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前回の例会 
2016年 11月 13 日(日)第 1730回  

例会変更及び「第 6回子ども囲碁フェスタ・堺」 

 

 

 

 

 

前々回の例会  

2016年 11月 4日(金)第 1729回  

卓 話「ロータリー財団フォーラム」 

卓話者 山中 喜八郎 委員長 

今週の歌「君が代」「奉仕の理想」 

    「バースデーソング」 

お客様の紹介  

出席報告・会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇会員・奥様誕生祝い(１１月度) 

 田口 隆会員(12 日) 木畑明子様(16 日) 

〇結婚記念祝い(１１月度) 

 宇瀬治夫会員( 3 日) 米澤邦明会員( 4日) 

 山ノ内修一会員(16日)中田  学会員(18日) 

 塩見 守会員(18 日)  奥野圭作会員(19日) 

 三上尚嘉会員(23 日) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 

 

 

 

 

2016年 11月 18日 第 1729号・第 1730号 

2016年 11月 18日(金)第 1731回  

卓 話 「緊急援助消防隊について」 

卓話者 堺市堺消防署 第一警防課長  

消防司令長 神山 孝氏 

紹介者 米澤邦明会員 

今週の歌「日も風も星も」「堺北 RCの歌」 

お客様の紹介  

出席報告・会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇皆出席表彰(１１月度) 

 池田茂雄会員(第３４回) 

  

 

 

 

 
2016-17 年度 国際ロータリーのテーマ 

「人類に奉仕するロータリー」 

国際ロータリー会長 ジョン F.ジャーム（米国・チャタヌーガ RC） 

本日の例会 

 

時間 

 

2016年 11月 25日(金)第 1732回  

卓 話「堺市における危機管理について」 

卓話者 堺市危機管理室課 

紹介者 國井 豊 会員 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか 

事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西 2丁 1番 30号 ポピア南海 3階 302号 

Tel（072)223-2300番  Fax(072)223-5005番 

URL     : http://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

例会日 毎週金曜日 午後 0時 30分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 Tel:(072)222-0131番（代表）  

ガバナー(第 2640地区)  ： 福井 隆一郎 

ガバナー事務所  URL   ： http://rid2640g.com/fukui/  
        E-mail ： fukui2016@wind.ocn.ne.jp 
会長：中田 学  幹事：笹山悦夫  広報委員長：坂田兼則  編集者：嶽盛和三 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10 月 8日 

次週の例会 

 

時間 

 
＜１１月４日(金)の出席報告＞ 

会 員 数            31 名 

出席会員            24 名 

欠席会員               7 名 

ゲスト            1 名 

ビジター                   0 名 

9 月 23 日(金)の出席率     93.75％ 

＜１１月１３日(日)の出席報告＞ 
会 員 数            31 名 
出席会員            24 名 
欠席会員               7 名 
ゲスト            1 名 
ビジター                   0 名 
9 月 23 日(金)の出席率     93.75％ 
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「ロータリー財団」フォーラム 

ロータリー財団委員長 山中喜八郎 

 

まず、今年は１番に「ポリオ」の対策にRIが終焉を決めた年から、年が経っています。

残念ながら、未だに終焉どころか、２年前に世界で患者数１７人まで追い込みながら、

逆に増えています。何度もお話しします通り、私は昔「ポリオ」に罹りました。このせ

いもあり、「ポリオ」には人１倍関心があります。昭和２２年に私の村で１０人罹りまし

た。今生きているのは私だけです。今ロータリーに居させていただく、大きなパーセン

トで「ポリオ」があります。私以外の皆さんは、死ぬまでびっこを引いているか、車椅

子でした。悲しい人生を送ってられた様に思います。そこで今年は「ポリオの寄付」を

お願いしたいと思っております。例会時に秋の財団寄付１万円と、ポリオ寄付、１万円

をお願い致します。宜しくお願いいたします。 

 さて、今年はロータリー財団が１００周年を迎えます。RIだけではなくして、日本で

も１００周年のお祝いをする方に向けて動いています。我が堺北 RC も具体的な方針が

出れば考えねばと思っています。 

 また、もう一つお願いが御座います。ロータリーのクレジットカードをおつくり頂き

たいのでございます。皆様方がカードをお使いになりますと、RCにバックが入り、それ

をロータリーの奉仕の財源にしたいと思っております。宜しくお願い致します。 

今日は、以前お聞きした「ロータリー財団について」で、当時RI会長代理のピチャイ・

ラタクル氏のお話しを少し聞いていただいて終ります。 

彼はタイの方です。こういう風に申していられました。彼はRI会長のWilf J Wilkinnson

氏から日本の地区大会RI会長代理として、行ってほしいと連絡がありました。彼は即座

に引き受けました。彼は日本のロータリーの活動に詳しいという事だけではなくして、

個人的な２人の関係に加えて、国同士の１２０年を超えるお付き合いを通じて築き上げ

られてきた深い誠心誠意の付き合いがお互いあるからです。また彼は RI 会長さんから

色々学んできました。勤勉さ、辛抱強さ、良く鍛錬されている事、責任の強さ等。色々

学ばせて頂いて、今日の私があります。会長さんご心配なく、RI会長代理の件お引き受

けさせて頂き、2640 地区の皆様の熱心な活動に対して、感謝の意を述べてまいります。

タイから日本の RC の地区大会に代理として行くという大変な仕事ですが、ロータリー

と言う素晴らしい関係で結ばれた２人には、どんな大変事も、なんでも無い事の様に解

決して行きます。ロータリーで結ばれると言う事は、ここで結ばれると言う事は、人生

の最良の友を作れる組織であると言う事を証明しています。僕はこの人の地区大会に出

席しておりました。この後のお話しも素晴らしい人が話される話は、心に響く素晴らし

いお話しでした。 

此の頃から、RCが特に好きになりました。今は堺北RCは当然の事ながら、地区役員の

皆様、そして堺 RC の皆様、もちろんガバナー補佐の皆様、１番は福井ガバナーさんで

す。特に特に大きい人です。又出入りさせて頂いている私の仕事関係の皆様、とてもこ

の方々でないと、経験できない良い事を勉強させて頂き、毎日が幸せの連続です。私の

運勢は「八白土星屋根の上の土の性」の通り生きさせていただき、幸せに生きさせて頂

卓話の時間 
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いております事、感謝、感謝の毎日です。本当に、本当に有難う御座います。皆様、皆様

に御礼申し上げます。 

 

 

 

 

思わず感動する「あかさたなはまやら」の法則 

会長 中田 学 

 

（あ）「ありがとう」は何度言っても良いこと。 

（い）「忙しい」と言う人は頼りにならないこと。 

（う）運を引き寄せるためには努力し続けること。 

（え）笑顔は最大の武器であること。 

（お）お礼はすぐにすること。 

（か）学生時代の友人を大切にすること。 

（き）今日から始めること。 

（く）苦しいときこそ諦めないこと。 

（け）健康を当たり前と思ってはいけないこと。 

（こ）心を鍛えるには体を鍛えること。 

（さ）最低限のお金がないと自身を失うこと。 

（し）叱られるのは２０代の特権であること。 

（す）素直になること。 

（せ）成功談よりも失敗談から学ぶこと。 

（そ）外に目を向けること。 

（た）他人の意見は無責任であること。 

（ち）小さなことで大騒ぎしないこと。 

（つ）強がらなくて良いこと。 

（て）できないこと言う人は必要ない人であること。 

（と）どんな状況でも家族は裏切らない。 

（な）涙を流すのは恥ずかしくないこと。 

（に）人間は弱いこと。 

（ぬ）抜かりなく準備すること。 

（ね）熱意があれば、人は動いてくれること。 

（の）残り時間を意識すること。 

（は）早く失敗して、早く改善すること。 

（ひ）一人で頑張るのには限界があること。 

（ふ）プライドなんて持っても意味がないこと。 

（へ）偏見に出会ったら断固として戦うこと。 

（ほ）本当にやりたいことに集中すること。 

（ま）迷ったらすぐにやってみること。 

（み）みんなという言葉に安心しないこと。 

（む）群れずに「違い」を意識すること。 

（め）目上の人に甘えてもいいこと。 

会長の時間 
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（も）目的がない行動は無駄であること。 

（や）やり直すのに遅いことはないこと。 

（ゆ）勇気は体験から生まれること。 

（よ）余裕がないと人を傷つけること。 

（ら）ライバルがいたほうが良いこと。 

（り）リラックスが心がけること。 

（る）ルールを破っても良いこと。 

（れ）冷静になって考えること。 

（ろ）ロマンを忘れないこと。 

（わ）わかっているのとできるのは違うこと。 

 

 

 

 

社会奉仕委員会 

「清心寮とのふれあい BBQ大会」報告 

社会奉仕委員長 藤永 誉 

 

秋晴れの空の下、待ちに待った子どもたちとのバーベキュー大会です。11月3日

（木・祝）文化の日に会員12名、ファミリー会員 1名、会員ご家族 4名、子どもたち

12名、先生 2名、事務局1名の総勢 32名での大変にぎやかなバーベキューとなりまし

た。子どもたちがバトミントンや野球などをして遊んでいる間に、大人は、火をおこ

し、野菜を洗って切って食事の準備。 

今年は、新しいメニューとして焼きそばのオイスターソース味、池永会員の差し入れ

「おいしい餃子」、ガーリックライスを作りました。また、松岡様からの差し入れのタ

レですべてのメニューを一段と美味しくいただくことができました。 

遊んでお腹がペコペコになったのでしょう子どもたちは、大量の焼肉をペロリ一切れも

残さず食べ切ってくれました。食後には、昨年に引き続きポン菓子を米澤会員とご子息

のご協力をいただきみんなに喜んでいただきました。ポン菓子を初めて見る子どもたち

は、その大きな音と美味しさに「驚き」と「嬉しさ」で大はしゃぎしてくたちは、大量の

焼肉をペロリ一切れも残さず食べ切ってくれました。食後には、昨年に引き続きポ 

見る子どもたちは、その大きな音と美味しさに「驚き」と「嬉しさ」で大はしゃぎして

くれました。子どものよろこぶ顔がクラブにとっても日本にとってもかけがえのない宝

物だと思いまれました。子どものよろこぶ顔がクラブにとっても日本にとってもかけが

えのない宝物だと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 
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「仁徳天皇陵清掃活動」 

社会奉仕委員長 藤永 誉 

 

11月 6日（日） もしこの日に雨がふれば次の週の 13日に延期との日程が決まった今

年の「仁徳天皇陵清掃奉仕活動」でしたが、13日は「子ども囲碁フェスタ・堺」が控

えています。6日に雨が降れば欠席となってしまう今回の仁徳清掃でしたが、関係者み

なさまの日頃の行いの良さのおかげで予定通り 6日に開催することができました。会員

１５名、ファミリー会員１名、会員ご家族３名、ガールスカウトさんが大人４名、子ど

も２名でご参加いただきました。清掃箇所は、いつもどおり南側（大仙公園側）拝所前

の通りを端から端まで綺麗にしてきました。いつもは開けていない溝蓋を開けて、溝に

流れ込んだ沢山の土と植え込みから伸びた木の根を掻き出しました。少し風があり、涼

しい日でしたが、みんな汗だくになって無我夢中で作業していました。この活動は毎年

春（3月）と秋（11月）に実施されますが、みんなで力を合わせて行うため、団結力が

養われる活動のひとつであり年間を通しても大変重要な奉仕活動になります。今年も、

百舌鳥古市古墳群が残念ながら世界遺産の登録には至りませんでしたが、堺市職員の

方々も登録にかなり力を入れていただいているのが伝わってきました。来年は、ぜひ登

録となるよう期待します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー財団委員会 

「ロータリー財団より表彰」 

ロータリー財団委員長 山中喜八郎 

 

ロータリー財団より表彰のバナーが届きましたので、会員の皆さまにご報告いたしま

す。 

 

ロータリー財団管理委員会を代表し、ロータリー財団に多大なご支援をお寄せくださ

った貴ロータリークラブの皆様に厚く御礼を申し上げますとともに、この特別な 2015-

16年度クラブバナーの表彰をもって感謝の印とさせていただきます。 
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世界にある３５，３９９のロータリークラブの中で、貴クラブはこの部門において卓越

した功績を残されました。 

 

・年次基金への一人当たりの寄付額上位３クラブ 

（世界 1,564クラブ受賞） 

 このバナーは、各地区内で、1人当たりの年次寄付額が上位３位に

入ったクラブに贈られます。（一人当たりの平均寄付額が最低５０ドル

に達していなければなりません。） 

・１００％ロータリー財団寄付クラブバナー 

（世界 4,609クラブ受賞） 

2016年6月30日現在（年度途中の入退会者は除く）の正会員全員  

が、年次基金に１００ドル以上寄付をしたクラブに贈られます。 

 

貴クラブの財団に対する多大なご支援を心より感謝申し上げますとともに、当方の感謝

の気持ちを、会員の皆さまにもぜひお伝えいただければ幸いに存じます。皆さまのご支

援のおかげで、ロータリアンは地元社会や世界各地で、最大の困難に取り組むことがで

きます。 

皆さまの財団への変わらぬご支援に重ねて感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

中田 学会員 堀畑会員旭日双光章受章おめでとうございます。 

堀畑好秀会員 少し嬉しい事がありましたので。 

國井 豊会員 堀畑さん、旭日双光章受章おめでとうございます。 

那須宗弘会員 久し振りに徳田さんの元気な声を聞かせて頂き有難うございます。 

山中喜八郎会員 堀畑様、旭日双光章おめでとうございます。又栄光が増えましたね。 

徳田 稔会員 旭日双光章おめでとうございまいす。 

木畑 清会員 堀畑様、旭日双光章おめでとうございます。 

塩見 守会員 昨日は清心寮とのふれあいＢＢＱにご協力有難うございました。 

明後日は仁徳清掃がありますので、宜しくお願いします。 

笹山悦夫会員 堀畑様、旭日双光章の叙勲おめでとうございます。 

嶽盛和三会員 本山永平寺のカレンダーを持ってきましたので、希望の方はお持ち 

帰り下さい。 

畑中一辰会員 チーム１０５脱退します。 

合計 ４１，０００円 

 

 

 

（１）配 布 物 週報 

（２）幹事報告  

   ・次週の例会は「第６回子ども囲碁フェスタ・堺」に例会変更となっておりま

ＳＡＡ報告 

時間 

 

幹事報告 
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す。皆様お間違いなきようお願い申し上げます。 

（３）他クラブ例会変更のお知らせ 

・堺東南ロータリークラブ 

 12月22日（木）→同日、忘年会１８時～ライブキッチン「ＣＯＯＫＡ」 

大阪マリオット都ホテル 19階 

 12月29日（木）→定款第６条第１節の規定により休会 

・堺東ロータリークラブ 

 12月13日（火）→12月10日（土） 

場所：ホテル日航大阪 32階「スカイテラス」にて 

 12月27日（火）→定款第６条第 1節(C)休会 

・堺おおいずみロータリークラブ 

 11月30日（水）→12月4日（日）17時00分～忘年例会家族親睦会 

スイスホテル南海大阪 35F 

 12月28日（水）→定款第6条第１節により休会 

・高石ロータリークラブ 

 11月29日（火）→休会 

 

 

第５回定例理事会議事録 

 

理事会構成メンバー（12名） 

＊出席：中田、笹山、木畑、池田、山ノ内、塩見、池永、坂田、小西 （９名） 

＊欠席：辰、澤井、藤永 （３名） 

議 案 

（１） 堺北ロータリークラブ細則の最終改定案の検討（別紙参照） 

①提出された最終改定案について承認された。 

②承認された同細則は会員に事前に郵送し、１２月上旬の例会（会員総会）に    

おいて承認を受ける。 

③同細則とともに、次期役員名簿及び準会員制度に関する改定規定も同封する。 

 

（２）タイ友好訪日団（ロイエット、ノンケーム）の受け入れについて 

・来日期間；１２月７日～１２月１２日 

・人数；１０人程度 

    上記の日程と規模で訪日計画が進められているが、具体的なスケジュールが 

まだ未定なので、スケジュール調整については池永国際奉仕委員長に一任する。 

 

（３） １０月度堺９RC連絡会の報告（別紙参照） 

１０月度堺9ＲＣ連絡会議事録に基づき報告、承認された。 

（４）その他 

   ①堀畑会員の旭日双光章の叙勲のお祝いについて 

    クラブとして忘年家族例会において花束等の贈呈により、お祝いをする。 

 

１０月度 堺９ＲＣ連絡会 

日時：10月12日（水）15時30分～16時20分 

場所：堺商工会議所 3階 

その他 
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<議案>  

1. 堺9ＲＣ連絡会申し合わせ事項について（堺おおいずみＲＣ） 

申し合わせ事項の読み合わせ、及び、ホストクラブ等の確認を取らせていただきま 

した。 

2. 新春合同例会について（堺南ＲＣ） 

 堺南RC（ホストクラブ）富永会長さまより、新春合同例会について開催の案内を 

され、全員登録の件は、堺９RC連絡会申し合わせ事項にて確認されました。 

3. 山中ガバナー補佐のご挨拶（堺北ＲＣ） 

ガバナー公式訪問に同行されたり、メーキャップにて他のロータリークラブをご自 

身で見学された生情報を報告していただきました。 

 

次回連絡会 

日時：平成 28年11月15日(火)16時00分～ 

場所：サンパレス 3階  

ホスト：堺泉ヶ丘ロータリークラブ 

 

 

 

 

2016年「第６回 子ども囲碁フェスタ・堺」開催のご報告 

広報委員 池田茂雄 

 

2016年11月13日(日)、JR堺市駅前「堺市立勤労者福祉センター」（サンスクエア堺）

において、堺北ロータリークラブ主催により小学生を対象とした「第６回 子ども囲碁フ

ェスタ・堺」が、「堺市教育委員会・堺市子ども会育成協議会・堺商工会議所・日本棋院」

の後援、そして堺市内８ロータリークラブの協賛により開催されました。従来からの「広

報さかい・市政情報センター・区役所情報コーナー」での広報に加えて、今年度から「堺

北ロータリーク 

ラブ ホームページ」での広報と同時に、メールによる参加申込みも受付しました。これ

により、昨年よりも多い参加者となりました。 

 

午後１時 開会式（関係者ご挨拶 要旨） 

◇ 堺北ロータリークラブ 中田 学 会長 

この度「第６回子ども囲碁フェスタ・堺」に多数のご参加いただき、厚くお礼申し上

げます。７世紀ごろに日本に伝わったとされる囲碁は、集中力・判断力・洞察力など脳

の活発化には効果が大きいといわれております。 

この大会をきっかけに、囲碁を楽しむ子どもたちが増え、さらに広めていただければ幸

いです。今後も「子ども囲碁フェスタ・堺」が長くつづきますようご支援、ご協力をお

願い申し上げましてご挨拶とさせていただきます。 

 

◇ 堺市教育委員会 石井雅彦 教育長 

「第６回子ども囲碁フェスタ・堺」が、本年も盛大に開催されますことを心からお慶

び申し上げます。堺北ロータリークラブの皆様方には、平素より本市の教育振興にご理

解、ご協力を賜り厚くお礼申しあげます。 

子どもたちが日本の伝統文化である囲碁を通じて、 

集中力や創造力を豊かにするとともに、規範意識の醸成が期待されます。また、子ども

たちが一堂に集って競技することは、人と人との交流からコミュニケーション能力をは
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ぐくむ良い機会であります。本市教育委員会としましても、子どもたちの健全育成にと

って大変意義深いものと考えております。開催に当たりご尽力された皆様方に深く敬意

を表する次第です。 

 

◇ 日本棋院 山田規三生 棋士 

「子ども囲碁フェスタ・堺」も今回で６回目を迎え、堺の人達やファンの間で定着して

きたことを嬉しく思います。多数ご参加をいただき、ありがとうございます。 

この大会は、初めて囲碁に触れる子どもたちを歓迎 

しています。囲碁はルールが少ないシンプルなゲームで、入門講座を受けてもらえばす

ぐに打てるようになります。わかればわかるほど面白くなり、楽しくなってきます。勝

ち負けも大事ですが、礼儀や相手に対しての気遣いを大切にしてもらいたいです。一緒

に来られた家族の方も入門講座に参加してもらい、楽しんでもらえれば嬉しく思います。

堺市教育委員会をはじめ関係者の皆様、今後も楽しい大会が出来ますよう御力添えをよ

ろしくお願いいたします。 

 

◇ 池田茂雄 広報委員 

  今回のこの行事についてのご報告を、堺北ロータリークラブのホームページに今月末

までに写真も含めてアップいたします。そこで個人が特定できるような写真は載せて

欲しくない方は、メモ用紙に参加小学生のフルネームを記入し、黄色いジャンバーの

係員にその旨を伝えて渡して下さいますようお願いいたします。 

 

◇ 北側一雄 大会副委員長 

 本日の、この大会についての進め方やルールなどの注意事項について詳細な説明があ

りました。 

 

さて、いよいよ本番です。参加者の自己申告による棋力データをもとに、「囲碁入門教

室 38名」、「名人戦 Ａクラス9名」、「名人戦 Ｂクラス15名」、「名人戦 Ｃクラス20名」

の４部門に分かれて参加小学生 82名が各会場に移動しました。 

 

(１)「囲碁入門教室」 

同伴保護者の方々の参加が100名ちかくあり大盛況となりました。 

囲碁を知らない子どもたちや保護者の大人たちの前で、囲碁はむずかしいゲームではあ

りません。子どもから大人まで、世界中の誰とでも楽しめるゲームです。囲碁はひとこ

とで言えば、陣取りゲームで、黒の陣地と白の陣地をくらべて大きい方が勝ち、小さい

方が負けとなるゲームです。ルールも簡単ですので、ぜひ覚えて楽しんでくださいね。

女性棋士先生方の優しく丁寧な指導に聴き入る子どもたちに、次の黒石はどこに置くの

がよいかな？ 先生の質問に手を挙げて前に行き、答えを指さす子どもたちなど充実し

た３時間でした。 

 

(２)「名人戦 Ａクラス」 

 今回は 8名までが初段から５段までの有段者で、あとの 1名は１級の実力者でした。

第１回戦、第２回戦、優勝決定戦、そして第３位決定戦と手に汗握る緊張した中での

真剣勝負でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａクラス 入賞者 

 優 勝 大 谷 健 介（小学２年生） 

 準優勝 小 山 翔 大（小学３年生） 

 ３位賞 中川真太郎（小学５年生） 
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(３)「名人戦 Ｂクラス」 

今回は、はじめて幼稚園児１名の参加があり、あとは４級から１１級まで 14名の参加

者でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (４)「名人戦 Ｃクラス」 

こちらも、今回はじめて幼稚園児１名の参加があり、あとは１５級くらいから２５級く

らいまでの初心者 19名の参加者でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

大きな見どころの「子ども名人戦」では、幼稚園から小学校６年生までの参加があり真

剣なまなざしの中、熱戦が展開されましたが、すべての競技が終了し午後４時すぎから

表彰式が行われました。入賞された子どもたち、おめでとうございます。それから参加

された子どもたち、これからも頑張りましょうね。最後に囲碁関係のグッズや山田規三

生 九段の著書などが当たる「お楽しみ抽選会」が行われました。 

  

最後になりましたが、日本棋院 山田規三生 棋士はじめ、日本棋院の棋士先生方には

行き届いた温かいご指導を賜り、おかげをもちまして成功裡に終了することができまし

たことを厚くお礼申し上げます。 

 私ども堺北ロータリークラブでは、世界各国で親しまれている囲碁の魅力を若い世代

に伝えるべく、「子ども囲碁フェスタ・堺」、これからも続けてまいりますことをお約束

して幕を閉じました。 

 

◇入門教室 授業風景          ◇子ども名人戦 対局風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂクラス 入賞者 

 優 勝 崎 山  響（小学３年生） 

 準優勝 瀬 戸 泰 地（小学４年生） 

 ３位賞 大 谷 咲 愛（幼 稚 園） 

Ｃクラス 入賞者 

 優 勝 横 山 真 斗（小学３年生） 

 準優勝 田 中 朋 貴（小学４年生） 

 ３位賞 小 山 慧 大（幼 稚 園） 


