国際ロータリー2018～19 年度会長 バリー・ラシン

第 2811 回例会 平成 30 年 9 月 7 日（金）

◇

先月の出席率
・出席奨励
村嶋 隆美 会員増強・維持拡大委員長
先月の出席率は 71.38% でした。今月は納涼例会と親睦旅行がありますので、そちらに出
席できない方は、メイキャップのご協力よろしくお願いします。
◇

月初めのお願い
・Ｓ．Ａ．Ａ．（正）
香取 竜也 会員
今日は月初例会なので、抽選での席決めをさせていただきました。折角の機会です、食事
の時間を中心に親睦を深めていただければと思います。本日はガバナー公式訪問です。ク
ラブ協議会の後、懇親会もございます。皆さま、奮ってご参加下さい。
◇ 点
鐘
神﨑 誠 会長
◇ 国歌斉唱
◇ ロータリーソング
奉仕の理想
◇ 四つのテスト
小寺 眞澄 会員
◇ お客様紹介
2018-19 年度国際ロータリー第 2790 地区
橋岡 久太郎 ガバナー（佐倉中央 RC）
萩原 勇作 地区幹事、国際大会参加推進委員長（佐倉中央 RC）
岩崎 肇 地区幹事（佐倉中央 RC）、佐野 忠信 地区幹事（八千代 RC）
齋藤 初美 地区幹事、月信副委員長（佐倉中央 RC）
第 10 グループ 石川 邦紘 ガバナー補佐、同 横山 英樹 補佐幹事（成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝ RC）
成田コスモポリタン RC
越川 和哉 会員
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◇ 結婚祝い
村嶋 隆美会員（Ｓ55.9.30）、松本 大樹会員（Ｈ3.9.23）
【欠席】
笠原 智会員（Ｈ27.9.5）
◇ 誕生祝い
高橋 晋会員（Ｓ15.9.25）、佐瀬 和年会員（Ｓ22.9.5）
小泉 英夫会員（Ｓ24.9.13）、桜井 誠会員（Ｓ40.9.1）
【欠席】
小池 正昭会員（Ｓ41.9.18）、本宮 昌則会員（Ｓ33.9.11）
伊藤 英徳会員（Ｓ42.9.8）、根本 実会員（Ｓ48.9.13）
◇

ニコニコボックス
諸岡 靖彦 会員：本日、橋岡ガバナーをお迎えして、公式訪問例会に出席
しております事を有り難く思います。来年の今頃の事を想像しながら、今後
の準備と修養に努めてゆこうと存じます。

◇

会長の時間
神﨑 誠 会長
皆様、こんにちは。本日は第 2790 地区ガバナー橋岡久太郎様
の公式訪問例会、クラブ協議会です。また、佐倉中央 RC 地区幹
事の萩原勇作様、同じく岩崎肇様、同じく齋藤初美様、八千代 RC
地区幹事佐野忠信様、第 10 グループガバナー補佐石川邦紘様、
同幹事横山英樹様、成田 CRC 越川和哉様にも訪問頂きました。宜
しくお願いいたします。
台風 21 号は関西地方に上陸・通過しましたが、大変な被害が
発生し、道路・空港といろいろな場所で復旧作業が行われておりますが、各地で停電にな
り、関西空港では A 滑走路が冠水しアクセス用の橋が損壊と、空港機能はマヒ状態です。
この台風は北海道にも被害を及ぼしましたが、昨日は震度７の北海道観測史上最大の地震
が発生し、新千歳空港は閉鎖され、また各地で山崩れや地面の陥没、そして停電などが発
生しており、死亡者、行方不明者も多数で大惨事になっており、大変心配しております。
成田空港や成田市がそうなったらと思いますと、これからの対応・対策や空港の機能強化
の必要性を改めて感じる次第です。
今年の成田市は、成田山開基 1080 年の記念行事や成田空港開港 40 周年記念など、記念
の年となりました。
また、2016 年に北総四都市江戸紀行、城下町佐倉、門前町成田、商家町佐原、港町銚子
が、江戸との交流が盛んだったことが理由で、皆さんもご存知のとおり日本遺産に認定さ
れました。
ロータリークラブでも、本年は、佐倉の橋岡ガバナーが活動・活躍中ですが、来年は成
田の諸岡ガバナーが誕生し、本年後半には三大セミナーが開催されます。成田 RC としても
準備中であります。また 10 月の地区大会には成田 RC 会員もお手伝いに伺う予定です。
本日は、ガバナーの卓話、クラブ協議会そして懇親会を会員一同たのしみにしておりま
す。本日はよろしくご指導をお願いいたしまして挨拶とします。
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◇ 表彰
ロータリー財団
第 3 回ポールハリスフェロー 齊藤

三智夫

会員

◇ 委員会報告
・成田環境ネットワーク
出向者 小宮山 四郎
9 月 4 日に担当者打ち合わせ会議があり、10 月 20 日に恒例の印旛沼ク
リーンハイキングが開催されることが決定いたしました。後ほど回覧さ
せていただきます。大勢の参加、よろしくお願いいたします。昨年は台
風で中止になりましたが、今年は 10 月 20 日（土）の他に、21 日（日）
を予備日に設定いたしました。

会員

・ロータリー財団・米山記念奨学委員会
諸岡 市郎左衛門 委員長
地区ロータリー財団委員会主催の「ロータリー財団セミナー」が 9 月
1 日（土）に千葉市で開催され、成田 RC から神﨑会長、そのお供で私が
出席しましたので、ご報告します。
１．橋岡久太郎ガバナー、諸岡靖彦ガバナーエレクトによる来賓ご挨拶
の後、ロータリー財団への寄付状況、地区補助金・グローバル補助金等
の財団資金の活用状況、補助金に係る制度説明、ポリオ関連の最新情報の紹介などがあり
ました。
２．2018-19 年度の方針として、櫻木英一郎・地区ロータリー財団委員長から、①奉仕プ
ロジェクト委員会とロータリー財団委員会のより一層の連携の強化（奉仕プロジェクトの
活動をロータリー財団の資金が支える）、②地区補助金の上限 30 万円の引上げの検討、③
財団の原資が 3 年前の寄付であり、各クラブの寄付貢献度
を補助金配分に反映する仕組みの検討といった方針が伝
えられました。
また、各クラブには、本セミナーの概要をクラブ内でよ
く情報共有して欲しいとの指示がありました。11 月がロ
ータリー財団月間であり、後日改めて、『週報』にセミナ
ー概要を掲載する予定です。
・米山記念奨学
ローソンかおり リーダー
8 月 25 日（土）、2018-2019 年度地区米山記念奨学委員長セミナーに参
加してまいりました。また当日は橋岡ガバナー、諸岡靖彦ガバナーエレ
クトが来てくださいました。
セミナーではホームカミングにより第 2 代米山親善大使の于 咏（ウ
エイ）さんの講演があり、ご自身の体験談、それから米山奨学委員会、
支援して下さったロータリークラブ会員の皆様への感謝の気持ちを聞くことが出来ました。
またディスカッションを通して、クラブ内での米山委員会への理解度を深めることが出来
ました。詳しくは週報をご覧ください。
また 10 月は米山月間となっており、卓話の開催を予定しておりますので宜しくお願い致
します。
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◇ 幹事報告
平山 秀樹 幹事
【回覧】
・出欠表（第 10 グループ親睦ゴルフコンペ、情報研修会、地区大会）
・RLI 受講状況の確認
・比国育英会バギオ基金より「バギオだより」2018 年９月号
・成田市国際交流協会より「NEWS LETTER」第 231 号
◇

卓話

2018-19 年度国際ロータリー第 2790 地区
橋岡 久太郎 ガバナー（佐倉中央 RC）
皆さん、こんにちは。今年度第 2790 地区 2018-19 年度ガバ
ナーを拝命させていただいております橋岡久太郎と申します。
本日はどうぞよろしくお願い致します。所属は佐倉中央ロー
タリークラブ第 12 グループです。今年度からグループという
名称が使われておりますが、日本は 34 地区のうち大半がグル
ープで分けられています。また、クラブ名にＡＢという呼び
名がありましたが、これも無くしました。これから親しんで
いただければと思います。
本日は、伝統ある成田クラブにお邪魔するにあたり、楽しみにしてまいりました。第一
に、次年度のガバナーになられます諸岡さんが在籍していらっしゃいます。そしてビュー
ホテルの食事は近郷近在のホテルの中でも大変美味しいと噂されております。本日も大変
美味しいローストビーフをいただきました。皆さん、いつもこんなおいしいお食事を召し
上がっていらっしゃるなんてお幸せだなと思いました。公式訪問真っ最中ですが、83 クラ
ブ、色々な例会場において、色々な食事スタイルでなさっていらっしゃいます。皆様方の
例会、お食事はぴか一です。
早速、卓話に入らせていただきますが、その前に能について少しお話をさせていただき
ます。私は能楽を生業としております。今年で職業奉仕 57 年目です。今月で 60 歳、3 歳
から職業奉仕に励んでおります。能楽は、成田山でも薪能を継続されておりますが、継承
されている演劇としては「世界最古」といわれる日本独自の舞台芸術で、600 年以上の歴
史があり、2008 年にユネスコの世界無形文化遺産に指定されております。
●RI 会長テーマ「インスピレーションになろう」
写真は、バリー会長主催の晩さん会の一コマです。1
月、アメリカのサンディエゴ国際競技会でＧＥＴが
行われました。みな同じネクタイをしておりますが、
これは今年度のテーマネクタイです。
国際競技会の会場でしか売っていないネクタイで一
本 150 ドルです、すべて財団への寄付になります。
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●地区テーマ「伝統と未来」
伝統とは、１００余年におよぶロータリーの歴史と「４つのテスト」
未来とは、間もなく訪れる「ポリオゼロ」宣言
ロータリーが１９８５年ポリオ撲滅活動を立ち上げて以来発症率 99.9％減、疾病との戦い
におけるロータリーの成果２５億人の子ども達にポリオの予防ワクチンを提供
●地区サブテーマ ～誇りと連帯感～
ロータリー創世以来の理念を忠実に守り実践
地域、世界で貢献している会員たち
信頼の絆で友情を育むその姿をお近くの樣々な方に見せてください。
●クラブの皆樣へ
2018-19 年度の RI 会長テーマをよく理解して頂き、愉しく充実したクラブライフをお過
ごしください。その姿をお近くの樣々な方に見せてください。
●地区運営ビジョン
①今こそ「ロータリークラブとは」「ロータリアンとは」の世間一般からの問い掛けに一
人一人が明確に自分の考えで答えられる樣に、改めてロータリーの素晴らしさを再考され
てください。
②世界のロータリーは、激動変革の時代を迎えています。日本のロータリーもその流れか
ら外れる事は許されません。
③しかし、日本のロータリーが１００年近い歴史の中で、ロータリー創世以来の理念を
忠実に守り実践してきた良き伝統を誇りに思い、胸を張って継続して行くべきだと考えま
す。
④伝統とは、継続してきた旨を理解し守るものですが、同時に、立ち止まってはいけない
ものでもあります。
⑤マイロータリーに登録されてください。お役に立つ樣々な情報を見ることができます。
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●2019 年 国際大会のご案内（6 月 1 日～5 日 ドイツ・ハンブルグ）
最後に、今日の点鐘の鐘はいつもと違っていたと思いますがいかがで
したでしょうか？
日本のロータリー100 年を祝うために東京ロータリークラブより
寄贈されたものです。34 個作られ、34 地区のガバナーに持たされ
公式訪問の際に会長に点鐘してもらうように言われております。手
元に当地区のクラブ名が記載されたプレートが入っています。今年
度末にこれを全て回収し、ロータリー100 周年を祝う大きなセレモ
ニーを考えていらっしゃるようです。
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ロータリーの友 6 月号

来月の地区大会ですが、今までとプ
ログラムの構成をがらっと変えさせて
いただきました。毎年、遠くからいら
っしゃっる会員の方は、折角の基調講
演を聞かずに帰られてしまいます。そ
のため、午前中に基調講演を持ってき
て、表彰、報告などは午後にいたしま
した。お昼には、美味しいお弁当をご
用意しております。
私を含め地区のチーム、委員会は、
皆様がロータリーを充実して楽しく過
ごすために存在すると私は考えます。
一年間、フル活用してください。一生
懸命努めるつもりでおります。
本日は、ご清聴ありがとうございま
した。
◇

点

鐘

神﨑

誠

◇ 集合写真
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会長

クラブ協議会
司会進行

平山

秀樹

幹事

●クラブ管理運営委員会
小寺 眞澄 委員長
クラブ管理運営（成田ＲＣ プログラム・クラブ会報・親睦・ＲＦ）委員長を仰せつかり
ました小寺です。
クラブ管理運営委員会は、クラブの円滑な運営を行うことが使命となり、五大奉仕のう
ちクラブ奉仕を中心に担う委員会になります。委員会を活動するにあたり例会をはじめ毎
年「祭りを見よう会」から始まり数多くの諸行事が行われる中で、
プ ロ グ ラ ム 諸行事の進行および関係者（他委員会、会場など）との打合せ
ク ラ ブ 会 報 週報等の作成（校正など）および記載記事の収集
親
睦 交流会（ゴルフ、旅行など）の会場設営ならびに開催
ＲＦ（含同好会） 既存同好会の活性および趣味、娯楽による交流の充実
を
リーダー・サブリーダー中心に担当委員全員で活動していただきたいと思います。
また、五大奉仕のうち、残る職業・社会・国際・青少年奉仕やクラブ研修委員会による
研修、そして、ロータリーデーの立案と開催等に委員全員で率先して取り組みます。
ロータリーデーにおいては、まさに本日も大型台風による豪雨など異常気象等種々の自
然災害が起こっております、成田ＲＣの支援活動としては、募金活動を中心に成田高等学
校インターアクトクラブ並びに他クラブ（今現在成田ＣＲＣ）共同で開催することを検討
しております。
また、ロータリーデーは、ロータリー活動を一般の方々によく理解して頂くことも目的
になり、広報・公共イメージ委員会との連携を図ります。
卓話は、新会員卓話、外部卓話、特別月間卓話を昨年同様に行いたいと思います。新会
員の皆様は、自己紹介を含め楽しい卓話をお願いします。特別月間卓話は、「委員会卓話」
的に捉え強化月間にこだわらず各委員会に依頼いたします。各委員会に於いては、委員会
を開催し発表者ならび内容の検討をお願いします。
本年度会長方針である例会参加にソーシャルメディア（SNS）の活用を検討するにあた
り、当委員会に於いては、実施クラブへの訪問・意見交換等を行い報告いたします。また、
SNS を活用することにより、成田ＲＣが一般に広く知られることにも繋がるので、例会や
イベントが興味深く、洞察に富み、重要な内容になるよう企画・運営を検討いたします。
【ガバナー講評】
とても充実されていると思います。成田クラブのホームページはとても見事で、見やすく
て会長挨拶から始まりクラブのいろいろなことが立ち所にわかり、地区内いろいろなクラ
ブでホームページをお持ちですが、その中でも、とてもわかりやすくて見やすい素晴らし
いホームページです。伺うにあたり拝見させていただきましたが、とても感心いたしまし
た。
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●奉仕プロジェクト委員会
甲田 直弘 委員長（代読 矢島 紀昭 リーダー）
今年度、奉仕プロジェクト委員長を担当させて頂きます甲田直弘です、神﨑会長の奉仕に
重点を置くという考えを忠実に実行するため現在は各委員会を早期に実施していただいて
おり万全の態勢で臨んでおります。
直近ではまず、インターアクト年次大会への参加から始まり毎年実施しております中学剣
道大会では大成功を収めた事は、ひとえに青少年奉仕田渕リーダーを中心に 矢野前年度
リーダーとクラブ管理運営 小寺委員長と常に連絡を取り合い 報連相 を実施した賜物
であると思っております。
今、申し上げました通り今年度は委員会の中だけでなく他の委員会と率先して連携を取り
クロスプロモーションの実践も活発に行っていくことがよりよいクラブ運営となると思い
ますので今後も続けていきたいと思います。
その他の委員会としては、職業奉仕委員会は今年度も職場見学などを予定をしており、社
会奉仕委員会では石川年度で実施されました 障がい者施設大成会への再度支援を検討し
ております。
国際奉仕委員会では米山学友のシルネンブヤンジャルガル氏が創設した新モンゴル高専へ
の支援の総括をおこなっていきたいと思います。
さて、今年度地区テーマは「伝統と未来」～誇りと連帯感～となっておりますが
成田クラブとしても現在継続している奉仕の継続、そして未来に向けての新しい奉仕につ
いても会員で模索し、このテーマを忠実に実践していきたいと思っております。
そして最後になりましたが神﨑年度の目玉でもあります「日本ボーイスカウト成田第１団
等広場利用者への衛生設備支援」を全員参加で成功させたいと思いますのでご協力の程宜
しくお願い申し上げます。
【ガバナー講評】
剣道大会については、諸岡ガバナーエレクトからもすばらしいとお話しをお伺いいたして
おりました。成田クラブは、地区内で人数が多く、数は力ということで、まさにそれを色
んな意味で実践されている素晴らしいクラブだと思いますので、剣道大会も続けていかれ
ると良いと思います。他にも職業奉仕や国際奉仕、ボーイスカウトへのトイレ寄贈など大
変すばらしいと思います。そして、その活動された内容をどんどんご発信していただけれ
ばと思います。
◇ 質疑応答
Ｑ）地区の戦略計画について 設楽 正行 会員
近年ＲⅠにおいて、各クラブが活性化した元気なクラブとなるため、戦略計画を策定し、
長期、短期の活動を考えていくよう推奨されています。
当成田クラブは１０年ほど前にＣＬＰを採用する際に長期計画を策定し、戦略計画と同
様に長期、短期の活動目標のもと現在活動をしています。しかし、この１０数年更新され
ないままであり、新たにＲⅠの指標のもと、戦略計画として練り直すべき時期になってい
るのではと思い、今後その策定をしようと考えています。同様に地区内各クラブで戦略計
画策定の動きがあると聞いています。
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地区の組織図を見ますと、地区のための戦略計画室がありますが、地区内各クラブの戦
略計画策定に対する支援のための受け皿というかフォローがどの部門で行われるかについ
て、また戦略計画そのものについてどのようにお考えか、お話いただきたいと思います。
Ａ）橋岡 久太郎 ガバナー
ロータリーは単年度制ですから、それを超えて地区運営をいかにやっていくかと言うこと
でできたものです。今年度は皆様方お一人お一人のためにできることをサポートする体制
のチームを作ったつもりでいます。ですから、ここの部門が必要だと思った時はその委員
長あるいは会長あるいはガバナー補佐を通してどういう形でも結構ですのでおっしゃって
ください。皆様方が充実して楽しい奉仕活動、親睦活動が出来るようにと思って作ったも
のです。どうぞご活用していただければと思っております。
Ｑ）少人数のクラブをどうやって活性化させるか？
諸岡 靖彦 会員
各クラブはそれぞれ歴史と、その間に 会員が刻んで来た様々な活動が 伝統となり、新
しい創意となっています。成田クラブもコスモポリタンクラブを分離した後に会員数が５
０名を割る事態となって、低迷にあえいだ時期がありました。そのときにクラブのリーダ
ーの方々がクラブの改革のためにクラブリーダーシップ・プラン（ＣＬＰ）を採り入れて、
議論を重ねて、クラブの再生に一定の成果をあげて、今一の姿に至っております。橋岡ガ
バナーの所属されている佐倉中央クラブは会員数が２０数名ということですが、クラブ内
が良くまとまっているとお聞きしています。小さくても活動的であるために、どんなクラ
ブ運営をされているのかについて、教えていただきたいと思います。
Ａ）橋岡 久太郎 ガバナー
地区全体の問題としてまた第 10 グループでも人数の少ないクラブがございます。クラブと
全体の方向としてもそれは難しいところです。
私のクラブは 25 名、8 名は女性会員です。秘策はあるかと言われますがないと思います。
それぞれのクラブの事情でいろいろな形のクラブの運営があると思います。6 名のクラブ
もありクラブの運営としては大変ですが生き生きとしてクラブライフを楽しんでいらっし
ゃいました。もともとポールハリスが寂しかったからと 4 人で始まったクラブです。6 人
でも生き生きとして自分たちなりにロータリー活動これからもやっていきますと言う言葉
に対して、私はそれに対してできることがあれば何でもお手伝いしますので何でも言って
くださいと申しました。
それぞれクラブの事情があり近年自由になってきています。会員増強に関してこちらから
お願いして入っていただくというのは、ロータリークラブの組織ではないと思っておりま
す。これはあくまで私の個人的な考えです。ロータリーはその近隣でその業種の一番と言
う方が集まって誇り高く活動するのが日本のロータリークラブだと思います。だからお願
いして入ってもらうべきではない。このクラブに入れることを誇りと思え、名誉と思えと
言う気構えでやっていれば、かえってより一層の会員増強拡大になるのではないかと思っ
ております。“入れていただいて有り難い”そういうクラブを皆様方でお作りになるのが
一番です。
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Ｑ）RI からガバナーに対して少人数のクラブに対してのクレームや指導はあったのでしょ
うか？
石橋 菊太郎 会員
Ａ）橋岡 久太郎 ガバナー
特に、そういう事はありません。
Ｑ）CO-ホストの仕事・役割はありますか？

石橋

菊太郎

会員

Ａ）橋岡 久太郎 ガバナー
ガバナーを選出したクラブが中心になり同じグループ内のクラブが CO-ホストとしてお手
伝いをします。少なくてもどうにかやっていけます。1 人何役もこなしている人数の少な
いクラブは沢山あります。
Ｑ）ＣＬＰ以外にクラブを活性化する手段はありますか？

石橋

菊太郎

会員

Ａ）橋岡 久太郎 ガバナー
採用しているクラブとしていないクラブがあります。何をもって活性化とするか。会員数
が増えてればいいのか。
ロータリーを楽しむ、自分たちでできるなりの奉仕活動をして自分たちなりに自分の考え
たロータリー観でロータリーを楽しんで休むことなく例会に出席する。東京クラブの入会
にあたってのオリエンテーションはとてもシンプルです。
・自分の仕事を一生懸命やってください
・会費を納めて下さい
・出席をしてください
シンプルですが、これが基本です。それを守ってさえいればロータリーそれぞれの考えで
いろんな方と出会ってご自分なりのロータリー観を、存在を広げていけるのではないかな
と思います。
◇ ガバナー補佐挨拶
石川 邦紘 ガバナー補佐
千葉県の中でリーダー的存在である千葉ＲＣは会員数が六十数名
だったのですが、成田クラブの会員数が増えたことにより他のクラ
ブに負けてはいられないと千葉クラブもどんどん増えております。
ある意味、切磋琢磨して良いインパクトになっているのではないで
しょうか。成田クラブは素晴らしい盤石なクラブの運営をされてお
りますので、これからも頑張っていただきたいと思います。
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◇

懇親会

※10 月 1 日より矢野理恵会員の連絡先が変更となります。
【新連絡先】
住 所 〒101-8350 東京都千代田区西神田 1-4-5 東光電気工事ビル５階
会社名 株式会社ブレイン・サプライ
役職 取締役
ＴＥＬ：03-6273-7437
ＦＡＸ：03-6273-7438
ＭＡＩＬ：yano_rie1224@yahoo.co.jp（9 月 21 日より）
出席表
会員数
７１
ＭＡＫＥ ＵＰ

出席義務者数

出席数

欠席数

出席率

前回補正

４４

２５

６３．７７％

６９．５７％

６９
ＣＡＲＤ
氏

名

月

渡辺

孝

諸岡

靖彦、小寺 眞澄、甲田 直弘、土井 豊彦

神﨑

誠、諸岡

渡辺

孝

会員

8 月 29 日

高橋

晋

会員

8 月 30 日

佐瀬

和年、佐藤 英雄、矢野 理恵

小宮山
諸岡
菊地

会員

日

四郎

8 月 22 日

正徳、平山

秀樹、村嶋

各会員

隆美、笠原

智

8 月 25 日
各会員

各会員

会員

靖彦、成田 温、神﨑
貴、平山 秀樹、堀口

誠、諸岡 市郎左衛門、村嶋
路加 各会員

隆美

8 月 25 日

ク ラ ブ 名
成田コスモポリタン
ロータリークラブ
第 52 回インターアクト
年次大会
地区会員増強・維持拡大
セミナー
成田コスモポリタンロー
タリークラブ
白井ロータリークラブ

9月1日

第一回 RLI ブラッシュ
アップ研修会

9月4日

印旛沼クリーンハイキン
グ担当者打ち合わせ会議

諸岡ガバナー年度ガバ

9 月 9 日 ナー補佐予定者会議

例会場 成田ビューホテル
電話 0476-32-1111
例会日 金曜日 12：30
例会出欠連絡先（直通）
電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078

事務局 〒286-0127 成田市小菅 700
成田ビューホテル内
電話／FAX 0476-33-8786
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