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平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度 

第第第第６６６６回回回回    神奈川県剣道連盟理事会神奈川県剣道連盟理事会神奈川県剣道連盟理事会神奈川県剣道連盟理事会 

                                                            平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年１０１０１０１０月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（木木木木）））） 

於於於於：：：：県立武道館会議室県立武道館会議室県立武道館会議室県立武道館会議室 

理理理理    事事事事    数数数数            ６６６６８８８８名名名名 

出席理事数出席理事数出席理事数出席理事数                    名名名名     

監事出席数監事出席数監事出席数監事出席数                    名名名名                                議事録署名人議事録署名人議事録署名人議事録署名人 

                                                                                栄栄栄栄    区区区区支部支部支部支部                                                    印印印印 

 

                                                                                中中中中    郡郡郡郡支部支部支部支部                                                    印印印印 

 

１１１１．．．．開開開開                    会会会会 

 

２２２２．．．．会会会会    長長長長    挨挨挨挨    拶拶拶拶 

     

３３３３．．．．議議議議                    題題題題                                             

 

（（（（１１１１））））平成平成平成平成３０３０３０３０年度神奈川県年度神奈川県年度神奈川県年度神奈川県スポーツスポーツスポーツスポーツ優秀選手表彰優秀選手表彰優秀選手表彰優秀選手表彰のののの候補者推薦候補者推薦候補者推薦候補者推薦についてについてについてについて 

            候補者候補者候補者候補者：：：：松本松本松本松本    弥月弥月弥月弥月（（（（第第第第１７１７１７１７回世界剣道選手権大会回世界剣道選手権大会回世界剣道選手権大会回世界剣道選手権大会    団体団体団体団体・・・・個人優勝個人優勝個人優勝個人優勝）））） 

                            高橋高橋高橋高橋    萌子萌子萌子萌子（（（（第第第第１７１７１７１７回世界剣道選手権大会回世界剣道選手権大会回世界剣道選手権大会回世界剣道選手権大会    団体優勝団体優勝団体優勝団体優勝）））） 

（（（（第第第第５５５５７７７７回全日本女子剣道選手権大会優勝回全日本女子剣道選手権大会優勝回全日本女子剣道選手権大会優勝回全日本女子剣道選手権大会優勝）））） 

            提出期限提出期限提出期限提出期限：：：：平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年１０１０１０１０月月月月１１１１００００日日日日（（（（水水水水））））必着必着必着必着 

        提出先提出先提出先提出先：：：：県教育委員会教育局生涯学習部県教育委員会教育局生涯学習部県教育委員会教育局生涯学習部県教育委員会教育局生涯学習部スポーツスポーツスポーツスポーツ課競技課競技課競技課競技スポーツグループスポーツグループスポーツグループスポーツグループ 

    ※１１※１１※１１※１１月月月月３３３３日日日日（（（（土土土土・・・・祝祝祝祝））））のののの全日本剣道選手権大会全日本剣道選手権大会全日本剣道選手権大会全日本剣道選手権大会のののの結果結果結果結果によりによりによりにより推薦推薦推薦推薦するするするする。。。。 

   

（（（（２２２２））））剣道研究会剣道研究会剣道研究会剣道研究会についてについてについてについて                                                                                   

                期期期期    日日日日：：：：１０１０１０１０月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（日日日日））））９９９９時受付時受付時受付時受付    ９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分開会開会開会開会 

                会会会会    場場場場：：：：県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館 

                内内内内    容容容容：：：：午前午前午前午前のののの部部部部＜＜＜＜講話講話講話講話＞＞＞＞    、、、、    午後午後午後午後のののの部部部部＜＜＜＜講演講演講演講演＞＞＞＞ 

                ＜＜＜＜午前午前午前午前のののの部部部部＞＞＞＞講講講講    師師師師：：：：鎌倉建長寺鎌倉建長寺鎌倉建長寺鎌倉建長寺    第第第第２４０２４０２４０２４０世住職世住職世住職世住職・・・・第第第第７７７７代管長代管長代管長代管長    吉田正道老師吉田正道老師吉田正道老師吉田正道老師 

                                演演演演    題題題題：「：「：「：「無限無限無限無限のののの力力力力」」」」 

                ＜＜＜＜午後午後午後午後のののの部部部部＞＞＞＞講講講講    師師師師：：：：医師医師医師医師    神部神部神部神部    清彦先生清彦先生清彦先生清彦先生 

                                        演演演演    題題題題：：：：     「「「「前立腺肥大症前立腺肥大症前立腺肥大症前立腺肥大症のののの主主主主なななな症状症状症状症状」」」」 

                    講講講講    師師師師：：：：医師医師医師医師    志村信一郎先生志村信一郎先生志村信一郎先生志村信一郎先生 

                                        演演演演    題題題題：：：：     「「「「突然発病突然発病突然発病突然発病するするするする心臓心臓心臓心臓・・・・大動脈大動脈大動脈大動脈のののの病気病気病気病気についてについてについてについて」」」」 

                    講講講講    師師師師：：：：医師医師医師医師    坂田坂田坂田坂田    勝巳先生勝巳先生勝巳先生勝巳先生 

                                        演演演演    題題題題：：：：     「「「「脳卒中最前線脳卒中最前線脳卒中最前線脳卒中最前線」」」」 
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                    講講講講    師師師師：：：：医師医師医師医師    江端江端江端江端    広広広広樹先生樹先生樹先生樹先生 

                                        演演演演    題題題題：：：：     「「「「リハビリテーションはつらいリハビリテーションはつらいリハビリテーションはつらいリハビリテーションはつらい？」？」？」？」 

                受講資格受講資格受講資格受講資格：：：：神奈川県剣道連盟神奈川県剣道連盟神奈川県剣道連盟神奈川県剣道連盟のののの会員会員会員会員でででで高校生以上高校生以上高校生以上高校生以上、、、、 

及及及及びびびび、、、、小小小小学生学生学生学生・・・・中中中中学生学生学生学生・・・・高校生高校生高校生高校生のののの保護者保護者保護者保護者（（（（会員以外会員以外会員以外会員以外もももも可可可可））））                     

                受講料受講料受講料受講料：：：：１１１１，，，，００００００００００００円円円円    弁当代弁当代弁当代弁当代：：：：１１１１，，，，００００００００００００円円円円（（（（希望者希望者希望者希望者）））） 

                        ※※※※    高校生高校生高校生高校生はははは無料無料無料無料としとしとしとし、、、、保護者保護者保護者保護者からもからもからもからも受講料受講料受講料受講料はははは徴収徴収徴収徴収するするするする。。。。 

締切日締切日締切日締切日：：：：１０１０１０１０月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（木木木木）））） 

申込書申込書申込書申込書・・・・受講料受講料受講料受講料・・・・弁当代弁当代弁当代弁当代ともともともとも現金書留等現金書留等現金書留等現金書留等にてにてにてにて県剣連事務局必着県剣連事務局必着県剣連事務局必着県剣連事務局必着 

※※※※支部毎支部毎支部毎支部毎にににに取取取取りまとめてりまとめてりまとめてりまとめて申申申申しししし込込込込みをおみをおみをおみをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

                携携携携行品行品行品行品：：：：筆記用具筆記用具筆記用具筆記用具 

 

（（（（３３３３））））第第第第６６６６６６６６回全日本剣道選手権大会出場選手回全日本剣道選手権大会出場選手回全日本剣道選手権大会出場選手回全日本剣道選手権大会出場選手についてについてについてについて     

                    期期期期    日日日日：：：：    １１１１１１１１月月月月３３３３日日日日（（（（土土土土・・・・祝祝祝祝））））        会会会会    場場場場：：：：    日本武道館日本武道館日本武道館日本武道館 

                    代代代代    表表表表：：：：    勝勝勝勝見見見見    洋介洋介洋介洋介（（（（警警警警    察察察察））））    野野野野村村村村    洋介洋介洋介洋介（（（（警警警警    察察察察）））） 

 

（（（（４４４４））））平成平成平成平成３１３１３１３１年度年度年度年度    全剣連後全剣連後全剣連後全剣連後援援援援    剣道講習会剣道講習会剣道講習会剣道講習会のののの申込申込申込申込についてについてについてについて             

                開開開開催催催催期日期日期日期日：：：：第第第第１１１１希望希望希望希望    平成平成平成平成３１３１３１３１年年年年６６６６月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（土土土土））））                         

                講習講習講習講習科目科目科目科目：：：：審判法審判法審判法審判法の１の１の１の１科目科目科目科目         

                予定予定予定予定会場会場会場会場：：：：県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館     

                対象対象対象対象者者者者：：：：７７７７段段段段以上以上以上以上    ７０７０７０７０歳歳歳歳以以以以下下下下（（（（年年年年齢基準齢基準齢基準齢基準はははは開開開開催催催催日日日日）））） 

                全剣連申込締切全剣連申込締切全剣連申込締切全剣連申込締切：：：：１０１０１０１０月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（木木木木））））                 

            ※※※※八段八段八段八段のののの先生先生先生先生方方方方にもにもにもにも積極的積極的積極的積極的にににに参加参加参加参加してしてしてしてもらもらもらもらうううう。。。。 

指定審判指定審判指定審判指定審判員員員員はははは必必必必ずずずず参加参加参加参加するするするするこここことととと（（（（欠欠欠欠席席席席のののの場場場場合合合合はははは理理理理由由由由書書書書をををを提出提出提出提出するするするするこここことととと））））。。。。 

 

    （（（（５５５５））））スポーツスポーツスポーツスポーツ庁庁庁庁委委委委託託託託事事事事業業業業 平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度 武道等武道等武道等武道等指導充実指導充実指導充実指導充実・・・・資資資資質向質向質向質向上支上支上支上支援援援援事事事事業業業業 

                                保保保保健健健健体育体育体育体育科科科科    武道武道武道武道（（（（剣道剣道剣道剣道））））授業公授業公授業公授業公開研究会開研究会開研究会開研究会                                                                            

及及及及びびびび授業協授業協授業協授業協力者力者力者力者養養養養成講習会成講習会成講習会成講習会のののの実施実施実施実施についてについてについてについて（（（（案案案案）））） 

                期期期期    日日日日：：：：１０１０１０１０月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（月月月月））））１２１２１２１２時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～受受受受付付付付    １３１３１３１３時時時時１１１１００００分分分分授業授業授業授業開開開開始始始始 

                会会会会    場場場場：：：：厚厚厚厚木木木木市市市市立立立立厚厚厚厚木中学校木中学校木中学校木中学校 

                養養養養成講習会講師成講習会講師成講習会講師成講習会講師：：：：中体連中体連中体連中体連のののの先生先生先生先生方方方方をををを中心中心中心中心にににに依頼依頼依頼依頼するするするする 

            受講資格受講資格受講資格受講資格：：：：神奈川県剣道連盟神奈川県剣道連盟神奈川県剣道連盟神奈川県剣道連盟のののの登登登登録会員録会員録会員録会員でででで剣道剣道剣道剣道四段四段四段四段以上以上以上以上のののの社社社社会人会人会人会人 

                                年年年年齢齢齢齢７０７０７０７０歳歳歳歳以以以以下下下下のののの者者者者（（（（※※※※年年年年齢基準齢基準齢基準齢基準はははは平成平成平成平成３１３１３１３１年年年年１１１１月月月月１１１１日現日現日現日現在在在在とするとするとするとする）））） 

                ※※※※    授業協授業協授業協授業協力者力者力者力者養養養養成講習会成講習会成講習会成講習会にににに参加参加参加参加しししし全剣連全剣連全剣連全剣連にににに登登登登録録録録されされされされているているているている者者者者のののの内内内内、、、、 

                        参加参加参加参加をををを希望希望希望希望するするするする者者者者 

                    １０１０１０１０月月月月３３３３日日日日（（（（水水水水））））にににに該該該該当者当者当者当者にににに参加依頼文参加依頼文参加依頼文参加依頼文書書書書をををを発発発発送送送送ししししたたたた。。。。 

                申込締切日申込締切日申込締切日申込締切日：：：：１０１０１０１０月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（金金金金））））神奈川県剣道連盟事務局必着神奈川県剣道連盟事務局必着神奈川県剣道連盟事務局必着神奈川県剣道連盟事務局必着ののののこここことととと 
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（（（（６６６６）「）「）「）「剣道大会剣道大会剣道大会剣道大会」」」」のののの結果結果結果結果についてについてについてについて                                                                         

   ①①①① 第第第第６６６６６６６６回全日本剣道選手権大会県回全日本剣道選手権大会県回全日本剣道選手権大会県回全日本剣道選手権大会県予予予予選会選会選会選会 

                     期期期期    日日日日：：：：９９９９月月月月９９９９日日日日（（（（日日日日）））） 

                     会会会会    場場場場：：：：県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館 

                     結結結結    果果果果：：：：優優優優    勝勝勝勝    勝勝勝勝見見見見    洋介洋介洋介洋介（（（（県県県県    警警警警））））    第第第第二位二位二位二位    野野野野村村村村    洋介洋介洋介洋介（（（（県県県県    警警警警）））） 

第第第第三位三位三位三位    村村村村山山山山        仁仁仁仁（（（（県県県県    警警警警））））    敢闘賞敢闘賞敢闘賞敢闘賞    土土土土居居居居    健太健太健太健太（（（（県県県県    警警警警）））） 

                     勝勝勝勝見見見見    洋介洋介洋介洋介、、、、野野野野村村村村    洋介洋介洋介洋介    選手選手選手選手はははは、、、、１１１１１１１１月月月月３３３３日日日日（（（（土土土土・・・・祝祝祝祝）））） 

                 第第第第６６６６６６６６回全日本剣道選手権大会回全日本剣道選手権大会回全日本剣道選手権大会回全日本剣道選手権大会にににに出場出場出場出場するするするする。。。。 

 

②②②② 第第第第 17 回世界剣道選手権大会回世界剣道選手権大会回世界剣道選手権大会回世界剣道選手権大会 

     期期期期    日日日日：：：：９９９９月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（金金金金））））～～～～１６１６１６１６日日日日（（（（日日日日）））） 

     会会会会    場場場場：：：：韓国仁韓国仁韓国仁韓国仁川川川川市市市市    南洞南洞南洞南洞体育館体育館体育館体育館 

     結結結結    果果果果：：：：男男男男子団体子団体子団体子団体    優勝優勝優勝優勝    日本日本日本日本        準準準準優勝優勝優勝優勝    大大大大韓民国韓民国韓民国韓民国 

                                         三位三位三位三位    チャイニチャイニチャイニチャイニーーーーズズズズ・・・・タイペイタイペイタイペイタイペイ、、、、アメアメアメアメリリリリカカカカ合衆国合衆国合衆国合衆国 

                     女子団体女子団体女子団体女子団体    優勝優勝優勝優勝    日本日本日本日本        準準準準優勝優勝優勝優勝    大大大大韓民国韓民国韓民国韓民国 

                                         三位三位三位三位    カナダカナダカナダカナダ、、、、オオオオースースースーストラトラトラトラリリリリアアアア 

                     男男男男子個人子個人子個人子個人    優勝優勝優勝優勝    安藤安藤安藤安藤    翔翔翔翔        三位三位三位三位    竹竹竹竹ノノノノ内内内内佑也佑也佑也佑也 

                                         敢闘賞敢闘賞敢闘賞敢闘賞    勝勝勝勝見見見見    洋介洋介洋介洋介 

                     女子個人女子個人女子個人女子個人    優勝優勝優勝優勝    松本松本松本松本    弥月弥月弥月弥月        準準準準優勝優勝優勝優勝    山山山山本本本本真真真真理子理子理子理子     

                                         三位三位三位三位    藤藤藤藤本本本本    美美美美        妹尾妹尾妹尾妹尾    舞香舞香舞香舞香 

 

③③③③ 第第第第１３１３１３１３回回回回 全日本全日本全日本全日本都都都都道道道道府府府府県県県県対抗少対抗少対抗少対抗少年剣道優勝大会年剣道優勝大会年剣道優勝大会年剣道優勝大会 

                     期期期期    日日日日：：：：９９９９月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（日日日日））））     

会会会会    場場場場：：：：大大大大阪市阪市阪市阪市    府民共済府民共済府民共済府民共済スースースースーパパパパーーーーアアアアリーリーリーリーナナナナ（（（（旧舞洲旧舞洲旧舞洲旧舞洲アアアアリーリーリーリーナナナナ）））） 

                     ＜＜＜＜小学生小学生小学生小学生のののの部部部部＞＞＞＞    予予予予選選選選リーグリーグリーグリーグ敗退敗退敗退敗退                ２２２２敗敗敗敗 

                         予予予予選選選選リーグリーグリーグリーグ        １１１１試合目試合目試合目試合目    神奈川神奈川神奈川神奈川    ００００－－－－３３３３    奈奈奈奈    良良良良 

                                                     ２２２２試合目試合目試合目試合目    神奈川神奈川神奈川神奈川    ００００－－－－３３３３    鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島 

                                                 優勝優勝優勝優勝    佐賀佐賀佐賀佐賀        準準準準優勝優勝優勝優勝    大大大大阪阪阪阪ＡＡＡＡ        三位三位三位三位    大分大分大分大分・・・・鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島 

                     ＜＜＜＜中学生中学生中学生中学生のののの部部部部＞＞＞＞    予予予予選選選選リーグリーグリーグリーグ敗退敗退敗退敗退        １１１１勝勝勝勝１１１１敗敗敗敗 

                         予予予予選選選選リーグリーグリーグリーグ        １１１１試合目試合目試合目試合目    神奈川神奈川神奈川神奈川    １１１１－－－－２２２２    兵兵兵兵    庫庫庫庫 

                                                     ２２２２試合目試合目試合目試合目    神奈川神奈川神奈川神奈川    ３３３３－－－－２２２２    大大大大    分分分分 

                                                    優勝優勝優勝優勝    福岡福岡福岡福岡        準準準準優勝優勝優勝優勝    岡山岡山岡山岡山        三位三位三位三位    長長長長崎崎崎崎・・・・秋秋秋秋田田田田 

 

④④④④ 第第第第５７５７５７５７回全日本女子剣道選手権大会回全日本女子剣道選手権大会回全日本女子剣道選手権大会回全日本女子剣道選手権大会 

     期期期期    日日日日：：：：９９９９月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（日日日日・・・・祝祝祝祝）））） 

     会会会会    場場場場：：：：長長長長野市野市野市野市 

     結結結結    果果果果：：：：優優優優    勝勝勝勝    高橋高橋高橋高橋    萌子萌子萌子萌子（（（（神奈川神奈川神奈川神奈川））））    準準準準優勝優勝優勝優勝    佐藤佐藤佐藤佐藤みのりみのりみのりみのり（（（（福福福福    島島島島）））） 

                     三三三三    位位位位    松本松本松本松本    智香智香智香智香（（（（福福福福    岡岡岡岡））））    大大大大西西西西ななみななみななみななみ（（（（福福福福    井井井井）））） 
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⑤⑤⑤⑤ 全全全全国警察国警察国警察国警察剣道選手権大会剣道選手権大会剣道選手権大会剣道選手権大会 

     期期期期    日日日日：：：：９９９９月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（火火火火）））） 

     会会会会    場場場場：：：：日本武道館日本武道館日本武道館日本武道館 

     結結結結    果果果果：：：：男男男男子子子子    優勝優勝優勝優勝    西西西西村村村村    英久英久英久英久（（（（熊熊熊熊    本本本本））））    準準準準優勝優勝優勝優勝    内村内村内村内村    良良良良一一一一（（（（東東東東    京京京京））））     

                     女子女子女子女子    優勝優勝優勝優勝    松本松本松本松本    弥月弥月弥月弥月（（（（神奈川神奈川神奈川神奈川））））    準準準準優勝優勝優勝優勝    山山山山本本本本    瑶瑶瑶瑶子子子子（（（（大大大大    阪阪阪阪）））） 

 

⑥⑥⑥⑥ 第第第第７３７３７３７３回回回回 国民国民国民国民体育大会体育大会体育大会体育大会「「「「剣道競技剣道競技剣道競技剣道競技」」」」                                 

                     期期期期    日日日日：：：：９９９９月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（日日日日））））～～～～１０１０１０１０月月月月２２２２日日日日（（（（火火火火）））） 

                   会会会会    場場場場：：：：    福井福井福井福井県県県県福井市福井市福井市福井市 

                        ＜＜＜＜成年成年成年成年男男男男子子子子＞＞＞＞    ２２２２回回回回戦敗退戦敗退戦敗退戦敗退 

１１１１回回回回戦戦戦戦        神奈川神奈川神奈川神奈川    ４４４４－－－－１１１１    三三三三    重重重重 

                                                    ２２２２回回回回戦戦戦戦        神奈川神奈川神奈川神奈川    ２２２２－－－－３３３３    岡岡岡岡    山山山山         

            ＜＜＜＜成年女子成年女子成年女子成年女子＞＞＞＞    １１１１回回回回戦敗退戦敗退戦敗退戦敗退 

１１１１回回回回戦戦戦戦        神奈川神奈川神奈川神奈川    ００００－－－－３３３３    兵兵兵兵    庫庫庫庫 

                                                                     

     ⑦⑦⑦⑦ 第第第第４３４３４３４３回神奈川県回神奈川県回神奈川県回神奈川県母母母母子剣道大会子剣道大会子剣道大会子剣道大会、、、、神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県東西対抗東西対抗東西対抗東西対抗剣道大会剣道大会剣道大会剣道大会     

                                                                                                                         資料資料資料資料    １１１１ 

 

４４４４．．．．そそそそ    のののの    他他他他 

            ①①①①    段審査段審査段審査段審査におにおにおにおけけけけるるるる配慮配慮配慮配慮をををを必必必必要要要要とするとするとするとする者者者者のののの受受受受審審審審についてについてについてについて                      

 

            ②②②②    平成平成平成平成３３３３１１１１年度年度年度年度    支部支部支部支部行行行行事事事事予定予定予定予定書書書書のののの提出提出提出提出についてについてについてについて                             様式様式様式様式    １１１１ 

 

            ③③③③    平成平成平成平成３３３３１１１１年度年度年度年度    県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館利用利用利用利用希望申込書希望申込書希望申込書希望申込書のののの提出提出提出提出についてについてについてについて         様式様式様式様式    ２２２２ 

提出締切提出締切提出締切提出締切：：：：様式様式様式様式１・２１・２１・２１・２ともともともとも    １１１１１１１１月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（金金金金））））までにまでにまでにまでに県連事務局県連事務局県連事務局県連事務局にににに 

ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸままままたたたたはははは、、、、郵送郵送郵送郵送等等等等にておにておにておにてお送送送送りりりりくださくださくださくださいいいい。。。。 

 

④④④④    平成平成平成平成３３３３１１１１年度年度年度年度    武道館武道館武道館武道館関係利用計画関係利用計画関係利用計画関係利用計画（（（（案案案案））））についてについてについてについて               資料資料資料資料    ２２２２ 

 

            ⑤⑤⑤⑤    「「「「剣道剣道剣道剣道のののの良良良良ささささ」」」」普普普普及及及及ののののたたたためのポスめのポスめのポスめのポスタタタターーーー掲示掲示掲示掲示によるによるによるによる効効効効果果果果検証検証検証検証のののの 

                    アアアアンンンンケケケケーーーートトトト調査依頼調査依頼調査依頼調査依頼についてについてについてについて 

 

            ⑥⑥⑥⑥    そそそそのののの他他他他 

 

次次次次回理事会回理事会回理事会回理事会はははは、、、、１１１１１１１１月月月月８８８８日日日日（（（（木木木木））））県立武道館会議室県立武道館会議室県立武道館会議室県立武道館会議室    午後午後午後午後６６６６時時時時～～～～ 

                                    議事録署名人議事録署名人議事録署名人議事録署名人のののの当当当当番番番番はははは    港南港南港南港南区区区区支部支部支部支部、、、、小田小田小田小田原原原原支部支部支部支部ですですですです。。。。     

 

５５５５．．．．閉閉閉閉            会会会会 


