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［第 3 グループ内の例会日］

狭山(金)、新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火)
所沢(火)、新所沢(月)、所沢西(水)、所沢東(木)、所沢中央(月)

第 931 回(1 月 22 日)例会の記録
点 鐘
合 唱
第２副ＳＡＡ
卓話講師

※出席報告
会員数
30 名

若松泰誼会長
我らの生業
佐藤君、柴田君
(株)そごう・西武
所沢店長
釣流まゆみ様
池袋本店課長 山内高広様

出席者数
24 名

会長の時間

出席率
78.57％

前回修正
74.07％
若松会長

「ヨシちゃんの才能」
突然ですが私は九州-宮
崎の出身です。
当然のことながら私も郷
土愛と申しますか｢郷土宮
崎｣大好き人間であります。
郷土の催しが年間に数回
色々と企画されています
が、私は殆どの企画に参加しております。
その中で色んな人と知り合いになりますが、その
時知り合ったある人のお話をさせて頂きます。
子供のころその少年は｢ヨシちゃん｣と呼ばれて
いました。ヨシちゃんが生まれたのは宮崎県北の
神話の里高千穂から更に幾重にも連なる山の向こ
うのまるでアニメの｢もののけ姫｣が生まれてきそ
うな山奥の小さな集落です。生まれた時、ヨシち
ゃんの足は曲がっていました。頭は水頭症のよう
に腫れて柔らかく眼球は安定せず、お乳を吸う体
力も無かったそうです。生後 3 ヶ月も経てば座る
首もなかなか座らず、田舎の病院では病名も付け
られず、周囲から｢先祖のたたりでは？｣とささや
かれたそうです。ヨシちゃんの成長を妨げたのは
骨のもろさだったそうです。ちょっとした力が加
わると音を立てて折れた。幼少期に骨折した回数
が 30 回近く。両親も祖母もそんなヨシちゃんが不
憫でならなかったそうです。

そんなヨシちゃんに大人も驚くような才能が一
つありました。歌声です。歌の上手さは誰もが称
賛しました。村祭りや宴会があるとヨシちゃんは
スターで得意な｢岸壁の母｣を歌って村人たちを楽
しませていました。
小学校に入る頃、病名が分かりました。“先天性
骨形成不全症”で 2 万人に１人の割合で発症する
原因不明の難病なんだそうです。骨が折れやすく
中々身長が伸びない。その後、ヨシちゃんは養護
学校に入学し、寄宿舎生活となりました。４年生
頃になると病状も落ち着き、骨折もしなくなった
ので地元の小学校への転入が認められました。そ
れでもその後は入退院を繰り返しましたが、養護
学校高等部に入ると進学も夢ではなくなり、現実
となって迷わず音楽大学に進まれました。
実はこの方は現在、日本を代表
するカウンター・テナー歌手と
なられた“米良美一”さんの話
であります。
最近やっと過去を振り返れる
ようになったとおっしゃって
いましたが、
｢もののけ姫｣の主
題歌を歌って一躍有名になっ
たと言う位しか知らなかったのでその過去にびっ
くりしました。
｢もののけ姫｣で脚光を浴びた後、更なる人生の試
練がありました。自分の過去を恨み、容姿を蔑み、
｢絶対見返ししてやる｣という思いで米良さんは頑
張ってきました。
歌手としては成功したものの、何の幸福感もなか
ったそうです。それどころか歌えない、声が出な
い日々に苦悩したそうです。そのスランプから脱
するきっかけになったのは｢ヨイトマケの歌｣との
出会いだったそうです。昨年の暮れに｢紅白｣でも
美輪明広さんが歌われて話題になった歌です。
土木作業員をしながら自分を育てた母親を回顧す
る美輪さんの代表作ですが、米良さん自身の幼少
期と重なったんだそうです。

身長 150 センチの米良さんは｢今度生まれ変わ
れるとしたら、声はそのままで、身長は 180 セン
チぐらいで生まれてきたい｣と言われています。
｢でもこんな体で生まれてきたのは、もしかしたら
僕自身が昔、“神様、今度生まれ変わる時はあえ
て重い障害を背負って、そして土方をやっている
様な両親の元で生まれてみたい。”そういう中で
親孝行をし、幸せを掴んでみせる。それが僕の魂
を鍛えるのに一番いいかと思うからと頼んだじゃ
ないかと思っているんです。そしたら自分の人生
恨めないよね。むしろ今はこの体、そして自分を
心から愛しく思えるのです。｣とおっしゃっていま
した。
お会いしての感想ですが、小柄なのに大変に男
らしく歌も素晴らしく、講演も素晴らしく、感動
と勇気を沢山頂きました。そして自分に甘えるこ
となく、もう少し色んなモノに挑戦しなくてはと
感じた出会いでした。
米良さんのこれからのご活躍を心から祈っており
ます。ありがとうございました。

幹事報告

稲見幹事

1. 2013〜2014 年度ＰＥＴＳ開催について
2. ＲＬＩ研修会下期開催中止について
3. 第 2 回職業奉仕セミナー、｢我らの生業｣ご寄
稿者出席依頼について
4. 第 3 回ＩＭプレゼン担当実行委員打ち合わせ
について
5. 地区大会・記念ゴルフ大会について
6. ロータリー補助金ニュースについて
7. ロータリー研究会報告書について
8. 受贈会報
入間南ＲＣ 飯能ＲＣ 入間ＲＣ
9. 回覧物 ハイライトよねやま(154 号)
難民を助ける会ＡＡＲニュース
比国育英会バギオ基金だより

委員会報告
会員増強) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 中谷委員長)
年頭にあたりまして、増強委員会のお願いであ
ります。
ご存知の通り、日本のロータリーは会員減少に悩
んでおります。狭山中央も聞くところによります
と、多い時には 40 数名の会員がいたということで
すが、現在減少に減少を重ねまして 30 名です。こ
れ以上会員が減少していきますと、会の運営に支
障をきたしますし、また何よりも思い切った奉仕
活動も出来なくなると思います。そのため、会員
増強はクラブとして重要な課題となっております。
若松年度の当初、会員増強純増 2 名という目標
を立てておりました。今年度東さんに入会をして

頂きましたが、奥様と入れ替わりということで、
実質純増にはなっておりません。そのため目標の
純増 2 名も達成されておりませんので、私も少し
焦っております。
また、今年はクラブの創立 20 周年ということで、
5 月には式典も華々しくやらざるを得ないという
所で、これに向けて何とか会員を何名か確保した
いという強い気持ちを持っております。しかしこ
れにはどうしても皆様の協力が必要となります。
人間一人の力は微々たるもので、やはり会の 30
名の皆様の力を結集し、一丸となって強い意志と
信念、熱意を持って会員増強にあたって頂ければ、
より良い結果が出るかと思っております。
会員増強の方法につきまして、一度クラブ協議会
を開き、皆さんと議論し良い方法を見つけ、5 月
までにとにかく一丸となって会員増強をしていけ
ればという気持ちでおります。
最後に、米沢藩主・上杉鷹山の言葉を借りて、｢な
せば成る なさねば成らぬ何事も｣、実行力あるの
みです。皆様のご協力を宜しくお願い致します。

Ｒ情報・雑誌) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 浜野委員長)
【横組】
7 頁、「ロータリーの友」が発行 60 周年になっ
たそうです。こちらにありますように、最初の 6
ヶ月間は全て同じ表紙だったそうです。そして縦
組み表紙ですが、32 頁に載っておりますが、飛騨
高山の秋神ダムのさらに山奥深い所にある朝日村
の旅館の方が、41 年前から始めた｢氷点下の森｣と
いうイベントだそうです。非常に幻想的な所だそ
うですので、お時間のある方は是非、3 月まで行
っているそうなので、行かれてみてはいかがかと
思いました。
19 頁、｢友愛の広場｣に｢コーヒーの効用｣と書か
れております。以前はコーヒーというとあまり良
いイメージがなかったのですが、今は書かれてお
ります通り、癌のリスクが下がるということで、
特に毎日 5 杯以上飲む方は非常に効果があるそう
です。コーヒーの効用を高めるための適量として
は、1 日 5~7 杯と書かれておりますが、なかなか
ここまでは飲めないなと思いました。私はどちら
かと言えばお茶の方が良く飲んでいるので、お茶
の効果の方が高いのではないかと思っております
が、この内科医の先生が最近わかったコーヒーの
効用を書いておりますので、お読み頂ければと思
います。
【縦組】
7 頁、｢この人この仕事｣には、アイリスオーヤマ
の大山健太郎社長が載っております。仙台に本社
があるため、東日本大震災のときには被災された
そうですが、その時のことが書かれております。
とても素晴らしい社長だと思い、読ませて頂きま
した。

「外来卓話」・・・・・・・・
講師紹介
田中八束会員
所沢の西武百貨店という名称がなくなりまして、
今「そごう西武」となっております。前任の店長
さんが、西武鉄道に係わりがあるのかわかりませ
んが、堤さんという方でした。この方は所沢ロー
タリークラブのメンバーの方でして、私が一昨年
智光山でセミナーを催した時に、堤さんにおいで
頂きました。そのお蔭もあり、今回たまたま釣流
様が所沢店に赴任をされたということで、これは
また所沢ロータリーに入って頂けるであろうと、
その当時はまだ入会されておりませんでしたが、
卓話の講師をお願い致しました。
所沢店は、女性がリーダーシップをとるという新
しいお店作りということで、今日はその点につき
まして、釣流様からお話を頂きたいと思います。

(株)そごう・西武
所沢店長

釣流まゆみ様

今回、田中様のご紹介でこうした機会を頂けま
したこと、大変感謝しております。気軽に聞いて
頂ければ有り難いと思っております。
私は、一番良い時代に西武百貨店に入りました。
｢不思議大好き｣という、美味しい生活、皆さんの
耳の中に少し残っているような言葉があると思い
ますが、そうした時に入社をさせて頂きました。
今、女性が活躍するということを期待されて、所
沢西武は女性だけの運営をさせて頂いております。
しかし、西武百貨店は女性の活躍が当たり前だと
いう時に私は入社しております。そのため、女性・
男性というように育ってきておりません。私が入
社致しましたのは 1981 年でして、その時はまだ
女性の総合職というものがなかった、総合職前夜
という時に入社を致しました。4 年生の大学を出
ておりましたので、その時に入れた会社というの
は 2 社で、ダイエーさんと西武百貨店でした。メ
ーカーさんには入れて頂けず、加えて百貨店の伊
勢丹さん等他社さんは、同じ扱いをしてもらえな
くてよければどうぞといった扱いでしたので、そ
れだったら西武が良いと思い入社致しました。そ
の当時は、やはり男女ということが関係なく、同

じ賃金だということでしたので頑張って入りまし
たが、ただやはり、私も何十年かいるわけですが、
女性が場を与えてもらえるかというとそうではあ
りませんでした。私はたまたま、非常に理解のあ
る男性の上司の下におりまして、その男性が前に
前に出してくれました。そんなこともあり、女だ
から、男だからといったことは関係ないとして頂
いておりましたが、そのように大切にされていた
にも関わらず、入社のときは同期の男性と比べれ
ば、頂くチャンスは少なかったと思います。そし
てそのチャンスが欲しいとも、実は思いませんで
した。平等だから入ったということもありました
が、しかし与えられたことを一つ一つやろうと思
ってきただけですし、同期の男性よりチャンスが
少なくても、何の不満もありませんでした。とに
かくお客様に接客するのが楽しくて楽しくて仕方
なく、そして今もここにいるという訳です。
本日、お手元にガトーフェスタハラダのお菓子を
置かせて頂きましたが、実は今日から販売会が 1
週間ございます。このお菓子はよく TOBU さんや
色々な所で販売会を行っており、大行列ができる
ラスクです。私はお客様から喜んで頂けることが
嬉しくて、そんなことで毎日を過ごしております。
昨年 3 月から所沢店は女性体制ということで運営
させて頂いておりますが、その中でこのガトーフ
ェスタハラダも、お客様からご要望があったもの、
これを品揃えさせて頂きました。実はこれをさせ
て頂くのに案外時間が掛かりました。人気者です
ので、販売会も所沢の店ではなかなかさせて頂け
ないのです。しかしその中で、半年がかりで来て
頂き、このような場になりました。私が今、この
立場にあるのは何故かといつも思うのですが、お
客様と同じ思いを持つ、その思いを持つものが代
弁者となりお店を作っていく、それを会社は期待
しているのではないかと思っております。こんな
ことを思いながら、日々過ごしております。
皆さん池袋西武は随分御贔屓に頂いているよう
ですが、私は池袋西武の出身です。私はたまたま
女性・男性と言われずに育ってきており、とにか
く｢がつがつやれ｣と、毎日毎日アグレッシブに育
てと言われ、やってきました。3~4 年前まで関西
の大津でも店長をさせて頂いており、店長は今回
2 回目となるのですが、大津でもこの所沢に来て
もつくづく思うことは、土地の中で生きるという
ことは、何よりも大切だということです。池袋の
お店ほど大きくなりますと、なかなか厳しいもの
がありますが、所沢の西武をよくご利用頂く方に
はおわかりだと思います。本当に一人一人のお客
様が、私共の店を大切にして頂いている、それが
実感できます。また所沢の街、狭山もそうですが、
私が感動致しましたのは、所沢という街を中心と
しながら、沿線のお客様に非常に愛して頂いてお
ります。今駅舎が変わって、改札が降りづらくな
ったと皆様からご不満を頂いており、西武鉄道に
代わってお詫びをしておりますが、そうしたとき

に、入間、狭山、色々な沿線の方々にご利用頂い
ている中で、｢西武さん｣と言って頂きながら、土
地の楽しみ方を教えて頂き、そして店を作ってい
くことが大切だと感じております。
今、色々な業種の方がいらしてると伺いました
が、是非ご一緒にやれることがあれば、やらせて
頂きたいと思っております。土地の中で生きると
いうことを、大津の店でもさせて頂きましたが、
百貨店といいますと敷居が高いというイメージを
お持ちの方も多いのですが、そんなことはなく、
お客様の方が高い立場にある、そしてその時に、
お客様と同じ思いに立てるためには、なんでもす
るということなのです。これを是非、ご一緒にや
らせて頂ける機会があれば、有り難いと思います。
今回この機会を頂けたことに、非常に感謝してお
ります。せっかく頂いた場ですので、私が過去行
ってきた中で、皆さんと共有できることは何かと
考えました。考えた中で、これから高齢化社会に
なると、女性が 6 割、男性が 4 割くらいになるの
でしょうか、やはり女性をどれだけ活用するか、
女性の方に同じ動きをしてもらって、初めて日本
経済は動くと最近言われているようです。
今、企業の中で 3 割の女性管理職を作れという
ことが国でも言われているそうです。私たち所沢
店は、本社員は全員女性です。山内がおりますお
得意様は、池袋店籍で行っており、池袋店籍で所
沢に事務所を持っているという分室的な役割なの
ですが、その他はほぼ 100%女性です。紳士オー
ダーの所に男性が 1 人、そしてゴルフ売り場に 1
人に男性がいるだけです。私は 9 月から参りまし
た。そしてその後 3 月からこの体制が始まったわ
けですが、前任の堤も非常に悩んでおりました。
大体男女半々であることが当たり前で、下手をす
ると男性の方が多いのが私どもの企業です。マネ
ージャー、特に課長以上になりますと、9:1 の割合
で女性が少ないのです。そうした中で、なぜやろ
うかと思ったかと言いますと、やはり場を与えよ
うということです。女性とは会議の場でもまだ、
ズケズケものを言うことは美徳ではないと思われ
ているところがあり、やはりなかなか発言を致し
ません。その発言をする立場に追い込めという所
が所沢店です。全国から女性が来ておりますが、
案外囲い込み漁にあって苦しい思いをしていると
いうことが実態です。この中で女性をどうやって
動かしていくかということで、私は 3 つほどポイ
ントがあるのではないかと思っております。
１つは、男女同じかも知れませが、褒めることで
す。ひたすら褒め抜く、とにかく褒められること
が無いのです。仕事はやって当たり前、いいこと
をやって当たり前で、あまり褒めるということが
ないのです。オーバーアクションで褒める、これ
が、女性がイキイキする最大のポイントだと思い
ます。自分が認められているということが一番大
切です。
2 つ目は、領域をはっきりさせることです。これ

は確実にはっきりさせないと、初めの１歩は踏み
たがりません。私も入社希望の方を面接致します
が、同等の能力と見ていくと、同じ能力であれば
9 割女性の方が高いです。１割が男性かなといっ
た感じなのですが、ではなぜ課長クラスになると
逆転するのだろうかと言いますと、女性は小利口
なのです。始めの１歩を踏みたがらないのです。
所沢店の今の課題は、裏表もなくはっきり申し上
げると、なかなか前に進んでいないように思うこ
とです。お客様に評価頂くことですから、それは
皆様の評価にお任せしたいと思うのですが、始め
の 1 歩を踏みたがらないのです。そうしたときに
必ず、あなたの領域はここですよということをき
ちんと伝えていく、だから期待しているのだとい
うことを伝えることが大切なのです。
3 つ目は、自主的に行動させるということです。
与えられた領域に対して、上司はぐちぐち口を出
さないということです。我慢・忍耐をするのです。
皆様の会社等にも女性の方はいらっしゃると思い
ますが、女性は少し遅い場合があります。しかし
とにかく期待に応えるまで、じっと耐えるという
ことです。私自身も、上司に随分と耐えてもらい
ながらここまで来たように思います。自主性を重
んじて、自分が動かなければ何も変わらないとい
うことを、必ず言わなければいけないと思います。
こうしたときに、考えて行動するということがで
きれば、必ず女性は育ちます。
ウーマンパワーの論者でもなく、私も女性とし
て育てられた気持もしていないので、どうなのか
と思いますが、やはり今私たち百貨店におります
と、お客様が主導権を持っているわけです。お客
様の想いの聞ける人間が、きちんと判断して動か
ない限り、この会社は成り立たないと思っており
ます。そうした時に、やはり女性に活躍してもら
わないと無理なのです。特に小売業は無理なので
す。店頭でお客様の声を伺いながら、一つ一つ解
決していくことで、初めて成り立つのではないか
と思っております。女性は褒める、これをよくよ
く考えていくと、男性も同じなのであろうと思い
ます。
自己紹介が遅くなりましたが、私は所沢店の店
長になる前に、池袋店におりまして、池袋店の副
店長の前が、本部顧客サービス部という所におり
ました。そこで新人の教育でしたり、サービスレ
ベルを全社で上げるという活動をすることが私の
役割でした。そのため新入社員の教育に携わるこ
とになりました。人事が採用する人は確かに優秀
です。しかし小売業では優秀ではないのです。最
初から大切に、大切に育てられ、抵抗力の無いま
まに店頭にきます。結果お客様のおっしゃってい
ることが理解出来ず、お客様はなんなのだと後ろ
に下がってしまい、残念ながらもういらっしゃっ
て頂けないということを、ずっと見てきました。
これではいけないと思い勝手に教育してきました
が、やはり最近、新人類といいますか、平成ゆと

り教育を受けてきた人は皆様の周りにも沢山いら
っしゃると思いますが、残念ながら自分で判断す
るということがあまりできません。そして、全部
セットをし、これをこうしてと言わない限り、や
りません。これは間違いないことです。このよう
に教育されてきているのです。25~30 歳くらいが
一番厳しいかもしれません。最近の新入社員は少
し良くなってきました。ゆとり教育とはどういう
ことなのかとつくづく思うのですが、マニュアル
なのです。やることが 1 から 10 手順があればでき
るのです。できていない場合、できていないと言
えば、その場でママが来ます。そして、合わなか
ったので辞めさせてもらいますと言われます。採
用にもお金がかかっておりますが、けれども向か
ない人がずっといる方が、会社にとっても不利益
ですので、辞めて頂く方がもの凄く良いと私は思
うのですが、人事はそうは思わないようです。こ
うしたことでよく喧嘩をしておりました。皆さん
にも是非、そうした目で人を育てなければいけな
い時代だということを思って頂き、但し、合わな
いものは合わない、これは実感しておりますが、
やはり一番高いお買い物は設備投資もありますが
人事だと思います。この人の事をどれだけ役に立
てるかと言いますと、見極めが大切なのだと思い
ます。こうしたときに、教える側の忍耐が必要で
す。良く聞く、良く話は聞くということを上司が
やらなければいけません。そして聞くには、普通
に｢聞く｣ということもあれば、｢聴く｣もあり、｢訊
く｣もあります。本当によく聞かない限り、なかな
か意見は言ってくれません。相手は言っているつ
もりなのですが、よく聞くということをやってい
くことで、初めてコミュミケーションが成り立つ、
そんな時代です。是非皆様のメンバーは良く聞く
ということをお願いしたいと思います。先ほど女
性の育成についてお話をさせて頂きましたが、今
この時代、男女共よく褒めなければならず、そし
てよく見てあげること、そしてよく聞いてあげる
こと、これを心掛けて頂けると育成は早いと思い
ます。
そして私共のコマーシャルになりますが、西武
百貨店は、皆様がご存知の通り、色々な変遷を通
ってきています。今、株式会社セブン＆アイ・ホ
ールディングスというグループにおり、鉄道さん
とも袂を分かち、パルコとも違う、西友とも違う
という、所沢、狭山、この辺は西武鉄道さんが非
常に深くお付き合いをされている土地だと思いま
すが、こうした具合に西武グループが分れてしま
っております。その中で、本当に 1 つ 1 つが本音
で仕事をしなければいけない時代になり、企業も
そうなっております。小売業ですので、一つ一つ
お客様の話を聞くということからスタートさせよ
うということで、先ほどお話した、お菓子を揃え
る等、本当によく聞き、よく見るということを行
ってこそ企業だということで、自ら仕入れ自ら売
るという小売の原点をまず行おうと思っておりま

す。その中で是非皆様に支えて頂ければと思って
おります。小売業がなかなか厳しい中ですが、百
貨店は非常に薄利です。利益が薄い中で、私はこ
れからどんなことがやりたいかと考えますと、私
の入社のときは｢格好いい西武｣でしたので、是非
もう一度｢格好いい西武｣を、我が社の新人類たち
に味あわせてあげたいと思っております。ある先
輩が、人生には光と影があり、企業にも光と影が
あるのだと言い、この光をもう一度輝かせようと
言われました。しかし人生の光を感じずに入社し
てきている人がたくさんいるわけです。今、内定
をもらおうと必死に就職活動をしている女の子た
ちは、100 社以上にエントリーシートを出し、ど
の会社が良いだとか、どんな企業が良いだとか言
えないくらいに一生懸命です。そんな暗い時代で
すので、光と影の光だなどと言っても、残念なが
ら感じたことが無いのです。恐らく皆さんは日本
経済の光をすごく感じながらいらしたと思います。
そうした光を、我が社のメンバーにももう一度味
あわせてあげられるようなことができれば良いと
思っております。経済の動きが企業の光になるの
だと思いますが、私が忘れずにやっていきたいこ
とは、もちろん後輩に喜んでもらい、そして未来
永劫続く会社を創るということです。そのために
はお客様がすごく好きで、商品がすごく好きでと
いう人を、一人でも多く育てていくということ、
それをお客様と一緒に感じていける企業にすると
いうことだと思っております。
私も入社してからだいぶ経ちまして、そろそろ
しっかりした後輩を育てないとお前の立場はない
ぞと言われております。女性の役員といいますと
なぜか引かれてしまうのですが、全く関係なく、
私は一販売員として毎日店頭に立っております。
こうしたことが私の一番の力になっていると思い
ますので、こうしたことを感じながら、皆様に可
愛がって頂ける企業に、未来永劫なりたいと思っ
ております。新人類や女性、全員参加の企業にな
っていくということ、そして社会を創り上げると
いうことができれば、本当に日本は元気になるか
と思います。

若松君

昨夜はしない３ＲＣ新年会への参加、あ
りがとうございました。また、本日は(株)
そごう・西武の釣流様、卓話よろしくお
願い致します。楽しみにしていました。
稲見君 昨晩の３ＲＣ新年会、お疲れ様でした。
お酒のみ過ぎました。
西武所沢店、店長釣流まゆみ様、今日の
お話よろしくお願いします。女性店長さ
んで驚きました。
江原君 昨日の市内３ＲＣ合同例会・新年会、お
疲れ様でした。また、本日は(株)そごう・
西武、執行役員、西武所沢店長・釣流ま
ゆみ様、西武池袋本店課長・山内高広様、
本日はお忙しい中お越し頂きましてあり
がとうございます。卓話楽しみにしてお
りました。何卒よろしくお願い致します。
浜野君 昨日の３ＲＣ合同新年会を欠席しまして
申し訳ありません。
寳積君 20 周年へ
栗原(憲)君 (株)そごう・西武、執行役員、所沢店
長・釣流まゆみ様、西武池袋本店課長・
山内高広様、ようこそおいで下さいまし
た。
益子君 本日の卓話ありがとうございました。
いつも西武所沢店、利用させて頂いてい
ます。
奥富君 早退します。済みません。
小幡君 昨日、３クラブ合同新年会に出席し、新
年の希望大いに湧きました。
山室君 西武所沢店長・釣流様、西武池袋本店課
長・山内様、ようこそいらっしゃいまし
た。卓話よろしくお願いします。
結婚記念日 古谷君

※ 次の例会
第 2 副 SAA 吉川君
２月５日(火) 12：30〜13：30
外来卓話
新世代部門委員長 坂本元彦様

吉松君

