
国際ロータリー第 2550 地区 

 
国際ロータリー会長：ジョン F.ジャーム 
第 2550 地区ガバナー：栃木  秀麿 
事務所：〒325-0826 宇都宮市西原町 142 
      宇都宮グランドホテル内 
      TEL：028-651-2550 
      FAX：028-651-2551 
      E-mail: m2550@agate.plala.or.jp  
 

黒 磯 ロ ータ リ ー ク ラ ブ 会 報 
会  長：村山  茂  幹  事：植竹  一裕 
事務局：(株)植竹虎太商店内 植竹  一裕 
   〒325-0056  那須塩原市本町 6-34 
   TEL:0287-62-1123・FAX:0287-63-9228 
   E-mail: k.uetake@coral.plala.or.jp 

   例  会：毎週水曜日 12:30 – 13:30 
       割烹石山  那須塩原市本町 5-5 
 

第2750回 村山年度 第16回 会報 2016 10-26 司会 石山桂子君 

欠席の場合は当日 9 時 30 分までに次のいずれかにご連絡を。電話 62-0128、FAX62-1076 （以上石山桂子） 
                          メール  qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp 

出席報告  出席委員会  相馬征志君 （出席規定の免除会員数5名） 

例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU 数 修正出席率 

本日 10月26日 38(5) 30(4) 8(1) 81.6% 

前回 10月19日 38(5) 28(3) 10(2) 82.4% 5人 97% 

 皆様こんにちは。先週は地区大会が足利市で開催され、
多数の皆様のご出席をいただき有難うございました。ま
た、同日開催された那須野巻狩まつりでは、社会奉仕委
員会から委員長の室井次男会員と戸野俊介会員のご協力
有難うございました。その中で、地区大会記念チャリ
ティーゴルフ大会にて、室井次男会員が、参加170数名
の中で優勝されました。誠におめでとうございます。さ
ぞかし、チャリティー金額も膨らんだことでしょう。 
 そして、地区大会では先ほど伝達いたしましたように、
黒澤洋一会員の30年100%皆出席、鳥居輝一会員の25年
100%皆出席、檜山達郎会員の長寿会員（80歳以上）3名
の表彰がなされました。改めまして心からお祝い申し上 

2. RI財団及び米山記念奨学会寄付額 

3. 各義援金送金額 

2015年7月1日 2016年7月1日 2016年8月31日 増減

51クラブ 51クラブ 51クラブ 0

1,715名 1,710名 1,732名 +22名

寄付項目 RI財団 米山記念

年次寄付 $243,699.21

ポリオプラス（使途指定） $22,896.19

ベネファクター（恒久） $7,105.65

普通寄付 ¥7,001,000

特別寄付 ¥26,073,617

合　　計 $273,701.05 ¥33,074,617

① 2015年9月栃木県水害義援金 
（収入の部） 

げます。 
 さて、本来ですと地区大会に参加できなかった皆様に、その様子をお伝えすべきところですが、
私も巻狩まつりのために参加できませんでしたので、大会前日22日に開催された地区指導者育成
セミナーの資料の中から、（2015-16年度）第2550地区活動報告について、いくつか皆様にご案
内したいと思います。 

1. クラブ会員数 

【地区概況報告】 
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相　手　先 義援金額

第2550地区内全クラブ ¥1,750,000

第2510地区 ¥870,000

第2530地区 ¥1,000,000

第2630地区 ¥1,800,000

第2770地区 ¥1,000,000

第2840地区 ¥750,000

井原ロータリークラブ ¥70,000

合　　　計 ¥7,240,000

（支出の部） 

相　手　先 贈　呈　額

日光市 ¥1,810,000

鹿沼市 ¥1,810,000

小山市 ¥1,810,000

栃木市 ¥1,810,000

合　　計 ¥7,240,000

② 2016年2月台湾南部地震災害義援金 
地区内クラブより1,250,000円を贈呈 

③ 熊本地震災害義援金 
地区内クラブより2,600,000円を贈呈 

4. 地区会計収支 
① 地区資金収支 

（収入の部） 

科　　　　目 金　　　　額 備　　　　考

会費 13,546,650 前後期各＠3,900×会員数

雑収入 4,512 預金利息

前期繰越金 7,474,184

合　　計 21,025,346

（支出の部） 
科　　　　目 金　　　　額 備　　　　考

委員会活動費 1,681,829 各委員会等会議費など

地区大会、地区協議会

ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ国際協議会旅費、ガバ
ナー補佐活動費、
次期地区委員、次期会長研修会、
IMなど

納付金その他 3,219,810 各種会費分担金など

次年度繰越金 8,797,839

合　　計 21,025,346

補助金 7,325,868

地区資金収支については、黒磯クラブで言えば一般会計のようなものとご理解ください。 

② 基金・協力金収支 

（収入の部） 単位：円 
科　　　　目 金　　　　額 備　　　　考

ガバナー月信購読料 3,473,500 @2,000×会員数

地区大会分担金 17,367,500 @10,000×会員数

ガバナー事務所協力金 9,812,605 @5,650×会員数

ガバナーエレクト協力金 868,375 @500×会員数

青少年奉仕基金 9,204,775 @5,300×会員数
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ロータリー財団学友基金 86,870 ＠50×会員数

2016年規定審議会協力金 694,700 @400×会員数

前期繰越金 18,630,051

合　　計 60,138,376

（支出の部） 

　科　　　　目 金　　　　額 備　　　　考

ガバナー月信購読料 3,476,325

地区大会分担金 16,220,465

ガバナー事務所協力金 9,606,784

ガバナーエレクト協力金 883,602

青少年奉仕基金 8,941,620

ロータリー財団学友基金 97,900

2016年規定審議会協力金 623,870

次年度繰越金 20,287,810

合　　計 60,138,376

 この他、危機管理特定基金として20,011,576円があり、それを加えた地区資金、基金・協力金
及び特定金の合計は次の通りです。 

③ 地区資金、基金・協力金及び特定金合計 単位：円 

科目 前年度繰越金 当年度収入 当年度支出 次年度繰越金

地区資金 7,474,184 13,551,162 12,227,507 8,797,839

基金・協力金 18,630,051 41,508,325 39,850,566 20,287,810

危機管理特定基金 20,007,279 4,297 0 20,011,576

合　　計 46,111,514 55,063,784 52,078,073 49,097,225

 以上、第2550地区の活動概況並びに収支等について、かいつまんで述べてまいりましたが、概
ねご理解いただけましたでしょうか？本来であれば、質疑を承り一層のご理解を願うところです
が、時間もございませんので本日は以上とさせていただきます。ご清聴有難うございました。 

 SAA 石山桂子会員 

  先週開催されました地区大会において3名
の方が表彰を受けました。会長より記念品
の授与を行います。黒澤洋一会員、鳥居輝
一会員、檜山達郎会員、前の方へお願いし
ます。 

第16回幹事報告を致します。 
 2016-17年度地区大会資料を皆さまのポスト

に入れておきました。御覧ください。 
 ガバナー事務所より11月度のロータリー

レートが1ドル102円と連絡を頂きました。 
 那須塩原市教育委員会より、当クラブの教

育振興への貢献に対して感謝状が、11月12
日(土)に宇都宮共和大学那須キャンパスに
於いて贈呈されることとなりました。案内
状を村山茂会長にお渡しいたしました。 

 同じく那須塩原市教育委員会より、11月19
日(土)に開催される第12回那須塩原市小学
校駅伝競走大会の後援依頼がありました。
村山茂会長にお渡しいたしました。 

 西那須野ロータリークラブより会報が届い
ております。現在回覧しております。御覧
ください。 
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										ガバナー月信購読料		3,473,500		@2,000×会員数

										地区大会分担金		17,367,500		@10,000×会員数

										ガバナー事務所協力金		9,812,605		@5,650×会員数

										ガバナーエレクト協力金		868,375		@500×会員数

										青少年奉仕基金		9,204,775		@5,300×会員数

										ロータリー財団学友基金		86,870		＠50×会員数

										2016年規定審議会協力金		694,700		@400×会員数

										前期繰越金		18,630,051

										合　　計		60,138,376

										　科　　　　目		金　　　　額		備　　　　考

										ガバナー月信購読料		3,476,325

										地区大会分担金		16,220,465

										ガバナー事務所協力金		9,606,784

										ガバナーエレクト協力金		883,602

										青少年奉仕基金		8,941,620

										ロータリー財団学友基金		97,900

										2016年規定審議会協力金		623,870

										次年度繰越金		20,287,810

										合　　計		60,138,376
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Sheet1

				相　手　先		義援金額												科目		前年度繰越金		当年度収入		当年度支出		次年度繰越金

				第2550地区内全クラブ		¥1,750,000												地区資金		7,474,184		13,551,162		12,227,507		8,797,839

				第2510地区		¥870,000												基金・協力金		18,630,051		41,508,325		39,850,566		20,287,810

				第2530地区		¥1,000,000												危機管理特定基金		20,007,279		4,297		0		20,011,576

				第2630地区		¥1,800,000												合　　計		46,111,514		55,063,784		52,078,073		49,097,225

				第2770地区		¥1,000,000

				第2840地区		¥750,000

				井原ロータリークラブ		¥70,000

				合　　　計		¥7,240,000

				相　手　先		贈　呈　額

				日光市		¥1,810,000

				鹿沼市		¥1,810,000

				小山市		¥1,810,000

				栃木市		¥1,810,000

				合　　計		¥7,240,000

										科　　　　目		金　　　　額		備　　　　考

										会費		13,546,650		前後期各＠3,900×会員数

										雑収入		4,512		預金利息

										前期繰越金		7,474,184

										合　　計		21,025,346

										科　　　　目		金　　　　額		備　　　　考

										委員会活動費		1,681,829		各委員会等会議費など

										補助金		7,325,868		地区大会、地区協議会

														ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ国際協議会旅費、ガバナー補佐活動費、

														次期地区委員、次期会長研修会、IMなど

										納付金その他		3,219,810		各種会費分担金など

										次年度繰越金		8,797,839

										合　　計		21,025,346

										科　　　　目		金　　　　額		備　　　　考

										ガバナー月信購読料		3,473,500		@2,000×会員数

										地区大会分担金		17,367,500		@10,000×会員数

										ガバナー事務所協力金		9,812,605		@5,650×会員数

										ガバナーエレクト協力金		868,375		@500×会員数

										青少年奉仕基金		9,204,775		@5,300×会員数

										ロータリー財団学友基金		86,870		＠50×会員数

										2016年規定審議会協力金		694,700		@400×会員数

										前期繰越金		18,630,051

										合　　計		60,138,376

										　科　　　　目		金　　　　額		備　　　　考

										ガバナー月信購読料		3,476,325

										地区大会分担金		16,220,465

										ガバナー事務所協力金		9,606,784

										ガバナーエレクト協力金		883,602

										青少年奉仕基金		8,941,620

										ロータリー財団学友基金		97,900

										2016年規定審議会協力金		623,870

										次年度繰越金		20,287,810

										合　　計		60,138,376
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黒澤洋一会員30年100%皆出席 
鳥居輝一会員25年100%皆出席 

檜山達郎会員 長寿会員（80歳以上） 
代理 村山会長 

 ゴルフ愛好会より表彰 

 10月21日地区大会記念ゴルフ大会がオリムピックスタッフ足利ゴルフコースで開催されました。
170名の参加で室井次男会員が見事優勝されました。またその前の週10月9日（日）黒磯ロータ
リークラブゴルフ愛好会村山茂年度第1回ゴルフ大会が那須野ケ原カントリークラブで開催され
ました。これも室井次男会員が優勝されました。おめでとうございます。トロフィーを村山会長
からお渡し下さい。 

ゴルフ愛好会 髙木慶一君 優勝トロフィーを受ける室井次男君 

 皆様こんにちは、委員会報告を受け付けま
すので、報告のある委員会は報告願います。
無ければニコニコボックス宜しくお願いしま
す。  

津久井誠二君 

室 井 次 男 君 秋の珍事です。地区ゴルフ
大会優勝しました。 

村 山 茂 君 
 

地区大会、そして巻狩まつ
りに多くの皆様の参加ご協
力ありがとうございました。 

神 山 徳 久 君 本日卓話宜しくお願いしま
す。初めての卓話なので大
変緊張しています。 

卓話 職業奉仕委員会 
 委員長 荒牧明二君 

 皆さん今日は、今年度職業奉仕委員長を仰
せつかっております荒牧です。職業奉仕委員 
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会は副委員長に神山徳久会員、委員に鈴木隆
子会員の3名にて運営しております。 

 職業奉仕委員 神山徳久君 
金融機関における地域創生について 
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 まず初めに私の経歴からお話したいと思い
ます。 
<経  歴> 
 私は平成元年4月1日に栃木銀行に入行致し
ました。その年は栃木相互銀行が普通銀行に
転換し、栃木銀行として歩み始めた年です。
その当時はまだバブル真っ只中で、就職も売
り手市場という恵まれた時代でした。 
 初めて配置された支店は、壬生町にあるお
もちゃのまち支店に配属となり、それから埼
玉県にある越谷支店、本店営業部、大田原支
店、埼玉県にある蒲生支店、益子支店、大田
原西支店、そして今回黒磯支店に転勤となり
通算8店舗目となります。 
 もともと私は宇都宮市が実家であり、長男
であるため親と同居する前提で家を建てまし
た。しかし忘れもしない入行7年目の9月30日
に家が完成して引越しをする予定でしたが、
10月1日に埼玉県の越谷支店に転勤となってし
まいました。引越しする荷物は埼玉県の寮に
送られ、10年間で2年しか新築の家に住めず、
結局弟に家を譲る形となりました。家から通
勤できる支店ばかりではないため、今までに5
回引越しをしており、子供は4回転校をしてい
るので、今でも家族からは恨まれております。 

 本日は神山会員の事業紹介も兼ねた卓話と
なります。では神山会員宜しくお願いします。 

 ですがいろいろな町に転勤したおかげで、
たくさんの人たち、その土地、その町のすば
らしい文化にふれることが出来たのは、私の
人生においてもかけがえのない財産になって
おります。 
 その中でいつも感じることは、縁があって
めぐり合ったこの町で何かお役に立てること
が出来ないかということです。今でこそ地方
創生という言葉が定着し、国を挙げて地域の
活性化に取り組むという動きが出てきており
ますが、銀行としても地方創生に対する取り
組みが重要視されており、現在地方創生室と
いう部署が出来ております。 
 今回の卓話に選んだテーマは、今まで経験
した8店舗の中でも、私が支店長として着任し
てきた益子支店、大田原西支店で取り組んだ
地方創生、町おこし、地域活性化事例を発表
したいと思います。 
<益子支店で行った地方創生事例> 
 私は平成23年4月1日に益子支店に着任致し
ました。この年はあの忘れもしない3.11東日
本大震災が発生し、県北の被害も相当なもの
でしたが、益子町もかなりの被害を受けてお
り、その直後の着任でした。益子町の産業は
ご存知の通り「益子焼」であり、陶器や窯な
どの被害が特に酷く、町自体が崩壊しており
ました。益子町といえば「陶器市」が有名で
あり、春の陶器市で45万人、秋の陶器市で35
万人と益子町の観光を担う大イベントであり
ますが、その年はイベントが中止になる可能
性もありました。しかし益子町の人達は自分
が被災者であるにもかかわらず、福島県相馬
市の相馬焼が益子焼のルーツであることから、
相馬市の被災者の方を支援するために陶器市
を開催しました。売上金の中から義援金を
送ったり、食器等が割れてしまっているので
益子焼の器等を寄付したり、「がんばろう 
益子」この言葉を合言葉に復興支援を始めた
のです。この取組が共感を呼び、日本全国、
世界から義援金が集まりました。特に人間国
宝の浜田庄司の実家であった重要文化財「参
考館」の修繕費用に100Mの寄付金が集まりま
した。 
 そのような中自分は何が出来るか、銀行と
して何が出来るか悩みました。支店長の在任
期間は通常2～3年間です。この期間の中で出
来ること、それは町のために役に立つこと、
益子町に以前のような賑わいそして活性化を
図ること、それが支店長として自分に与えら
れた使命だと心に言い聞かせて3年間復興支援
にあたりました。その取組を2つほどご紹介し
ます。 
 まず1つ目は地元名産品を使用した商品開発
です。益子町はそば粉の生産が有名であり、 
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当行取引先の鈴木そば製粉所のそば粉は内閣
総理大臣賞を受賞しており、日本一のそば粉
に輝いたことがある企業です。しかし益子町
にそば店は多いのですが、益子産のそば粉を
使用しているそば店は少なく、大半が東京等
の銀座、神楽坂の料亭、そば店に行ってしま
い地元のそば店で消費されることが少ないの
が現状でした。そのため益子町のそば粉の知
名度が低く、どのように知名度を広めていけ
ばいいのか悩んでいたそうです。そこで新し
い商品開発を提案し、6次産業化の取り組み推
進を行いました。6次産業化とは、第一次産業
の1と第二次産業の2と第三次産業の3を足し算
すると6になり、農業に付加価値をつけてブラ
ンド化し加工、流通させることです。消費者
への直売やレストラン経営などがこれにあた
ります。もともとそばの実は救荒食物として
痩せた土壌でも作れることから、日本だけで
なく世界中で生産し食べられているものです。
ただ日本では細長くし麺類として消費されて
いますが、フランスなどでは薄くクレープ状
にしたガレットとして消費されています。そ
こで地元のそば粉を使用したガレットを商品
として提案しました。地元産のそば粉を薄く
延ばし、中に地元産の卵で作ったタルタル
ソースに、地元の野菜をクレープのように包
んで、手で持って食べられる「益子ガレッ
ト」をレシピ提案し、商品開発致しました。
益子町の陶器市に開催されたＢ級グルメ祭
「マシュラングランプリ」で200食を売上、見
事2位になりました。 

 2つ目の取組は、地元の観光地を利用した祭
りの企画実施です。益子町にある鹿島神社は、
勝負の神様を奉っており、必勝祈願の神社と
して有名です。地元ではあまり知られていな
かったのですが、全国では有名で必勝祈願に
くるスポーツ選手や芸能人もいるくらいです。
年間行事として7月が暇になることから何か出
来ないかとの相談があり、7月7日の七夕の日
に星に願いを込めて祈願する「必勝祈願祭」 
を企画してみてはとの提案をしました。地元
の小、中、高校生を招いて、特に部活動をし
ている子供さんを中心に必勝祈願を行い、益
子町にあるレストランのカツサンドが有名な
ことから、ゲンを担ぐ意味でも勝サンドを食
べ、鹿島神社の前にあるカフェの手作りジン
ジャエールも評判なことから、鹿島神社が応
援をするという意味で「鹿島ジンジャエー
ル」を飲んでもらい必勝祈願をするイベント
を企画しました。益子町は卓球のチームが強
く、子供たちに祈願してもらい、必勝祈願祭 
を行ったところ見事全国大会に出場すること
が出来て新聞にも取り上げられ、一気に地元
でも有名な神社になりました。 

  

 これらの取組みが評価され、栃木銀行は益
子町と包括連携協定を締結し、現在も町の活
性化のため協力しております。 
<大田原西支店で行った地方創生事案> 
 大田原市は現在私が住んでいる町であり、
もともとは13年前に大田原支店に配属になり、
2回目の大田原の支店であります。自分が住ん
でいる町を活性化させたい思いがあり、取組
んだ事例を2つ紹介します。 
 まず一つ目の取組は、大田原市の特産物で
あるうどを使った商品開発です。 
 大田原市は全国でもトップクラスのうどの
生産地であり、栃木県では一番の生産地であ
ります。通常は食物ですから何かレシピ等の
商品開発を考えるところですが、あえて違う
角度からの商品開発提案を行いました。それ
はうどのエキスから作る「与一くんあぶら取
り紙」です。どのような商品かと言いますと、 
うどの根にはうどエキスという保湿保護成分
があり、そのエキスと与一温泉のアトピーに  

 その後益子焼窯元共販センターで採用され、
陶器市やレストランで販売されたことにより、
新しいそば粉の商品として広まりました。 
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も効く温泉水をふきつけたあぶら取り紙です。
なぜあぶら取り紙なのかと言いますと、女性の
バックに入っている所有物の中であぶら取り紙
は口紅に次いで2位であることやお土産品とし 

 2つ目の取組みは、コーヒーによる町おこし
です。あるレストランの支配人から、「支店長、
大田原をコーヒーの町として有名にしないか
い」と相談されました。最近大田原市ではお洒
落なカフェやこだわりの焙煎ブレンドが出来る
お店が増えており、コーヒーマップを作ってみ
てはどうかと言われました。しかし私はあまり
コーヒーが得意ではなかったためお断りをした
のですが、それは本当においしいコーヒーを飲
んだことがないからだと怒られ、10件ぐらい連
れられてコーヒーの奥深さを勉強しました。 

 

 そうしているうちにただカフェが多いから
コーヒーの町ではなく、本来企業の方のほうが
お客様に対しコーヒーを入れる機会が多いとこ
ろに目をつけて、企業のイメージをコー 
ヒーの味にした「企業ブレンドコーヒー」を
作ってみたらどうかとの提案をしました。企業
も10社あれば10社違うように、企業ブレンド
コーヒーも焙煎ブレンドする技術により、個性
を持たせることが出来るのではないかと考えま
した。取引先の焙煎ブレンドが出来るお客様に 
依頼し、まずは栃木銀行で作ってみますという
ことで当行のブランドスローガンである
「First  For  You  あなたとともに」をイ
メージしてブレンドした「とちぎんブレンド」
を作りました。味の特徴は、飲みやすく冷めて
もおいしく飲むことが出来るブレンドにしても
らい、飲みやすいが親しみやすい、また飲みた
くなるがまた来たくなる、それがとちぎんブレ
ンドとしてお店に来たお客様に飲んでいただき
ました。意外と好評でなかにはコーヒーだけ飲
みに来るお客様や、3杯もおかわりするお客様
もいたりしました。実際にはそれだけではなく、
きちんと仕事の話にもなり、リラックスするこ
とにより本音の話も聞くことが出来ました。そ
うしているうちに当社でも作りたいとの要望も
増え、現在大田原市の企業だけでも20社近くの
企業が共感賛同していただいており、自社の企
業ブレンドを作っております。世界で一つのオ
リジナルブレンドコーヒーをギフトでも販売し
てもお客様にもてなしても自由なので、しかも
値段も100ｇ500円ぐらいで作ることが出来る
ハードルの低さが共感していただいた理由だと
思います。「大田原市は企業が自社のイメージ
で作ったコーヒーでお客様をもてなしてくれる
町」として広めていく活動を行っております。 
 以上のことが今まで私が地方創生の中で取組
んできた事ですが、今度は是非黒磯支店での地
方創生への取組みとして、那須塩原市特に黒磯
地区を活性化させる取組みを行っていきたいと
思います。 
 本日は、ご清聴ありがとうございました。 

ても人気があり、また与一くんは大田原市のゆ
るキャラであり、全国ゆるキャラグランプリで
も5位に入賞していることから考えました。商
品開発のポイントは、本来捨ててしまう根っこ
と本来かけ流しで捨ててしまう温泉水を使用し
て作る循環型商品であることです。そして袋詰
め作業を障害施設に作業として委託し、出来た
商品は大田原市の認定ブランド商品として登録
してもらうことで現在進んでおります。 



次回例会         平成 28 年11月2日     担当ロータリー財団 
 

近隣クラブ例会日 
  火曜日  西那須野/いとう屋 0287-36-0028 

近隣クラブ例会日 
  木曜日  大田原/ホテル龍城苑 0287-24-2525 

  水曜日  塩原/塩原カントリークラブ 0287-35-2211   木曜日  那須/ホテルエピナール那須 0287-78-6000 
  木曜日  大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165   金曜日  黒羽/ホテル花月 0287-54-1105 

10月26日欠席(敬称略) 
藤崎善隆・吉光寺政雄・安藤讓治・檜山達郎 
遠藤清和・和気勝利・田中 徹・深町 彰 
 

前回 10月19日分メークアップ(敬称略) 
髙木慶一・田中 徹・和気勝利・遠藤清和 
吉光寺政雄 

会報委員会：稲垣政一・鳥居輝一・秋間 忍・髙木慶一・安藤讓治 

第一グループクラブ紹介髙木GA（右） 

栃木ガバナー様と桑原RI会長代理  栃木ガバナー 様 県知事 福田富一様 

黒磯ロータリークラブ有志一同 ガバナーエレクト太城敏之様 
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栃木ガバナー様（左） 荒木流拳法の皆様 

青少年交換帰国子女の皆様 

足利市長 和泉 聡 様 

米山記念奨学生蘇呈歡君（中央） 

２０１６～２０１７年度 国際ロータリー第2550地区 地区大会 
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