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前回例会出席率

令和２年１月９日　第1964回例会

週報 No.

新春合同例会 72.22%

1937

ロータリーソング：「４つのテスト」
職業宣言唱和：７
食事：「本日の演奏」
会長の時間：会長　坂元　直人君
会務報告：幹事　川路　理幸君
１）本日の配布　　①週報　
２）今後の予定
　　・�本日 18：30 ～ごはんのじかんにおいて学習会及びラウン

ドテーブルが行われます。
　　・�12/30（月）休会　本日が最後の例会となっております。
　　・�1/6（月）の例会は、1/9（木）　新春合同例会に振替とな

ります。
　　　場所�：サンロイヤルホテル　　12：30 ～　お間違いのな

いよう、ご参加ください。
　　・1/13（月）　祝日のため休会
　　・1/20（月）　クラブ協議会　「上期報告と下期計画」
　　・1/27（月）　�三洲堂テーラー　黒木　幸氏　職業奉仕賞授

与式

　　・1/27（月）18：30 ～学習会及びラウンドテーブル
３）事務局休暇
　�　�12 月 27 日（金）～ 1 月 5 日（日）です。よろしくお願い
致します。
出席報告：出席委員会　　
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：会長・幹事　上期を終えて
　　　坂元　直人君・川路　理幸君

次回例会　令和２年１月20日（月）
クラブ協議会

「上期報告と下期計画」

出席率 会員数 出席数 出席報告
第1963回例会 57名 39名 72.22%
前々回（12月９日）の補正 56名 35名 64.81%
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　みなさん、こんにちは。先ず、12 月 21
日の忘年家族会にご参加を頂きました会員
及び会員のご家族の皆様方にこの場を借り
まして、感謝の気持ちをお伝えをさせて頂
きます。本日の例会は本年度、上期最後の
例会となっております。本年度は７月１日
にスタートし、既に半年が経過したことに
なりますが、思い返しますと、あっと言う間に過ぎ去った
というのが偽らざる心境になります。
　本日は「会長・幹事上期を終えて」の時間が設けられて
おり、本年度の上期の活動内容につきましては後程お話し
をさせて頂きたいと考えております。
　当初、会長職を引き受けるに当って一番心配だったのは、
ロータリー活動に時間が取られ、本業である弁護士業に悪
影響が出ないかという点でした。
　時間が取られることによる仕事の質の低下が最も懸念さ
れたところであり、その次は事務所経営にも当然の事なが
ら経費がかかりますので、売上の低下による収益の圧迫も
懸念をしておりました。
　一番目の仕事の質の低下の回避につきましては、今年の
１月から弁護士を一名補充し、私が法律関係の調査業務に
割く時間をできるだけ少なくするとともに、私が担当する
事件と担当しない事件を明確に峻別しました。
　私が担当する事件は基本的には顧問先の案件か、顧問先
の紹介による案件に絞るようにし、顧問先関連以外の案件
で難易度が低い案件についきましては若い弁護士に思い
切って全て任せるようにしました。
　当初はロータリーの会長を担当している１年間は従前よ
りは少なく見積もって 30％程度は事務所の売上が低下する
だろうと厳しめに予想をしておりましたが、蓋を開けてみ
ると当初の私の予想を見事に裏切り、副会長・会長を務め
た年度とも２年連続で過去最高の売上と利益を計上するこ
とが出来ました。
　ロータリーの格言で最も私が好きな言葉に「最も良く奉

仕する者、最も多く報いられる」という言葉がありますが、
正にこの言葉通りになったところであり、今年一年は私に
取りましてはとても良い一年になったと思っております。
　何故、ロータリーの会長をしても仕事に影響がなかった
かという点について、会長の時間を作るに当って、私にな
りに分析してみました。
　一番目の理由は私が事務所にいない時間が増え、職員や
勤務弁護士が自分の頭で良く考え、各人が処理できる範囲
が広がったというのが一番目の理由になります。
　二番目の理由は仕事に割ける時間が今までより限られて
きますので、今まで以上に効率良く仕事をするようになっ
たという点が上げられます。天文館で飲んでいる時もゴル
フの時も頭の片隅ではあの仕事をどう処理するかという点
を常時考えていたような気がします。
　三番目の理由はロータリー活動のような仕事と余り関係
のないことにそれなりに時間を割くことがある意味息抜き
みたいになり、精神的な余裕が生まれたことだと思います。
　会員の皆様方は誰しもが経営者の一人であり、異業種の
経営者の方々と話をしていると、皆同じような苦労をして
いるなと感じさせてもらえる瞬間が多くありました。
　仕事漬けだった以前は常時張り詰めた時間の連続でした
が、肩の力を抜いてゆったりと仕事に取り組んだ方が返っ
て効率が上がることに気が付きました。
　張り詰めすぎると切れてしまうところであり、少し遊び
や余裕がある方が良いのかなと考え方を少し変える良い機
会になったように思っております。
　もう少しで亥の年も終わり、来年は十二支で一番最初の
子の年が始まります。十二支で一番最後の亥の年をしっか
りと過ごし、十二支で一番最初の子の年で良いスタートダッ
シュが切れますと、12 年間の良いサイクルが生まれると昔
から勝手に信じております。
　会員の皆様方のご健康とご多幸をお祈りさせて頂き、上
期最後の会長の時間とさせて頂きます。会員の皆様方にお
かれましては良い年をお迎え頂き、下期もどうぞ宜しくお
付き合い下さい。以上となります。

■ 会長　坂元　直人
　みなさん、こんにちは。今日の例会の後
半は「会長・幹事上期を終えて」というこ
とで、私と川路幹事の方で務めさせて頂き
ます。
　今日の上期のご報告では、ところどころ
写真を出させて頂きますが、会員の一人一
人から事前に了承を取るのは難しいところであり、顔写真

が出た会員の皆様方はロータリーの友愛の精神でご容赦下
さいますようお願い申し上げます。
　皆さんもうお忘れになられているかもしれませんが、７
月は鹿児島は記録的な豪雨に見舞われました。
　例会スタートの初日である７月１日は豪雨による交通断
絶ためピアニストの入来さんは例会に来れませんでした。
前途多難な一年にならなければ良いなと思いながらスター
トした年度でした。
　７月の第１週の豪雨は止む気配がなく、降水量は８・６
水害すら超え、７月４日のセ釜山離就任式典への参加も危
ぶまれるような事態に陥りました。

会長・幹事　上期を終えて

１月 職業奉仕月間
■ 会長　坂元　直人
　みなさん、こんばんは。本日は我がクラブの最大のメイ
ンイベントであります忘年家族会が開催されます。集計を
致しましたところ、本日は総勢で 84 名もの方々にご参加を
頂きました。この場を借りまして、深く御礼の気持ちをお
伝えをさせて頂きます。
　先ず、皆さんにお詫びとご了解して欲しいことからお伝
えをさせて頂きたいと思います。
　毎年、会長・幹事の出し物を楽しみに忘年家族会に参加
をされる方も多いとは思いますが、本年度は私の独断で会
長・幹事の出し物はしないことにしました。理由が二点あ
るのでご説明をさせて頂きます。
　当初は、会長・幹事の出し物を何をしようか大変迷って
いたのですが、私に出来る出し物と言えば、川畑会長年度
に川畑会長から直々にご指導を受けた「ひょっとこ踊り」
しかありません。
　私が女性である川路幹事に「ひょっとこ踊り」をするこ
とを強要した場合、来年１月から川路さんが幹事をしない
と言い出すと私は大変に困ってしまうというのが一点目の
理由になります。
　二点目は、我がクラブが今後、持続的に成長・発展を遂
げるには今以上に女性会員が増え、ゆくゆくは初の女性会
長の誕生ということが達成されないといけないように思い
ます。
　会長・幹事に就任をする場合、就任前から忘年家族会の
出し物が気になり、これが気になるが故、会長・幹事を敬
遠するという風潮が少なからずあるように感じており、女
性会長や女性幹事の誕生にこの点が障害になるといけない
ように個人的には思っております。
　このような風潮を少し変え、その年度においてはその会
長と幹事の判断で、忘年家族会の出し物をしたり、しなかっ
たりという選択肢も取ることが可能な風潮を今から作る方
が良いだろうと判断したことが二点目の理由になります。
　本日の忘年家族会は 18 時 30 分から 21 時までの長丁場に
なります。何もしないでただ飲食をするというのでは忘年
家族会も当然の事ながら盛り上がりません。
　私の方ではこの点を考慮のうえ、普段から親しくお付き
合いさせて頂いている４名の方にご協力をお願いすること
にしました。

　一人目は藤岡智子さんになります。智子さんは私の事務
所の藤岡弁護士の奥さんでピアニストをされておられます。
　二人目は田中愛さんになります。田中さんは智子さんの
ご友人であり、ヴァイオリニストをされておられます。
　三人目は有田貴紀さんになります。有田さんは鹿児島信
用金庫の職員の方ですが、セミプロのマジシャンになりま
す。
　四人目は中村一平さんになります。中村さんはプロのカ
メラマンになります。
　智子さんと田中さんには忘年家族会の途中で演奏をお願
いし、有田さんには忘年家族会の途中でマジックショーを
お願いしてあります。
　中村さんには忘年家族会の各テーブル毎の写真撮影をお
願いしてあります。
　当然の事ながら４名の方は今回、ボランティアでのご協
力であり、クラブの方でご負担を頂く分はございません。
但し、中村さんが撮影されたテーブル毎の写真撮影以外で
個人的に購入をご希望される写真がございます場合、こち
らのみ自費でご購入頂くことをお願い申し上げます。
　司会進行は全て髙栁親睦委員長にお願いをしてございま
すので、髙栁親睦委員長から進行につきましてご案内がご
ざいます場合、しばしご歓談をお止め頂き、髙栁親睦委員
長の進行にお耳を御貸し頂ければ幸いです。
　事務所に村尾と森伊蔵がありましたので、今日の会に提
供をさせて頂きます。あと、お歳暮で頂いたワインを６本
提供させて頂きます。余った分がありましたら、親睦委員
会の方で適宜お持ち帰り頂ければ幸いです。
　本日の忘年家族会がご列席の皆様方にとりまして大変に
楽しい時間となりましたら、私、川路幹事、髙栁親睦委員
長等企画に関係した者にとりましては望外の喜びとなりま
す。これから始まります二時間半程度のお時間が皆さまに
とりまして、楽しい時間となりますことをご祈念申し上げ、
私の挨拶とさせて頂きます。
　本日はご出席いただき、どうもありがとうございました。

忘年家族会

●小福田　博君／結婚お祝い有難うございました。35 年に
なります。この頃は、家で夕食を食べるのが土曜日曜くら
いになり、日々影が薄くなりつつあるように思います。う
すくなるのは頭だけで十分ですので、何とか頑張ります。
●髙栁　大輔君／忘年家族会、数多くの景品のご提供、誠
にありがとうございました。会長、幹事を始め、有馬さん、
親睦委員の皆さん！本当に感謝です！
●坂元　次郎君／結婚記念のお祝い有難うございました。

結婚して 16 年目を迎えます。今は妻と子供２人を残して単
身赴任ですが本当に家族には感謝しております。体重が増
えつつあるので毎日歩きます。
●小笹　貴之君／結婚記念のお祝いありがとうございまし
た。遅くなりましたがスマイルいたします。今月 12 日で
21 年目を無事迎えました。次の 25 年に向けて奥孝行いた
します。
12月23日のスマイル　小計 45,000円　2019〜2020年度　累計 492,457円

坂元　直人



　私は、内心では今回のセ釜山離就任記念式典参加は見合
わせた方が良いのではないかと思っておりました。内心で
思っていただけではなく、川畑会員の影響力を使って、橋
元会員らの無謀な行動を止めてもらうよう段取りを組んだ
りもしました。
　しかし、橋元会員・竹添会員・加島会員が前日に下道を使っ
て熊本まで行って、それから新幹線で福岡に向かうと言っ
て聞かず、会長という立場上、行かざるを得ないなと最終
的に判断し、キム君、重久会員、うちの事務所の有馬を同
行し、レンタカーで熊本まで強行軍で向かいました。
　熊本行きの運転は私がしましたが、記録的な豪雨の中、
下道を使って数時間かけて運転をした関係上、熊本に到
着した時点で私は疲弊し切っておりました。新幹線の中で
重久会員にハイボールを奢ってもらいましたが、この時飲
んだハイボールが疲れ切った体に染み渡り、今年飲んだ中
で一番美味しいハイボールになりました。セ釜山の方々も
ニュースで鹿児島が大雨であることを事前に把握されてお
り、無事に釜山に来れるのだろうかと皆大変心配をしてい
たようです。
　セ釜山に到着するや大変な歓待を受けましたが、この時
の写真がこれになります。
　当日の昼食はセ釜山ロータリークラブの会員のお身内の
方が経営する焼肉店で食事を取りましたが、昼食後の写真
がこれになります。
　当日の昼食の挨拶で、私が「鹿児島は記録的な大雨でし
たが、皆さんに会うため、私達は命を懸けて釜山に来ました」
と申し上げましたところ、セ釜山の方々に大変喜んで頂き
ました。後日、キム君からのお礼のメールには「坂元会長
が命を懸けて釜山に来ましたと言った時のセ釜山の方々の
喜ぶ顔が一生忘れられないと思います」と書いてありまし
た。
　離就任記念式典には我がクラブから総勢 20 名に参加をし
て頂きましたが、この時の集合写真がこちらになります。
翌日、私どもは釜山からソウルに向かい、キム君のプラン
ニングでソウルの観光を楽しみました。
　ソウルで一番有名なサムゲタンのお店の前での写真がこ
ちらになります。来年の７月の加島・高岡年度でもこのサ
ムゲタンのお店を訪問するのを楽しみにしたいと思います。
　８月は本年度の３大イベントの一つである納涼家族会が
開催されました。
　納涼家族会には総勢 41 名の方にご参加を頂きました。高
柳親睦委員長にじゃんけんゲーム等で盛り上げて頂きまし
た。
　９月は特にイベントらしいイベントはなかったのですが、
10 月はイベントが目白押しになりました。
　10 月４日から６日にかけて宮崎のシーガイアホテルで地
区大会が開催されまして、私は前夜祭から出席をさせて頂
きました。
　前夜祭に出席を致しましたのは、私、川路幹事、海江田
パストガバナーになります。前夜際の様子を写した写真が
こちらになります。
　地区大会におきまして、我がクラブは広報・公共イメー
ジ賞（ロータリーデー）、米山記念奨学会寄付優秀クラブ（３
位）、米山記念奨学会寄付優秀クラブ（会員一人あたりの寄
付額２位）、個人として椨会員が米山記念奨学会部門の表彰
を受けました。表彰式には個人で賞を頂戴された椨さんが
壇上に立たれる予定だったのですが、椨さんが欠席をされ、
代わりに川路幹事が壇上に立たれました。こちらがその写
真になります。
　10 月 26 日からは毎年恒例の高校生交流が始まりました。
26 日当日は私、竹添会員、本坊会員、池畠会員、宇都会員
は樟南高校の高校生達と鹿児島空港まで沖縄尚学の生徒さ
ん達をお出迎えに行きました。こちらがその写真になりま
す。
　当日は鹿児島空港から仙厳園に向かい、高校生達と仙厳
園の見学をしました。その時の写真がこちらになりますが、

我がクラブの本坊会員の隣に座られているのが、高校生交
流を始められた島津修久様になられます。私どもが到着す
るのを今か今かと待っておられて、到着するや記念撮影を
させて頂いた時の写真がこちらになります。
　その後は高校生達と城山展望台を見学し、城山展望台を
見学後は南州墓地を訪問しました。南州墓地を訪問したの
は本当に久しぶりでしたが、久しぶりに訪問をして、勝海
舟が西郷隆盛の死を悼んで読んだ歌が石碑になっているの
を思い出しました。
　こちらの写真が石碑になりますが、「ぬれぎぬを　干そう
ともせず　子供らが　なすがままに　果てし君かな」とい
う歌ですが、当時の勝海舟の当時の心情が伝わる良い歌の
ように思います。
　高校生交流の期間中は、セ釜山のキムソンファン直前会
長のご訪問や、キム君の結婚式も重なり、高校生交流の全
てに参加をすることはできませんでした。
キムソンファン直前会長を交えての夕食会の写真はこちら
になります。
　我がクラブの活動とは直接は関係ないのですが、私は翌
日、キム君の結婚式に出席をさせて頂きました。
　芸能人に見間違うかのような美男美女の結婚式になりま
すが、写真はこちらになります。
　キム君は結婚式から披露宴までほぼ男泣きをされてまし
た。良い奥様を迎えられたことと、勤務先の上司・同僚を
含めて沢山の方々に祝福をされたのがよほど嬉しかったの
だと思います。
　キム君の結婚式には韓国からも沢山の方々が来られてい
ましたが、日韓関係が冷え込んでいる現在の政情からする
と、日韓の交流にも役立つ大変良い結婚式になったと思っ
ております。
　11 月７日は海江田パストガバナーが熱意を持って取り組
まれました西郷南洲翁詩碑建立記念式典に参加をしました。
　当日は多くの報道機関も参加され、鶴岡市からも多数の
参列者が参加をされました。私は主賓の挨拶と、感謝状の
贈呈を担当させて頂きました。あれ程大がかりな式典とは
現場に到着するまで知りませんでしたが、何とか大役を無
事務めさせて頂きました。
　当日の夜は海江田パストガバナーとともに「鹿児島市・
鶴岡市 50 周年記念式典」にも出席をさせて頂きました。
　海江田パストガバナーが取り組まれた今回の事業は我が
クラブの対外的な認知度を高めるには非常に良い事業だと
思われ、全てを最初から最後まで計画をされた海江田パス
トガバナーの実行力には敬意を表させて頂きたいと思いま
す。
　11 月 25 日は職場訪問例会が開催されました。職場訪問
例会として裁判所を選択したのは過去にないようでして、
職場訪問例会の初の試みとしてそれなりに意義のある例会
になったのではないかと思います。裁判所もロータリーク
ラブの訪問は初めてのようでして、私が事前のプレゼンで
鹿児島を代表する企業の経営者が来るので、裁判所にとっ
ても意味のあることであると強調したところ、対応を良く
して頂いたように思います。
　そして、先週の土曜日に忘年家族会が開催されました。
当日は多くの方にご参加を頂き、当日、参加された方には
写真がご用意出来ましたので、本日の例会で配布をさせて
頂きました。
　以上で私からの上期の報告を終えますが、最後に感想を
述べて終わりたいと思っております。
　何とか会員の皆様方のご協力を頂きながら、無事、上期
を終えることが出来ました。
　会長職は色々と時間が取られますので、大変は大変なの
ですが、なかなか経験できない事も多く、私としては担当
をさせて頂いて良かったというのが正直な感想になります。
　この場を借りて、会員の皆様方には感謝の気持ちを述べ
させて頂きますとともに、残りの下期も宜しくお付き合い
を下さいますようお願い申し上げます。

　下期はそれ程大きな行事もなく（観桜会と２回の合同例
会位だと思います）、３月にはＰＥＴＳが開催され、５月に
は地区協議会も開催されます。
　加島・高岡年度に良いバトンタッチが出来ますよう、私
も川路幹事も下期も気を引き締めてロータリー活動に取り
組んで行きたいと思っております。
　次年度に私はロータリー情報委員会の委員長と、国際奉
仕委員長を兼務させて頂きます。
　今年度ほどの時間をロータリーに割くことは難しいと思
いますが、出来得る範囲で次年度の協力をさせて頂こうと
思っております。
　ご清聴どうもありがとうございました。

■ 幹事　川路　理幸
　7 月 1 日より幹事をさせていただいてま
すが数年前より私自身が多忙になり大丈夫
かなという思いで始まりました。
　メールなどで書類の確認事項や決め事、
事務連絡内容など送られてくるようになり、
最初は何から手を付ければいいのかわから
ない状態でした。
　そのことを前任、前々任幹事に訊ねたり以前の会長に連
絡してみたりと、正直いまでも不明なことが多く、そのた
びに教えていただいております。
　今回このような経験をさせていただいて会長幹事はこん
な仕事していたのだと知ることも多く、歴代の方々、クラ
ブ内のこと本当にありがとうございましたという感謝の気
持ちになりました。
　色々な決めごとには判断を求められたりするのですがい
まだに即決できずにお訊ねする状態です。ありがたいこと
に、気が付かないところや間違っていることには周りの役
員の方々が教えてくださったり、会歴の長い方が教えてく
ださったりで助けていただいています。
　そしてクリスマス家族会や他の職場訪問で見かけられた
方も多いと思いますが、会長の職場にいらっしゃる有馬さ
んという方がいつも助っ人でいてくださいます。恥ずかし

ながら会則の内容などは私よりも知っていると思います。
　さて、半期で強烈な思い出になったのは、やはり韓国に
離就任式で向かったことです。言い訳のようですがそのこ
ろ大変な大雨で豪雨警報が出るほどでした。私の両親は急
傾斜地に住んでおり、数日続いている雨が心配でした。兄
が病気で動けないので私が両親を見ていたのですが、もし
この大雨で災害が起こったとき、私は両親を避難させるこ
とができないのではと不安に駆られ、急遽高齢者用のマン
ションに入所させることを決めました。とりあえず必要な
ものだけをそろえ安全な場所へ移動できたのが出発の前日
でした。
　また雨が長引けばと思うと会社を不在することも社員の
ことも心配でしたし、私自身も怪我をして病院に通う羽目
になってしまい、いろいろ重なると本当に韓国に向かって
いいのか迷いに迷っていました。そのような状態で新幹線
の運行がさだかでない中、会長が車で向かうと連絡もらっ
たときには「会長、命を懸けてまでいかないでください」
とお願いするほどでした。
　ところが、そんなことなど気にも留めずに先に車で向かっ
ている方が既におり、なんて強者なんだとびっくりしまし
た。結局は強硬なこの行動がセ釜山ロータリークラブの皆
さんに感動を与え、大歓迎をされたのは言うまでもありま
せん。以前会長がお話された通りです。
　命顧みず～とはオーバーかもしれませんが、私はこの中
央ロータリークラブのすごさを知ったようなそんな出来事
でした。
　この行動力、団結力、これが中央の魅力でもあるのかも
しれないと感じることでした。
　幹事を引き受けるにはまだまだ未熟すぎ、全く役に立っ
ておらず、会長のお手伝いができていません。かえって苦
手なところをいつも会長がうまく操作してくださってます。
こんな感じですので会員の皆様には何かとご迷惑をおかけ
してることも多い私ですが、下半期も頑張って努めていき
たいと思っております。今後も皆様のご協力、ご指導を頂
きながらになると思います。ひきつづきどうぞよろしくお
願いいたします。

●坂元　直人君／先週、土曜日の忘年家族会にご参加を頂
きました会員の皆様方、ありがとうございました。総勢 84
名もの多数の方に忘年家族会にご参加頂きました。本年度
も何とか無事にメインイベントを終わらせることが出来ま
した。ほっとして、既に本年度が終わってしまったかのよ
うな錯覚を覚えております。会員の皆様方への感謝の気持
ちを込めましてスマイルさせて頂きます。髙栁親睦委員長、
大役のお勤めご苦労様でした。
●川路　理幸君／ 12 月 21 日に開催された忘年家族会にご
参加いただきありがとうございました。髙栁委員長始め親
睦委員会のみなさん、楽しい家族会になりました。ありが
とうございました。家族会の総評で海江田ガバナーより会
長幹事に期末までの課題をいただきました。ショックだっ
たのか、見たこともない川畑会員と坂元会長のひょっとこ
踊りが夢に出てきました。期末までにまた考えたいと思い
ます。
●海江田　順三郎君／一昨日の家族忘年会は、バイオリン、
手品、ビンゴゲームと楽しませて頂きました。会長、幹事
さんたちのサンタ姿もお似合いでした。親睦委員の皆さま
ご苦労さまでした。
●本坊　修君／①今年一年有難うございました。来年も引
き続き連続出席に挑戦致します。岡部会員と一緒にしない
で下さい。②次回から例会場はグランセレッソに変更致し
ます。竹添社長有難うございます。

●石塚　俊雄君／髙栁委員長の統帥の下、親睦委員会挙げ
ての“おもてなし”見事なものでした。孫達も大満足で久
し振りに“孫孝行”が出来ました。感謝 !!
●橋元　隆君／ 12 月 21 日、クリスマス家族忘年会は、楽
しませてもらい、ありがとうございました。特に、髙栁委
員長のテンションの高い声は夢に出てきそうです。それと
会長幹事の出し物は慰労会でやるということで、楽しみに
しております。
●平山　勢津子君／今年は怪我続きで散々な年となりまし
た！健康であることの有難さをしみじみと感じております。
年を越す前にすべり込みで皆さまにお会いできて嬉しく思
います。来年は元気にすごしたいです。来年もよろしくお
願いいたします。
●宮脇　謙舟君／ 21 日の忘年家族会は髙栁委員長をはじめ
としました親睦委員の皆様のご尽力で大変楽しく過ごせま
した。有難うございました。
●吉田　健朗君／クリスマス家族会は、髙栁委員長はじめ
親睦委員会の皆様におかれましてはお疲れさまでございま
した。一緒に参加した二女も音楽や手品、ビンゴゲームと
大満足だったようでした。ありがとうございました。また、
先週、南日本新聞でも取り上げていただきましたが先月東
京で開催されたお掃除の早さ、技術、正確性などを競う大
会に九州の代表の一人として出場した弊社従業員が準優勝
となりました。お掃除はもちろん競技ではありませんし、
練習に励んだ出場従業員の努力のおかげでありますが、弊
社の技術や教育もご評価いただいたものとありがたく PR
させていただきます。


