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２０１３年９月４日　第２１１７回例会　VOL. ４５　No. ９

■司　　会　副 SAA  後藤　英則

■開会点鐘　会　長　安藤　公一

■斉　　唱　君が代、奉仕の理想

　　　ＳＬ　佐藤　真吾

■出席報告

　 
■本日の欠席者
二宮麻理子

■他クラブ出席者
佐藤 (横浜鶴峰 RC)

■ゲスト
佐野　友保殿

（公益財団法人ボーイスカウト日本連盟常任理事

・秦野中 RC 会員）

■ 9 月誕生記念祝

増田嘉一郎会員      9.20

岡田　清七会員      9.9

■会長報告
　もう９月ですが、まだ暑いです。朝晩とい

くらか暑さが収まってきた気がしていました

が、まだまだ熱中症には注意が必要です。例

年にない暑さで身体へのダメージも蓄積され

てきています。くれぐれもご自愛頂きますよ

うお願い致します。

　9/1 で関東大震災から 90 年が経ちました。

10 万人を越える方々が亡くなられ、その内の

９割の方が地震後の火災で亡くなられたと聞

いています。改めて防災意識を高める必要が

あると再認識致しました。

　9/2 ㈪から交換留学生のナムフォンさんが

旭高校に通学し始めました。早く多くの友人

ができることを祈っています。

本日の出席率　 96.55％

本日の出席数     28 名会  員  数 　 　  35 名

修正出席率   　100％
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　世界柔道で前半の軽量級では日本人選手が

メダルを獲得していましたが、後半の重量級

では思うような成績が残せませんでした。最

後に団体金メダルを獲得した女子頑張りまし

た。９月８日未明に 2020 年オリンピックの開

催地が決定します。東京が選ばれることを祈っ

ています。亀田３兄弟が揃ってボクシング世

界チャンピオンとなりました。最後に残って

いた次男坊は尋常ならぬプレツシャーの中よ

く勝ちました。

　生物化学兵器使用のシリアへの制裁の動き

が米・仏より出てきそうで予断を許しません。

　今月は、新世代のための月間です。ボーイ

スカウト日本連盟佐野様に本日の卓話をお願

いしております。どうぞ宜しくお願い致しま

す。

　9/3 はドラエモンの誕生日でした。但し 99

年後だそうです。

○地区関係

１）交換留学生帰国報告会兼歓迎会

日時　９月７日

場所　聖光学院

　後藤さん、青木さん、漆原さん、ナムフォ

ンと共に出席してまいります。

２）R財団セミナー

日時　９月９日㈪

場所　ソシア 21

　新川さんと共に参加してまいります。

３）地区大会チャリティーディナー

日時　９月 19 ㈭

地区大会チャリティーゴルフ

日時　９月 24 日㈫

　ご参加予定の北沢さん、太田さん、斉藤さん、

鈴木さん宜しくお願い致します。

４）社会奉仕委員長会議

日時　９月 27 日㈮ 15：00 ～

場所　ソシア 21

　千葉委員長宜しくお願いします。

○クラブ関係

１）当クラブのホームページが五十嵐さんの

ご尽力により開設されました。

http://yokohamaasahirc.cho88.com/

　とても綺麗に作って頂けました。是非一度

ご覧下さい。五十嵐さんありがとうございま

した。

２）内田委員長よりも FAX も含めお願いして

おりますが、９月 18 日の体験例会まであと２

週間です。お心当たりのある方、特に入会３

年未満の方々には、お知り合いをお連れ頂き

たく宜しくお願い致します。

３）本日 9/4 ㈬ 18：30 ～クラブ事務所で理事

役員会を開催します。理事・役員の皆様、宜

しくお願い致します。

４）IM のコ・ホストクラブとして、ホストク

ラブの瀬谷 RC より、広報・記録の担当を割当

られました。

　委員長五十嵐さん、副委員長市川さん、委

員北澤・鈴木・杉山さん宜しくお願いします。

■幹事報告
１）事務局移転のお知らせ

○横浜緑ロータリークラブ

事務局 新住所   〒 226-0016

横浜市緑区霧が丘 2-12-1 株式会社 NFC 内

TEL 045-442-8091　FAX 045-442-8092

■横浜鶴峰 RC                     会長　　佐藤　利明

　　　　*この原稿は先週 8/28 例会発表のものです。

　横浜鶴峰 RC 佐藤です。突然お伺い致しまし

て、又スピーチの機会をいただきまして有難

うございます。

　平素より多岐にわたり鶴峰 RC に友好的にご

指導いただきまして有難く感謝いたしており

ます。

　実は我がクラブの現状をご心配いただきま
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して、御クラブの関口様より TEL いただきま

した。以前より兵藤様、太田様、青木様、他

の皆様からご心配をいただき、話し合いをし

ようと度々お声をかけていただいておりまし

た。

　我が鶴峰 RC の現状を申しますと会員は 14

名です。会員減少がつづくなか増強に関して

は思うように行っておりません。今年度私が

会長 (2 度目・15 年ぶり ) に引き受けました

のも、誰も引き受け手がなく経験年数・順番

から、万已むをえず、正に「火中の栗を拾う」

思いで引き受けた次第です。昨年度秋の時点

では全会員で頑張って進むことで一致しまし

たが、今年 6 月のフォーラムで再度話し合い、

いろいろ意見が出されまして「継続・合併・

終結」の中から選択された大半の答えが「終

結」でした。その中で合併については「開催日、

又高齢の会員は退会する」等、いろいろ折り

合いがつかない部分が出されました。私個人

的に御クラブの先輩諸氏のご意見を伺い、又、

相談させていただきたくお伺いいたしました

次第です。この様な話を突然致しまして申し

訳ありません。ご理解、ご容赦下さい。

■広報 IT 委員会　　　　　　      五十嵐　正

　懸案のクラブのホームページが開設されま

した。「横浜旭ロータリークラブ」

と検索をかけてください。ネットに入れる携

帯からも見れると思います。

　現状卓話週報の所は、昨年の山崎年度と、

今期安藤年度で先週の週報まで見れる状況で

す。それ以前の週報に付きましては、時間を

みて 45 年分近い年度からデータ化を進めてま

いります。

　また、週報の過去の検索は、グーグルの検

索作業に合わせた内容ですので、今すこし時

間がかかります。ご承知ください。

　今後は原則週報は公開となりますので、特

に外部の方で公開に承諾いただけない場合も

あると思いますので、その際はご指示くださ

い。今後につきましたは、クラブ控えとして、

承諾書みたいなものが必要になるかとおもい

ます。理事会にてご検討ください。

　今はまだ若いので、検索かけてもトップ頁

に反映されませんが、皆様が個々に検索かけ

でいただいたり、リンクをはっていただけ

でば徐々にトップ頁に反映されていくと思

います。アドレス http://yokohamaasahirc.

cho88.com/

　是非ご覧いただきご意見ご要望をお聞かせ

ください。

■会員増強委員会　　　　　　　内田　　敏

　「会員増強委員会よりお願い」のアンケート

の回答をご提出ください。まだ５名程度の回

答がきていません。宜しくお願いします。

■国際奉仕委員会　　　　　　　  田川　富男

　南アフリカ学習者支援プロジェクトにご支

援、ご協力を賜りまして有難うございます。

　皆様のご支援により南アフリカ共和国で学

校に通っている子供たちの成績証明書が届き

ましたのでご覧ください。また、皆様からの

ご支援に対する感謝の気持ちを描いたサンク

スレターも幾人かの子供たちから届きました

ので、併せてご覧ください。暖かいご支援ご

寄付を賜りました事、心より感謝申し上げま

す。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

■ロータリー財団委員会　　　　  新川　　尚

地区より奨学生募集の案内が来ました。奨学

生のご推薦をお願いします。

国際ロータリー第2590地区 (横浜市・川崎市)

2014-15 年度ロータリー財団の奨学生募集要項

１）奨学金の種類

(A) 国際ロータリー (RI) 第 2590 地区奨学金

（DG 奨学金）：
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アリアンやその親族は、退会から 36 カ月が経

過するまで無資格者

３）募集人員

(A) 国際ロータリー第 2590 地区奨学生　２名

(B) グローバル奨学生　　   　　　　　１名

■交換留学生報告　　　　　　　後藤　英則

　8/31 に二宮会員のブルーベリー農園へ交換

留学生のナムフォンさん、カウンセラーの漆

原会員、後藤の３人で行ってきました。

　大変暑い日でしたが、たわわに実った食べ

ごろのブルーベリーを、駐日タンザニア大使

とそのご家族や、韓国仁川より横浜市へ研修

に来ている女性、横浜市国際交流課の皆さん

と、パックに詰め放題１人で 3・4 パック摘み

取りました。

　また、掴み取りながら無農薬で育てたプル

ベーリーを口いっぱいにほおばり、甘酸っぱ

い味を堪能いたしました。摘み取りが終わっ

てからは、タンザニア大使ご家族らと 40 畳は

有ろうかと云う二宮会員宅の大広間でサンド

イッチをいただきながら、皆さんと歓談し、

大変楽しいひと時を過ごさせて頂きました。

　留学生のナムフォンさんはもちろん、ブルー

ベリー狩りは初めて、タイでは輸入品のみで

大変高価だと言っていました。こんなに沢山

食べられてとても嬉しいと、機会が有ったら

また参加させてくださいと大喜びでした。

　二宮会員、当日は大変お世話になり有難う

ございました。

■前年度幹事より                                青木　邦弘

　前年度クラブ活動報告書が出来上がりまし

た。袋に入っていますのでよろしくお願い致

　四年制の大学を２年以上修了した人を対象

に、海外の大学または大学院で１年間学ぶた

めのもの

奨学金額 ： 27,000 ドル 専攻分野は自由

(B) ロータリー財団グローバル奨学金

（GG 奨学金）：

　下記６分野の一つにおいて実績があり、今

後も同分野を仕事とし、目に見える持続可能

な成果を生み、活躍すること目指す人物が、

海外の大学院で１～４学年度、または大学院

同等以上の研究機関で、同分野の深い専門知

識を学ぶためのもの。地区が推薦し、最終的

にはロータリー財団の選考により決定。

奨学金：総額 32,000 ドル 

専攻分野：

①平和と紛争予防／紛争解決

②疾病予防と治療　③水と衛生

④母子の健康　⑤基本的教育と識字率向上

⑥経済と地域社会の発展

２）応募資格

①日本国籍を有し、第 2590 地区 ( 横浜市・川

崎市 ) 内に在住・在学・又は在勤の者

②（A）国際ロータリー第 2590 地区奨学金の

場合⇒ 留学開始時に四年制の大学課程を２年

以上修了している者

（B）ロータリー財団グローバル奨学金

⇒四年制の大学を卒業し、６分野の一つにお

いて実績があり、今後も仕事で同分野におい

て持続可能な成果を生み活躍することを目指

している者

③英語及び留学先の言語 ( 公用語 ) に堪能で

あること。留学機関の使用言語に関係なく、

留学先の一般人と交流を図れる言語力がある

こと

④ 2014 年 7/1 ～ 2015 年 6/30 留学を開始する者

⑤ロータリアン、ロータリー関係職員、及び

その配偶者、直系親族 ( 血縁による子・孫、

入籍、又は未入籍の養子 )、配偶者の直系家

族・尊属 ( 血縁の両親・祖母及び以上の記述

に当てはまるロ－タリアンや子・養子を含む )

でないこと。及び以上の記述に当てはまるロー
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■卓話
ロータリーとボーイスカウトについて　　

　 公益財団法人ボーイスカウト日本連盟常務理事

　　　　　　　　　 佐野　友保（秦野中 RC）

　ただ今ご紹介を受けました、佐野友保です。

　六月の始めに増田先生に自連の会議の後、

これは業務命令です。2015 年に開催する第 23

回のワールドジャンボリーの協賛金を厳しい

クラブの予算の内、毎年１万円を供出してい

ただいている横浜旭ロータリークラブの例会

に出席し、お礼かたがたスピーチをするよう

にと言われまして「はい、わかりました」と

答えたものの本日だとすっかり忘れていたこ

とを、まずはお詫び申し上げなければなりま

せん。それはこれからお話しするスピーチの

内容のお粗末さの言い訳とのご理解と受け止

めていただければ幸いです。

　さて、演題としました「ロータリーとボー

イスカウトについて」ですがその前にロータ

リーにとって９月は新世代の為の月間です。

　ロータリーとボーイスカウトではこの２つ

の運動は偶然に 20 世紀の初頭に始まりまし

た。ロータリーはご承知の通り、アメリカシ

カゴの街に事務所を構えていた、青年弁護士

ポールハリスが著しい社会経済の発展の陰

で、商業道徳の欠如が目につくこの風潮に堪

えかね、友人３人と話し合い公正と信頼に基

づく仲間を増やそうという趣旨で、お互いの

事業所を持ち回りで会合を開いたことによっ

て、1905 年２月 23 日にシカゴにロータリー

クラブが誕生しました。その後は志を同じく

します

■青少年委員会                                    青木　邦弘

　2014 ～ 15 年度ロータリー青少年交換学生

募集の案内が届いております。締切 10/28

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

佐野友保殿 ( 秦野中 RC) ／平素はボーイスカ

ウト活動にご理解を頂き、又ご支援頂きまし

てありがとうございます。本日は貴重なお時

間に卓話にお招き頂き重々感謝する次第です。

安藤　公一／①佐野友保様ようこそいらっ

しゃいました。②旭 RC のホームページ開設を

祝して。

福村　　正／①佐野友保様をおむかえして。

卓話宜しくお願いします。②先週末に剣友会

の夏合宿を山中湖で行いました。隣ではロッ

クフェスが開催されており、きゃりーぱみゅ

ぱみゅを BGM に素振りをしていましたが何と

もしまらずでした！

増田嘉一郎／①公益財団法人ボーイスカウト

日本連盟常務理事、佐野友保氏をご紹介しま

す。佐野常務よろしくお願いします。②夫婦

で誕生祝いをいただきました。ありがとうご

ざいました。

千葉　和裕／五十嵐さん、HP 拝見しました。

完璧です。言う事有りません。有難うござい

ました。

吉原　則光／佐野様、遠くからお越しくださ

れ有り難うございます。卓話楽しみに期待し

ております。

岡田　清七／誕生日を迎えて、ありがたくも

なし、ありがたくもあり。健康で 80 年感謝で

す。

北澤　正浩／秦野中 RC 佐野様、卓話よろしく

お願い致します。

安藤　達雄／秦野中 RC の佐野さん、ご遠方の

所、本日の卓話ありがとうございます。

山崎　良三／佐野様、本日の卓話よろしくお

願い致します。

青木　邦弘／青少年フォーラムです。佐野様

卓話よろしくお願いします。
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ところ、少年の願いに応えボーイスカウト活

動を発団し、初代の会長が育成会長となり、

青少年委員長が団委員長としクラブ全員が、

育成会貝でボーイスカウト秦野第１団を創立

しました。私はたまたま中学３年生で担任の

先生がボーイの隊長をすることになり母を通

じて入団させられました。以来中学、高校、

大学とスカウトとして８年、そして指導者と

して 43 年奉仕をさせていただきました。その

間、隊リーダーとして、団リーダーとして、

そしてボーイスカウト神奈川連盟の理事長と

して現在は、連盟長の黒岩知事を補佐し副連

盟長として神奈川のスカウト活動に微力です

が尽力させていただきながら、日本連盟の財

務担当の常務理事として、第 23 回の世界スカ

ウトジャンボリーの開催に向け全国をかけ巡

り、寄付をお願いしています。

　私が、ここまでこの運動に奉仕させていた

だいているのは、ひとえにロータリーに対す

る感謝の気持ちからです。先程も話しました

ように 15 歳からこのスカウト活動に参加し

て、秦野クラブの諸先輩から 50 年に長きに亘

りご支援いただいたことです。ロータリーは

単年度事業が建前ですが、青少年の育成は短

期間で結果が出るわけではありません。

　秦野クラブは発団当初社会は、まだまだ物

が豊ではなく、子供達が着るユニフォームか

ら野営備品全てクラブの費用で賄い、毎年 30

万円の資金を何と 50 年間支援してきたので

す。私自身も 30 歳まで秦野クラブの言葉に甘

え、すねをかじってきました。そして 1977 年

に秦野クラブをスポンサーにて秦野中ロータ

リークラブが創立する際に、初代の会長や特

別代表から、そろそろ君もロータリーアンと

して後進の支援をするようにと、創立会員と

して入会をしました。

　ロータリーの理念とボーイスカウトの理念

は、まさに人間として成長する糧だと思いま

した。それは四つのテストとスカウトの三つ

のちかいと八つのおきてと通じます。

　私は、1999 年から 2000 年にクラブ会長と

するクラブが各地に生まれ、国境を越え今で

は 200 以上の国 122 万人に達しています。

　一方ボーイスカウトは英国の軍人ベーテン

パウエル卿が、南アフリカのボーア戦争の体

験から、1907 年スカウテイングフォーボーイ

ズという少年向けの野外読本を発表し、本を

読んだ子供達が野外活動を始めたのがきっか

けで、ベーテンパウエル卿は 1908 年ロンドン

のプランシー島で 21 名の少年と実験キャンプ

行いました。

　その後、大人たちの手助けでボーイスカウ

トが誕生し、またたくまに世界 220 カ国に

2800 万人をようする世界最大の青少年社会教

育団体に成長し、４年毎に世界スカウトジャ

ンボリーと称して世界大会が開催されていま

す。

　2015 年には第 23 回大会が山口県のきらら

浜で 161 か国 30,000 人のスカウトが７月 29

日から８月８日に開催します。詳細は時間が

あれば話したいと思います。

　偶然と言え、19 世紀の産業革命により飛躍

的に社会は発展したものの、21 世紀の今日と

同様に格差と貧困という問題によって、著し

く社会は自分さえよければという心が蔓延、

子供から大人まで倫理が欠如し自他に対する

思いやりも無くなり、社会の荒廃が国を亡ぼ

す状況の中大人への社会教育としてロータ

リーの誕生、そして青少年への社会教育の必

要性からボーイスカウトが誕生したのではな

いでしょうか。そして二つの運動は「四つの

テストとちかいとおきて」実践を目標として

発展してきました。

　さて、表題の私にとってロータリーとボー

イスカウトについて話をして見たいと思いま

す。私がロータリークラブを知ったのは 1962

年です。当時小学６年生の山元昇平君と言う

少年がボーイスカウトを作って下さいとロー

タリークラブに声を掛けたのが始まりです。

秦野にクラブは 1960 年に平塚ロータリークラ

ブをスポンサーに誕生しました。クラブ発足

して何か青少年奉仕をしたいと計画していた
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して、ロータリー青少年指導者育成プログラ

ムをホストクラブの会長として開催させて頂

いたり、台湾の斐翠ロータリークラブの青少

年を招き、青少年交流事業をさせて頂きまし

た。

　また、クラブ 30 周年の実行委員長や、2010

年から 2011 年には第７グループのガバナー

補佐も経験もし、私なりに現在ロータリーに

奉仕をしています。今、考えて見ますと私自

身、少年時代にボーイスカウトを通じてロー

タリーの先輩諸兄のひとかだならぬご指導を

賜り、今日の自分があると思っています。

　私ども日本のスカウト運動は、1920 年に昭

和天皇が皇太子時代に欧州の行啓にて、イギ

リスのロンドンでジョージ５世にボーイスカ

ウト活動を紹介され、1922 年に初代総長後藤

新平のもと、大日本少年団（ボーイスカウト）

が創立されました。後藤新平は少年達に向かっ

て「人のお世話にならぬように、人のお世話

をするように、そして報いを求めぬように」

そして指導者には「金を残して死ぬ人は下、

仕事を残して死ぬは中、そして人を残して死

ぬ人は上」と言われ、国の礎は青少年の育成

こそ日本の宝である訓示したそうです。

　私は今少しでも、後藤新平先生の心に近づ

こうと努力している次第です。

　ちょっぴり個人的な話になりますが、私は

今年の５月で小さい会社ですが十全堂株式会

社の代表取締役を退任しました。私共の会社

は 1905 年に祖父が創業しました。先代であ

ります父は、私が大学を卒業すると同時に退

任し、私は３代目の当主になりました。ちょ

うど足かけ 43 年になりまして 66 歳前期高齢

者になりましたので、2015 年の世界スカウト

ジャンボリーを成功させるために退任しまし

た。後継者は、私がボーイスカウトの指導者

の時、保護者から息子を私見たいに薬剤師に

し、一生面倒を見てもらいたいと言われた少

年を高校、薬科大学そして薬剤師にし、他人

の飯を 10 年修行に出し、その間彼の息子も父

親と同じように今年薬剤師となり、親子２代

でお世話をさせていただきました。

　人を教えることは、自らの鏡にするするこ

とで、両親から信頼されて子供の面倒を見る

事は、私にとってどれほど自分自身の生き方

の戒めになったか、それは計り知れなく有り

難く思っています。

　５月に彼を社長にしたことによって、私自

身後顧のうれいなく、ボーイスカウトに奉仕

出来る喜びを頂きました。更に驚いたのは、

彼が自分の両親に、佐野から十全堂の社長を

任されたと言った時の喜びと同時に、大丈夫

かと不安になったそうです。父親は、佐野さ

んが譲って下さったなら、お前が出来ると言

うことだろうと安心したと話を聞いた時、私

は彼の両親との約束が出来たかなと思いまし

た。

　その彼の父親が、息子の成長に安心したの

かこの九月に他界したのは大変残念です。

　以上何かとりとめのない卓話をした見たい

です。

　私はロータリークラブの支援のもと、ボー

イスカウトを通じて今の私があるのだと感謝

をする次第です。残念なことですが今、日本

では子供達が置かれている状況は、毎日子供

の自殺 1.4 人です。そして３日に１人虐待死

し、孤独を感じている子供３人に 1 人です。

疲れを感じている高校生は 10 人中８人もいる

そうです。

　私達ボーイスカウト日本連盟は子どもと、

お母さん、お父さん達を支えようと応援して

います。そのような私達の活動を今後も温か

く支援して下さいますよう宜しくお願いしま

す。

　最後にこのような機会を頂き感謝すると共

に、貴クラブそして会員の皆様の弥栄を祈念

します。 

■次週の卓話　　　
　体験例会
　池田　雅彦殿 ( 神奈川県旭警察署長 )
                      週報担当　川瀬恵津子
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【ゲストよりご挨拶】　横浜旭ロータリークラブ

◇安藤公一会長様◇

こんにちは。今年度会長の安藤でございます。私は、2月に友好クラブ盟約締結式に山崎会長の代理として

調印させて頂きました。ありがとうございます。また、6月15日の夜間移動例会に参加できました事大変お

世話になりました。しかし、その後の24日に遠藤清貴会員の突然の訃報には愕然としてしまいました。

15日にお会いしお話をしたばかりのに、残念でなりません。クラブを代表しまして衷心よりご冥福をお祈り

申し上げます。

今後の支援活動におきましては、いろいろな課題もございますが、意見を交換して同じ方向に進めていけ

たら幸いです。　どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

◇関口友宏震災復興支援委員長様◇

いつも歓迎ありがとうございます。私の岩沼RC訪問は、一番最初の2011年8月半ば、丁度２年前の訪問から

何度かお邪魔させて頂きありがとうございます。今年度は震災復興支援委員長を仰せつかり、来る10月20

日の横浜旭区民まつりについての打ち合わせで参りました。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

【本日の行事】　ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ　会員増強・拡大月間に因んで 会員増強委員長　国井真一会員

 本年度は、クラブでの会員増強委員長と地区での会員増強の副委員長をすることとなりました。よろしくお願い致します。昨年の当地区の会員は、183名の

入会・71名の退会で112名の純増となりました。が、当クラブでは、減少になってしまいましたので、本年度のクラブ目標は大きく・・・私自身では、5名の増強を

図りたいと考えております。皆様方も是非ひとり１名の推薦をしていただけたらと思います。例会にお誘いしてRCを広報して下さい。お願い致します。

小野勉会長 横浜旭RCの皆様ようこそ。心より歓迎申し上げます。遠路、ご苦労様です。

横浜旭RC 安藤様・ 前回秋保温泉では大変お世話になりました。ありがとうございます。
　関口様・新川様・千葉様 旭区民まつりの打ち合わせに参りました。よろしくお願い致します。

渡辺真多幹事 安藤様・関口様・新川様・千葉様、ようこそ。度々お世話になり、本当に有難うございます。

小野照代副会長 友好ｸﾗﾌﾞの横浜旭RCの皆様をお迎えでき、とても嬉しいです。遠路ありがとうございます。

長田幸夫会員 22年の100%バッチ頂きありがとうございました。横浜旭RCの皆様、暑い中ご訪問ありがとうございます。

国井真一会員 横浜旭RC４名の皆様ようこそいらっしゃいました。17年バッチ、ありがとうございます。今後も頑張ります。

松尾光高会員 横浜旭の皆様、昨年度の交流会では大変お世話になりました。今後も宜しくお願い致します。

南舘秀雄会員 横浜旭RCの皆様、嬉しい訪問、真に有難うございます。20年100%ﾊﾞｯﾁ有難うございます。

大友廣雄会員 横浜旭RCの皆様ようこそいらっしゃいました。100%ﾊﾞｯﾁ、ありがとうございます。

飯塚悦男会員 震災後、出席100%ﾊﾞｯﾁありがとうございます。出席委員長ですのでこれからも続けてまいります。

那須孝三会員 毎日暑い日が続いております。横浜の皆様遠路よりの訪問歓迎致します。心より感謝申し上げます。

田中　勲会員 横浜旭の皆様、ようこそ岩沼へ。支援会議、宜しくお願い致します。

大友浩幸会員 本日、安藤会長様・関口様・新川様・千葉様、ご訪問有難うございます。6/15は、大変お世話になりました。

鳥羽　透会員 本日の昼食!鰻!!久しぶりに食しました。桃幸さん、ありがとうございます。横浜旭の皆様、区民まつり楽しみにしてます。

佐々木眞一会員 残暑はまだありますが、今週も元気に過ごしたいものです。横浜旭の皆様、今日は宜しくお願い致します。

小林真知子会員 横浜旭RCの皆様お越し頂き有難うございます。国井会員のｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ、よろしくお願い致します。

2013.8.27 ニ コ ニ コ ボ ッ ク ス

雑誌/広報/ｸﾗﾌﾞ会報 　委員会

■岩沼 RC　 9 月２日の会報より


