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Weekly Report 
「ロータリーの未来を想像しよう！」 

《新年会長挨拶》 

 村瀨高広 会長 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
前期は会員の皆様のご協力により無事に終わること

ができました。 

 

７月の納涼例会、月はガバナー公式訪問、９月には

ロータリー奉仕ディ、夏の家族会、福岡東RCの会員を

お迎えしての例会、10月には福岡東RCとの合同職場例

会、家庭集会、11月には地区補助金事業フィリピン視

察、地区大会、12月の忘年家族会すべての事業素晴ら

しかったです。あらためて感謝申し上げます。 

 

今年度クラブ運営方針を再確認します。 

今年度のジェニファー・ジョーンズ会長は女性初のＲ

Ｉ会長です。 

ＲＩテーマを「イマジンロータリー」「想像しよう。

世界に変化をもたらすために」と発表されました。 

上村春甫ガバナーは地区テーマを 

「『想像』して『創造』しよう・・・・ロータリーで

未来を！」と定められました。コロナ禍が続く中、 

何ができるかを想像し、その想像したものが 

現実となるよう行動するときがきています。 

地区活動及びクラブサポートの重点項目として、 

１．女性会員の増強と女性会員の積極性と帰属意識が

醸成されるような環境の整備 

２．青少年活動の活性化 

３．リーダーシップ開発活動の強化 

重点項目への活動目標 

・RI会長テーマの理解と促進のサポート、継続的な重

要課題への取り組み 

・会員増強 

・各種寄付の拡充推進サポート・アドバイス 

・RLIの活性化 

・ロータリー奉仕ディへの積極的参加 

・My Rotary アカウント登録の増強 

・クラブ活動計画策定及びクラブ目標設定のサポー

ト・アドバイス 

となっております。 

 

佐世保北ロータリークラブ クラブテーマを 

「ロータリーの未来を想像しよう！」です。 

そして「承前啓後」の精神でクラブ運営をしておりま

す。 

佐世保北ロータリークラブが新たな未来を切り拓い

ていく為に 

１）楽しい例会  

２）ＤＥＩの理解  

３）ＲＬＩの推進  

４）親睦  

５）会員増強  

６）ロータリーを学ぶ 

７）４０周年へ 

お願いします。 

①楽しい例会 

・会員ひとりひとりにスポットを当てていく 

・会員交流を図る為、テーブルマスターを置きます。 

・プログラムの充実 

例会場の入口に２つのボードを設置しました。会員の 
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【今  回】会員数   54名  出席  30名    欠      席   9名   出席規定免除会員（7）出席 3名 ビジター 0名   出 席 率  --.--％ 

【前々回】会員数   54名  出席  32名   メークアップ   0名   出席規定免除会員（7）出席 4名                 修正出席率  --.--％ 

佐世保北ロータリークラブ  2022～2023 年度 ＲＩ会長 / ジェニファー・ジョーンズ ガバナー/上村春甫 



皆さんに1年間のテーマ等 

また会員以外にもロータリーの事をわかって頂くよ

う設置します。 

②ＤＥＩの理解 

・多様性（Diversity／ダイバーシティ）・公平さ

(Equity／イクイティ)・ 

開放性（Inclusion／インクルージョン） 

ロータリーは地域コミュニティーから 

グローバルネットワークコミュニティーへ変わって

いきます。 

グローバル化に必要な３条件こそ 

多様性・公平性・開放性 です。 
多様性（ダイバーシティ Diversity）  
ロータリーは幅広く性質の異なる人材(性・国籍・年

齢)の存在を重要と考えます。 

１人では何もできない 

ロータリーにはあなたを支える 

多様な職種と多様な価値観と評価軸が存在します 

公平さ（Equity） 

ロータリーは会員個々の人材に応じた壁のない公平

な扱いの環境と機会均等の手を差し伸べます 

開放性/包括（inclusion） 

ロータリーは壁をなくし、あらゆる人を会員として開

放・包括（Inclusion）、歓迎し、尊重します。 

高いエンゲージメント 

（結びつきつまり親睦）です。 

③RLIの推進 

ＲＬＩの推進（ロータリーリーダーシップ研究会） 

会員のRLIDL研修への参加（地区）をお願いします。 

野口好太郎地区委員がいます。2月からRLIDLの研修が

始まります。 

RLI推進委員会が開催するセミナーへの参加（クラブ） 

ロータリーを理解する→より積極的に活動する→ク

ラブが活性化する 

→ロータリーが楽しくなる 

会員の皆さん積極的な参加をお願いします。 

④親睦 

初代村上寅雄会長、松尾辰二郎幹事から始まった 

佐世保北ロータリークラブ 

村上寅雄会長が言われていた １に親睦２に親睦３

４がなくて5に親睦。親睦の充実がクラブの活性化に

つながります。懇親、交流の場をつくり例会を充実さ

せていくことが必要となります。親睦活動委員会の皆

さんよろしくお願いします。 

⑤会員増強 

今年度目標を5名増としております。 

渡会年度に45名→本年度50名体制へと渡会パスト会

長が示して頂いた道を実現できるように努力してい

きます。 

１）女性会員の入会ＲＩは2023年6月までに30％へと

高い目標を挙げています。 

 現在北ＲＣ会員41名の内4名 9.7％ 目標50名を実

現できるのならば内女性会員が15名となります。 

２）職業分類表の空いているところ、記載のない職種

を中心に（P56） 

３）衛星クラブとの情報共有 

をして会員増強をしていきます。 

⑥ロータリーを学ぶ 

ロータリーの哲学 

Ideal of Service 「奉仕の理想」 

He profits most who serves best「最もよく奉仕す

るものもっとも多く報われる」 

Service above self「他人のことを思いやり 他人の

ために尽くす奉仕」 

職業奉仕を勉強、実践するとビジネスが繁盛する。 

職業奉仕、RLI推進委員会が開催するセミナーへ是非

参加して下さい 

必ず何か得ることが出来ます 

⑦40周年へ 

ホップ渡会会長に40周年への道筋を立てて頂きまし

た。 

ステップ村瀨年度はクラブの未来を切り拓いていく

為に小西幹事と共に頑張っております。 

クラブ40周年へと繋ぐ大切な年度です。 

ジャンプ次年度の松田会長年度です。 

松田会長エレクトは素晴らしい方です。 

必ず最高の40周年になると思います。 

佐世保北ロータリークラブの悲願である 

2023～2024年度 国際ロータリー第2740地区 緒方 

信行ガバナーが就任されます。 

2月より地区行事が始まります。 

4大地区行事として 

地区チーム研修セミナー2月18日（土） 

ホテルオークラJRハウステンボス 

・次年度ガバナー補佐及び次年度地区委員長、委員が

就任に備える。 

・地区ガバナーエレクトに地区指導者チームを築き、 

クラブを支援するようチームの意欲を高める機会

を提供する。 

実行委員長 蒲池 芳明会員 副委員長 船津 学

会員を中心に準備を進めています。 

会長エレクト研修セミナー（PETS）及び次年度幹事

研修セミナー3月19日（日） 

ホテルオークラJRハウステンボス 

(PETS)次年度会長が出席することを義務付けられて

いる。 

実行委員長は佐世保中央RCの牛島 義亮さん副委員

長 八重野一洋さん 川島 千鶴さん 

中央クラブに協力して頂いております。 

地区研修協議会4月23日（日） 

ホテルオークラJRハウステンボス 

次年度クラブリーダー（会長エレクト、次年度幹事等） 

が次年度に備え、チームの協力体制を整える 

実行委員長 藤井 良介会員 副委員長 渥美 大介

会員よろしくお願い致します。 

 

 
 
 



最大の行事が 

地区大会 10 月 28 日（土） 

アルカス SASEBO 

親睦、感銘深い講演と、地区内クラブやRI全般に関す

る問題の討議によってロータリーの綱領を推進する

こと 

10月27日（金）RI会長代理歓迎晩餐会（ホテルオーク

ラJRHTB） 

10月29日（日）記念ゴルフ大会（ハウステンボスCC） 

実行委員長 富田 耕司会員 副委員長 近藤 竜一

会員 この３日間は予定を開けておいて下さい。 

よろしくお願い致します。 

ロータリーのブログ、ロータリーボイスをご存じです

か？ 

メタバースによるロータリークラブ結成についてと

の記事がありました。 

ロータリーボイスより抜粋 

寄稿者：フアナ・マリア・セラノ・マリン（メタバー

ス・ロータリークラブ［スペイン］会長） 

数カ月前、夫が所属するロータリークラブで卓話をし

た人が、バーチャルで交流できる場としてのメタバー

スの可能性について話しました。その後まもなく、私

たちの地区の会員増強委員会メンバーが、メタバース

に新しいクラブを結成することを提案しました。「メ

タバース」とは、ユーザーがバーチャルな拡張現実を

探索できるオンライン上の空間です。ユーザーは、自

分のアバターをつくり、バーチャルな空間で活動や交

流を行うことができます。ウィキペディア（英語版）

には、「社会的なつながりに焦点を置いた3次元の仮

想空間のネットワーク」と定義されています。少なく

とも20年前にはゲームの設計においてメタバース技

術の初期の要素が使われていましたが、今では利用者

を増やしてオンラインでのつながりを広げるために

この技術を採用する企業や団体が増えています。夫も

私も特にバーチャルリアリティに関心があるわけで

はありませんが、人と会ったり、デジタル情報に簡単

にアクセスできる場としてのメタバースの可能性に

関心を引かれています。私は夫の力を借りて、

「Spatial」（読み・スペイシャル）（意味・空間）と

呼ばれる3Dのメタバースプラットフォームを試し、私

たちが提案するクラブのための仮想空間を立ち上げ

はじめました。このアイデアが形になるにつれて、関

心を抱く人が増え、メタバース中心のクラブを地区役

員に提案できるだけの入会候補者が集まりました。11

月12日に対面式で研修を行い、必要な手続きを踏んだ

後、メタバースにおける最初のロータリークラブの一

つとして正式に公表する準備が整いました。11月28

日、創立会員女性15人、男性6人のクラブとして国際

ロータリーから加盟認証されました。会員の平均年齢

は42歳。そのうち二人が20歳で、その一人はローター

アクトクラブから移籍してきた人です。 

・・・・とありました。ビックリしました。 

2023年1月8日～12日アメリカフロリダ州オーランド

国際協議会が開催されました。 

そこで2023-2024年年度テーマが発表されました。 

「世界に希望を生み出そう」です。緒方ガバナーも今

地区方針、目標などまとめられています。 

応援よろしくお願い致します。 

後期も親睦を大切にし、会員一人一人が笑顔で楽し

いクラブになれるように 

引き続き小西幹事、理事役員、そして会員の皆様のご

支援、ご協力を頂きながら 

残りの任期を一生懸命に頑張っていきます。どうぞよ

ろしくお願い致します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《新年会長挨拶》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
皆様新年あけましておめでとうございます。 

今年もよろしくお願い致します。 
先日の新年会では親睦活動委員会の皆様ありがとう

ございました。 
司会初登場の青井会員もしっかりと役割を果たされ

ました。ありがとうございました。 
古希をお迎えになられた宮原会員、喜寿をお迎えにな

られた藤井会員、二ノ宮会員、富田会員、今年一年は

十分に体調等に注意され一年間お過ごし下さい。 
今月は職業奉仕月間になっています。 
職業奉仕とは、 
 
 



※あらゆる職業に携わる中で奉仕の理念の実践をロ

ータリーが培い、支援する 

※「他人のことを思いやり、他人の為につくすこと」 

「ロータリーの目的の」の第２項に 

１．知り合いを広めることによって奉仕の機会とする

こと。 

２．職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はす

べて価値あるものと認識し、 

社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の

職業を高潔なものにすること。 

３．ロータリアン一人一人が、個人として、また事業

および社会生活において、 

日々、奉仕の理念を実践すること。 

４．奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワ

ークを通じて、国際理解、親善、 

平和を推進すること。 

とあります。 

今年度は職業奉仕委員会、RLI 推進委員会連携して

研修会を開催して頂いております。 

また、次回例会は両委員会による職業奉仕についての

第３回クラブフォーラムとなっています。 

入会３年未満の会員の皆様是非ご参加お願い致しま

す。 

本日は新年会長挨拶としてお時間を頂いております。

よろしくお願い致します。 

 
 

 

《幹事報告》 
           小西研一 幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．例会変更 

・佐世保東ＲＣ 

2023年1月12日(木)12：30～ 

 ホテルオークラＪＲハウステンボス「飛鳥の間」 

 →2023年1月12日(木)18：30～  

 ファーストイン早岐 ※福寿会のため 

 

・ハウステンボス佐世保ＲＣ 

 2023年1月10日(火)12：30～ 

 2023年1月24日(火)12：30～ 

 例会場変更：ホテルヨーロッパ 吉翠亭 

 2023年1月31日(火)12：30→18：30～ 

 例会場：ホテルヨーロッパ レンブランサロン 

新年夜例会のため 

２．来 信 

 ・国際ロータリー日本事務局 

  ①職業月間奉仕月間 リソースのご案内 

  ②ＲＩ日本事務局 財団室ＮＥＷＳ 

 ③ＲＩ人頭分担金請求書（人頭分担金＋比例人頭

分担金＋ロータリーマガジン計 265,562 円） 

 

・ガバナー事務所 

 規定審議会改定に関するのお知らせ 

 

・2022～2023 年度ロータリーリーダーシップ研究会

(RLI)研修会受講のご案内 

 パートⅠ：2月5日(日)パートⅡ 3月5日(日) 

パートⅢ：4月2日(日) 

 参加者登録締め切り：1月20日(金) 

 ①2022年手続き要覧、2022年規定審議会で主な改正

箇所の確認のお願い 

 ②世話クラブ・カウンセラー依頼について(お願い) 

 ③2022-2023年度地区資金(後期分)送金のお願い 

  送金期限：1月23日（月）1会員当り3,300円 

 ④2740Ｒ財団委員会 補助金管理セミナーのご案内 

  2月5日(日)13時～ ホテルマリターレ創世 

（佐賀市神野東） 

     

・ガバナーエレクト事務所  

 ①地区チーム研修セミナー開催のご案内 

  2月18日（土）14時 登録開始 15時～17時 

セミナー 17時15分～懇親会 

 ②ポリオプラス委員会委員長推薦状 

 

２．伝達事項 

①今週19日(木)18時30分より、グランドファースト

イン佐世保にて第7回理事会が開催されます。 

担当役員、理事の皆さまはご出席をお願いします。 

②1月6日付でクラブ会費後期分の請求書を衛星ク

ラブ会員も含め発行させて頂いております。今月

31日が締めとなっていますので、お振込み手配を

お願いします。現金でのお支払いも可能ですが、 

大きな金額になりますので、お手数ですが、直接、

事務局までお越し頂きますようお願いします。 

 ③1月になりましたので、本日例会より、配席を変 

更しております。2月までの2ヶ月間はこの配席と 

なりますのでよろしくお願いします。各テーブル 

のテーブルマスターを発表いたします。テーブル 



Ａ：村上英毅会員、テーブルＢ：青井哲夫会員、 

テーブルＣ：馬渡政光会員、テーブルＤ：蒲池芳 

明会員、テーブルＥ：松田信哉会員、テーブルＦ： 

峯徳秀会員、テーブルＧ：公門新治会員 

④次回23日の例会は、職業奉仕委員会・RLI推進委

員会による第3回クラブフォーラムになります。 

 

 ⑤毎回例会時にお願いしておりますポリオプラス

寄付金ですが、前期の寄付金総額66,300円を年末  

に財団に送金しました。皆さまのご協力に感謝い

たします。尚、ポリオウィルス症例数は2020年  

に140症例だったものが、2021年に6症例、2022

年には30症例となっており、確認された国はパキ

スタン、アフガニスタン、モザンビークの3か国

のみとなっています。完全撲滅まであと一歩  

のところまで来ていますので、引き続き、ご協力

をお願いします。 

 

 

《今月の結婚祝い》 

H1.1.15 峯 徳秀、美津子 夫婦 

 

《今月の誕生祝い》 

S.22. 1. 6  富田耕司 会員  

S.20. 1. 2  古賀新二 会員 

S.33. 1. 5 西沢 寛 会員 

S.34. 1. 2 中村祐二 会員 

S.53. 1.14 山口貴史 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《委員会報告》 

 

次年度地区大会実行委員会 地区副幹事ＤＸ担当 

松尾祐輔 委員 

カバナーエレクト事務所の皆様へご案内です。この度、

資料の共有、情報の共有の効率化を図るため、Google

ドライブを活用することになりました。Google ドラ

イブとは、現在皆様が地区大会に向けて着々とご準備

されているかと思いますが、その資料をインターネッ

ト上の一つ箱に保存することで、誰でも閲覧、修正な

どが出来るものになります。 

利用には Google のアカウント登録が必要となります。

詳細は、スタッフ会議の時にご説明させていただきま

す。 

インターアクト委員会 渡会祐二 委員 

1月23日に佐世保高専にインターアクト例会が開催さ

れます。お時間のあられる方はご参加いただけるとあ

りがたいです。よろしくお願いいたします。 

 

小西研一 幹事 

2月23日に、佐世保中央ロータリークラブ主催のイン

ターシティミーティングが九十九島佐世保フラッグ

スで行われます。全員登録を目指しておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 

中村祐二 RLI 推進委員長 

例会終了後に、来週のクラブフォーラムの打ち合わせ

を行いますので、職業奉仕委員会及び RLI 推進委員会

の委員はご集合下さい。 

 

 

《ニコニコボックス》 

山口貴史 親睦活動委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村瀨高広 会長 宮原明夫 副会長 小西研一 幹事 

新年、あけましておめでとうございます。 

本年もよろしくお願いします。 

本日は新年第1回目の例会になります。後期について

も、会員の皆さまと一緒に、ますます楽しい例会にし

ていきましょう！ 

また、7月からは佐世保北ロータリークラブのから緒

方ガバナーが誕生、第2740地区を統括していくことに

なります。緒方ガバナーをクラブ全体で支えることが

できるよう、気を引き締めてしっかりと準備を進めて

いきましょう！ 

本日の卓話は村瀨会長の新年会長挨拶です。村瀨会長

は緒方ガバナーのもと、第2740地区の地区幹事を務め

られます。気合の入った会長挨拶、会員一同、心して

拝聴致します。村瀨会長、よろしくお願いします。 

 

 



二ノ宮 健 会員 

新年会での「賀寿祝い」有り難うございます。 
村瀨会長、小西幹事、早田親睦活動委員長を始め皆様

感謝いたします。 
この一年、健康第一に「利他の心」で研鑽いたします。 
 
峯 徳秀 会員 

結婚記念日のお花ありがとうございました。私も家内

も完全に忘れていましたので助かりました。 
 
富田耕司 会員  藤井良介 会員  渡会祐二 会員  

松田信哉 会員  松永祐司 会員  公門新治 会員 

西沢 寛 会員  井上隆三 会員  早田貴志 会員 

内海一洋 会員 中村祐二 会員  山下雄弘 会員   

山口貴史 会員 松尾祐輔 会員  馬渡政光 会員   

鐘ヶ江和重 会員 野口好太郎 会員 

荒木利恵子 会員 

今日は新年初の例会となります。今年もロータリー活

動頑張りましょう。 
今日の卓話の村瀨会長の新年初のお言葉を会員一同

真剣に拝聴させていただきます。 
村瀨会長本日はよろしくお願いいたします。 
 
 
◆新しい事務局員さんのご紹介◆ 

               紹介者 小西幹事 

新しい事務局員さんをご紹介します。岡本直子さん

です。バスガイドや司会業をされておられます。私と

同じ誕生日なので優秀なことは間違いございません。 
 
             岡本直子 新事務局員 

これより、北ロータリークラブ様にお世話になります。

皆様よろしくお願いいたします。 
 

 
 
 
 

 

 

 

令和5年1月7日（土）祈願祭及び新年会・賀寿祝いが

開催されました。   

《祈願祭》  
於：春日神社 
賀寿対象者：  
・古希（70歳）宮原明夫 会員 

・喜寿（77歳）富田耕司 会員、藤井良介 会員、 

二ノ宮 健 会員      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆《新年会・賀寿祝い》  

於：グランドファーストイン佐世保  
本日、初司会を務めさせていただきます親睦活動委員

会の青井哲夫です。よろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆会長挨拶 村瀨高広 会長 

本年の賀寿対象者の皆様、おめでとうございます。 
また、親睦活動委員会の皆様、ご準備・運営お疲れさ

までした。 
 



 
 

◆賀寿対象者の鯛の塩釜開きの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆新年会のニコニコボックス 

発表者 親睦活動委員会 井手誠博会員 

 
村瀨高広 会長 宮原明夫 副会長 小西研一 幹事 

新年、あけましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願いします。 
本日、午前中は春日神社で厄除け祈願が行われました。

たくさんのメンバーにご参加頂きましたので、より強

い神様のご加護があられるとの宮司さんのお話でし

た。ご参加頂きました会員の皆さま、ありがとうござ

いました。古希を迎えられた宮原明夫会員、喜寿を迎

えれられた藤井良介会員、二ノ宮健会員、富田耕司会

員、おめでとうございます。これからもお身体を大切

に、いつまでも健康でいてください。 
親睦活動委員の皆さま、ご準備ありがとうございます。

本日はよろしく、お願します。  
                  
賀寿対象者 

富田耕司 会員、藤井良介 会員、宮原明夫 会員、 
二ノ宮 健 会員 

 

 

皆様、明けましておめでとうございます。本日は私た

ちに賀寿の御祝いのお世話ありがとうございます。 
本年もよろしくお願いいたします。 
 
福田俊郎 会員  永田武義 会員  峯  徳秀 会員  

蒲池芳明 会員  渡会祐二 会員  松田信哉 会員 

松永祐司 会員  公門新冶 会員  船津  学 会員 

西沢  寛 会員 井上隆三 会員  渥美大介 会員   

村上英毅 会員 戸畑教幸 会員  早田貴志 会員   

中村祐二 会員 青井哲夫 会員 山下雄弘 会員   

福田直美 会員 山口貴史 会員  今井貴文 会員   

井手誠博 会員 馬渡政光 会員 

野口好太郎 会員 荒木利恵子 会員 

明けましておめでとうございます。今年のよろしくお

願いいたします。 
本日、午前中に春日神社で恒例の賀寿祈願祭を滞りな

く行いました。賀寿対象者の富田会員、二ノ宮会員、

藤井会員、宮原会員、誠におめでとうございます。 
新年会は、今年最初の親睦活動委員会の担当行事です。

親睦活動委員会の皆様、今年もよろしくお願いいたし

ます。 
 
フレンドシップロータリー衛生クラブ 

田島 慎 会員  八木順平 会員  八並 学 会員  

柳詰慎一 会員  福田隆幸 会員  隈元祐輔 会員 

長本多聞 会員  河野洋子 会員  田中一善 会員 

西頭翔太郎 会員 富田浩太郎 会員   

 

新年明けましておめでとうございます。 
本日、参加させていただきましてありがとうございま

す。衛生クラブ全員での初参加です。よろしくお願い

いたします。 
 
新年会の様子：賀寿対象者 

二ノ宮 健 会員、藤井良介 会員を囲んで テーブル A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



IT 会報委員会 委員長 / 松田信哉   委員 / 松田亜由美 松尾祐輔 （記事担当 松田信哉） 

本日の合計  26,000 円    累計 949,270 円 

新年会の様子：賀寿対象者、富田耕司 会員 

宮原明夫 会員を囲んで テーブル B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
新年会の様子：テーブル C 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年会の様子：テーブル D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

新年会の様子：テーブル E 

 
 

新年会の様子：テーブル F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新年会終了後の全体写真 

 

◆新年会ニコニコＢＯＸ  53,000 円 

累計 923,270 円 


