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会長挨拶 

 

大島 直幸 会長 

皆さんこんにちは。 

本日は私の会社で輸入の際に使用するコンテナ

についてお話をさせていただきます。 

2020 年のコンテナの日本国内各港の取扱量は

2,166万 TEU（1TEU=20ft コンテナ 1本）でした。 

通常使われる事の多い 40ft コンテナ換算で年間

1,083 万本、1 日当たり 42,000 本（税関は土日は休

み）のコンテナが日本に入ってきています。 

 

■コンテナの種類 

海外からの荷物を運ぶコンテナには大きく分けて 5

種類あります。 

ドライコンテナ 普通の四角いコンテナ 

リーファー 果物・野菜・魚介類・ワイン 

オープントップ 屋根がない背の高い荷物 

フラットラック 枠組みだけ 

タンク モルト（原酒）・醤油・化学薬品 

 

第 2241回 例会記録   No．3 

令和 4年 7月 20日 

司会： 中村 隆雄   編集： 近藤 慎悟 

 

会次第 

 

1．点鐘 

2．ロータリーソング  「それでこそロータリー」 

3．ロータリーの目的 

4．ロータリアンの行動規範 

5．お客様紹介 

米山記念奨学生 王学朋 様 

6．会長挨拶 

7．幹事報告 

8．雑誌記事紹介 

9．お客様挨拶 

10. 委員会報告 

11. 部門セミナー報告 

12. 出席報告 

 

 

【次回例会案内】 令和 4年 8月 10日 

クラブビジョン・戦略計画唱和 

第 8Gガバナー補佐訪問 

第 3回クラブ協議会 

例会日：毎週水曜日 12：30～13：30                                 会      長 ： 大 島 直 幸 

例会場：越谷市千間台東インペリアルビル 4階                           副  会  長 ： 長 谷 川 信 也 

T E L  048（975）9898                                        幹    事  ： 江 口 公 晴 

F A X  048（977）3741                                        会報委員長 ： 櫻 井 保 彦 

創  立：1976年 5月 11日 
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■コンテナのサイズ 

サイズは 3種類あります。 

20ft L6,058 W2438 

H2,591 

33.1㎥ 

40ft L12,192 W2438 

H2,591 

67.6㎥ 

40ft high cube L12,192 W2438 

H2,896 

76.2㎥ 

一人の一日の水の使用量は約 0.2 ㎥ なので、一

番大きいコンテナだと一本で約１年分の水が入りま

す。 

次にコンテナを運ぶ船ですが、全長 400m、全幅

58.8m、搭載量 20,000TEU になります。サッカーグ

ラウンド 4面分くらいの広さです。 

このような大きな船が大量の荷物を日々運ぶことに

よって私たちの生活は成り立っています。 

 

幹事報告 

 
江口 公晴 幹事 

・RIより、2024-2026年度のRI理事推薦に関する通

知が届いております。詳細をお聞きになりたい方は

幹事までお申し出ください。 

・地区より、新型コロナウイルス新規感染者再拡大に

おける注意事項の通知が届きましたので掲示して

おります。当クラブでは以前よりハイブリッド型の例

会を実施しております。今後も、体温が 37.5 度以

上あるときや、そうでなくても今一体調が優れない

とき等はご無理なさらずオンラインでの参加をお願

いします。また、例会場ではマスクの着用を、食事

は黙食の徹底をお願いします。地区からの通知に

は大人数での会食、懇親会は中止するよう要請が

ありますが、当クラブにおいては会長が当初より方

針を示されているとおり、国や自治体による行動制

限が適用されない限り、できるだけ実施する方向で

進めます。しかしながら、懇親会等のご参加は会

員の皆様のお考えに基づきお決めいただくもので

すので、気が進まない際に無理にご参加を求める

ものではございません。 

・越谷南 RC、越谷東 RC より、年度計画書が届いて

おります。 

 

雑誌記事紹介 

 

大塚 具視 会員 

「尊敬する人は父」 

僕は昨年、所属している第 2590地区の「第 53 回

インターアクト年次大会」に参加しました。初めて他校

のインターアクターと交流でき、とても感激しました。

今は対面での思い出がなかなかつくれない状況です

が、すてきな体験ができました。 

さて、僕は高校生になりましたが、「目標は持たなく

てもいい」という言葉を大切にしています。これは父が

僕に言ってくれた言葉です。父はロータリアンで、普

段からたくさんの人と関わっています。2022-23 年度

から地区の国際奉仕委員長を務め始めたようです。 

僕が中学校に入学した時、中高一貫校の中で目

標を立てて計画的に過ごすことが大切だと思ってい

ましたが、学校生活になじめるか不安でした。そんな

時父に相談すると、この言葉をかけてくれたのです。 
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この父の言葉をきっかけに僕はだんだんと「気楽に

過ごしていこう」という意識が芽生え、学校生活を楽し

めるようになりました。父はそれ以外にも僕に数々の

知恵を授けてくれました。いつも優しい言葉をかけて

くれる父を、僕は心の底から尊敬しています。 

僕は今、とても幸せです。認めてくれる友達や、自

分を支えてくれる家族がいるからです。今の気持ちは、

好きな嵐の曲「Happiness」の「どんなに小さなつぼ

みでも一つだけの Happiness」のように、幸せを気付

ける人生にしたいと思います。これからも、もっともっと

幸せを感じて生きていきたいです。（引用元：ロータリーの

友 7月号New GENERATION） 

私も高校 2年生の長男と高校 1年生の長女がいま

す。やはり私も色々な質問や相談を受けます。当時

の自分を振り返って、自分なりの考えで答えてあげて

はいますが、なかなか気の利いた答えを返せていな

いように思います。 

この記事の父親のように、むずかしく考えず気楽に

やりなと言ってあげて、素直に健やかに育って貰いた

いと思いました。そして、これからも仕事もプライベー

トもロータリー活動も、バリバリ頑張って、私も子供達

から尊敬される父親になれたら良いなと思いました。

また日々忙しい中、ロータリー雑誌に目を通す機会

が無かったのですが、今回雑誌記事紹介で始めて 1

冊目を通しました。ロータリーに関する情報に触れら

れた大変貴重な時間でした。 

 

お客様挨拶 

 

米山記念奨学生 王学朋 様 

もうすぐ 8 月に入ります。学校の夏休みも近づき、

夏休み以降は卒論を書くようになります。二年生の時

間は本当に速いです。今年は授業が少なくなりました

がクラブの活動や自分で研究した調査等いろいろな

ことがありました。 

先週、地域からのメールで富士山のイベントが中

止になったことを知らされたのは非常に残念なことで、

昨年はコロナのためにも開催されていませんでしたが、

今年も疫病が突然発生したため、残念ながらコロナ

感染拡大防止のためには仕方がありません。最近、

日本のコロナはまた深刻になりました。中国の私の故

郷でも突然発生しました。このような厳しい時ですの

で皆さん体に気をつけてください。よろしくお願いい

たします。 

 

委員会報告 

親睦活動委員会 須賀 篤史 委員長 

本年度の誕生日お祝いのパーカーを 2 色（ロイヤ

ルブルー、ネイビー）選別していますので多数決にて

確定致します。 

 

厳選な多数決の結果、（左）ネイビーに決まりました。

よろしくお願いします。 

 

出席会場運営委員会 近藤 慎悟 委員長 

 次回例会は 7月 29 日に越谷市民球場で第 13回

越谷ジュニア甲子園野球大会が開催されます。27日

（水）ではございませんのでお間違いの無いようご注

意ください。 
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部門セミナー報告 

『3部門 1委員会（DEI 推進委員会） 

合同部門セミナー報告』 

 
IT推進・会報委員会 櫻井 保彦 委員長 

先週土曜日 7月 16日に、川口市民ホールフレン

ディアにて、3部門1委員会（DEI 推進委員会）合同

部門セミナーが開催され、私は IT委員会部門の委

員長として参加させて頂きました。 

各々部門の担当がいますので私は IT委員会の事

についてお話させて頂きます。 

冒頭のあいさつにおいて地区 IT委員長内藤様よ

り概要を聞きました。IT委員会は当時コロナ禍でロー

タリー活動がままならなかった 2021-22年度松本ガ

バナーの時に主に地区の zoomによるイベントのサポ

ート、各クラブの例会のオンライン化のサポートを行う

為、設立されたそうです。 

当クラブでは当時地区公共イメージ向上委員会の

近藤委員長のもと、すでに北ロータリークラブは

zoom化はすでに完成されていたと思います。 

また昨年暮れあたりに猛威をふるった Emotet（エ

モテット）と呼ばれるウィルスに感染を狙うメールのお

話がありましたが、こちらも当クラブ内でも被害を被っ

た経緯がありましたが現在は沈静化しております。こう

いった外部からの攻撃等受けない会員同士のやりと

りのシステム化も今後視野に入れているそうです。 

参考までに、たぶん皆さんの会社でも社内連絡に

様々サービスを利用しているとは思いますが、弊社で

は Chatwork(チャットワーク)というビジネスチャットや

ネクストクラウドというクラウドストレージを利用したシス

テムカスタマイズして運用しています。 

LINEの様なメッセージのやりとりやファイルの共

有など制限された範囲でもやりとりが可能です。こち

らはそのうち機会がありましたらご紹介させて頂きま

す。会員皆さんから社内でどのようなサービスを利用

しているのかをアンケートを取りクラブ内でのコミュニ

ケーションツールとして利用するもの有りかなと思いま

した。 

各部門セミナーでは、公共イメージ部門・IT推進

委員会と同室の会場で行われましたがほとんどが公

共イメージの向上の為の事例等を勉強いたしました。 

IT委員会としてのスタンスはあくまで各委員会で立

案、実行される事業を縁の下で支える事にあると感じ

ました。 

当クラブでは活動計画書にも記載した通り、発信

媒体としてもホームページやFacebookを活用して外

部に発信をしています。良い企画をより多くの市民に

知って頂くためにどのように情報を発信するか、各委

員の力になれるようにして行けたらと感じております。 

各事業でこういう風に対外的に発信したい等ご意見

がございましたら是非お声がけください。 

 

 
会員組織部門 堀野 眞孝 委員長 

私は先日の地区部門セミナーの管理運営部門の

分科会に出席の義務がありましたが、四回目のワクチ

ン接種の為に欠席でした。 

そこで当日の資料の内容について、私なりに解釈、

理解した結果をお話させてもらい、地区部門セミナー

の報告とさせて頂きます。 
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■「管理運営部門 分科会」 D.E.I とは 

Diversity 多様性 

Equity  公平さ 

Inclusion インクルージョン 

包括（全体を一つとして扱う） 

つまり D.E.I とは「バランスの取れた会員基盤を構

築する為の指針」ですが、Diversityつまり多様性を

受け入れることはロータリーの創設と歴史にすでに基

づいているものです。が、ここで新たに、 

●Equity 公平さ 

 ロータリーは公平性を約束します。 

●Inclusion インクルージョン 

包括（全体を一つとして扱う） 

 ロータリーはあたたかさを感じられる環境をつくりま

す。 

この二つが「バランスの取れた会員基盤の構築要

素」に加える件が 2022規定審議会で採択されまし

た。 

私は感じました。公平と平等とは似て意味が全く違

うこと、またインクルージョン（包括）にしても、ただ直

訳ではなく、そこにある意味を感じ取ることが大切だと

思いました。 

 

 

公共イメージ部門 関森 初義 委員長 

去る 7月 16日（土）に、川口市民ホールフレンディ

アにて合同部門セミナーが開催され、地区内の多く

のロータリアンが久しぶりのリアル開催ということで各

クラブ担当者は義務出席され、また、地区役員はもと

より、元RI会長の田中作次様の基調講演が執り行わ

れました。その中で田中様の会員増強の必要性、重

要性を話される中で、ご本人のクラブ強化のヒントを

事細かに説明がなされ、誠に経営者としての意識の

在り方にも直結する内容だと感じ耳を傾けて聞き入っ

てしまいました。参考資料を一度皆さんお目通しくだ

さい。私が最も共感を覚えて内容が 43番の項目でし

た。 

その後は、各部門セミナーが別会場ごとに開催さ

れました。公共イメージ部門・IT推進委員会と同室の

会場で行われ、公共イメージ部門担当諮問の中里様、

部門長瀬田様、IT推進委員長内藤様よりお話がなさ

れ、その重要性を説かれました。まさに田中作次様の

49番、62番、96番が該当していたのではないかと思

います。その後、浦和東 RCの「愛の保護猫プロジェ

クト」の事例として取り上げられました。非常に奉仕活

動の感動が伝わってきました。予想もしない市民反響、

多くの方の来場、マスコミの取材、終了後の市民の声、

等々。こうした体験談を聞くことにより、私自身改めて

奉仕活動の素晴らしさ、感動といった温かいセミナー

に触れたような実感を得られました。 

最後に、奉仕活動をより感動的なものにすることは

誰しもが共感できる内容であるということに気づかされ

ました。まさにDEIの考え方が少し理解できた気がい

たします。高潔性から、多様性、公正さ，調和への拡

散的思考が必要な考え方になるのではないでしょう

か・・。 

 

 

会員増強維持委員会 伊藤 純 委員長 

ロータリークラブ強化のヒントとして、元 RI会長 

https://koshigayakita-rc.jp/
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田中作次様から 1～104項目を挙げていただきまし

た。その中からクラブで挑戦できる項目をいくつか選

び、クラブ運営に少しでも役立て欲しいと言う事で会

員増強に関する項目を抜粋します。 

42 会員増強の成功例を探し参考にする 

46 同じ条件であっても素晴らしい増強をする

クラブもある。何故だろうか 

52 会員になるよう誘われたことのない人がどこ

にもまだ沢山いる 

54 多忙な人を推薦する。多忙な人ほど時間

の作り方がうまいから 

 

（田中作次元 RI会長より） 

・会員１人が１人増強すれば単純に倍になる 

・セミナー受講者の中にご夫婦で入会されている方２

組。夫婦で入会すれば倍近くになる 

 

（会員増強維持部門セミナー分科会） 

・同好会について 川口 RC  

（1）カルチャー系 軽音同好会 

会員外参加可 

月 2回リハーサル 年 1～2回ライブ 

（2）カルチャー系 麻雀同好会 

会員外参加可 不定期  

（3）カルチャー系 写真同好会 

会員外参加可 不定期 

（4）カルチャー系 アート&グルメ同好会  

会員外参加可 1～2カ月に 1回 

（5）スポーツ系 ゴルフ同行会 

会員外参加可 不定期 

（6）スポーツ系 ダンス同行会    

会員外参加可 

毎月第 2・4(木)18時 30分～20時 30分 

（7）スポーツ系 ランニング同好会  

会員外参加可 月１回 日曜日 夕方スタート 

（8）スポーツ系 スキー同好会    

会員外参加可 シーズン中 2回ほど合宿 

 

（各セッション ディスカッション） 

・ここ 2～3年の入会事例 

青年会議所 OBの入会、会員の個人的な人間関

係から、同好会活動から、仕事上の関係者へ声掛

け、元会員のご子息、他クラブの親類、他クラブを

退会された方、奉仕活動を通じて活動をアピール

し入会された。 

・ロータリークラブに入会、勧誘された経緯と動機、 

仕事上で知り合った会員からの勧誘、実父が会員

だった。 

・会員増強に関する意見 

人数が小規模だと入会候補者とつながることが容

易ではない。他クラブと候補者が被っていることが

多々ある。会員数の減少を食い止めるための増強

ではなく、会員数を維持することを目的とした増強

が必要。ただ増やせばいいわけではなく、ロータリ

ーのルールが守れる人を選考する事が必要。お金

儲けが出来、そのお金を奉仕に使ってもらう。飲み

倒し口説く。（※イブニングクラブの手法）異業種交流会

で 7年かけて入会させた。10年越しでくどき入会さ

せた。圧倒的な影響力のある人からの押しが必要。

会長の力の入れ方、やる気、会長幹事が主体とな

る。 

 

 

クラブ研修リーダー 長谷川 真也 会員 

クラブ研修リーダーとして参加しました。13 時から

始まり 15 時までは皆様と同じ挨拶を聞き、その後リリ
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アに移動しました。管理運営部門セミナーということで

A~Hグループまでテーブルが分かれ、お題を用いた

研修が行われました。 

最初にDEIについて中村PGの方からお話があり

ました。研修リーダーと言う事で参加をしましたが、内

容的には会員の増強・脱退を防ぐ話で部会が行われ

ました。一番評判だったのは、カウンセラーを 2 人つ

けることでした。ご報告は以上です。ありがとうござい

ました。 

 

 

  

・本日もよろしくお願いします。 

大島 直幸 

・セミナー報告、よろしくお願い致します。 

江口 公晴 

・本日歯の治療をしたばかりで痛いところ、大塚さん、

雑誌記事紹介ご担当ありがとうございます。 

中澤 伸浩 

・お暑い中ですが本日も例会、委員会宜しくお願いし

ます。 

中村 隆雄 

・毎日暑いですね。熱中症とコロナに気を付けましょ

う。 

大熊 正行 

・本当に心から世界平和を祈ります。 

 堀野 眞孝 

・本日もよろしくお願いします。 

須賀 篤史 

・世界平和の為に。 

関森 初義 

・7月 29日、ジュニア甲子園野球大会開会式よろしく

お願いします。 

関 雄二郎 

 

 

出席報告 

会員数          41名 

出席者          31名 

出席率          88.7 % 

https://koshigayakita-rc.jp/
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第 13回越谷ジュニア甲子園野球大会 

至：越谷市民球場 

※新型コロナ感染拡大防止のため参加者を限定して開催しました。 

 

会長挨拶 

 

大島 直幸 会長 

おはようございます 

本日は朝早くからお集まりいただき有難うございます。

また、第 8グループガバナー補佐及びガバナー補佐

幹事、そして各クラブ会長幹事様にもご来場を賜り、

誠にありがとうございます。 

この越谷Jr.甲子園野球大会も今年で13回目を迎

えます。この大会は地域の青少年育成に大きく貢献

していると考えますので、コロナ禍ではありますが、中

止をせず十分に対策をしたうえで開催する運びとなり

ました。 

また、大会開催に際し、第 8 グループ各クラブより

お祝いを頂戴しております。この場を借りて御礼申し

上げます。 

 

幹事報告 

 
江口 公晴 幹事 

・地区より、みらいの扉7月号の動画配信の案内が届

きました。YouTube の地区のチャンネルからアクセ

スできますが URL をお聞きになりたい方は幹事ま

でお申し出ください。また、今後定期的に動画をご

覧になりたい方はチャンネル登録をお勧めします。

興味はあるが登録方法が分からないという方は IT

推進・会報委員会までお申し出ください。 

・先週の例会で 7/14付の地区からのコロナ感染拡大

における注意についての通知をご連絡いたしました

が、7/25付で追加の通知が届きました。 

より具体的なガイドラインとして「5 人以上のアルコー

ルを伴う会食、懇親会の禁止」「可能なのは 4 名以

内の人数での会食とし、三回のワクチン接種済みで

あること、飲食中以外は必ずマスクを着用し 2 時間

以内で終了すること、更に体温が全員 37 度を超え

ていないこと」と掲げられました。今後、委員会等を

実施する際にはこれらの基準を念頭に置いてくださ

い。 

・久喜 RC より創立 50 周年記念チャリティゴルフコン

ペのご案内が届いています。9/15 鴻巣カントリーク

ラブで実施されます。詳細をお聞きになりたい方は

幹事までお申し出ください。 

・越谷中 RC より年度計画書を頂戴いたしました。 

・すでにFAXで連絡しておりますが、8/3の理事役員

会は例会終了後に例会場・オンラインのハイブリッド

開催に変更します。 

 

https://koshigayakita-rc.jp/
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お客様挨拶 

 

国際ロータリー2770地区 第 8グループ 

ガバナー補佐 株竹 眞次 様 

皆様おはようございます。本日は野球大会開催お

めでとうございます。今年で 13回目、毎年 23チーム

の子供達を集めての事業と言う事で社会奉仕事業と

青少年奉仕事業という形で地元に貢献されているこ

と、素晴らしい事だと感じております。今後も続いてい

くことかと思いますが、越谷北クラブの皆様にはご尽

力いただいて、末永く続けて頂けるようにお願いした

いと思います。 

ロータリーのことですが、地区ではそれぞれセミナ

ーの開催が行われています。各委員長の皆様、すで

に出席されている方も沢山いらっしゃると思いますが

よろしくお願いします。それから 8月になりますといよ

いよガバナー公式訪問ということになります。準備も

万端とは思いますが、どうか皆様よろしくお願いした

いと思います。本日はおめでとうございます。 

 

 

越谷ロータリークラブ 会長 増元 晃 様 

おはようございます。今日は第 13回ジュニア甲子

園野球大会誠におめでとうございます。私共越谷ロ

ータリークラブも長年続く地域市民に貢献できる奉仕

活動をやりたいと思っていますので参考にさせて頂き

ました。 

7月から新しい年度になりましてほぼ一月経とうか

と思います。今年度はコロナ発生から 3年、ウィズコロ

ナということでクラブ活動ができるのではないかと期待

していましたが、ことごとく計画が思うように実行できな

いところがあります。出来る範囲で一年間頑張って行

きたいと思いますので、越谷ロータリークラブもよろし

くお願いします。始球式は是非 163km/hを目指して

投げてください。今日はおめでとうございます。 

 

 

越谷南ロータリークラブ 会長 清田 巳喜男 様 

皆様おはようございます。本日は第 13回ジュニア

甲子園野球大会並びにこの例会にお招きいただきま

して誠にありがとうございます。実は私も、昔甲子園を

目指して頑張っていた時がありまして、甲子園という

名前を聞きユニフォームを見たりすると血沸き肉踊る

というそんな思いです。 

私たちの頃はこのような素晴らしい球場はありませ

んでしたので、このような環境で野球ができるというこ

とは本当に素晴らしいことだなと思います。そんな素

晴らしい機会を子どもたちに提供している越谷北クラ

ブの皆様には敬意を表します。 

皆様ご存じのように、我が南ロータリークラブも 8月

23~24日にしらこばと運動公園陸上競技場をお借り

しまして、市内中学生を対象にしたサッカー大会を開

催する予定です。サッカーに関しても天然芝の上で

できるということで大変好評を頂いております。もしも

https://koshigayakita-rc.jp/
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皆様お時間あるようでしたら、応援にお越し頂けると

嬉しいと思っております。本日は本当におめでとうご

ざいます。 

 

 

越谷東ロータリークラブ 会長 小林 賢弘 様 

おはようございます。越谷ジュニア甲子園野球大

会には今日初めて出席させて頂きました。 

私共東クラブでも毎年秋に高校野球大会を開催し

ておりますが、このジュニア甲子園野球大会に参加し

た生徒が市内の高校に進学して、再びこの市民球場

で活躍をするということもあるのではないかと思いまし

た。幸い夏休みの時期でもありますので、大会 OBの

高校球児と何かコラボして、この大会をより盛り上げる

ようなそんな企画ができないものかと先ほど思いつき

ました。まずは大島会長、江口幹事と意見交換をした

いと思います。本日の開会、おめでとうございます。 

 

 

越谷中ロータリークラブ 会長 坪井 明 様 

皆様改めておはようございます。先ほど大島会長

の始球式を見せて頂きました。私、小学校中学校と

野球部に入っていまして若い頃の思い出が蘇って参

りました。 

中学生も緊張しながらですが、良い機会を北クラブ

の皆様が提供されているのを見て、羨ましく思ってお

ります。大島会長の始球式も球速が計測できる速度

で良かったと思います。今日はありがとうございまし

た。 

 

 

私立獨協埼玉中学校野球部顧問 清水 様 

 皆様おはようございます。今年で 13回目になりま

した。毎年素晴らしい機会を子どもたちに与えて頂き

ましてありがとうございます。先ほど会長様の始球式

がありまして、あぁ、今年も始まったとの思いになりまし

た。高校生にとっての聖地は甲子園ですが、中学生

にとっての聖地はこの越谷市民球場です。なので、こ

の大会のところにジュニア甲子園大会という名前がつ

いているわけです。中体連の方では、年に 2回ほど

大きな大会がありまして、勝ち抜いていかないとこの

越谷市民球場で経験ができません。ですので、この

大会が始まる前までは、一度もこの越谷市民球場に

足を踏み入れることもなく中学の部活を終えてしまっ

た者も数多くいます。そういったところで、最初、この

大会の当初のところで、どうにかこの素晴らしい野球

場で皆に野球を経験してほしいというお気持ちからこ

の大会が実現して 13年目を迎えました。本当にあり

がとうございます。大会期間中、コロナもすごい問題

になっていますが感染対策・熱中症対策をして 6日

間は我々顧問の方で責任を持って大会を実施してい

きますのでよろしくお願いします。本当にありがとうご

ざいます。 
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開催前に会長から挨拶がありました。 

 

会員は早朝から市民球場に集まっています。 

 

素敵なグラウンドで記念撮影しました。 

 

第１試合の学生達が整列しています。 

 

社会奉仕委員長の関会員が挨拶しました。 

 

大島会長は始球式前で緊張していました。 

 

諸注意等、告知が行われました。 

 

今年の始球式も見どころ満載でした。 

https://koshigayakita-rc.jp/

