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本日　９月14日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　公　式　訪　問

次週　９月21日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「母国のこと、そして日本に来て7年間のこと」

米山記念奨学生 田　甘霖 さん

第2545回　例会報告／令和４年８月31日　天候　曇り
◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇来訪ロータリアン
　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　曽我博明 氏（中芸ＲＣ）
　同行者　坂本　雅 氏（中芸ＲＣ）
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
本日は、曽我ガバナー補
佐並びに同行の坂本様を
お迎えしての例会です。
後ほど卓話をいただきま
すので、よろしくお願い

いたします。
　なかなかコロナの感染者の数も、低点に移
るとか移らないとか混乱していますが、やは
り世界的にも経済的にも結構、最初は大した
ことないかなと、私個人的にも思っていまし
たけど、われわれ零細中小企業の集まりであ
るロータリアンも、内心は経営的にいろんな
思いがあるんじゃないかと思うんですね。な
ので、そういう環境にいます。私の専門の仕
事的なことをいうと、ややスタグフレーショ
ンといいますか、つまり、インフレは進むけ
ど賃金は上がらない、景気は悪くなるという
ようなことで、最悪の経済状況のことを指す
んですけども。ちょっとそれの感じが拭えな
いんで、さてこれから、自分の仕事も含めて
どうしたものかなというふうに思ってるとこ
なんですが。

　ちょうどたまたま今期、私達の年度で、こ
の前の規定審議会を反映した定款ならびに細
則を書き直さなければいけないということが
あったんですけど、ついにＲＩの方から、日
本語訳のものが出てきました。それで、改め
てちょっと勉強のために見ておりましたら、
先ほどの自分たちの仕事のことも絡めますけ
ども、定款、普段あんまり皆さん、見たこと
もないと思うんですけど、私もあまり見たこ
とないんですけど、今回の国際ロータリーの
定款の第３条、それから標準定款、我々がも
う100％このまま取り入れなければいけない
ロータリーの標準定款、ロータリークラブ定
款なんですけれども、その３条を改めて、す
みません、標準定款は５条ですね。目的とい
うのがありましてね、最近長くといいますか、
私もそれほど長くはないんですけど、ロータ
リー歴が。自分の入会のときから追ってきま
すと、いつの間にかといいますか、我々の本
分である職業奉仕に関する勉強する機会が、
ちょっとやっぱり減ってきているなというこ
とがあって、私個人的にはロータリーの職業
奉仕に関する理念といいますか、そういった
ものというのは、非常に素晴らしいと思って
いますが、その辺があまり表に出ないのが残
念だなと思ってましたら、何のことはない。
　最も重要な、ロータリーの目的というとこ
ろに、はっきり、しっかり書かれてますので、
ぜひまた皆さん、これを機会に、必ず机の中
のどこかにあると思いますので、ロータリー
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の目的を改めて見て、自分の経営に役に立て
ると、私は個人的に思ってますので、生意気
な申し上げ方ですけど、その目的について、
ちょっと読みますね。
　ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎
として奉仕の理念を奨励し、これを育むこと
にある。具体的には、次の各項を奨励するこ
とにある。
第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。

　この「奉仕の機会」というのは、英文なん
かで確認しますと、やはりサービスですから
職業的な奉仕という意味合いに取っていただ
いていいと思います。
第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。

　「職業上の」というのは、英語でもビジネ
スとプロフェッショナルと両方、プロフェッ
ショナルというのは専門業ですよね、お医者
さんとか税理士とか司法書士とか、そういう
方々のことなんですが、もちろん、プロのス
ポーツ選手もそうなんですけど、
第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。
第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。

　ということで、まさに、ロータリーの目的
というのは、職業上のことに全て、職業上の
諸々のスキルアップを通じて、それがいろん
なものにつながっていくんだというように、
高らかに謳われてるんですけれども、普段、
私ちょっと忘れてました。この目的というと
ころをね。はっきり確認するのを忘れてまし
たけども、改めて皆さんにご報告すると同時
に、再認識していきたいと思います。
◇米山記念奨学委員会より
　世界米山学友により2023年８月５日、６日
に開催される再開in関東100人合唱祭の参加
者募集及びビジネス紹介の出店者の募集の案
内が来ています。締切は12月31日です。
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、第３回クラブ協議会を行
います。
・高知県のコロナ対応ステージが、特別対策
（紫）高知県BA.５対策強化宣言ですの
で、もし体調に不安を感じる方は、事務局
または幹事までご連絡ください。メイ
キャップなしとなっています。

•浦田健治　曽我ガバナー補佐と坂本様のご
来訪たまわり、ありがとうございました。
•鬼田知明　曽我ガバナー補佐、坂本さん、
本日は東クラブにお越しいただきありがとう
ございました。
•𠮷永光男　第Ⅰ分区曽我ガバナー補佐、随

行員の坂本さん、訪問ありがとうございまし
た。今後ともよろしくお願いいたします。
•森田倫光　日曜日のスーツ仕立て会、たく
さんの会員の皆様にご来場いただきありがと
うございました。大盛況でした！
•竹村克彦　曽我ガバナー補佐、ようこそ高
知東クラブへ。
◇遅刻・早退　１件

　私は、今中芸ＲＣに所属しています。2011
年に入会して、10年余り、前年度に会長、
前々度には幹事を務めました。
　再来週のガバナー公式訪問で、概ねＲＩ会
長の方針や、2670地区の活動方針については
ガバナーがお話をされると思います。八田ガ
バナーは、「環境」を主なテーマとされてお
り、地区大会でも海洋プラスチックについて、
講師を招いてのお話があるようですので、本

日、私は自分の仕事のことなどを、少しお話
したいと思います。
　中芸地区には５カ町村があり、私はその中
の奈半利町で司法書士と行政書士事務所を開
業しています。平成13年に国家試験に合格し
て、その後、数年勤めた後、平成18年に独立
しました。大学で法学部に入っていたという
ことで、何となく司法書士の仕事を選びまし
た。

　司法書士は、不動産の登記を主な業務とし
ています。
　私達の仕事は、普通は、銀行や不動産屋さ
んから紹介がありますが、私が事務所を構え
た当初は、銀行さんもお得意さんがありまし
たし、近くにあった１社の不動産屋さんも３
年ぐらいで辞めてしまい、何も仕事がありま
せんでした。事務所を構えて半年の間に、頼
まれたのは登記簿を取ってという１件と、銀
行さんから試しに担保を消してほしいという
相談を受けたぐらいでした。そんな中、債務
整理という仕事があって、サラ金などの多重
債務の整理、借金を抱えた人の相談などを受
けて、何とか生計を立てていました。
　７、８年ぐらい前からは、債務整理の仕事
もなくなってきましたが、少しずつ地元で名
前が知られて固定されてきて、不動産登記や
会社の登記の仕事、さらに成年後見の仕事が
増えてきました。現在は、割合でいうと、登
記が７、成年後見や財産管理が３ぐらいです。
皆さんも、最近ではＩＴの導入など仕事の内
容も変わっていると思いますが、我々の業界
でも、遺産承継業務などに手を広げたり、信
託業務にシフトしたり、時代によって仕事の
中身が変化しています。
　例えば、皆さんが司法書士や弁護士や税理
士に相談にいくとき、こんなところに気をつ
けていただいたらという例をお話します。
　先日、私の事務所に、名前だけを名乗って
土地を買いたいという方がきました。どの土
地か、誰から買いたいかと聞いても分からな
い。ただ、うちの事務所に来れば何とかして
くれると思ってきた。地図を見せて、大体の
場所を聞いて、調べて、ここにこういう人が
いるので、この人に相談に行ってから、また
うちへ来てくださいと。つまり、お客さんは、
うちに来れば何でもしてくれると思っていた。
よくある話かもしれませんが、こちらとして
は、相手も分からない、土地も分からない、

その状態では何をしていいかは分かりません。
お客さんと私たちの間にギャップがあります。
　慣れたお客さんは、土地も相手も調べて話
をつけて、うちでは、こういう登記をしてく
ださい。と言ってきますが、分からない人は、
何を持ってきたらいいかも分からない。相談
する内容も、登記だなぐらいしか分からない。
私達がパソコンが壊れて相談するとき、壊れ
た状態や、箇所の説明がうまくできないのと
同じだと思います。
　また、田舎だとアポなしでお客さんが、な
おかつ手ぶらでくる方がいます。そうすると、
対応しなければいけませんので、予約を取っ
ている方が後回しになるという変なことが起
こります。さらに、先に見積もりだけを教え
てと言って来る方もいます。とりあえず、土
地を買いたい、親から名義を変えたいといえ
ば、ポンと見積もりが出ると思っているので
しょうが、その程度の情報では見積もりは出
せません。最初がきちんとできていないと、
正確な見積もりは出ません。結局、後で、追
加の費用が必要になったりして揉めたりしま
す。
　皆さんも、もし相談に行かれるときには、
まず予約をして、持っていくもの、いつ、ど
こで、誰と、何をしたいか、資料を構えて、
必要なことはメモをして持っていくといった
ことが大事だと思います。特に成年後見人の
場合は、他人の財産を管理するわけですが、
本人さんが亡くなったりするまでは、後見業
務は続きます。考えるよりずっとお金も時間
も手間も掛かって、お客さんの思うようにい
かないことが多々あります。相談に行ったか
ら必ず何とかなるではなくて、何ともならな
いという結論もあります。それを見極めるた
めには、やはり最初に十分な情報が必要です
ので、その点は、気をつけていただきたいと
思います。
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　私は、今中芸ＲＣに所属しています。2011
年に入会して、10年余り、前年度に会長、
前々度には幹事を務めました。
　再来週のガバナー公式訪問で、概ねＲＩ会
長の方針や、2670地区の活動方針については
ガバナーがお話をされると思います。八田ガ
バナーは、「環境」を主なテーマとされてお
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整理という仕事があって、サラ金などの多重
債務の整理、借金を抱えた人の相談などを受
けて、何とか生計を立てていました。
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地か、誰から買いたいかと聞いても分からな
い。ただ、うちの事務所に来れば何とかして
くれると思ってきた。地図を見せて、大体の
場所を聞いて、調べて、ここにこういう人が
いるので、この人に相談に行ってから、また
うちへ来てくださいと。つまり、お客さんは、
うちに来れば何でもしてくれると思っていた。
よくある話かもしれませんが、こちらとして
は、相手も分からない、土地も分からない、

その状態では何をしていいかは分かりません。
お客さんと私たちの間にギャップがあります。
　慣れたお客さんは、土地も相手も調べて話
をつけて、うちでは、こういう登記をしてく
ださい。と言ってきますが、分からない人は、
何を持ってきたらいいかも分からない。相談
する内容も、登記だなぐらいしか分からない。
私達がパソコンが壊れて相談するとき、壊れ
た状態や、箇所の説明がうまくできないのと
同じだと思います。
　また、田舎だとアポなしでお客さんが、な
おかつ手ぶらでくる方がいます。そうすると、
対応しなければいけませんので、予約を取っ
ている方が後回しになるという変なことが起
こります。さらに、先に見積もりだけを教え
てと言って来る方もいます。とりあえず、土
地を買いたい、親から名義を変えたいといえ
ば、ポンと見積もりが出ると思っているので
しょうが、その程度の情報では見積もりは出
せません。最初がきちんとできていないと、
正確な見積もりは出ません。結局、後で、追
加の費用が必要になったりして揉めたりしま
す。
　皆さんも、もし相談に行かれるときには、
まず予約をして、持っていくもの、いつ、ど
こで、誰と、何をしたいか、資料を構えて、
必要なことはメモをして持っていくといった
ことが大事だと思います。特に成年後見人の
場合は、他人の財産を管理するわけですが、
本人さんが亡くなったりするまでは、後見業
務は続きます。考えるよりずっとお金も時間
も手間も掛かって、お客さんの思うようにい
かないことが多々あります。相談に行ったか
ら必ず何とかなるではなくて、何ともならな
いという結論もあります。それを見極めるた
めには、やはり最初に十分な情報が必要です
ので、その点は、気をつけていただきたいと
思います。



◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇来訪ロータリアン
　高知第Ⅰ分区ガバナー補佐
　　曽我博明 氏（中芸ＲＣ）
　同行者　坂本　雅 氏（中芸ＲＣ）
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
本日は、曽我ガバナー補
佐並びに同行の坂本様を
お迎えしての例会です。
後ほど卓話をいただきま
すので、よろしくお願い

いたします。
　なかなかコロナの感染者の数も、低点に移
るとか移らないとか混乱していますが、やは
り世界的にも経済的にも結構、最初は大した
ことないかなと、私個人的にも思っていまし
たけど、われわれ零細中小企業の集まりであ
るロータリアンも、内心は経営的にいろんな
思いがあるんじゃないかと思うんですね。な
ので、そういう環境にいます。私の専門の仕
事的なことをいうと、ややスタグフレーショ
ンといいますか、つまり、インフレは進むけ
ど賃金は上がらない、景気は悪くなるという
ようなことで、最悪の経済状況のことを指す
んですけども。ちょっとそれの感じが拭えな
いんで、さてこれから、自分の仕事も含めて
どうしたものかなというふうに思ってるとこ
なんですが。

　ちょうどたまたま今期、私達の年度で、こ
の前の規定審議会を反映した定款ならびに細
則を書き直さなければいけないということが
あったんですけど、ついにＲＩの方から、日
本語訳のものが出てきました。それで、改め
てちょっと勉強のために見ておりましたら、
先ほどの自分たちの仕事のことも絡めますけ
ども、定款、普段あんまり皆さん、見たこと
もないと思うんですけど、私もあまり見たこ
とないんですけど、今回の国際ロータリーの
定款の第３条、それから標準定款、我々がも
う100％このまま取り入れなければいけない
ロータリーの標準定款、ロータリークラブ定
款なんですけれども、その３条を改めて、す
みません、標準定款は５条ですね。目的とい
うのがありましてね、最近長くといいますか、
私もそれほど長くはないんですけど、ロータ
リー歴が。自分の入会のときから追ってきま
すと、いつの間にかといいますか、我々の本
分である職業奉仕に関する勉強する機会が、
ちょっとやっぱり減ってきているなというこ
とがあって、私個人的にはロータリーの職業
奉仕に関する理念といいますか、そういった
ものというのは、非常に素晴らしいと思って
いますが、その辺があまり表に出ないのが残
念だなと思ってましたら、何のことはない。
　最も重要な、ロータリーの目的というとこ
ろに、はっきり、しっかり書かれてますので、
ぜひまた皆さん、これを機会に、必ず机の中
のどこかにあると思いますので、ロータリー
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の目的を改めて見て、自分の経営に役に立て
ると、私は個人的に思ってますので、生意気
な申し上げ方ですけど、その目的について、
ちょっと読みますね。
　ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎
として奉仕の理念を奨励し、これを育むこと
にある。具体的には、次の各項を奨励するこ
とにある。
第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。

　この「奉仕の機会」というのは、英文なん
かで確認しますと、やはりサービスですから
職業的な奉仕という意味合いに取っていただ
いていいと思います。
第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。

　「職業上の」というのは、英語でもビジネ
スとプロフェッショナルと両方、プロフェッ
ショナルというのは専門業ですよね、お医者
さんとか税理士とか司法書士とか、そういう
方々のことなんですが、もちろん、プロのス
ポーツ選手もそうなんですけど、
第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。
第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。

　ということで、まさに、ロータリーの目的
というのは、職業上のことに全て、職業上の
諸々のスキルアップを通じて、それがいろん
なものにつながっていくんだというように、
高らかに謳われてるんですけれども、普段、
私ちょっと忘れてました。この目的というと
ころをね。はっきり確認するのを忘れてまし
たけども、改めて皆さんにご報告すると同時
に、再認識していきたいと思います。
◇米山記念奨学委員会より
　世界米山学友により2023年８月５日、６日
に開催される再開in関東100人合唱祭の参加
者募集及びビジネス紹介の出店者の募集の案
内が来ています。締切は12月31日です。
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、第３回クラブ協議会を行
います。
・高知県のコロナ対応ステージが、特別対策
（紫）高知県BA.５対策強化宣言ですの
で、もし体調に不安を感じる方は、事務局
または幹事までご連絡ください。メイ
キャップなしとなっています。

•浦田健治　曽我ガバナー補佐と坂本様のご
来訪たまわり、ありがとうございました。
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　例えば、皆さんが司法書士や弁護士や税理
士に相談にいくとき、こんなところに気をつ
けていただいたらという例をお話します。
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よくある話かもしれませんが、こちらとして
は、相手も分からない、土地も分からない、
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　また、田舎だとアポなしでお客さんが、な
おかつ手ぶらでくる方がいます。そうすると、
対応しなければいけませんので、予約を取っ
ている方が後回しになるという変なことが起
こります。さらに、先に見積もりだけを教え
てと言って来る方もいます。とりあえず、土
地を買いたい、親から名義を変えたいといえ
ば、ポンと見積もりが出ると思っているので
しょうが、その程度の情報では見積もりは出
せません。最初がきちんとできていないと、
正確な見積もりは出ません。結局、後で、追
加の費用が必要になったりして揉めたりしま
す。
　皆さんも、もし相談に行かれるときには、
まず予約をして、持っていくもの、いつ、ど
こで、誰と、何をしたいか、資料を構えて、
必要なことはメモをして持っていくといった
ことが大事だと思います。特に成年後見人の
場合は、他人の財産を管理するわけですが、
本人さんが亡くなったりするまでは、後見業
務は続きます。考えるよりずっとお金も時間
も手間も掛かって、お客さんの思うようにい
かないことが多々あります。相談に行ったか
ら必ず何とかなるではなくて、何ともならな
いという結論もあります。それを見極めるた
めには、やはり最初に十分な情報が必要です
ので、その点は、気をつけていただきたいと
思います。
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かで確認しますと、やはりサービスですから
職業的な奉仕という意味合いに取っていただ
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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。

　「職業上の」というのは、英語でもビジネ
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８月31日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
９月20日㈫～22日㈭　18：30（得月樓）
　情報集会
９月28日㈬　役員会
10月５日㈬　定例理事会
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・高知県のコロナ対応ステージが、特別対策
（紫）高知県BA.５対策強化宣言ですの
で、もし体調に不安を感じる方は、事務局
または幹事までご連絡ください。メイ
キャップなしとなっています。

•浦田健治　曽我ガバナー補佐と坂本様のご
来訪たまわり、ありがとうございました。
•鬼田知明　曽我ガバナー補佐、坂本さん、
本日は東クラブにお越しいただきありがとう
ございました。
•𠮷永光男　第Ⅰ分区曽我ガバナー補佐、随

行員の坂本さん、訪問ありがとうございまし
た。今後ともよろしくお願いいたします。
•森田倫光　日曜日のスーツ仕立て会、たく
さんの会員の皆様にご来場いただきありがと
うございました。大盛況でした！
•竹村克彦　曽我ガバナー補佐、ようこそ高
知東クラブへ。
◇遅刻・早退　１件

　私は、今中芸ＲＣに所属しています。2011
年に入会して、10年余り、前年度に会長、
前々度には幹事を務めました。
　再来週のガバナー公式訪問で、概ねＲＩ会
長の方針や、2670地区の活動方針については
ガバナーがお話をされると思います。八田ガ
バナーは、「環境」を主なテーマとされてお
り、地区大会でも海洋プラスチックについて、
講師を招いてのお話があるようですので、本

日、私は自分の仕事のことなどを、少しお話
したいと思います。
　中芸地区には５カ町村があり、私はその中
の奈半利町で司法書士と行政書士事務所を開
業しています。平成13年に国家試験に合格し
て、その後、数年勤めた後、平成18年に独立
しました。大学で法学部に入っていたという
ことで、何となく司法書士の仕事を選びまし
た。

　司法書士は、不動産の登記を主な業務とし
ています。
　私達の仕事は、普通は、銀行や不動産屋さ
んから紹介がありますが、私が事務所を構え
た当初は、銀行さんもお得意さんがありまし
たし、近くにあった１社の不動産屋さんも３
年ぐらいで辞めてしまい、何も仕事がありま
せんでした。事務所を構えて半年の間に、頼
まれたのは登記簿を取ってという１件と、銀
行さんから試しに担保を消してほしいという
相談を受けたぐらいでした。そんな中、債務
整理という仕事があって、サラ金などの多重
債務の整理、借金を抱えた人の相談などを受
けて、何とか生計を立てていました。
　７、８年ぐらい前からは、債務整理の仕事
もなくなってきましたが、少しずつ地元で名
前が知られて固定されてきて、不動産登記や
会社の登記の仕事、さらに成年後見の仕事が
増えてきました。現在は、割合でいうと、登
記が７、成年後見や財産管理が３ぐらいです。
皆さんも、最近ではＩＴの導入など仕事の内
容も変わっていると思いますが、我々の業界
でも、遺産承継業務などに手を広げたり、信
託業務にシフトしたり、時代によって仕事の
中身が変化しています。
　例えば、皆さんが司法書士や弁護士や税理
士に相談にいくとき、こんなところに気をつ
けていただいたらという例をお話します。
　先日、私の事務所に、名前だけを名乗って
土地を買いたいという方がきました。どの土
地か、誰から買いたいかと聞いても分からな
い。ただ、うちの事務所に来れば何とかして
くれると思ってきた。地図を見せて、大体の
場所を聞いて、調べて、ここにこういう人が
いるので、この人に相談に行ってから、また
うちへ来てくださいと。つまり、お客さんは、
うちに来れば何でもしてくれると思っていた。
よくある話かもしれませんが、こちらとして
は、相手も分からない、土地も分からない、

その状態では何をしていいかは分かりません。
お客さんと私たちの間にギャップがあります。
　慣れたお客さんは、土地も相手も調べて話
をつけて、うちでは、こういう登記をしてく
ださい。と言ってきますが、分からない人は、
何を持ってきたらいいかも分からない。相談
する内容も、登記だなぐらいしか分からない。
私達がパソコンが壊れて相談するとき、壊れ
た状態や、箇所の説明がうまくできないのと
同じだと思います。
　また、田舎だとアポなしでお客さんが、な
おかつ手ぶらでくる方がいます。そうすると、
対応しなければいけませんので、予約を取っ
ている方が後回しになるという変なことが起
こります。さらに、先に見積もりだけを教え
てと言って来る方もいます。とりあえず、土
地を買いたい、親から名義を変えたいといえ
ば、ポンと見積もりが出ると思っているので
しょうが、その程度の情報では見積もりは出
せません。最初がきちんとできていないと、
正確な見積もりは出ません。結局、後で、追
加の費用が必要になったりして揉めたりしま
す。
　皆さんも、もし相談に行かれるときには、
まず予約をして、持っていくもの、いつ、ど
こで、誰と、何をしたいか、資料を構えて、
必要なことはメモをして持っていくといった
ことが大事だと思います。特に成年後見人の
場合は、他人の財産を管理するわけですが、
本人さんが亡くなったりするまでは、後見業
務は続きます。考えるよりずっとお金も時間
も手間も掛かって、お客さんの思うようにい
かないことが多々あります。相談に行ったか
ら必ず何とかなるではなくて、何ともならな
いという結論もあります。それを見極めるた
めには、やはり最初に十分な情報が必要です
ので、その点は、気をつけていただきたいと
思います。

● 出席率報告 ●

８月31日
８月17日

総数
 54
 54

出席
40
35

欠席
0
0

メイク
アップ HC出席率

74.07％
64.81％

出席率
100％
100％

14
19
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