
 1 / 11 

 

 蔵前工業会埼玉県支部 2018 年度第 3 回幹事会議事録 

 

日時：2018 年 12 月 1 日（土）17:30～19:00 

場所：シーノ大宮センタービル 7 階・生涯学習センター講座室 3 

出席者：12名（舟田、小田、安田、武笠、吉田、石井、利根川、平原、竹内、沼野、落合、佐藤） 

欠席者：4 名（関谷、河面、矢嶋、菊池） 

当番：（司会）落合  （書記）小田                          （敬称略） 

 

１．2019 年新年会（小田） 

別紙１：スケジュール（案）、プログラム（案）、案内状（案） 

（１）日程 

・日時：2019 年 1 月 27 日（日）12:00～15:00（受付 11:30 から） 

・会場：ホテル「ブリランテ武蔵野」2F「エメラルド C」 

・会費：5,000 円（初参加の蔵前会費納入会員は無料。蔵前カード加入者は 10％割引） 

 

（２）来賓 

   ・東工大：学長 益 一哉（内定）（S57 博電子） 

・蔵前本部：業務執行理事 鈴木登夫（S44 電子、会員部会長兼総務・経営企画部会担当、

蔵前工業会東京支部長、元（株）日立物流社長・会長） 

・如水会：（未定）埼玉県４支部長へ開催案内メールを送付予定（12/1 以降） 

 

（３）留学生及び東工大サークルのプレゼン 

・ベトナム留学生（1 名） 

ド ゴク カン（Mr. Do Ngoc Khanh）（融合理工学系学部３年） 

・マキニスタ（ロボット技術研究会） 

代表 苗村 凌平（機械系３年） 

・マイスター 

人力飛行機部門  北田 菜峰（マイスター代表、材料系学部２年） 

佐藤 綾音（機械系学部２年） 

エコノムーブ部門（電気自動車） 

             石戸 享佑（物理系学部２年） 

・事前打ち合わせ（於 大岡山蔵前会館のカフェ） 

10/14（日）：留学生、舟田、小田 

11/11（日）：マキニスタ、マイスター、小田（→パイロットにも参加要望） 

  ・謝礼（活動支援）：２万円／名（留学生：落合基金） 

５千円／名（サークル：新年会参加者募金） 

⇒秘書室から益学長の出席について連絡がないため確認することになった。 

スケジュール（案）：以下の通り変更された。 
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PC の確認（矢嶋、舟田、小田）⇒PC の確認（利根川、舟田、小田） 

受付：小田（来賓、如水会）⇒平原（来賓、如水会） 

支部 PC 操作：矢嶋⇒利根川 

プログラム（案）：記念写真（参加者全員集合）終了後に参加者が誤って帰宅しないようにす

るため、司会（石井幹事）から学歌斉唱後に閉会する旨注意喚起すること

になった。 

サークル参加者への謝礼：前年度の新年会において１万円／名（支部補助 5 千円、募金 5 千

円）を支給、また支部長開会挨拶でのサークル活動募金の紹介効果により

募金が増えて約３万円の残金（募金総額）があることから、今回の新年会

でも同じ金額の１万円／名（支部補助 5 千円、募金 5 千円）を支給するこ

とになった。 

 

２．講演会・見学会（吉田、関谷：欠席） 

（１）3 月講演会（吉田） 

・日時：2019 年 3 月 2 日(土) 13：30～16：30  

・場所：ソニックシティ 802 会議室 

・講師：実吉 敬二（IDTLab.（株）会長、前東工大放射線総合センター准教授） 

スバル「アイサイト」の衝突回避自動ブレーキ制御システムの開発者  

・演題：未定 

・会費：500 円（学生は無料） 

 ⇒１２月１日発行の蔵前ジャーナル 2018 冬号に 3 月講演会の開催案内記事が掲載。 

 

（２）見学会の開催報告と改善点等（関谷：欠席のためメールにて報告 11/21） 

・開催日：2018 年 11 月 15 日（木） 

・交通機関：JR 国立駅北口に集合（9:40am）、徒歩見学 

・見学ルート：鉄道総研 →（昼食：国立駅前の喫茶グリル）→ 一橋大 → 現地解散（有

志 懇親会：大学通りの中華「バーミヤン」） 

・見学場所 

＜公益財団法人鉄道総合技術研究所＞ 

世話役：蔵前埼玉県支部県東地区 川名英二様 

施設案内者：業務執行理事・久保俊一様、広報・藤川様（所内をマイクロバスで移動） 

見学施設：車両試験装置、集電試験装置、超伝導磁石、周波数変換装置 

 

＜一橋大学＞ 

世話役：如水会埼玉県南支部長 渡邊 徹様（S41 経済、総務部と建物内入館折衝） 

如水会埼玉県東支部 鈴木徹郎様（S39 社会、キャンパス案内を手配。如水会

の一橋植樹会の会員 

見学建物：登録有形文化財の付属図書館 
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・参加費：無料（交通費は自己負担） 

・参加者：見学会 26 名（内如水会 4 名）、懇親会 17 名（内如水会 5 名） 

・開催報告：蔵前ジャーナルへ投稿予定（投稿締切日：2/1、4/1 発行 2019 春号に掲載）、

支部 HP に掲載（河面） 

・改善点等：・・・・・・・ 

 ⇒本部に「飲食代金（昼食代）」について支部活性化補助金の申請を行ったところ、細則３条③

に基づいて、講演会及び見学会又はこれらに準ずる催しに付随する懇親会の飲食代金は、補

助金対象外との回答があった。そのため、次回からは、名目を「交通費補助」として支部活

性化補助金を申請することになった。 

 

３．2019 年総会・講演会（小田、武笠）  

 １）総会 

  2018 年 11 月 1 日（木）大宮ソニックシティにて会場予約抽選（武笠、竹内） 

日時：2019 年 5 月 18 日（土）午後・夜間（13:00～21:30） 

会場：大宮ソニックシティ 901 会議室（定員：45 名） 

 ２）講演会 

講師:三島 良直前学長（S50 修金属） 

演題：未定 

３）懇親会（講演会終了後に同じ会場にて開催予定） 

⇒武笠幹事が金属の同窓会において三島前学長と挨拶を交わし、NEDO の特命審議役に就任した

旨情報入手。 

４．報告事項等 

（１）如水会埼玉県四支部合同例会（舟田、竹内） 

・日時：2018 年 11 月 17 日（日）12:30～15:00 

・会場：大宮 料亭｢一の家｣  

・会費：6, 000 円（半額及び交通費実費を支部から補助） 

・オプショナルツアー（午前）：｢造幣さいたま博物館｣見学 

・蔵前埼玉県支部参加者：舟田支部長、竹内幹事 

・概要：蓼沼 宏一学長による一橋大の現況報告、豊田 優美子如水会事務局長補佐によ

る如水会の活動報告、各支部長による各支部活動報告。舟田支部長による蔵前埼

玉県支部の活動紹介と 11/15（木）蔵前埼玉県支部見学会での如水会の支援に謝

辞。 

    開催支部支部長  南支部 渡邊 徹 氏 

    各支部長挨拶 東支部 齋藤 恵 

           北支部 前嶋 修身 

           西支部 増田 正敏 

           北支部幹事 塩野谷 寛行 
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（２）支部長会報告（舟田） 

開催日：2018 年 11 月 9 日(金)13:30～17:00（東工大蔵前会館 1F くらまえホール） 

概要：益学長から埼玉県支部新年会への参加が内定した旨連絡。  

  ⇒全支部の 2/3 は総会開催のみの活動、地方支部の幹事は主に大学教員。サークルからは、

マイスター（エコノムーブ部門）、ハングライダー部、舞踏研究部（競技ダンス部）の各代表

者が活動状況を紹介。 

 

（３）地区活動報告（各地区幹事 報告のある地区） 

１）県央地区（竹内） 

＜散策会＞ 

・開催日：2018 年 11 月 3 日（土） 

・集合場所：JR 武蔵野線 東浦和駅出口 14:30 

・散策コース（距離：約 5Km、所要時間：約２時間） 

JR 東浦和駅→通船堀→見沼代用水西縁→桜橋→浅間橋→清泰寺（見性院の墓）→JR

東浦和駅 

・懇親会：JR 東浦和駅周辺の居酒屋（3,000 円／名） 

・参加費：無料（交通費は、自己負担） 

⇒参加希望者が３名（竹内幹事、菊池幹事、一般会員）であったが、一般会員が不参加とな

り散策会を中止。４月頃に別途開催予定。 

＜地区懇談会・忘年会（予定）＞ 

・開催日時：2018 年 12 月 8 日（土）15:00～16:45 

・場所：武蔵浦和コミュニティセンター 

・内容：埼玉支部同好会の紹介、近隣散策小冊子「楽しみながら健康づくり」（作者の飯田経

世様（S30 繊維）より 11 部贈呈）について意見交換等 

 

２）県東地区（沼野） 

＜見学会＞ 

・見学場所：首都圏外郭放水路 龍Ｑ館他 

・開催日：2018 年 10 月 24 日（水） 

・集合場所・時間： 東武野田線南桜井駅北口 13:10 集合 

・見学コース：南桜井駅北口→（バス）→龍Ｑ館→設備見学（調圧水槽（地下約 100 段の階

段）、第１立坑）→（バス）→南桜井駅にて解散） 

・参加費：無料（交通費は、各自負担。設備見学料（650 円／名）は、支部補助） 

・参加者：16 名 

⇒雨が心配されたが無事開催。南桜井駅周辺には適当な飲食店がないため懇親会は開催せず。 

＜第 3 回例会（懇話会）予定＞ 

・12 月に予定したが、会場の確保が出来ず、急遽前倒しで 11 月に会場を確保。しかし、話

題提供者との日程調整がつかす 2019 年 1 月に開催予定で計画中。 
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３）県西地区（落合） 

⇒懇話会開催のためのネタ探し中。 

４）県南地区（佐藤） 

⇒忘年会の開催を計画する予定であったが、幹事の日常業務多忙のため断念。 

   ５）県北地区（矢嶋：欠席） 

  ⇒（12/1 メール）12/6（火）に JR 熊谷駅ビル内の飲食店「アズ」で県北地区忘年会を開催

予定。 

（４）くらりかの活動報告（利根川） 

   ⇒特になし。別途取り纏めて報告する予定。 

 

（５）同好会活動報告  

１）ゴルフ（菊地：欠席） 

２）俳句（菊地：欠席） 

  休会 

３）囲碁（小田） 

11 月 17 日（土）に埼玉会館にて総会を開催し、昇級・昇段・成績優秀者を表彰。その後

大会を開催し、成績優秀者を表彰。（総会・大会の参加者：８名）。高齢化の影響もあり、

例会への参加者が年々減少していることから、各地区会員ＭＬを通して３件の同好会への

入会勧誘を図る（別紙２：同好会入会案内（案）） 

   ⇒ゴルフ同好会の問い合わせ先について欠席された菊池幹事に確認した後に入会案内メー

ルを発送することになった。 

（６）その他（報告、提案等） 

   ⇒特になし。 

５．次回幹事会日程（小田） 

  ・開催日時：2019 年 2 月 17 日（日）、17:30～19:00 

・会場： シーノ大宮・生涯学習総合センター講座室 3 

・議題：新年会報告、本年度決算、次年度予算・事業計画等 
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＜別紙１＞ 

別紙１－１  2019 年新年会スケジュール（案） 

 

＜スケジュール：2018.9～2019.2＞ 

9 月 24 日 第２回幹事会にて新年会計画概要確認（後日、マキニスタ及びマイスターのプレゼ

ンを幹事会欠席の落合幹事に依頼） 

10 月  1 日 東工大秘書室へ新年会出席者（学長又は副学長、海外留学生 1名）の検討依頼 

10 月  5 日 東工大秘書室からベトナム留学生の出席連絡 

10 月 10 日 落合幹事からマキニスタ及びマイスターのプレゼン可の連絡 

10 月 14 日 ベトナム留学生と事前打合わせ（大岡山：舟田、小田） 

11 月 11 日 マキニスタ及びマイスターのプレゼン予定者と事前打合わせ（大岡山：小田） 

11 月 11 日 蔵前本部・本房理事・事務局長へ新年会出席者の検討依頼 

11 月 13 日 蔵前本部事務局から鈴木業務執行理事の出席連絡 

12 月  1 日 第 3 回幹事会にてスケジュール（案）、プログラム（案）、案内状（案）等を確認 

   ～15 日 如水会埼玉県４支部長へ新年会案内状、東工大秘書室及び蔵前本部へ新年会プロ

グラムをメール送信（小田） 

        支部会員へ新年会案内状（メール、往復葉書）を送付（回答期日：1/15）（各地区

担当幹事） 

支部 HP へ新年会プログラムを掲載（河面／小田） 

1 月 

～15 日 ブリランテ武蔵野と打合わせ（安田、小田） 

～20 日 各地区出席予定者リストを小田総務担当幹事へ連絡（各地区担当幹事） 

～25 日 新年会出席予定者一覧（配布用、受付用）を作成し、幹事会 ML に送付（小田） 

 出席予定者数（確定）をブリランテ武蔵野へ連絡（小田） 

 27 日（新年会当日） 

    10:30 新年会担当者集合（ブリランテ武蔵野 2F「エメラルド C」） 

        受付準備（各地区担当幹事、安田、小田） 

PC 内学歌（MD）の確認（吉田） 

マイクの確認（石井） 

PC（式次第、母校紹介、留学生・サークルプレゼン、学歌）の確認（利根川、

舟田、小田） 

日章旗、支部旗、卓上用国旗、受付卓上スタンド用地区・来賓案内ビラ（A4）・

東工大サークル活動支援の募金ビラ（A4）・募金箱の準備・確認（小田） 

    11:30 受付開始 

    12:00 開会（支部長挨拶まで受付継続：安田、小田）       

    14:30 閉会、清算（安田、小田）（後日、残金振込み：安田）  

2 月 

～5 日 支部 HP へ新年会報告記事掲載（記事：小田、写真：吉田）（河面） 
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～10 日 蔵前ジャーナル（4/1 発行 2018 春号）へ新年会報告原稿を投稿（小田） 

 

＜新年会会場＞ 

 マイク：ワイヤレス 2 本 

テーブル席：7～8 卓（8～10 名／卓）（配席：来賓、地区別）  

料理：和洋ビュフェ 

 受付卓上スタンド：3 卓（地区・来賓案内 A4 ビラ貼り用） 

 

＜役割分担＞ 

来賓・留学生・サークル対応：舟田支部長（来賓控え室：2F カフェ） 

司会：石井  

受付：各地区担当幹事（竹内、沼野、落合、佐藤、矢嶋）、平原（来賓、如水会） 

写真：吉田 

支部 PC 操作：利根川 

受付用名簿、プログラム冊子、来賓用リボン・胸名札、日章旗・支部旗・卓上用国旗：小田 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

別紙１－２ 蔵前工業会埼玉県支部 2019 年新年会プログラム（案） 

日時：2019 年 1 月 27 日（日）12:00～15:00、受付：11:30～ 

会場：ホテル「ブリランテ武蔵野」2F「エメラルド C」 

 

１．開会（12:00）           司会 石井 正紀幹事 

２．開会挨拶                                 支部長  舟田 饒 

３．来賓挨拶                        東工大 学長    益 一哉（内定）  

４．乾杯の音頭                              副支部長 小田 邦幸 

              ― ご歓談（～13:00） ― 

５．来賓挨拶（13:00）           

                         蔵前工業会 業務執行理事 鈴木 登夫

如水会・埼玉県支部    （未定）  

６．海外留学生プレゼンテーション（13:15）      

ベトナム留学生 ド・ゴク・カン（融合理工学系３年） 

７．サークルプレゼンテーション（13:30）（各 10～15 分） 

（１）「Maquinista（マキニスタ）」（ロボット技術研究会） 

代表 苗村 凌平（機械系３年） 

（２）「Meister（マイスター）」（人力飛行機部門とエコノムーブ部門・電気自動車） 

人力飛行機部門  

代表 北田 菜峰（材料系 学部２年） 
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佐藤 綾音（機械系 学部２年） 

エコノムーブ部門 

                                   石戸 享佑（物理系 学部２年） 

                       ― ティータイム（～14;40） ― 

８．記念写真（参加者全員の集合写真） 

９．斉唱「学歌」            歌唱指導 シュワルベンコール OB（吉田幹事他） 

１０．閉会（15:00） 

       

＜お知らせ＞  

１．今後の支部行事予定 

１）講演会 

日時：2019 年 3 月 2 日(土) 13：30～16：30  

場所：ソニックシティビル 8F  802 会議室（大宮駅西口から徒歩約３分） 

講師：実吉 敬二（IDTLab.（株）会長、前東工大放射線総合センター准教授） 

スバル「アイサイト」の衝突回避自動ブレーキ制御システムの開発者  

演題：未定 

会費：500 円（学生は無料） 

２）総会及び講演会 

日時：2019 年 5 月 18 日（土）午後 

会場：大宮ソニックシティビル 9F  901 会議室（大宮駅西口から徒歩約３分） 

講演会（総会終了後同じ会場にて開催）：  

講師：東工大前学長 三島 良直 

演題：未定 

２）見学会：秋に開催予定（場所：未定） 

 

２．蔵前本部、蔵前埼玉県支部、蔵前理科教室「くらりか」 

ホームページ：蔵前本部（http://www.kuramae.ne.jp/）、 

蔵前埼玉県支部（http://kuramae-saitama.versus.jp/）、 

蔵前理科教室「くらりか」（http://kurarika.net/） 

埼玉県支部ホームページには、支部の行事や同好会（俳句、ゴルフ、囲碁）の案内等が掲載

されておりますので、ご利用下さい。なお、支部同好会及び「くらりか」にご興味がある方

は、「新年会出席者一覧」及び新年会出席者の胸名札に表示されている支部同好会及び「くら

りか」の会員にお問い合わせ下さい。 

３．その他 

＊新年会は、着席ビュッフェ式で、お座席のテーブルは、「新年会出席者一覧」に掲載されて

おります。 

＊衣類・手荷物類（貴重品を除く）は、会場横にあるクロークにお預けください。     

以上 

http://www.kuramae.ne.jp/）、
http://kuramae-saitama.versus.jp/）、
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別紙１－３ 電子メールによる新年会の案内状（案） 

2018 年 12 月吉日 

蔵前工業会埼玉県支部会員の皆様へ 

                                                      蔵前工業会埼玉県支部 

支部長 舟田 饒 

 蔵前工業会埼玉県支部 2019 年新年会のご案内 

 

師走の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

本年中は、蔵前工業会埼玉県支部の活動にご協力頂きましてありがとうございました。 

 

さて、当支部の 2019 年新年会を下記のとおり開催予定ですが、母校の現況紹介（益 一哉学長）、

蔵前工業会及び如水会の活動紹介、海外留学生（ベトナム）及び東工大サークル（ロボコンのマ

キニスタ、人力飛行機部門とエコノムーブ部門・電気自動車のマイスター）によるプレゼンテー

ション等のプログラムをご用意し、皆様のご来場をお待ち申し上げております。 

記 

日 時： 2019 年 1 月 27 日（日）12:00～15:00（受付：11:30～） 

会 場： ホテル「ブリランテ武蔵野」2F「エメラルド C」 

    （所在地）埼玉県さいたま市中央区新都心 2-2   

（電話）048-601-5555（代） 

      （アクセス）JR さいたま新都心駅の西口から与野駅方面に歩行者用デッキを歩いて約 5

分。 

URL: http://www.hotel-brillante.com/ 

会 費： 5,000 円 

        新年会に初参加の蔵前会費納入会員は会費無料となります。また、その他の参加者で蔵

前カード加入者は 4,500 円（10%割引）となりますので、当日受付にて蔵前カードをご

提示下さい。 

 

 つきましては、会場の準備の都合もありますので、下記事項について、2019 年 1 月 15 日（火）

必着にて、○○地区担当幹事（電子メールアドレス：   @    ）宛にご回答を頂きたく

宜しくお願い申し上げます。 

記 

  2019 年新年会に （出席  欠席） します。 

 

１）現住所 

２）電話番号 

これらの個人情報は、支部活動の目的のみに使用させて頂きますので、ご理解ご協力の程宜しく

お願い申し上げます。また、近況連絡・支部へのご要望等がありましたら、ぜひご連絡下さい。          

                                  以上 

http://www.hotel-brillante.com/
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別紙１－４ 往復葉書による新年会の案内状（案） 

 

＜往信用＞ 

蔵前工業会埼玉県支部 2019 年新年会のご案内 

                                                     埼玉県支部長 舟田 饒 

拝啓  

師走の候、皆様ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 さて、2019 年新年会を下記のとおり開催する予定です。母校の現況紹介（益 一哉学長）、ベト

ナム留学生及び東工大サークル（ロボコンのマキニスタ、人力飛行機部門とエコノムーブ部門・

電気自動車のマイスター）によるプレゼン等のプログラムをご用意し、皆様のご来場をお待ち申

し上げております。つきましては、返信用葉書にて、2019 年 1 月 15 日（火）必着にてご出欠の

ご連絡を賜りたく宜しくお願い申し上げます。  

                  敬具 

                記 

日 時：2019 年 1 月 27 日（日）12:00～15:00（受付：11:30～） 

会 場：ホテル「ブリランテ武蔵野」2F「エメラルド C」 

   さいたま市中央区新都心 2-2  

TEL：048-601-5555（代） 

     JR さいたま新都心駅西口から与野駅方面に歩行者用デッキを歩いて約５分。 

会 費：5,000 円（初参加の蔵前会費納入会員は無料。蔵前カード加入者は 4,500 円（10％割引）

となりますので、当日受付にて蔵前カードをご提示下さい。） 

（会場案内図添付） 

 

 

 

＜返信用＞ 

No.         

蔵前工業会埼玉県支部 2019 年新年会出欠回答（2019 年 1 月 15 日（火）必着） 

いずれかを丸で囲んでください。 

    出席   欠席 

現住所： 

電話： 

電子メール： 

 

電子メールの情報は、支部からの各種案内を迅速且つ低コストで支部会員に連絡するために使用

しますので、判読できるように鮮明にご記入頂きたく、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

なお、各個人情報は、支部活動の目的のみに使用します。また、近況連絡・支部へのご要望等は、

以下にご記入下さい。 
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＜別紙２＞ 埼玉県支部同好会への入会案内メール（案） 

 

2018 年 12 月吉日 

蔵前工業会埼玉県支部会員の皆様へ 

                                                      蔵前工業会埼玉県支部 

支部長 舟田 饒 

蔵前工業会埼玉県支部同好会のご案内 

拝啓  

師走の候、皆様ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 

さて、埼玉県支部では会員の皆様の親睦と交流を図るため、同好会としてゴルフ同好会、俳句同

好会及び囲碁同好会の活動を行っておりますが、近年、会員の高齢化に伴い参加者が年々少なく

なっております。 

 

つきましては、ゴルフ、俳句及び囲碁にご興味のある会員の皆様におかれましては、是非同好会

へのご入会についてご検討頂きたく、謹んでご案内申し上げます。 

 

なお、各同好会の活動状況は、埼玉県支部ＨＰの以下のＵＲＬにアクセスして頂き、画面左側の

「同好会活動」からご覧頂くことができます。 

 ＵＲＬ：http://kuramae-saitama.versus.jp/ 

 

１．ゴルフ同好会 

  例年、４月、６月、９月、１０月の金曜日に県内のゴルフ場（ノーザン錦が原ゴルフ場、吉

見ゴルフ場、大麻生ゴルフ場）にて開催し、如水会埼玉県支部の会員の方々も参加されてお

ります。 

  問合せ先：菊池 昭武（te-kikuchi@mug.biglobe.ne.jp）、 

  石浜 傑？ 

２．俳句同好会 

  月１回公民館等で句会を開催しておりましたが、参加する会員が少なくなったため現在休会

中となっておりますが、会員が５名以上になったら再開する予定でおります。 

  問合せ先：菊池 昭武（te-kikuchi@mug.biglobe.ne.jp）  

 

３．囲碁同好会 

  毎月第三土曜日（9:30～17:00）に JR 浦和駅から徒歩数分程度の埼玉会館の会議室にて例会

（囲碁対局）を開催しております。 

   問合せ先：小田 邦幸（odaurawa1122@gmail.com） 

    以上 

http://kuramae-saitama.versus.jp/
mailto:te-kikuchi@mug.biglobe.ne.jp
file:///D:/邦幸/蔵前埼玉県支部/幹事会/2018年度幹事会/第3回幹事会20181201%20講座室3/te-kikuchi@mug.biglobe.ne.jp
file:///D:/邦幸/蔵前埼玉県支部/幹事会/2018年度幹事会/第3回幹事会20181201%20講座室3/odaurawa1122@gmail.com

