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第１31号 

 

    
   

公益財団法人京都府スポーツ協会 新会長                    

平素は本会の諸活動に際し、皆様の御協力、御支援を賜り厚くお礼申し上 

げます。 

この度、９０周年記念事業を終え、１００周年、また、その先の未来に向 

けて新たに歩き始めた本会の第１６代会長に武田前会長の後任として就任す 

ることになりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

「ゴールデンスポーツイヤーズ」として大きな国際大会が相次いで開催さ 

れる中、府民のスポーツに対する関心の高さも踏まえ、「輝け・強く・心躍 

る京都のスポーツ」「もっと元気な京都のスポーツ」のスローガンを掲げ、 

府民スポーツの振興に一層取り組んで行く所存であります。 

 「京都府スポーツ協会」と名称変更し、新しいスタートを切った今、これ 

からも皆様の御理解と御協力をよろしくお願いします。 

 

令和元・２年度公益財団法人京都府スポーツ協会役員決定 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長  山田 啓二 

副 会 長  木下 宗昭  山本 誠三  水野加余子  納屋 嘉人  辻󠄀  淺夫     

専務理事  村上 昌司 

常務理事  柴山  薫  坂東 美紀     

理  事  石田 洋也  五十棲妙子  奥  芳文  角井 弘之  唐松 秀幸  川合 英之   

川北  徹  川村 隆史  北村 泰子  草川 健治  関  廣  多田  毅 

田中 誠二  谷村 浩子  田村 直也  徳地  守  永塚 則昭  中村 孝三 

福西 清次  松井 道宣  三宅 孝正  森田美千代  栁田 繁好  湯浅 暢宏 

監  事  池田 敏子  關本 卓男 

 

令和元年度公益財団法人京都府スポーツ協会表彰式を開催 

 

 

20１９．９ 

令和元年６月２８日（金）京都 

 府スポーツセンター会議室で開催 

 された第２回理事会において、会 

 長をはじめ、副会長、理事、監事 

 の各役員が決まりました。 

また、第３回理事会において、 

 各種委員会も編成されました。加 

 盟団体や関係の皆様には引き続き 

 御支援、御協力をよろしくお願い 

 します。 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

公益財団法人京都府スポーツ協会新会長・新役員   公益財団法人京都府スポーツ協会表彰 

少年団だより  総合型だより   平成30年度スポーツ振興募金・賛助会員 

 

山田 啓二 会長 
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昭和５１年から永年にわたり、京都水泳協会理

事、常任理事、副理事長、理事長、会長、名誉会

長として、水泳競技の普及・振興をはじめとし平

成２７年度全国高等学校総合体育大会水泳競技

会を成功に導くなど京都府スポーツ界の充実・

発展に尽力された。 

 

平成７年から永年にわたり、京都府アーチェリー

連盟副会長、会長としてアーチェリー競技の普及・

振興をはじめとし、昭和６３年京都国体で競技委員

会を主導して大会を成功に導き、その後の競技会運

営の礎を築くなど、京都府スポーツ界の充実・発展

に尽力された。 

 

平成元年から永年にわたり、京都軟式野球連盟副会

長、会長、平成２６年から公益財団法人全日本軟式野

球連盟会長として、軟式野球競技の普及・振興をはじ

めとし、学童女子、中学女子の全国大会を創設し、女

性スポーツの門戸を広げるなど多大な貢献に加え、平

成１７年から本会副会長として京都府スポーツ界の充

実・発展に尽力された。 

 

 

令和元年度公益財団法人京都府スポーツ協会表彰式を開催 

２５団体 １４４人を表彰 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

◇三色旗功労賞◇ 
加藤 和春                  神谷 育孝 

 

 

 加藤 和春 様      神谷 育孝 様    木下 宗昭 様      高野 昭 様 

（檀野 晴一 様代理） 

 

木下 宗昭              高野  昭  

 

６月１日（土）京都府スポーツセンターにおいて多数の御来賓の出席のもと、盛大に開催することができま

した。この表彰は、組織運営、選手育成、スポーツ医・科学、審判や競技会運営、指導活動を行われている方

をたたえる「功労者の部」と、平成 30年度中に国際・全国大会において、優秀な成績を収められた個人及び

団体、京都府民総合体育大会において永年にわたり出場された方をたたえる「優秀選手の部」があります。ま

た、その中でも特に顕著な御功績を挙げられ、本会会長が認めた方に「三色旗功労賞」を授与しました。受賞

されました方々は次のとおりです。 

平成１９年から永年にわたり、京都府少

林寺拳法連盟会長として、少林寺拳法競技

の普及・振興をはじめとし、２０１５少林

寺拳法全国大会 in京都を誘致し、大会を

成功に導き、その後の競技運営の礎を築く

など京都府スポーツ界の充実・発展に尽

力された。 
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津山 捷泰            平井 一三 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    津山 捷泰 様          平井 一三 様          渡邉 勝 様 

（荒賀 正孝 様代理） 

 

渡邉  勝           由良 大司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

            

◇功労賞－組織運営：本会◇ 
石田久雄（公益財団法人京都府体育協会） 

中村壽孝 野田達男（京都府スポーツ少年団） 

 

◇功労賞－組織運営：加盟団体◇ 
秋元宣彦（弓道）岩田和義（相撲） 太田勲（陸上競技）荻野昭（綾部市） 

川上鐘成 髙野實（少林寺拳法）加藤真弓 竹内勇治  堀江倫顕  

松山孝司（スケート） 重松信一 鈴木貫太郎（レスリング）田阪昌英（卓球） 

谷間良治（ソフトボール） 千代恭司（体操）中坊豊（井手町） 

増田祐幸（剣道） 垣 朗（バスケットボール） 村武志（バレーボール） 

服部晃佳 藤原香代子（レクリエーション） 

馬渕佳津子（宇治市） 山元公郷（ソフトテニス） 

 

 

平成元年から永年にわたり、京都府空手道連

盟副理事長、理事長、副会長、会長として、平

成２５年から公益財団法人全日本空手道連盟

副会長として、空手道競技の普及・振興をはじ

めとし、世界空手連盟においては技術委員長等

も務めるなど京都府スポーツ界の充実・発展に

尽力された。 

昭和６２年から京都府クレー射撃協会理

事、平成１７年からは会長として永年にわた

り、クレー射撃競技の普及・振興をはじめと

し、選手の練習環境の確保や改善、組織運営

の向上など多大な貢献に加え、平成１７年か

ら本会理事、名誉副会長として京都府スポー

ツ界の充実・発展に尽力された。 

 

 

平成１０年から永年にわたり、財団法人綾

部市体育協会（平成 24年から一般財団法人綾

部市体育協会）専務理事、副会長、会長とし

て、組織運営並びに地域スポーツの普及・振

興に貢献された。平成１５年から平成１９年

まで本会理事として、京都府スポーツ界の充

実・発展に尽力された。 

昭和４０年から永年にわたり、京都府バレー

ボール協会理事、常任理事、理事長、副会長、

会長として、バレーボール競技の普及・振興を

はじめとし、国際大会の誘致など見るスポーツ

の振興にも注力するなど多大な貢献に加え、平

成２８年から本会評議員として、京都府スポー

ツ界の充実・発展に尽力された。 

増田 祐幸 様 
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◇有功賞－審判・競技会運営◇ 

河相公一（体操） 齊藤隆（陸上競技）須山富生（ソフトボール） 

◇有功賞－指導活動◇ 
田中昌夫 松村明美（ゲートボール） 

 

 

 

 

◇優秀選手賞－個人◇ 
山西利和 大槻浩二 （陸上競技）山川悠太（弓道）弓良隆行（馬術） 

柏木良太（ウエイトリフティング）友野一希  宮原知子（スケート） 

伊藤駿 高谷惣亮 髙橋夢大（レスリング） 藤本美（剣道）  

成川晃一 林勇気（アーチェリー）  

荒賀龍太郎 田中透也 中村しおり（空手道） 

◇優秀選手賞－団体◇ 
第７３回国民体育大会バレーボール競技京都府少年男子チーム  

ワタキューセイモア 

第７３回国民体育大会フェンシング競技京都府少年女子フルーレチーム 

◇優秀競技団体賞◇ 
一般財団法人京都陸上競技協会 京都府バレーボール協会 

京都府レスリング協会 京都卓球協会 京都フェンシング協会  

 

◇敢闘賞－個人◇ 
壹岐あいこ 池田涼香 井上堅斗  井本佳伸 小林大起 駒井斗馬 佐藤圭汰  

塩見綾乃 ヘンプヒル恵 三浦龍司  三好こころ 村尾雄己 和田麻希 松島輝空 

小 野乃花 岡田恵里佳 勝部桃  武田亮子 梶尾明日香 柴田凛 浜中陽  

鍵本彩夏 又木愛紗 渡会円香 中野桂太 中野瑠馬 宮本麻衣  濱本紗也 

糸井夕奈 柏木麻希 河上隆一  川﨑涼雅 川﨑菜々紗  佐藤萌夏 島田都希  

西川勝之 橋本菫  長谷胤午 武藤理恵瑠 岡本勝哉 四宮寛人 谷内健太  

尾崎希歩 乾夕月  石田紗也佳 飯村彩乃 飯村一輝  竹澤志緒里 寺山珠樹 

ウェディシンハ・ジュン  吉村美穂 伊藤海 今井海優 今井佑海 三浦哲史 

白岩優奈 本田紗来 棚田大志 吉田拓 中村知江里  浅田真児 澤島さくら 

田井滉泰 中野壮一朗 西口凜 藤田るり  市川正明 小池和美 播本雄輔 

安田明香里 岩井龍之介  徳山哲平 中山菜々美 

◇敢闘賞－団体◇ 
京都市立桂中学校陸上競技部女子駅伝チーム  京都市立桂中学校陸上競技部男子駅伝チーム   

洛南高等学校バレーボール部  京都府立朱雀高等学校通信制卓球部  龍谷大学柔道部  

京都外大西高等学校水泳部  京都踏水会水泳学園 ＫＹＯＴＯ ＭＡＹＵＭＡＲＯ ＦＣ  

同志社大学体育会カヌー部女子カヤックペア 同志社大学体育会カヌー部男子カヤックペア  

立命館大学体育会カヌー部男子カナディアンフォア  立命館大学体育会カヌー部男子カヤックチーム  

立命館大学体育会カヌー部男子カヤックフォア 立命館大学体育会カヌー部男子カヤックペア  

立命館大学体育会カヌー部男子カヤックリレーチーム  立命館大学体育会カヌー部男子チーム   

京都外大西高等学校空手道部 

田中 昌夫 様 

弓良 隆行 様 

一般財団法人 

京都陸上競技協会 

塩見 綾乃 様 
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◇奨励賞◇ 
【向日市】   井上孝男 小西正躬（ゲートボール） 

【長岡京市】  田中秀和（バレーボール） 

【宇治田原町】 林田滋（ソフトボール）市川真美（ボウリング） 

上野時子（グラウンド・ゴルフ） 

【亀岡市】   大倉直也（陸上競技）井上由樹子（バレーボール） 

橋本和宣（テニス）  

【綾部市】   梅林憲道 西村善和（テニス） 

【福知山市】  足立尚子 稲場えり（ソフトテニス） 

【舞鶴市】   田中順一 野村和美 平岡将弥（ソフトテニス） 

 

祝受章 ～栄えある受章おめでとうございます。 

春の叙勲 

瑞宝双光章  田 淵  和 彦 氏  京都フェンシング協会 会長 

瑞宝小綬章  三 ツ 野 隆 夫 氏  元京都府アイスホッケー連盟 会長 

                            

 

 

 

 

 
【令和元・２年度京都府スポーツ少年団 役員】 

 

令和元年６月 28日（金）に行われた本会理事会において、スポーツ少年団本部長、副本部長が決まりま

した。さらに、６月 29日（土）に開催された令和元年度京都府スポーツ少年団第２回代議員会において、

本部委員が決まりました。今後も、スポーツ少年団の諸活動に御理解と御協力をよろしくお願いします。 

 
 

本 部 長 山本 誠三（公益財団法人京都府スポーツ協会副会長） 
 

副本部長 関  𠮷廣（京都府市町村教育委員会連合会副会長） 

     北野 哲夫（京都市スポーツ少年団本部長） 

     松本益千嘉（八幡市スポーツ少年団本部長・京都府スポーツ少年団指導者協議会会長） 

芦田 正人（福知山市スポーツ少年団本部長・育成専門部会委員長） 

 

本部委員 〇佐々木和隆  笠井 倫夫  小島 嘉朗  中村 壽孝（企画専門部会正・副委員長） 

     〇反田 伊一  藤本  隆  荻野 義教       （交流専門部会正・副委員長） 

      石川美津江  紺谷 義一  三浦千鶴子       （育成専門部会副委員長） 

     〇袋布 幸信  石坪 一秀  大槻  進  野田 達男（軟式野球専門部会正・副委員長） 

     〇三浦  俊  三矢 章雅  片岡 弥之  前田  健  斎藤  潤 

                                （サッカー専門部会正・副委員長） 

     〇西  満夫  西田 廣道  中司 容三  森  和俊（剣道専門部会正・副委員長） 

     〇小林 一弘  上ノ山利夫  河村 直美  湯浅 和久（バレーボール専門部会正・副委員長）                          

     〇長野 享司  北尾 宜史  森川 和仁  若林  勉（少林寺拳法専門部会正・副委員長） 

     ○稲葉 弘和  橋本 治樹  野村 晴美  西村 和穂（バスケットボール専門部会正・副委員長）  

                          

    ※〇は各専門部会の委員長 

林田 滋 様 
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平成 30年度スポーツ振興募金に御協力いただいた企業  
 

平成 30年度スポーツ振興募金におきましては、昨年に引き続き本会の財務委員を中心に積極的な活動をしてい

ただき、経済情勢の厳しい中、府内外の企業の方々に多くの御理解をいただき、下記の企業から総額 2,325千円

の御寄付をいただきました。寄付金につきましては「スポーツ王国京都」実現に向けて、生涯スポーツ振興及び

競技力向上のための諸事業に充当させていただいております。 

 ここにお礼を申し上げますとともに、今後とも御協力くださいますようお願いいたします。 （順不同・敬称略） 
 

石塚産業株式会社 エスピータック株式会社 学校法人大和学園 株式会社奥村製本 

株式会社京都銀行府庁前支店 株式会社キクザワ 株式会社松栄堂 株式会社ジェイアール西日本ホテル開発 

株式会社しょうざん 株式会社Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 株式会社淡交社 株式会社友屋 株式会社田中プリント 

株式会社ヒノマル 株式会社福寿園 株式会社フクナガ 株式会社伏見上野旭昇堂 株式会社京都東急ホテル 

日本ウエスト株式会社 株式会社八木厨房機器製作所 オリックス自動車株式会社京都支店 京セラ株式会社 

京都信用金庫 京都青果合同株式会社 京都中央信用金庫 京都三菱自動車販売株式会社 

一般社団法人京都府医師会 一般社団法人京都府歯科医師会 一般社団法人京都府薬剤師会 

大和印刷紙工株式会社 第一スタジオ 東武トップツアーズ株式会社京都支店 

名鉄観光サービス株式会社京都支店 日本紙パルプ商事株式会社関西支社 柊家株式会社 ファイテン株式会社 

富士フイルムグローバルグラフイックシステムズ株式会社 都インキ株式会社 洛西紙工株式会社 

ヤスダ徽章株式会社 有限会社赤尾機械刃物工業所 有限会社岡島製作所 有限会社山中紙工所 

                                                                                                                               

✿北部ブロック ✿山城ブロック 

久美浜ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

NPO法人網野ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

三遊ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

かやｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

野田川ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

総合型クラブ天の架け橋～rainbow～ 

福知山ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

鬼楽ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

舞鶴ちゃったｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙

ＮＰＯ法人東宇治ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙

太陽が丘ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

京都文教大学地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙

寺田西総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙

京たなべ・同志社ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙

IDEゆうゆうｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙

和束ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

南山城村お茶っぴクラブ 

✿中部ブロック ✿乙訓・京都市ブロック 

桧山わいわいクラブ 

質美ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌﾞかがやき 

三ノ宮さんさんクラブ 

梅田げんき村 

和知ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

丹波ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

京丹波町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙

ひよし総合型地域ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

富本クラブ 

みやまｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

そのべ総合型地域ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

南つつじヶ丘ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙

千歳七福神ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

ひえよしクラブ 

ASAHIｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙

京北ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

京都教育大学地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙

K-style 

NPO法人みのりのもり劇場 

NPO法人紫明倶楽部 

京都外大クラブ 

NPO法人京都日野匠ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙

NPO法人サニーｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ京都 

向日市ワイワイｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

総合型長七みんなのｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

フォー遊クラブ 

ふるさとｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ  ゙

長五校区総合型地域ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌ  ゙

グッド楽クラブ 

倶楽部・てん 

さんSUNスポレククラブ 

８スルくらぶ 

わくわくクラブおおやまざき 

京都府総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 加盟５０クラブになりました！ 

 
京都府総合型地域スポーツクラブ連絡協議会総会

が、去る６月２日に開催されました。今年度は役員

改選年であり、新たなメンバーで令和元年度がスタ

ートしました。また、新たに２クラブが新規加盟し、

府内総合型クラブは全 50クラブとなりました。その

他、府立高校が中心となって活動している開放型地

域スポーツクラブを含めると計 60 クラブが京都府

内で様々な活動を展開しています。 

現在、日本スポーツ協会により登録･認証制度の創

設が進められており、これからの２年間は大変大き

な転換期となります。連絡協議会では、今後の京都

府総合型クラブを考える会を新たに設置し、今後の

総合型クラブの在り方や目指すべき方向性について

検討を進めていきます。 

〈加盟クラブ一覧〉 R1.6.2現在 

10月27日(日) 第７回京都ご当地グルメリレーマラソン 

＠京都府立山城総合運動公園内 

11月23日(土祝) 近畿ﾌﾞﾛｯｸｸﾗﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸｱｸｼｮﾝ 2019 

＠帝塚山大学（奈良県） 

 

 事業・イベント案内  
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平成 30年度御協力いただいた賛助会員 

  

公益財団法人京都府スポーツ協会では、会員の皆様からいただきました賛助金を「スポーツ王国京都」実現に

向けて、生涯スポーツ振興及び競技力向上の諸事業に充当させていただいております。 

昨年度も多くの個人・団体から御理解をいただき、総額1,362千円を納入いただきました。ここに御芳名を記

載し厚くお礼申し上げますとともに、今後とも御協力いただきますようお願いいたします。             

（順不同・敬称略） 

【個 人】 

 赤川 行男  浅田 平詔  浅野 賢一  芦田 豊文  芦田 正人  足達 靖彦  蛭子 正幸 

 阿部 敏行  粟津 茂信  安藤 朝男  池田 敏子  池田 征弘  石川 俊紀  石川美津江 

 石川由紀美  石川真理子  石倉 忠幸  石田 育代  五十棲妙子  石橋 常男  伊東 輝雄 

 一井 公子  稲本 高士  上田 紀代  植田 喜裕  浦川 義博  大島 武子  大橋 通夫 

 大橋二三夫  大溝 誠則  越智 雅之  岡   寛  奥  芳文  小國 俊之  小国 久美 

 加藤 吉辰  唐松 秀幸  川合 英之  川勝主一郎  川北  徹  川端 厚男  河原 慶子 

 北畑悌次郎  木本  馨  木村 嘉子  桐村 俊昭  草川 健治  國松 健一  越野 直子 

 兒玉 幸長  小林  進  駒  好修  﨑野  隆  佐野 修弘  澤井  剛  芝田 徳造 

清水 辰也  武田  暹  関目六左衞門 關本 卓男  髙木 剛友  高山 康彦  滝川 正幸 

田阪 昌英  田村 直也  田村 恒彦  谷口  博  田中田鶴子  田中 伸明  田淵 和彦 

田邊 知隆  谷間 良治    淺夫  田 謹一  津田 房枝  土屋 章子  寺田 裕昭 

道本由紀子  十倉 孝之  徳廣  剛  戸谷 重徳  友成 修治  長棟 秀之  中井 雅夫 

中川 泰彰  中塚  一  中宅 正啓  中山  明  中川美恵子  納屋 嘉人  西山  勝 

西山 正文  野﨑 隆司  野田 一雄  野村 和美  橋詰 澄雄  服部 晃佳  坂東 美紀 

平田健一郎  平井 一三  東 美智子  比護 信子  福間 誠一  福田 陽子  藤川 義之 

藤田 晢也  藤田  元  藤野 英雄  細川  磐  堀田 武司  本郷 芳男  前原 英彦 

桝岡 義明  増田  隆  増田  駿  俣野 妙子  松山 孝司  水野加余子  三古  剛 

南元 昭治  村田 正夫  安田  寬  八木 育子  山口 光則  山口 良治  山田 博彦 

山添利一朗  山中昭治郎  山本輝一郎  山本  毅  山本世志男  山本 誠三  由良 大司 

芳村  猛  渡邉  孝 

 

【団 体】 

公益財団法人京都市体育協会 公益財団法人向日市スポーツ文化協会 一般財団法人宇治市体育協会 

城陽市体育協会 NPO法人京田辺市社会体育協会 公益財団法人亀岡市体育協会 京丹波町体育協会 

一般財団法人綾部市体育協会 一般財団法人福知山市体育協会 一般財団法人舞鶴市スポーツ協会 

宮津市体育協会 一般財団法人京都陸上競技協会 京都府弓道連盟 京都ボート協会 京都体操協会 

京都府柔道連盟 京都府ソフトテニス連盟 京都水泳協会 京都府山岳連盟 京都府馬術連盟  

京都府スケート連盟 京都フェンシング協会 京都軟式野球連盟 京都府バドミントン協会 

京都府ソフトボール協会 京都府クレー射撃協会 京都府ライフル射撃協会 京都ホッケー協会 

一般財団法人京都府剣道連盟 京都なぎなた連盟 京都府空手道連盟 京都府銃剣道連盟 

一般社団法人京都府ボウリング連盟 京都府少林寺拳法連盟 京都府野球連盟 京都府武術太極拳連盟  

京都府ペタンク･ブール連盟 京都府中学校体育連盟 医療法人福冨士会京都ルネス病院  

医療法人同仁会京都九条病院 京都商工会議所女性会 公益財団法人京都府公園公社 

NPO法人八木町スポーツ協会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本会名誉副会長 平井 一三 氏におかれましては、６月 14日不慮の事故のため、

ご逝去されました。 

 ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 
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