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岸和田ＲＣ会長テーマ 

魅力魅力魅力魅力あるあるあるある    

ロータリーロータリーロータリーロータリーにににに    
Be AttractiveBe AttractiveBe AttractiveBe Attractive    

四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト 言行はこれらに照らしてから 

１． 真実かどうか        ３． 好意と友情を深めるか 

２． みんなに公平か      ４． みんなのためになるかどうか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数 46名 出席義務会員数 42名 

4 月 22 日出席会員 33 名 78.57%  

4 月 9 日ＭＵを加えて      80.95 % 

会 長  福 岡 敏 文            広 報 委 員 会 

幹 事  宇 野 芳 孝           委員長 雪  本   栄 

岸和田ＲＣ会長テーマ               魅力魅力魅力魅力あるあるあるあるロータリーロータリーロータリーロータリーにににに    Be AttractiveBe AttractiveBe AttractiveBe Attractive 

岸和田ロータリークラブ 

今週今週今週今週のののの例会例会例会例会                        第第第第 2694269426942694回回回回    

                                                                    2009200920092009 年年年年 5555 月月月月 11113333 日日日日    

 国歌斉唱 

 ロータリーソング 「奉仕の理想」 

 岸和田 RC歌「両手を揚げて」 

 「ロータリーの綱領」 唱和 

 お客様の紹介 

 出席報告 

 誕生日・結婚記念日のお祝い 

 会長の時間 

 幹事報告 

 委員会報告 

 ニコニコ箱の紹介 

 卓話   

｢高齢化社会の進展に伴う 

確定申告書提出件数の将来予測｣ 

岸和田税務署長  

名 取 達 雄 様  

紹介 西村政和 会員 

例例例例        会会会会    ：：：：    毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日    12121212 時時時時 30303030 分分分分よりよりよりより    
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次回の卓話  2009年 5月 20日(水) 

          振替休会 

5月 16日(土) ５５周年記念例会 

於：岸和田グランドホール 

 

両手両手両手両手をををを揚揚揚揚げてげてげてげて    

１．葛城に昇る朝日に両手を揚げて 

奉仕の理想を迎えよう 

すばらしい明日を築く 

我ら岸和田ロータリークラブ 

２．茅渟の海に沈む夕日に 

両手を挙げて 

四つのテストを讃えよう 

輝く未来を築く 

我ら岸和田ロータリークラブ 

奉仕奉仕奉仕奉仕のののの理想理想理想理想    

奉仕の理想に集いし友よ 

御国に捧げん我等の業 

望むは世界の久遠の平和 

めぐる歯車いや輝きて 

永久に栄えよ 

我等のロータリー 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 年 4 月 22 日 第 2６93 回 

 国歌斉唱 

 ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「奉仕の理想」 

 岸和田 RC歌｢両手を揚げて｣ 

 お客様の紹介  

寺西 紀子 様  (本日のスピーカー) 

中井 義尚 様 （岸和田東ＲＣ） 

  朴 燦浩 様 （米山奨学生） 

 出席報告 

 会長の時間 

 幹事報告 

 委員会報告 

 ニコニコ箱の紹介 

 卓話  

「留学後の私」 

ROTEX 寺 西 紀 子 様 

紹介 茨木孝一 会員 

人間、あとから振り返ると、ああ、あれが運命の分かれ道

だったのか、と気づく瞬間がある。しかも残念ながら、その

場では往々にして気づきにくい事があります。そこに、人

生の難しさの一つもあるのではないでしょうか。列子は、

人生の岐路が持つ危うさを、こんな話で表現しています。

楊子の隣人が、飼っていた羊を取り逃がしてしまった。自

分の一族郎党はもちろん、楊子の召使いまで借りて、隣

人は捜査しました。『たかが羊を１匹逃がしただけなのに、

どうしてこんな大勢で探すんだい』と楊子が尋ねると、隣

人はこう答えた。『細かい分かれ道が多いんです』やがて

一同がもどり、『羊は見つかったのかい』と楊子が尋ねる

と、『見失ってしまいました』と隣人は答えました。『どうして

だい』 『細かい分かれ道のなかに、さらに細かい分かれ

道があり、どこに行ったのかわからなくなりました。だから

戻ってきたのです』楊子は憮然とした表情で居住いを正

し、ふさぎ込むこと数時間、１日中笑顔を見せなかったの

です。門人たちは、不思議がって尋ねました。『羊は卑し

い家畜にすぎず、先生のものでもありません。黙り込んで

笑顔もお見せにならないのは、なぜなのでしょう』楊子は

答えませんでした。ここに出てくる楊子は（戦国時代の大

思想家）の１人です。この問答は、心都子（しんとし）という

弟子が、楊子の真意を探る流れとなり、こんな師匠の言葉

を導き出しています。 

『黄河のほとりに住む者がいた。水に慣れていて泳ぎが達

者なので、船を漕いで渡し守をしたところ、百人は養える

ような莫大な利益が手に入りました。そこで遠くから食料

を担いで、弟子入りする者が群れを成したが、半分近くが

修行の途中で溺死してしまった。本来、泳ぐことを学ぶつ

もりで、溺れることなど学ぶつもりはなかったはずですが

結果はこの有様だ。この話、溺れなかった者が正しくて、

溺れた者が正しくない、といえるでしょうか』人生の岐路と

いう意味では、泳ぎを習うという選択をした時点で、運命

の道筋は、『溺れ死ぬ/泳ぎを覚えて大儲けする』という天

国と地獄に、本人たちの素知らぬところで分かれていた

わけです。後付けでいえば、その選択は『正しい/間違っ

た』と言えるかもしれません。しかし、先の選択などわかる

はずもない状況で、正しい選択などできたのか、という問

いを、投げかけています。この問答に含まれている、次の

一節から有名な『多岐亡羊』（たき.ぼうよう）という四字熟

語が生まれています。大きな道はわき道も多い。だから逃

がした羊をいつのまにか失ってしまう。学問にもさまざまな

道がある。だからいつのまにか真理を見失ってしまう。 

では、現在のように変化が激しく、先の見通せない岐路ば

かりの状況で、人はどう振る舞っていけばよいのだろう。

列子はこんな答えを示しています。『生まれてきたら、なる

ようにまかせて、やりたいことをやったら、後は死ぬのを待

つばかり。死にそうになったら、やはりなるようにまかせ

て、見極めをつけたら、ころっと逝くことだよ』確かに、自分

の選択がどんな結果になろうと、それに満足してしまえ

ば、何の問題もなくなってしまいます。なりゆきまかせと自

己満足、それは状況に抗う力を持たない弱者にとって

は、一つの戦略に他ならないのでは、ないでしょうか。 

 この後、本日は 1984 年６月に入会されました伊丹克介

会員にスピーチをお願いしております。伊丹会員よろしく

お願い致します。 

 

    

    

 国際ロータリー日本事務局より、２００９年５月のロ

ータリーレートは、１ドル＝９８円と連絡がありました。 

 ４月２６日（日）９時より、リーガロイヤルホテル堺に

て地区大会が開催されますので、出席よろしくお願いし

ます。 

 祝日が２週続きまして、次回の例会は５月１３日

になります。お間違えのないようにお願いします。 

 本日、例会終了後、クラブアッセンブリーを開催し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

会合報告（4/15-4/22） 

4/15  クラブ管理奉仕部門合同委員会 

4/15  岸和田ローターアクト例会 

     浦川信司委員長・岡本桂四郎会員 

4/19  米山奨学生オリエンテーション 

      石本喜和男カウンセラー  

      朴 燦浩様 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                「「「「    留学後留学後留学後留学後のののの私私私私    」」」」    

ROTEX ROTEX ROTEX ROTEX 寺寺寺寺    西西西西    紀紀紀紀    子子子子    様様様様    

      こんにちは。本日は例会の席に呼んでいただきありが

とうございます。岸和田へは小さい頃からだんじり祭りの

時期によく来ていました。大学へ入ってからは、留学生

の友達と一緒にだんじりを見に来る機会がありました。 

 私は、2002 年から 2003 年にデンマークへ留学してお

りました。今日は、その留学の経験と、その経験が私を

どう変えたのか、そしてこれからの私についてお話させ

ていただきたいと思います。 

  まず、「デンマークヘ留学した」というと皆さんに聞か

れる質問が 2 つあります。一つは、「デンマークって‥・

どこ？」というものと、「なんでデンマークを選んだの？」

という質問です。 

 デンマークは北欧にある小さな国です。緯度は北海

道と同じくらいです。ちょうどドイツの上にポコッと出てい

る半島とその周辺の島がデンマークにあたります。大き

さは九州と同じくらいで、とても小さいです。しかし、あま

り知られていませんが、実はグリーンランドもデンマーク

領なので、そこをあわせると日本よりももっと大きくなりま

す。人口は 543 万人で、大阪の人口よりも少ないです。 

 なぜ、デンマークを選んだのかと聞かれると、ちょっと

大げさな表現かもしれませんが『運命』なのではないか

と思います。留学を考え始めた頃は、留学と言えば！と

いうようなメジャーなアメリカやオーストラリアを考えてい

ました。しかし、留学の選考を受けた際に、選択肢にデ

ンマークがあると聞き、今まで考えたことも聞いたことも

ないような国でしたが、「デンマークなんてそうそう日本

人がいけるところではない」と思い、人と違うことを学び

たいと考えた私は、迷わずデンマークを選んだのです。

しかし、デンマークの母国語が英語だと勘違いしていた

私は、後に言語で苦労することになりました。しかし、最

後の方には、家族とデンマーク語での会話ができるよう

になりました。 

留学中は、日本との違いに驚かされることばかりでし

た。まず、学校の授業風景の違いです。 

サラリーマン川柳 100 選の中から、私が選んだ１０句

を紹介させていただきます 

「三ツ指を ついてた妻は つの三本」 

「夢を持て 夢を持ったが 夢だった」 

「おかえりと 言わぬ寝息に ほっとする」 

「胸よりも 前に出るなと 腹に言う」 

「ぼくの嫁 国産なのに 毒がある」 

「久しぶり ハローワークで 同窓会」 

「バラ撒きを 批判しつつも 待ちわびる」 

「遼君に 生涯賃金 追い越され」 

「やせたのは 一緒に歩いた 犬の方」 

「円下げて！ ドル上げないで 株上げて！」 

以上です。また来年も、楽しみにしていただきたいと

思います。 

次は、話を変えまして、先週の１６日の読売新聞の記

事を紹介したいとおもいます。倉敷芸術科学大学の

須見洋行教授の研究によると、焼酎には、脳梗塞な

どを引き起こす、血管内の血栓（血の塊）を溶かす効

果があるそうです。まだ正体は分かっていないが、焼

酎に含まれる成分が作用しているようで、ワインなども

同様の効能を持つが、焼酎の方が強いそうです。こ

のほか、焼酎には善玉コレステロールを増やす効果

もあるといい、動脈硬化の予防にもなるようです。 

最後に、関西の人にはあまり興味がないようなのです

が、「東京スカイツリー」のお話です。 

東武伊勢崎線、京成上野線、東京メトロ半蔵門線、

都営浅草線の鉄道４線が交わる交通結節点に位置

し、成田空港と羽田空港を結ぶ路線上に計画されて

います。昨年７月から基礎工事が開始されました。総

工費６５０億円、高さ６１０メートルのタワーだそうです。

これから、新聞やニュースで紹介されると思います。 

メンバーの皆様の事業もスカイツリーのように上昇さ

れますことをお祈りして、スピーチを終わらせていただ

きます。 

伊伊伊伊    丹丹丹丹    克克克克    介介介介    会員会員会員会員    

     



 

 
留学生には、できるだけみんなで集まる機会を作った

り、困っていることがあれば相談に乗ったりしています。

ホストファミリーとの問題や、学校での問題は人に言い

にくいところがあるので、私たち留学経験の先輩として

問題解決の助けになれたらと思っています。 

 もう一つ、私が留学を通して学んだのは、日本につい

てです。デンマークへ行って、なぜ日本について学べ

るのか、とお思いになられるかもしれません。しかし、海

外に行って外から日本を見ると日本のどこが素晴らしく

て、反対にどこが良くないのかが良くわかるものです。

留学前の私は、日本に対して興味がありませんでした。

将来は海外に行きたい。日本はつまらない、とさえ思っ

ていました。そんな私に日本の素晴らしさに気付かせて

くれたのは、デンマークの人や他の国からの留学生だ

ったのです。例えば、ホストファミリーの親戚の赤ちやん

が生まれたので、会いに行った時、その赤ちゃんの名

前を漢字で当て字にして、筆で書いてプレゼントしまし

た。書いている時は、親戚がまわりにたくさん集まってき

て、珍しそうに見ていました。ちょっとした芸術家になれ

た日でした。このアイデアは私ではなく、日本の文字に

興味を持ってくれたホストマザーのアイデアでした。私

にとって、日本の文字や言葉は当たり前のものなので、

特に喜ばれるものだとは気付きませんでした。その時か

ら、人の家へお邪魔する時などは日本の写真を持っ

て、いろんな人に見せて回りました。日本には、たくさん

誇れるものがあるのだと分かり、日本人でよかったな、と

生まれて初めて思いました。 

 もう一つ、私の将来を変える出来事もありました。それ

は、同じ時期にオーストラリアから来ていた留学生との

出会いです。彼女は、オーストラリアの高校で日本語を

勉強していたので、初めて会ったときから日本語で話し

かけてくれました。彼女からは、高校での日本語の授業

がとても楽しかったこと、2 週間だけ日本へ行ったことが

あって、とても楽しかったことなどを話してくれました。私

にとって、日本語を同じ年代の人が勉強しているという

ことは驚きでした。私が海外に憧れを抱いているように、

日本への憧れを持った人がいるなんて、考えたことが無

かったからです。そして、その留学生や他の留学生から

も日本のことについて色々と聞かれました。『日本につ

いて知って欲しい』と思う反面、日本について全然知ら

ない自分に気付きました。それから、私は日本に帰って

日本について勉強し、将来は日本を海外へ紹介できる

ような人間になろうと思いました。大学は外国語学部に

進んだのですが、そこで日本語を副専攻として学びまし

た。そして、日本語教師を目指しました。日本語教師と

いう職業は、最近特に目指す人が多くなってきていま

す。しかし、私は留学前には聞いたことも見たこともあり

ませんでした。帰国後、どの大学に行こうかと考えてい

る時に、海外の中学校や高校で日本語を教えている人

のホームページを見つけました。そのときに、私がやり

たいのはこれだ！と直感したのです。 

 

発言も多く、積極的な授業についていくのが難しかった

です。英語の授業で「死刑制度」について討論する機

会がありました。デンマークは他のヨーロッパの国と同

様に死刑制度を廃止しています。死刑制度の残る日本

の現状などを話したかったのですが、最後まで一言も

話せずに、後悔したこともありました。唯一、少し分かっ

たのが数学の授業でした。図形があれば、なんとなく分

かりました。しかし、残念なことに日本で一番苦手な科

目が数学だったので、難しい単元に入ると、日本の高

校でそうだったように、分からなくなってしまいました。ま

た、デンマーク人はパーティーなど、たくさんの人が集

まることが好きでした。留学中に参加したパーティーは

数え切れません。なにかお祝い事があると親戚一同が

集まって、豪華な料理を食べみんなで楽しい時間を過

ごすのです。料理をたべるのは、とても時間がかかりま

す。ゆっくり、たくさん、話しながら、楽しく、これがデン

マーク人の食べ方です。また、今の日本でも少しずつ

増えてきましたが、エコに対する意識がとても高かった

です。例えば、スーパーのレジ袋はただではもらえませ

ん。ほとんどの人がマイバックを持って買い物に行きま

す。また、ペットボトルの再利用も盛んです。日本のよう

に、使い終わったペットボトルを砕くこともあったのかも

しれませんが、そのままきれいに洗浄して使いまわすこ

とが多かったです。始めは、擦り傷の入ったペットボトル

に抵抗が少しありましたが、慣れれば問題ありませんで

した。日本は最近ほとんどの飲み物にペットボトルが使

われています、日本もこの方法を導入するべきだと思い

ます。 

 私は、この留学で大きく 2 つのことを学びました。一つ

は、自分はたくさんの人に支えられているということ。そ

して、日本のすばらしさについてです。高校生の頃に

留学を体験できていなかったら、これらのことに今もまだ

気付けていなかったかもしれません。気付けたことによ

って、留学後の私の人生が大きく変わったといっても過

言ではありません。たくさんの人に支えられたというの

は、ロータリアンの方々、ホストファミリー、留学生の友

達、そして日本の家族。本当にたくさんの人々です。特

に、デンマークでホームシックになった時は、ホストマザ

ーやホストシスターに相談に乗ってもらいました。ホスト

シスターは、留学経験があったので私の気持ちをとても

分かってくれました。その支えがなければ私は途中で

留学を投げ出していたかもしれません。 

 私はこんな経験をしたので、帰るときから日本で今度

は私が支える立場になりたいと思いました。そして

ROTEX に参加したのです。この ROTEX は ROＴａｒy  

EXchaｎge ｓｔudeｎt の略です。今は、青少年交換委員

会のバックアップもいただいて活動しています。そして

正式名称も‘‘青少年交換学友’’となっています。どん

な活動をしているのかというと、日本へ来る海外からの

留学生と、これから留学する日本の学生のサポートが

主となっています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

留学での経験がなければ、この道を選んでいなかった

かもしれません。 

 また、日本をもっと見ておこうと考え、大学在学中には

京都や、広島、金沢へ旅行もしました。行ったからとい

って、勉強したことにはならないのですが、改めて、日

本の昔の建物の美しさや、日本の平和について考える

ことができました。でも、まだまだ勉強が足りません。3月

までは、民間の日本語学校で日本語の講師をしていま

したが、日本について質問された時になかなか答えら

れません。京都の観光地を紹介していて、金閣寺や銀

閣寺について話していたところ、「中には何があるのか」

と聞かれて、分からず家でインターネットを使って調べ

ました。日本の伝統的なこともそうですが、現在の日本

についてもまだまだ分かっていないことが多いので、も

っと勉強しなくてはいけないと思います。 

 さて、これから私はまた留学をしようと考えています。

場所は、オーストラリアを予定しています。そこで、中

学・高校の教員免許を取って子どもたちに日本語と日

本について教えられたらと思っています。日本のことを

知ってもらいたい、という気持ちはもちろんありますが、

海外のある国について知ることで、世界について考えら

れるような子どもたちが増えればと思っています。ある

人から、「海外に友達がいれば、その国に爆弾を落とそ

うとは考えないだろう」という話を聞いたことがあります。

極端な話かもしれませんが、なるほどと考えさせられま

した。私も、留学後、海外での出来事が気になるように

なりました。世界中で、他の国について自分の国のこと

のように考えられる人が増えると、自然と平和な世の中

ができるのではないかと思います。 

 初めての留学から 6 年。ロータリークラブと関われたこ

とで、私も『奉仕』をしたいと考えるようになりました。私

が勉強していることで、どう奉仕できるかといえば、海外

と日本の若い世代の架け橋となることだと思います。ま

ずは、オーストラリアの大学院で勉強をしっかりして、日

本語教師として働けるように頑張らなくてはいけませ

ん。やってみたいこととしては、日本の中・高と海外の

中・高をつないで交流したり、日本の子どもたちに日本

についてもっと学べる環境をつくる事などです。そして、

いつか自分もロータリアンというのは、なかなか難しい話

なので、ホストファミリーになるなど、様々な形で貢献で

きたらいいなあ、と考えています。ご清聴ありがとうござ

いました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAY～JUNE 2009                5 月  

Sunday   日 Monday  月 Tuesday  火 Wednesday 水 Thursday  木 Friday   金 Saturday  土 

１０１０１０１０    

    
    
09-10年度 

地区協議会 

１１１１１１１１    

    

１２１２１２１２    

    
    
 

 

１３１３１３１３        

例会｢高齢化社会の進

展に伴う確定申告書提

出件数の将来予測｣ 

岸和田税務署長名取達

雄様紹介西村政和会員 

１４１４１４１４    

    
    
 

 
 

１５１５１５１５    

    
 
 

 

１６１６１６１６    

 
 
55周年記念例会 

於.岸和田ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾎー ﾙ 

１７１７１７１７    

    
    

 
 

１８１８１８１８    

    

１９１９１９１９    

    
    

 
 

２０２０２０２０    

 

 
例会 振替休会  

ＲＡＣ例会 

２１２１２１２１    

    
    

 
 

２２２２２２２２    

    
 

 
 

２３２３２３２３    

 
 

近隣会長幹事会（新旧） 
ﾎｽﾄ:岸和田東RC 

２４２４２４２４    

    
    

 
ｺ゙ﾙﾌ同好会 

２５２５２５２５        

 
 

 
  

２６２６２６２６    

    
    

 
 

２７２７２７２７ 

例会「未定」 
岸和田ＲＡＣ 

 
福岡年度 4RC 会長幹
事SAA会（新旧） 

２８２８２８２８    

    
    

 
新旧合同会議 

２９２９２９２９    

    
 

 
 

３０３０３０３０    

 
 

 
 
 

３１３１３１３１    

    

 
 

1 1 1 1 ＪＵＮＥＪＵＮＥＪＵＮＥＪＵＮＥ    

        

    

２２２２    

    
    

ＲＡＣ例会 
 
 

3333    

 
例会「未定」財団奨学

生 山口健太郎様 
 紹介 櫻井昇会員 
 

4444    

    

    
 

 

5555    

    
 

 
 

6666    

    

 
 

 

 

 

       

  

    

    

岸和田ＲＣ会長テーマ               魅力魅力魅力魅力あるあるあるあるロータリーロータリーロータリーロータリーにににに    Be AttractiveBe AttractiveBe AttractiveBe Attractive 

近隣近隣近隣近隣クラブクラブクラブクラブ卓話卓話卓話卓話ごごごご紹介紹介紹介紹介 岸和田東岸和田東岸和田東岸和田東ＲＣＲＣＲＣＲＣ        5 月 22 日（金） 「利休にたずねよ・・・に思う」 柳澤宗甫会員 

岸和田北岸和田北岸和田北岸和田北ＲＣＲＣＲＣＲＣ        5 月 19 日（火）→5 月 17 日（日） 「米山梅吉記念館訪問」  

岸和田南岸和田南岸和田南岸和田南ＲＣＲＣＲＣＲＣ        5 月 21 日（木） 「未定」 藪 秀則会員 

          

5555 月月月月    会員誕生日会員誕生日会員誕生日会員誕生日    

    5 日 井上 一男 会員 

   11 日 室田 光重 会員 

   26 日 利田 泰之 会員 

5555 月月月月    結婚記念結婚記念結婚記念結婚記念日日日日    

    1 日 前 川  篤 会員 

    3 日 福岡 敏文 会員 

    3 日 奥 藤喜雄 会員 

    5 日 中山 敏行 会員 

    6 日 茨木 孝一 会員 

10 日 皆見 量政 会員 

19 日 覚野 博夫 会員 

   21 日 櫻井 新嗣 会員 

   26 日 角 家  篤 会員 

    

 大賀 祐造ガバナー補佐様         
本日のクラブアッセンブリーよろしくお願いします。 

 全会員          
大賀ガバナー補佐を迎えて。 

 茨木 孝一 会員        
今日の卓話の担当させて頂きます。ＲＯＴＥＸの寺西紀
子さんを宜しくお願いします。 

 毛利 髙二 会員 
おかげさまで開院８５周年を迎える事が出来ました。 
また、結婚４０周年を迎える事が出来ましたので。 

 櫻 井  昇 会員 
ミスタードーナツ堺市駅前店が移転し新しくオープン致し
ました。 

 坂口 一男 会員          
家内の命日にお供えありがとうございました。お陰さまで
先日、無事１周忌の法事を終えることが出来ました。 
 


