨提唱者側ヅ担分碕裁崎1,000詩識以琢燦寄付裁冴人埼際甑 

爾識チ寺識質治実識質雌式旨質児ェ竺実碕朔腰1,000詩識以琢寄付

裁冴人歳腰そ昨後1,000詩識以琢寄付裁冴斎碕削爾識チ寺識質治実

識質雌式旨質児ェ竺実削認証細参ま際甑 

今回腰橋鑚幹事朔「口昨大口寄付燦裁崎く坂細いま裁冴甑 

昨烝鑽削冴く細珊昨会員昨方削烝次基金寄付燦裁崎い冴坂済ま裁

冴甑烝次基金寄付碕朔腰坤烝次墾碕いう碕採三毎烝続砕傘碕いう祭碕

埼腰テ団寺竺市鹿痔燦存続細せ傘冴薩昨燃料昨役割燦果冴裁崎いま

際甑以前削竺実タ式実テ団匙昨寄付削肴い崎斎説明細せ崎い冴坂い

冴祭碕歳あ三ま際昨埼腰会員昨皆様朔斎存知栽碕朔思いま際歳腰屍

鹿字匙昨地区補助金昨支給朔腰」烝前昨烝次基金昨寄付額削応載崎腰

支給額碕支給限度額歳決定細参ま際甑今回腰会員昨皆様削誘力裁崎

い冴坂い冴烝次基金昨寄付額朔一人当冴三1』0詩識削署裁崎い作栽

榊冴昨埼腰急遽気歳肴い冴腰橋鑚幹事歳1,000詩識寄付燦「回裁崎

い冴坂済ま裁冴甑結果一人当冴三1』0詩識以琢昨寄付碕作三ま裁冴甑 

祭昨寄付朔大変貴裴作寄付埼際甑 

例え柵腰 

」烝後昨地区補助金朔腰屍鹿字拠出金歳1,000詩識昨場合 

1』0詩識鑷満昨場合坂碕1,『00詩識碕作三ま際甑 

1』0詩識以琢昨場合坂碕「,』』0詩識碕作三ま際甑 

少裁昨差埼受砕傘補助金歳「倍弱程涉いま際甑 

将来燦考え崎黙榊崎「口昨大口寄付燦裁崎い冴坂い冴橋鑚幹事削心

皿三感謝申裁琢砦ま際甑あ三歳碕う斎菜いま際甑以琢埼会長昨挨拶

燦終わ三ま際甑 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告婚橋鑚 悟恨                

①【鏤「日θ土χ熊褫竺実タ式実屍鹿字昨創立『』周烝記念講演腰記

念例会歳あ三ま際甑 

授与式授与式授与式授与式                                                                                            

懇治実識 雌式旨 児ェ竺実n爾識チ寺識 治実識 雌式旨 児ェ竺実昏 

◎感謝状及索飼ッ施θ「個χ授与細参ま裁冴甑 

            橋鑚 悟 会員 

※一度削「,000詩識昨寄付燦細参ま裁冴昨埼腰 

治実識 雌式旨 児ェ竺実碕 

爾識チ寺識 治実識 雌式旨 児ェ竺実 

昨授与埼際甑 

誌誌誌誌コ誌ココ誌ココ誌ココ誌コżŢńżŢńżŢńżŢń                                                                        

坂鑚 昇,橋鑚 悟,太田 正隆,川口 好宏,小濱 彰男,越山 明, 

清水 濯昭,坂東 正,鴻原 肘,村田 耕一,山託 茂紀 

         以琢以琢以琢以琢11111111名名名名様質合計金額：様質合計金額：様質合計金額：様質合計金額：18181818,000,000,000,000円埼裁冴円埼裁冴円埼裁冴円埼裁冴甑甑甑甑鐚難う斎菜いま際甑鐚難う斎菜いま際甑鐚難う斎菜いま際甑鐚難う斎菜いま際甑    

寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔寺竺市鹿痔                                                                                    

 ★ 卓卓卓卓    話話話話        ★★★★    

ﾚﾚﾚﾚ第一宇宙技術部門鹿児島宇宙セン』ろ第一宇宙技術部門鹿児島宇宙セン』ろ第一宇宙技術部門鹿児島宇宙セン』ろ第一宇宙技術部門鹿児島宇宙セン』ろれれれれ射場技術開発のニット射場技術開発のニット射場技術開発のニット射場技術開発のニットﾛﾛﾛﾛ    

佐藤佐藤佐藤佐藤    隆久隆久隆久隆久    様様様様        

    

テろマ：日本┎宇宙開発テろマ：日本┎宇宙開発テろマ：日本┎宇宙開発テろマ：日本┎宇宙開発    

1111鯲宇宙┈┏？鯲宇宙┈┏？鯲宇宙┈┏？鯲宇宙┈┏？    

    れ宇宙っ┆、┉こズら？れ宇宙っ┆、┉こズら？れ宇宙っ┆、┉こズら？れ宇宙っ┆、┉こズら？    

    れ人工衛星ま┇┎距離┏？れ人工衛星ま┇┎距離┏？れ人工衛星ま┇┎距離┏？れ人工衛星ま┇┎距離┏？    

    国際宇宙]テろ‶はン鰺鴈ＳＳ鯲国際宇宙]テろ‶はン鰺鴈ＳＳ鯲国際宇宙]テろ‶はン鰺鴈ＳＳ鯲国際宇宙]テろ‶はン鰺鴈ＳＳ鯲    

    れロケット┈[┾ット機┎違いれロケット┈[┾ット機┎違いれロケット┈[┾ット機┎違いれロケット┈[┾ット機┎違い    

    れロケット┎基本構造れロケット┎基本構造れロケット┎基本構造れロケット┎基本構造    

    れロケット、燃料だらけ┎危険物れロケット、燃料だらけ┎危険物れロケット、燃料だらけ┎危険物れロケット、燃料だらけ┎危険物    

    れ宇宙‶]テム┎特徴れ宇宙‶]テム┎特徴れ宇宙‶]テム┎特徴れ宇宙‶]テム┎特徴    

    れ鳫ＡＸＡ┎主┊活動領域れ鳫ＡＸＡ┎主┊活動領域れ鳫ＡＸＡ┎主┊活動領域れ鳫ＡＸＡ┎主┊活動領域    

2222鯲鯲鯲鯲鳫ＡＸＡ┎主力ロケット鳫ＡＸＡ┎主力ロケット鳫ＡＸＡ┎主力ロケット鳫ＡＸＡ┎主力ロケット    

    れれれれHHHH----ⅡⅡⅡⅡAAAA ロケットロケットロケットロケット    

    れれれれHHHH----ⅡⅡⅡⅡBBBB ロケットロケットロケットロケット    

    れイプ‶ロンれイプ‶ロンれイプ‶ロンれイプ‶ロン    ロケットロケットロケットロケット    

    れ鳫ＡＸＡロケット発射場鰺射場鯲れ鳫ＡＸＡロケット発射場鰺射場鯲れ鳫ＡＸＡロケット発射場鰺射場鯲れ鳫ＡＸＡロケット発射場鰺射場鯲    

3333鯲開発中┎最新ロケット鰺鯲開発中┎最新ロケット鰺鯲開発中┎最新ロケット鰺鯲開発中┎最新ロケット鰺H3H3H3H3 ロケット鯲ロケット鯲ロケット鯲ロケット鯲    

4444鯲暮らし┎中┋ある宇宙れ航空技術鯲暮らし┎中┋ある宇宙れ航空技術鯲暮らし┎中┋ある宇宙れ航空技術鯲暮らし┎中┋ある宇宙れ航空技術    

    れ灼熱環境へ┎応用れ灼熱環境へ┎応用れ灼熱環境へ┎応用れ灼熱環境へ┎応用    

    れ宇宙用冷却下着┎事業粟れ宇宙用冷却下着┎事業粟れ宇宙用冷却下着┎事業粟れ宇宙用冷却下着┎事業粟    

    れ省┿ネルギろ技術れ省┿ネルギろ技術れ省┿ネルギろ技術れ省┿ネルギろ技術    

◎袷海道┇┏◎袷海道┇┏◎袷海道┇┏◎袷海道┇┏    

◎広ゼる民間へ┎道◎広ゼる民間へ┎道◎広ゼる民間へ┎道◎広ゼる民間へ┎道    

◎和歌山┇も◎和歌山┇も◎和歌山┇も◎和歌山┇も    
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