
　明けましておめでとうございます。

　福岡県交通遺児を支える会は、今年、創立 50 周年を迎えられます。この間の

長きにわたり、交通遺児とそのご家族に対する温かい支援活動に尽力されてきま

した。交通遺児の心の支えとなる大変意義のある取り組みに心から敬意を表しま

す。

　福岡県の現状を見ますと、悲惨な交通事故により、今なお多くの尊い命が失わ

れています。

　また、飲酒運転による事故も依然として後を絶ちません。

　本県では、交通事故のない安全･安心な社会の実現を目指し、県警察はもとより、

貴会をはじめとする多くの関係機関と手を携え、四季の交通安全県民運動を実施するとともに、「飲酒運転

は絶対しない、させない、許さない。そして、見逃さない」という強い決意のもと、飲酒運転撲滅に取り組

んでいます。また、自転車の安全利用や自転車損害賠償保険の加入についても周知を図っています。

　貴会におかれましても、引き続き、交通遺児とそのご家族に温かい手を差し伸べてくださるようお願いす

るとともに、会員の皆さまのご多幸とご健勝を祈念いたします。

　新年あけましておめでとうございます。

　福岡県交通遺児を支える会の皆様におかれましては、交通被害者とそのご家族

への援護活動にご尽力を賜り、厚くお礼を申し上げます。

　さて、福岡市内の交通事故の情勢は、全交通事故件数は減少傾向にあるものの、

自転車関連事故は平成 29 年に増加に転じております。また、昨年は自転車に乗

車中の小学生のお子さんが犠牲となる痛ましい事故が発生しました。

　福岡市では、自転車の安全利用を推進するため学校や地域において、自転車事

故を疑似体験できる VR（バーチャルリアリティー：仮想現実）動画を活用した自

転車教室の開催などに取り組んでおります。今後とも貴会をはじめ、県警、地域、

事業者の皆様とともに効果的な交通安全施策の取組みを進めてまいりますので、更なるご協力を賜りますよ

うお願いいたします。

　最後に貴会のご発展と、会員の皆様のご多幸とご健勝を祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただ

きます。

『福交遺』ふれあいだより

創立50周年記念誌

公益社団法人　福岡県交通遺児を支える会
〒810-0001　福岡市中央区天神5丁目5番8号　福桜ビル４階Ｃ号
TEL/FAX（092）781-4314　Ｅ-mail：ken@koutsuiji.jp

年頭のご挨拶

平成31年　第１号

福岡県知事

　小 川 　 洋

福岡市長

　髙 島 宗一郎
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　新年あけましておめでとうございます。

　公益社団法人福岡県交通遺児を支える会の皆様には、長年にわたり交通遺児へ

の支援活動を続けていただいており、心より感謝を申し上げるとともに深く敬意

を表します。

　さて、本市の交通事故発生件数は減少傾向にありますが、高齢者が関連した事

故の割合は年々増加しています。このため、本市では、高齢者（歩行者、運転者）

の交通事故対策に力を入れているところです。

　こうした中、本市は、今年４月に、ＯＥＣＤから「ＳＤＧｓ推進に向けた世界

のモデル都市」として、アジア地域で初めて選定されました。

　このＳＤＧｓでは「住み続けられるまちづくり」を目標の一つとして掲げられており、今後とも、交通事

故をなくす取組みを通じて誰もが安全・安心を実感できる世界のモデル都市となるよう努めてまいりますの

で、引き続き、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

　皆様にとりまして、この新しい年がより良い年でありますよう祈念いたしまして、新年のご挨拶といたし

ます。

　謹んで新年のお祝いを申し上げます。

　遺家族の皆様やご支援くださいました企業・団体及び賛助会員・篤志家様には、

希望ある新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

　さて、当会は本年で発足以来 50 年の節目を迎えますが、これも偏に福岡県及

び各市町村をはじめ関係各位からの温かいご支援の賜物と心から感謝申し上げま

す。

　ところで、県及び警察本部並びに県民による「交通事故をなくす福岡県県民運

動」が、年４回実施されております。現状では交通事故件数及び死亡者数は減少

傾向にありますが、飲酒運転による交通事故は後を絶ちません。当会として「飲

酒運転撲滅」「子供と高齢者の交通事故防止」を重点目標として取り組んでまいります。

　また、交通遺児支援事業につきましては、不安定で先行きみえない景気情勢や自然災害の影響等のなか、

皆様のお蔭により、実のある支援活動ができましたことに深く感謝し、今後も充実した支援活動を行ってま

いります。

　最後に皆様のご多幸とご健勝を祈念申し上げ新年のご挨拶といたします。

北九州市長

　北 橋 健 治

会　長

　長　 裕 海
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平成30年事業報告

１月  ◎機関紙『輪禍の灯』発行

　　　◎新年理事会開催

２月　◎九州西濃運輸株式会社労働組合中央委員会寄付贈呈式に出席

　　　◎「安武育英基金」開設

　　　◎大日本プロレス博多大会に遺家族招待

３月　◎定例理事会30年度事業計画・収支予算承認

　　　◎30年度事業計画・収支予算、内閣府へ電子申請

　　　◎「春の交通安全県民運動」実施に伴う全体会議に出席

　　　◎ＦＭ福岡主催「海の中道はるかぜマラソン大会」における共栄火災海上チャリティバザーに参加

　　　◎小学校卒業生に辞書贈呈

　　　◎高等学校卒業生に卒業祝い贈呈

　　　◎西日本新聞民生事業団評議員会に出席　

４月　◎29年度決算及び監査

　　　◎県及び各市町村へ30年度補助金（負担金）申請

　　　◎30年度賛助会費（法人・個人）納入願い

　　　◎30年度遺児調査開始

　　　◎「春の交通安全県民運動」に参加

　　　◎定例理事会　

５月　◎定時総会　29年度事業実績・収支決算承認　30年度事業計画・収支予算報告

　　　◎長 裕海新会長就任

　　　◎春の日帰りバスツアー「イルカウォッチングin天草」の旅実施

　　　◎「夏の交通安全県民運動」実施に伴う全体会議に出席

　　　◎大日本プロレス博多大会に遺家族招待　

６月　◎30年度「福岡中央ライオンズクラブ育英基金」奨学生３名に奨学金支給決定

　　　◎30年度「安武育英基金」奨学生２名に奨学金支給決定

　　　◎30年度「福交遺育英基金」奨学生６名に奨学金支給決定

　　　◎30年度小・中・高生に入学祝い贈呈

　　　◎29年度事業実績・収支決算、内閣府へ電子申請

　　　◎「福岡中央ライオンズクラブ育英基金」運営委員会に出席

７月　◎ニューヨーク・シンフォニック・アンサンブル福岡公演に遺家族招待

　　　◎遺家族懇談会（北九州・筑豊）

　　　◎「夏の交通安全県民運動」に参加

８月　◎県民生活部、人権・同和問題に関する研修会に出席

　　　◎「秋の交通安全県民運動」実施に伴う全体会議に出席

　　　◎県及び各市町村へ31年度補助金（負担金）措置願い発送

　　　◎大日本プロレス博多大会に遺家族招待　

９月　◎「ＡＮＡハンガー内でのイベント・お仕事紹介IN福岡空港」に遺家族招待

　　　◎「秋の交通安全県民運動」に参加　                                           

10月　◎秋の日帰りバスツアー唐津市・秋の果実「りんご狩り」と「海中展望船ジーラ」の旅実施　

11月　◎「年末の交通安全県民運動」実施に伴う全体会議に出席

　　　◎「第34回福岡県交通安全県民大会に出席

　　　◎公益社団法人福岡県トラック協会理事会に出席　

12月　◎大日本プロレス博多大会に遺家族招待

　　　◎県下全遺児にクリスマスプレゼント贈呈

　　　◎「年末の交通安全県民運動」に参加　

３月～９月　ヤフオク・プロ野球ソフトバンク戦に遺家族招待

　　　◎「福岡ソフトバンクホークス（株）」から各企業提供のメセナシート観戦チケット360席寄贈

　　　◎「西日本新聞民生事業団ハリー＆ハニー福祉基金」から観戦チケット107席寄贈
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《春のレクリエーション》

「イルカウォッチング in 天草」の旅

◎今回、素敵なバスツアーに連れて行って下さってありがとうございました。ガイドさんの色々

なお話を聞くことができ、とても楽しかったです。雲仙みかどホテルは、私が、小学５年生

の時に父が連れていってくれたので、とても思い出がありました。今では家に車がないので、

もう行くことはないと思っていましたが、今回のような機会をくださり、とてもうれしかっ

たです。イルカウォッチングは人生初めての経験でした。私は動物が好きなので、野生のイ

ルカを間近で見ることができ、とても嬉しかったです。このような貴重な体験をさせていた

だき、ありがとうございました。

福岡市　山本 千夏

◎おとないるかとあかちゃんいるかがいっしょにおよいでいました。あかちゃんいるかがみら

れてうれしかったです。とてもかわいかったです。ばすによってごはんがあまりたべられな

かったのがざんねんでした。たのしいひをありがとうございました。いるかになりたかった

です。

福岡市　いむら ここみ

◎今回、イルカウォッチングに行ってとても良い気分転換をすることができました。野生のイ

ルカを見たのは今回が初めてでした。思っていたよりもたくさんイルカが見れて、嬉しかっ

たです。お昼ご飯は、バイキングで好きなものをたくさん食べることができました。とても

おいしかったです。今回は貴重な体験をさせて頂きありがとうございました。とても楽しかっ

たです。 　　　　　　　

糟屋郡　新﨑 好乃
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《秋のレクリエーション》

「秋の果実りんご狩り」と「海中展望船ジーラ」の旅

◎１週間ほど前より台風が接近すると報道されており、行くことができるか不安でしたが、運

よく天候にも恵まれ、楽しいひと時を過ごすことができました。特にリンゴ狩り初挑戦の私

はリンゴを採ったことが１番印象に残っています。リンゴは蜜が手につくほど甘く、自分で

手に入れたものなので市販の商品より数倍おいしく感じました。そのあと行った、レストラ

ン「あいしとーと」では、料理も美味しく、体の事も考えてくれていると分かりました。絵

付け体験は予め何を描こうか決めていなかったので現地でかなり惑うことになったのです

が、なんとか自分の作品を仕上げることができました。陶器を焼くかまの見学もできてよい

経験になりました。ジーラは乗船することができませんでしたが、イカ丸に乗ることができ、

激しい自然を目の当たりにできました。しかし今日は、自分が今まで感じなかった部分をた

くさん見ることができてよい時間でした。ありがとうございました。

北九州市　松尾 侑嬉音

◎最初に行ったりんご園では、何個でもりんごを食べていいと言われたのでわくわくしたけど、

昼食の時間が近く １個だけ食べたけど、とれたてはスーパーで買うものと違って鮮度がよ

く、香りが最高によかった。コラーゲンバイキングでは一つ一つの食べ物が小さかったので

色々な種類の料理をたくさん食べることができて満足だった。絵付けは、おかしなデザイン

になってショックだったが、ほかの人と相談しながらできたので楽しかった。このまま順調

にジーラに乗るはずだったのに、波が荒く今回も乗れなくて、とても残念だった。

北九州市　河津 祐輝
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◎３月 30 日のプロ野球開まく戦の

ソフトバンク対オリックスのチ

ケットをいただき、ありがとうご

ざいました。ぼくは、開まく戦を

見るのが初めてで、セレモニーや

始球式を楽しみにしていました。

見れてよかったです。千賀投手の

先発で始まりました。両チーム

打ったり取ったりで、なかなか点

が入りませんでした。その間に、

今宮選手のファインプレーが心に

残りました。ぼくもこんなプレー

が出来るようになりたいので、日

ごろの練習をがんばりたいです。

飯塚市　大谷 光翼

◎６月３日の対ＤＮＡ戦を観戦させ

ていただきました。普段テレビで

しか見ることのないプロ野球を間

近で見れて私も息子も大興奮でし

た。息子も今春から大学生となり、

学生生活を謳歌しております。私

の手を離れ始め、自分の世界を作

りつつある息子を見ると、頼もし

くもあり、少々寂しくもあります。

中３の娘も今年は高校受験で、今

　は部活に勉強にと忙しい毎日を送っています。

　　２人とも父親が居ないのも感じさせない程、たくましく立派に成長してくれている事をと

てもうれしく思います。支える会様にも色々ご配慮いただき誠に感謝の思いでいっぱいです。

この度は本当に有難うございました。

八女郡　小椎尾 菜穂子

◎今回は、ヤフオクドームの野球のチケットをいただきありがとうございました。その試合は、

ホークスが勝利をし、とっても楽しかったです。さらに、その試合は「たかの祭てん」で、

すごいパフォーマンスやキラキラとしたイルミネーション、夜空にかがやいた打ちあげ花火

まであり、とても感動しました。年に一度しか行けない野球の試合のきちょうな時間を楽し

むことができました。来年も野球合戦に行きたいです。

糸島市　竹浦 みやび

野球観戦の感想
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★ご支援に対し厚く御礼申し上げます

◇社会福祉法人福岡県社会福祉協議会

◇社会福祉法人福岡市社会福祉協議会

◇一般社団法人福岡県歯科医師会

◇九州西濃運輸株式会社労働組合

◇西日本自動車共済協同組合

◇株式会社西日本シティ銀行

◇株式会社ブリヂストン九州生産本部

◇一般社団法人福岡県交通安全協会

◇株式会社アトル

◇有限会社中央印刷

◇公益社団法人福岡県トラック協会

◇社会福祉法人朝日新聞厚生文化事業団西部事務所

◇株式会社九電工

◇九州旅客鉄道株式会社

◇株式会社ウエスト

◇西部ガス株式会社

◇西日本鉄道株式会社

◇有限会社ホップグループ

◇株式会社ムーンスター

◇株式会社ふくや

◇九州電力株式会社 

◇公益財団法人毎日新聞西部社会事業団

◇社会福祉法人西日本新聞民生事業団

◇一般社団法人福岡運輸60周年記念基金

◇西日本短期大学大石研究室

◇株式会社西日本新聞広告社

◇株式会社大島産業

◇柳川自家用自動車協会

◇株式会社福岡金文堂

◇株式会社エム・テック

◇株式会社エフエム福岡

◇福岡ソフトバンクホークス株式会社

◇株式会社安武

◇国際ソロプチミスト福岡-東

◇株式会社アシュラン

◇株式会社デンソー

◇株式会社デンソー九州

◇パナソニック株式会社コネクティッド
　ソリューションズ社

◇共栄火災海上保険株式会社

◇三菱電機株式会社パワーデバイス製作所

◇三菱電機株式会社  労働組合福岡支部 

◇株式会社博運社 

◇株式会社福港商会

◇関西学院同窓会福岡支部

寄付 法人・団体（順不同）

永年寄贈法人（順不同）

◇ブリヂストン労働組合下関支部

◇株式会社みずほ銀行 

◇ＡＮＡ福岡空港株式会社

◇社会福祉法人北九州市社会福祉協議会

◇司観光株式会社

◇西日本プラント工業株式会社

◇一般社団法人しんきん保証基金

◇株式会社個別指導塾スタンダード

◇三井住友海上火災保険株式会社

◇ドイツ証券株式会社

◇男声合唱団西南シャントゥール

◇あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
　福岡支店プロ会

◇関関同立懇親会

◇ニュー堅粕団地住宅第五棟・六棟駐車場
　管理組合

◇行橋交通安全協会
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九州西濃運輸㈱労働組合の皆様から交
通遺児へ「カンガルー募金」をご寄付
いただきました。
　「労働組合執行委員長
　　　　眞島 吉朗氏（右）」

㈱エム・テック代表取締役社長　向山 
照愛氏、同社主　松野　浩史氏から交通
遺児支援金としてご寄付いただきまし
た。
寄付金をご持参いただきました「㈱エム・
テック本社　社会福祉本部　ユニセフ課 
課長 松野　雅氏（左から2人目）他の皆様」

ゴルフコンペのチャリティ募金をご寄
付いただきました。

「三菱電機㈱パワーデバイス製作所
　　総務部長 吉田 謙信氏（右）」

「三菱電機㈱労働組合福岡支部
　　執行委員長　大塚 康宏氏（左）」

㈱博運社の皆様により、レベルファイ
ブスタジアムにおいて、交通遺児育英
募金が行われ、募金をご寄付いただき
ました。
「㈱博運社
　代表取締役社長　眞鍋　和弘氏（右）」

（一社）福岡運輸 60 周年記念基金から、
交通遺児のためにご寄付をいただきま
した。

「㈱福岡運輸ホールディングス
　代表取締役社長　富永　泰輔氏（右）」

㈱エフエム福岡主催、（一社）しんきん
保証基金、司観光㈱、西日本プラント
工業㈱協賛のハンドルキーパー運動企
画の協賛金を寄贈されました。

「㈱エフエム福岡
　常務取締役 池本 裕之氏（右）」

「トラックの日」記念イベントとして、
門司港中央広場で開催された「ウォー
キング大会」の協賛金をご寄付いただ
きました。
　「（公社）福岡県トラック協会
　　　会長  眞鍋 博俊氏（左）」

あいおいニッセイ同和福岡支店プロ会
の皆様によるチャリティイベント募金
をご寄付いただきました。
「プロ会 会　長 永江 周作氏（右から2人目）
　　　 副会長 上野 功樹氏（右から3人目）
　　　 副会長 開　 伸展氏（左）」

国際ソロプチミスト福岡 -東 主催 「第
27 回チャリティーコンサート」の収益
を社会奉仕の一環としてご寄付いただ
きました。

柳川自家用自動車協会から交通遺児育
英募金を柳川市長を通じ、ご寄付いた
だきました。

「柳川自家用自動車協会　会長  宮川 
東一氏（右から 2人目）他役員の皆様」
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石橋扶樹子（戸畑区）　佐藤　栄作（小倉北区）　太田　輝幸（早良区）　　入江　秀敏（宮若市）

木瀬　克彦（早良区）　佐藤　正夫（小倉北区）　長　　裕海（東区）　　　岩崎　明弘（早良区）

月原　律子（南区）　　田村　准一（城南区）　　田島　国道（早良区）　　月原　輝夫（東区）

川原　英喜（城南区）　太田　武文（柳川市）　　金田　光敏（那珂川市）　落石　　淳（古賀市）

月原日出生（南区）　　本田　愛子（筑紫野市）　眞銅　敬介（早良区）　　山本　陽子（春日市）

伊藤　謙路（南区）　　神屋みほ（中央区）　　　月原　　昇（那珂川市）　是松　治基（那珂川市）

太田　　清（南区）　　堀川　哲次（春日市）　　櫻田　勝三（太宰府市）　井阪彩江子（大阪府）

タナカミヨコ（匿名）　松岡ひろゆき（匿名）　　ヤマシタカレン（匿名）

寄付 個人（順不同・敬称略）

【福岡中央ライオンズクラブ育英基金】

　平成30年度奨学生３名に支給決定されました。

★奨学金を受けるにあたって

◎奨学金のご支援、誠にありがとうございます。おかげさまで、とても充実した高校生活を送る

ことができています。ライオンズクラブ様のご支援に力を感じ、大学受験に向けて勉強、部活

を頑張っています。

福岡市　古賀 友也

◎私のために奨学金を支援して頂き、ありがとうございます。このご恩は一生忘れません。

　勉学に励むことができ、多くの友達をつくることができて、充実した学校生活を送ることがで

きています。

福岡市　内山 智陽

　第31回エフエム福岡主催『海の中道はるかぜマラソン大会』において、共栄火災海上保険（株）

の皆様によるチャリティバザーの売上金を交通遺児支援のために、ご寄付いただきました。

共栄火災海上保険㈱
「九州支店
　副支店長　森　慎一郎氏（左）」

チャリティバザー会場の皆様

育 英 基 金

★共栄火災スポーツフェスタ
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【大島育英基金】
◎私のために、毎月ご支援頂き、本当にありがとうございます。私は私立高校に通わせてもらっ

ている上に、部活動もさせてもらっているので、母の経済的負担が軽減できて、本当に感謝

しています。現在、私は朝早くから夜遅くまで、部活動に勉強にと文武両道をし、楽しい毎

日を過ごせています。今後もご支援よろしくお願いします。

福岡市　廣嶋 里咲

【大島育英基金】

　「大島ホールディングスCEO大島康朋氏」による30年度奨学生２名に奨学金が支給され遺家族

から感謝されております。

【安武育英基金】

　30年度から育英基金のご寄付をいただき、２名の奨学生に奨学金支給を開始しました。

　遺家族から謝意が寄せられております。

★奨学金を受けるにあたって

◎私のために奨学金を支援してくださり、ありがとうございます。このお金を使って勉強道具

を買って日々、勉強に励んでいます。将来は建築士を目指しています。勉強は大変なことが

多いですが、支援してくださっていることを忘れずに、これからもあきらめずにがんばって

いきたいと思います。

筑紫野市　野口 裕貴

◎私のために奨学金を支援して頂き、本当にありがとうございます。おかげで、何一つ不自由

のない高校生活を送ることができています。部活はテニス部で毎日とてもきついですが、や

りがいを感じています。将来は、人の役に立てるような職に就きたいと思っています。今後

ともご支援よろしくお願いします。

糟屋郡　瀧口 美里

【福交遺育英基金】

篤志家のご寄付により30年度も６名の奨学生に奨学金の支給を開始しました。

★奨学金を受けるにあたって

◎私の為に就学金を支援して下さり、ありがとぅございます。おかげさまで学校でやりたかっ

た部活を頑張っています。部活と勉強の両立は大変ですが、充実した学校生活を送っていま

す。これからもよろしくお願いします。

小郡市　大河 和志

◎奨学金の支援をして頂きありがとうございます。そのおかげでとても充実した高校生活を

送っています。朝課外や土曜講座も受けることができ、勉強に意欲が持てるようになりまし

た。これからもよろしくお願いします。

中間市　池田 修都

◎私のために奨学金を支給してくださり、ありがとうございます。普通の人と同じように高校

へ通うことができ、とてもうれしく思います。将来は子供が好きなので、保育士になりたい
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と思っています。夢が実現できるように、これからもがんばっていきたいと思います。

柳川市　高口 実佳

◎奨学金を支援してくださり、ありがとうございます。母の負担を減らすことができて、大変

感謝しております。高校での部活動はあきらめていたけど、ご支援のおかげで、放課後の部

活動に打ち込むことができ、とても充実した楽しい高校生活です。これからもよろしくお願

いします。

八女市　橋爪　恭磨

◎奨学金に感謝し、今まで以上に勉強や部活を頑張ります。 みんなと同じように学校に行けて、

変わらない生活ができていて、看護師という夢を叶えるために頑張って勉強しています。

北九州市　持  優羽

★その他本誌に掲載されなかった多くの方からの感想文やお礼のお便りを頂きました。

○（福岡市）秋吉由公子

○（糸島市）竹浦明美・北川菜菜

○（春日市）えさきかなで

○（北九州市）松岡ひとゆき、緑睦

○（糟屋郡）新﨑奈美恵、萌々香

○（久留米市）麻生怜、英里香

○（春日市）真名子汐織、藍浬

○（筑紫野市）ますながゆめと

○（宗像市）中野孝彦

○（北九州市）平田旭

○（久留米市）楢原郁枝、陸翔

○（八女市）深野貴文、真由美

㈱大島産業ガンバル会の皆様の募金と「大島
育英基金」の資金を大島康朋氏からご寄付い
ただきました。

「大島ホールディングス  
　　ＣＥＯ 大島 康朋氏」

㈱安武様が交通遺児支援のために「安武育英基
金」を開設され、基金としてご寄付いただきま
した。

「㈱安武　代表取締役　安武万紀子氏」
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★会長交代のお知らせ

　平成18年５月に就任され、12年もの長きにわたり尽力された、佐藤 正夫前会長の後を受け、

昨年５月、長 裕海氏（福岡県議会議員）が新会長に就任しました。

　なお、退任の佐藤 正夫氏は引き続き、理事としてご活動いただきます。

　機関紙「輪禍の灯」を平成31年号は創立50周年記念として、『福交遺』ふれあいだよりとして

紙面を一新しましたが、いかかでしょうか。

　半世紀、営々と交通遺家族支援を支えて下さった、歴代の役員や県及び各市町村、企業、団体、

篤志家皆様のご理解と、ご協力のお蔭で支援事業ができました事に心から厚くお礼申し上げます。

　新しい年を迎えて、遺家族の皆様と手を取り合って、共に前進してまいりたいと思います。

会　長　長   裕海(福岡)     

副会長　岩崎 明弘(福岡)  　

　〃　　入江 秀敏(筑豊)

　〃　　太田 武文 （筑後）

理　事　佐藤 正夫 （北九州）

　〃　　月原日出男（福岡）  

　〃　　佐藤 栄作 （北九州）

　〃　　眞銅 敬介 （福岡）

　監事　伊藤 謙路（福岡）

　監事　神屋 みほ（福岡）

◎事務局

　事務局長 月原日出男（本部）

　事務職員 本田愛子（本部）

★当会から行事予定やプロ野球観戦等いろいろな催物のご案内を致します。

　ふるってご応募ご参加ください。

★ご家庭の住所、連絡先を変更されたとき、また、児童数が漏れているときは事務局にご連絡

ください。

《編集後記》

《本部役員》
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