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前回の例会 

2019年 4月 12日（金）第 1836回  

[例会変更] 拡大例会(ロータリーデー) 

   18：00～ （受付 17：30～） 

於：南海グリル 東店 ３Ｆ 

 

 

 

 

 

2019年 4月 5日（金）第 1835回  

卓 話 「 ロータリー雑誌フォーラム 」 

卓話者   広報委員長 米澤 邦明  

今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」  

     「バースディソング」 

お客様紹介・出席報告・会長の時間・ 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇会員・奥様誕生祝い(4月度) 

坂田兼則会員(2日) 城岡陽志会員(19日) 

三上美江様(14日)  山中加須美様(23日) 

池永智恵子様(29日) 

〇結婚記念祝い(4月度） 

白木敦司会員(1日) 堀畑好秀会員(9日) 

嶽盛和三会員(14日) 笹山悦夫会員(15日) 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 4月 19日第 1835号・第 1836号 

 

2019年 4月 19日（金）第 1837回  

卓 話 「堺の都市計画」 

卓話者 堺市建築都市局都市計画部都市計画課 

       課長 羽間 真一 様 

      係長 上岡 弘幸 様 

紹介者  中田 学 会員  

今週の歌 「堺北ロータリークラブの歌」  

     「みかんの花咲く丘」 

お客様紹介・出席報告・ 

会長の時間・委員会報告・ 

幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇皆出席表彰（４月度） 

 米澤邦明会員（第７回） 

 中川 澄会員（第９回） 

 

 

 

2018-19 年度 国際ロータリーのテーマ 

「インスピレーションになろう」 

国際ロータリー会長 バリー・ラシン（バハマ国・イーストナッソーRC） 

本日の例会 

 

時間 

 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか 

事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西 2丁 1番 30号 ポピア南海 3階 302号 

Tel（072)223-2300番  Fax(072)223-5005番 

URL     : https://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

例会日 毎週金曜日 午後 0時 30分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 Tel:(072)222-0131番（代表）  

ガバナー(第 2640地区)  ： 樫畑 直尚 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.com/kashihata/  

E-mail ： kashihata@rid2640g.com 
会長：澤井久和  幹事：坂田兼則  広報委員長：米澤邦明  編集者：中川 澄 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10 月 8日 

次回の例会 

 

時間 

 

2019年 5月 10日（金）第 1838回 

卓話者  奥野 圭作 会員 

＊2019年 4月 26日（金）休 会 

（定款第 8条第 1節の規定により） 

＊2019年 5月 3日（金）祝日休会 

 

＜4月 5日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            30名 
出席会員            17名 
欠席会員              13名 

  ゲスト             0名 
  ビジター            0名 
3月 15日(金)の出席率      90.67％ 

＜4月 12日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            30名 
出席会員            25名 
欠席会員               5名 
名誉会員           1名 

  ゲスト            12名 
3月 22日(金)の出席率      90.00％ 
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「 ロータリー雑誌フォーラム 」 

広報委員長 米澤 邦明 

 

本日は、本来ロータリー雑誌フォ

ーラムをしなければなりませんが、

正直言いましてネタがありませんの

で、非常につまらない話ですが、私

の感じた昭和・平成というテーマで

雑談をさせていただきたいと思います。 

 

「私の感じた昭和・平成」 

 

時代とともに世の中が変化してゆき、例えば電化

製品などは便利なようで簡単な操作でいろいろな

ことができる世の中になってまいりました。 

私は、昭和２８年生まれですので、ちょうど日本に

おいてのテレビ本放送が始まった年に生まれ、テレ

ビをはじめ徐々に電化製品が販売されだした頃で

した。 

私の住んでいたところは、当時は堺でも有数の歓

楽街の入り口にあり、食堂をしていました。 物心

ついた頃には、店内にはテレビがあり物珍しさもあ

って、特に相撲やプロレスなどのスポーツ中継には

食事のお客さんより観戦にくるお客さんのほうが

多いような状態で、実際儲かっていたのかどうかは

定かではありません。 

テレビやラジオなど電子機器を構成する部品の

一つに真空管というものがありましたが、これは、

明治39年（１９０６年）に発明され、トランジスタ

が発明される昭和35年（１９６０年）頃まで使用さ

れていました。 ご存知と思いますが、真空管はフ

ィラメントで熱して熱電子を飛ばし音声の増幅な

どを行いますので、テレビなどが見られるまでは相

当の時間がかかりました。 もちろん、その電力の

ほとんどは熱に変わり非常に効率の悪いものでし

た。 

（このまま話を続けると電子部品の話で終わって

しまいそうなので、あとはかいつまんでお話しした

いと思います。） 

その後発明されたトランジスタは、非常に効率も

よく、安定度も真空管と比べ物にならないもので、

製品の小型化や、省電力化などが進みました。 そ

の次に発明されたのが、集積回路（integrated 

circuit IC）でした、小型のパッケージの中に何百

個、何千個のトランジスタや、抵抗、コンデンサー

などの部品を詰め込んだ回路でさらなる小型化を

達成しました。 

テレビを録画するのに使ったのがビデオデッキ

です。 そのビデオデッキもＶＨＳやβにはじまり、

いろいろな規格が入り乱れ当時は巻き戻しをしな

ければ最初から見ることができないアナログビデ

オで画質もあまり良いとは言えませんでした。 

平成に入って、録画の媒体もハードディスクなど

に変わり、デジタル画像で、何度ダビングしても劣

化しない録画ができるようになりました。 

しかも、ハードディスクの特性を生かして、連続で

地デジ全チャンネル録画などの機器も発売され、１

週間程度前の番組でもあとで見ることができます。 

次にお話ししようと思うのは自動車です 

当時の車と今の車を比較して一番変化をしたの

は、やはりエンジンだと思われます。 

昔の車は、チョークを引っ張り、スターターキーを

回し、エンジンをかけ、チョークを戻し、エンジン

の回転が滑らかになるまで暖機運転の後発進。 

ところが、今の車はスタートボタンを押し、すぐに

発進。 コンピューターの制御により、気温の変化

やガソリンのオクタン価などもすべてセンサーが

伝え最高の回転をエンジンに与えています。 もち

ろんいくらすぐにスタートできるといっても、冬の

寒いときにエンジンをかけ、いきなりフル加速など

は言語道断です。 人間も同じですね！ 

平成に入ってＡＩ技術を活用した自動ブレーキ

に始まって、自動運転などが具現化されてきていま

す。 私の乗っている自動車も高速道路での自動運

転らしき事ができますが、ハンドルを離しても道路

をトレースして走ってくれますが、ハンドルを離す

と「ハンドルを持ってください」といった警告が出

ます。 ブレーキ、加速のタイミングも自分の感覚

と違うので慣れるまでは時間がかかりました。 

また、最近の報道によれば、トヨタ自動車がハイ

ブリッドの特許を無償で公開するということが話

題になっていました。 このままでは電気自動車に

取って代わられる危機感からともいわれています。 

初代プリウスの試作車をアメリカ横断でテスト

していた日本人エンジニアは、「燃費の良い車など

卓話の時間(4月 5日) 
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開発してどうするの」とアメリカ人からは冷ややか

な目で見られていたそうですが、今はそのアメリカ

の人たちも燃費の悪いアメ車から乗り換える人も

増えているようです。 

 次に情報伝達手段ですが、電話、自動車電話、シ

ョルダーホン、ポッケトベル、携帯電話、スマート

ホンなどで、大阪万博より９年後の昭和５４年１２

月３日に自動車電話の運用が開始されました。 初

物食らいの私は、さっそく申し込み、８万６００円

の工事費や加入料を支払い、郵政省からの無線局免

許証が届いて用事もないのにあちらこちらに電話

をかけまくり、初回の請求は１０万円位だったと記

憶しています。 当時は基本料が３万６千円に通話

料が６．５秒で１０円の高額なものでした。 

安価な通信手段として、ピーピー鳴るだけのポケ

ットベルから数字表示型のポケットベルから文字

表示型と、ポケベルも女子高生のお陰で進化を遂げ

ましたが、携帯電話が安くなり加入者数の減少で本

年９月３０日をもって営業を終了するそうです。

（関東地方限定ですが、まだ営業していたとは驚き

です） 

最近発売された便利なもので、ちょうどポッケトベ

ルのような大きさで、ポケトークといったものがあ

ります。 これは、１０９か国の会話を双方向に翻

訳できる機械でこれも世界中でデータ通信ができ

るようになったおかげと言えます。 

これら情報機器の進歩で例えば、誰かと駅で待ち

合わせをするとしましょう。 

昭和の初期であれば、時間と場所を事前にきっち

りと決め、それでも何か変更があった場合は、駅に

設置されてある伝言板を利用して待ち人に伝える

といったのが、現代では、携帯やスマホで事前の打

ち合わせが無くとも待ち合わせができるようにな

りました。 

あと、スマホの利用方法として、以前ならメモを

取りだして書き留めていたものを、スマホでパチリ

と撮り時間の節約。 

店の名前がわからない、商品の名前がわからない

など、わからない、わからないで頭の中をめぐるの

はキーワードのみ。 スマホでキーワードを入れる

と結構ヒットする場合が多く、ＮＥＴが無かったと

きは解らないものは人に聞く、それでもわからなけ

ればあきらめる。 

以上、私の感じた今昔物語でした。 

 

 

会長 澤井 久和 

 

こんにちは。本日も例会出席あり

がとうございます。 

最初に、畑中準会員の義父様が亡

くなられ、ここで哀悼の意を表し、

黙祷をさせていただきます。 

さて、新年号当てクイズを3月後

半の例会にてしましたが、誰も当たらなくて安心し

ました。すごい豪華な賞品を用意していましたが、

イニシャル部門も誰も当たっておりませんでした。 

「令和」英国の方では「Order Harmony」と発表さ

れましたが、日本国では意味が違うということで、

すぐに「Beautiful Harmony」の発表されました。 

拡大例会が次週ありますがロータリークラブとは

聞かれましたら、又、再確認としまして、「私達ロー

タリアンは世界で地域社会でそして自分自身の中

で持続可能な良い変化を生むために人々が手を取

り合って行動する世界を目指しているクラブです。」 

御照会の皆様には、ロータリーの魅力と楽しいこと

をお伝え下さい。 

 最後に、偶然か必然かわからないですが、不思議

な話をしたいと思います。 

皇族の雅子様の旧姓は 小和田さん。紀子様の旧姓

は、川嶋さん。 

旧姓をひらがなにすると 

① （お）＜わ＞（だ）＜ま＞（さ）＜こ＞ 

② ＜か＞（わ）＜し＞（ま）＜き＞（こ） 

（ ）と＜ ＞、ジグザグに読んでください。 

いかがですか。ちゃんと名前になっています。 

 

 

 

会長 澤井 久和 

 

こんばんは。本日は拡大例会にご

参加、ご出席いただきまして、誠に

ありがとうございます。 

本年度、堺北ロータリークラブの

会長を務めさせていただいておりま

す澤井と申します。 

まず、最初にロータリークラブとは、ご存知かとは

会長の時間(4月 5日) 

会長の時間(4月 12日) 
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思いますが、日本だけではなく世界各地で活動して

いる団体であります。何をしているかと申しますと、

私達ロータリアンは、世界で、地域社会で、そして

自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、

人々が手を取り合って行動する世界を目指してい

るクラブです。詳しい事は、後ほどパワーポイント

等で説明していただきます。 

私も入会して 13 年ほどになりますが、入会して

1 年は、ただついて行っていると言うくらいで、わ

からないまま時間が過ぎていっただけですが、徐々

にわかってきたと言うか、わかっていくように自分

では努力したつもりです。 

皆様もいろいろな異業種交流会など経験されたと

は思います。私もそうでした。しかし、ロータリー

クラブは何か違います。どこか違うのです。担当直

入に申しますと、「素晴らしい！」「世界が広がる！」

「楽しい！」他いろいろ考えられます。現在私は、

凄く仕事もロータリーも充実し、楽しんでおります。 

世界各地のロータリークラブの会員さまとも、交

流を深めることもできます。直近ではタイ国にも透

析機、浄水器の寄贈もしてまいりました。現地の

方々が喜んでくれる顔を見ると、本当に良い事をし

たなと感じ、こちらも嬉しくなります。また、一人

では限界があると思います。 

ロータリークラブの一員となって地域に世界に素

晴らしい事業を皆さまと一緒にやっていきたいと

思っております。是非この素晴らしい堺北ロータリ

ークラブを理解していただき、また入会していただ

きたいです。最後に、人生の修行の場とも思ってい

ただいても結構です。 

本日はお時間の許す限り、少ない時間ではありま

すが、お話も聞いていただき、また楽しんで行って

ください。 

簡単ではございますが、会長の時間を終ります。 

ありがとうございました。 

    

 

 

会員増強委員会 

「ローリーデー・第２回拡大例会を終えて」 

会員増強委員長 嶽盛 和三 

 

昨年に引き続き、会員増強委員会

主催にて４月１２ 日（金）午後6時

より、会員のご友人、また入会を勧めたい方を例会

にお招きし、拡大例会を開催いたしました。 

昨年第１回目は、まずはクラブの活性化を促進し、

マンネリ化を防ぐことを目的とし、あわよくば会員

増強に繋がればとの想いで開催したところ、２名の

ご入会のきっかけとなりました。 

今回の第２回目拡大例会は、ラシンＲＩ会長が呼び

掛けておられる「ロータリーデーの開催」に併せ、

会員がお連れいただいた地域で活躍されているお

客様に、当クラブの活動を知っていただき、更には

ロータリーについても理解していただける場とな

ることを一番の目的としました。  

当日は、お客様12 名、会員25 名、名誉会員１名、

2017年奨学生と事務局員を合わせ総勢 40 名の出席

をいただき、澤井会長の点鐘から始まり、「君が代」

「奉仕の理想」斉唱・・・とまずは例会の雰囲気を

味わっていただきました。例会の中では藤永会員が

プロジェクターを使ってクラブ活動をわかりやす

くご紹介くださいました。 

例会後は、チャーターメンバーの堀畑会員より乾杯

のご発声をいただき、懇親会がスタート。各テーブ

ルではお客様を囲み、食事を楽しみながら、親睦の

輪が広がり、あっと言う間に時間が過ぎました。 

懇親会中のお客様紹介では、早々に入会宣言をして

下さった方がお二人もおられ、早くも開催の成果を

感じることができました。 

これもクラブの雰囲気が良く、会員の皆様が拡大例

会成功に向けてご協力いただいたおかげです。 

今後もクラブの魅力を外部に発信し、入会者一人で

も増強出来ればと、考えておりますので、ご協力の

ほど宜しくお願いいたします。 

 

 

社会奉仕委員会 

「春の交通安全運動のお知らせ」 

社会奉仕委員長 藤永 誉 

  

 恒例の春の交通安全運動が下記

の通り行われます。今回は例会前

のお忙しい時間帯ですが、会員の

皆様は万障繰り合わせの上、ご参

加頂きます様お願いします。 

 

          記 

委員会報告 

 

時間 
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日時：令和元年5月10日（金）11：00～12：00 

場所：Minaさかい 堺市市民交流広場(堺市役所前) 

※ジャンパー・帽子 着用お願い致します。 

(メイクアップになります！) 

 

 

 

澤井久和会員 ノータイですみません。本日、会長 

の時間終わり次第退席させて頂き 

ます。すみません！！ 

城岡陽志会員 今月から、シルバーティーから打て

ます。仕返ししてやる！ 

今月から、背広にＳＤＧs を付けて

います。国連が推進する 17の目標、

課題があります。 

米澤邦明会員 ＳＡＡとは、SERGENT-AT-ARMS の略

です。「武装した護衛官」です。秩序

正しく品位あり、能率的な例会を維

持することに努力する。塩見ＳＡＡ

代理、わかりましたか？ 

嶽盛和三会員 先日家族会お世話になりました。 

ロータリーデー・拡大例会来週にな  

りました。お客様 10人になりました 

がまだまだ空きがあります。ご協力 

宜しくお願い致します。 

永富久紀会員 例会欠席お詫び。 

池永隆昭会員 罰金です。 

       合計２５，０００円 

 

 

 

山ノ内修一様 ご無沙汰をしています。 

本日は、うちの村田勇次郎がお世話 

になります。品位ある大人の世界を 

見せてやってください。 

澤井久和会員 皆様、拡大例会にようこそ！ 

ごゆっくりおくつろぎ下さい。 

ご入会お待ちしております。 

池田茂雄会員 お客様、ようこそお越し下さいまし 

た。ありがとうございます。 

木畑 清会員 大変お世話になりました。 

心よりお礼申し上げます。 

那須宗弘会員 お客様拡大例会にご出席有難うご 

ざいます。ゆっくりおくつろぎ下さ  

い。 

城岡陽志会員 ゲストの皆様、よく来て頂きました。 

ありがとうございます。決してムリ 

に入れ！とは言いません。 

ごゆっくり！ 

中田 学会員 拡大例会を祝して。 

塩見会員ありがとうございます。 

嶽盛和三会員 本日はロータリーデー・拡大例会に 

ご出席ありがとうございます。 

お客様、会員の皆様方たくさんのご 

出席ありがとうございました。 

楽しんで行って下さい。 

塩見 守会員 本日は平田様をお連れしました。 

2回目です。皆様宜しくお願いしま 

す。 

笹山悦夫会員 ゲストの皆様ご来会ありがとうご 

ざいました。RCの雰囲気をゆっくり 

楽しんで下さい。 

       先週例会欠席失礼しました。 

永富久紀会員 本日は拡大例会に多くの人たちに 

参加して頂きありがとうございま 

す。 

平野祥之会員 水谷さん、古川さんはじめ、お客様  

がたくさんお越し頂き、どうも有難 

うございます。 

ぜひお楽しみくださいませ。 

       合計４５，０００円 

 

 

 

（1）本日の配布物  4/5 週報 

           4/12 拡大例会プロフラム 

 

（2）ニコニコ袋立て 

  各テーブルにありますニコ 

ニコ袋立てですが、畑中 準会 

員に依頼し、クラブオリジナル 

で作っていただきました。 

 

（3）例会内容変更のご案内 

4月19日の例会は三上尚嘉会員・卓話の予定で 

したが、5月17日の中田会員の卓話の予定と入 

れ替え変更させていただきました。 

残りの4月、5月の例会は次の通りです。ご確  

認ください。    

 

ＳＡＡ報告(4月 5日) 

ＳＡＡ報告(4月 12日) 

幹 事 報 告 
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4月19日（金）通常例会 

         中田学会員ご紹介の外部卓話 

4月26日（金）休会（定款第 8条の規定） 

5月 3日（金）祝日休会 

5月10日（金）通常例会 奥野圭作会員・卓話 

5月17日（金）通常例会 三上尚嘉会員・卓話 

5月24日（金）通常例会  

第3回クラブアッセンブリー 

5月31日（金）通常例会  

第4回クラブアッセンブリー 

 

（3）他クラブ例会変更・休会のお知らせ 

 【堺ＲＣ】 

  5月2日（木）・・・休会  

【堺東南ＲＣ】 

  5月2日（木）・・・休会  

  5月23日（木）→5月19日(日)ＡＭ９：００～ 

   北野田駅前ロータリー花壇 植栽奉仕活動 

【堺清陵ＲＣ】 

5月2日（木）・・・休会  

 5月23日（木）→5月26日(日) 

春季親睦家族会 和歌山みなべ町方面 

 

 

 

第１０回定例理事会 

理事会構成メンバー 

 澤井、木畑、山中、坂田、笹山、塩見、中田、 

那須、藤永、綿谷、辰、小西、平野、池永 

（会計監事 池田） 

日 時  2019年 4月 5日（金）例会後 

場 所 「南海グリル天兆閣別館ローズ」 会議室 

議 案   

１．3月度堺９RC連絡会について －報告                                       

２．堺市民芸術文化ホール フェニーチェ堺寄付に 

対する御礼について 

 ・講演招待券について、使用方法は会長・幹事 

に一任 － 承認 

３．「第9回子ども囲碁フェスタ・堺」開催日程に 

ついて  

 ・2019年11月10日（日）開催決定 － 承認 

４. その他 

 ・池田会計監事よりの提案 

  事務局 賞与について 

  賞与支給時期を12月、6月にする － 承認 

４月度９ＲＣ連絡会議事録 

日時：平成31 年4月10 日（水）14：30～ 

場所：堺商工会議所 3F 中会議室 

議案 

１． NPO 法人関西骨髄バンク推進協会 専務理事 

藤岡八重子氏 

堺市 藤川桂祐 保健医療課長 両名より説明

あり 

＜講評＞国際ロータリー２６４０地区 

 ガバナー補佐 寺崎 勝彦 

 ◆次回連絡会開催ご案内（堺泉ヶ丘ＲＣ） 

  日 時／令和元年 5月 14日(火)16:30～ 

  場 所／サンパレス 3F コスタデルソル 

◆6月度新旧合同連絡会ご案内（堺東南ＲＣ） 

  日時／令和元年 6月 22日(土)17:00～19：30 

  場所／ホテル・アゴーラリージェンシー堺 

26Ｆ クリスタルルーム 

 

 

ゴルフ同好会 

「互輪会参加と結果報告」 

代表世話人 塩見 守 

 

桜が咲き誇る、いや、咲き乱れ

る天野山カントリークラブ。4月

11日木曜日 堺北ロータリークラ

ブは、連覇を目標に第 89回互輪会

に挑んできました。前日の雨が嘘

のようにいいお天気の中、ゴルフ

を楽しんできました。 

堺北9名、泉ヶ丘11名、堺東 9名、堺中8名、 

堺清陵4名、堺3名、堺東南 3名、堺おおいずみ3

名の総勢52名のご参加でした。 

受付を済ませ、ロッカールームへの道で沢山のロ

ータリアンへご挨拶をし、いざ出陣！ 

中田会員のパットが穴をかすめて行く。ご本人も

「今日は駄目やなぁ〜」とポツリ。 諦めかけてお

昼ご飯を食べにレストランへと向かう。そこで朗

報が。なんと泉谷会員が前半 39（3オーバー）の

好成績との情報が舞い込んできました。だが団体

戦の壁は高いことは今までの経験から察しがつ

く。 

昼からも頑張るためにここは、ひとまずビールで

乾杯。 

そ の 他 
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さあ、午後のプレーで挽回するぞっと北ホールへ 

中田会員のパットがまた穴をかすめる。 

ほぼ全員がこれまでで一番の諦めモードになって

いました。 

また来年頑張ろう、来年のホストは堺北です。 

1年あれば勝てる、そう心の中で呟いていました。 

もう来年のことをイメージしていたその時、マイ

クから“今年の優勝クラブは・・・ 

堺北クラブです！” 

な、な、なんと団体優勝です。 

やりました！ みごと連覇を達成しました！ 

しかも、個人優勝も泉谷会員がとりました。 

息子さんと抱き合うシーンまでは有りませんでし

たが、感動しました。おみごと、さすがです。 

また来年へ向けての目標も必然的に決まりました

ので、私たちは頑張るしかないのです。 

ゴルフを通して親睦を深めるという目的も達成で

きてほんとに良かったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 親睦活動委員長 中田 学 

 

皆様、こんばんは。 

親睦活動委員会の中田です。 

今回で 2 回目の拡大例会を嶽

盛増強委員長の下、開催すること

ができました。前回の拡大例会後

2 名の方が会員になって頂きま

した。本日のお客様もロータリークラブで何をし

ているか分からない方多いのではないかと思い

ます。 

私の入会は、ある人が毎日昼ご飯食べているの

だから、週一回昼ご飯を食べにおいでと言われて、

そのまま入会。今日に至っています。 

 先ほど我がクラブの活動をスライドでお観せ

致しました。手元の心のオアシスの冊子でも、活

動が載っていますのでご覧ください。私が入会し

て一番感じた事は、仕事では、まず会う事が無い

方との出逢いで、素晴らしい人生勉強になりまし

た。 

ちょっとでも活動等に興味がありましたら、是非

昼ご飯を食べに来てください。宜しくお願い致し

ます。それでは懇親会を開催いたします。 

   第 2回 拡大例会 
4月 12日（金）18：00～ 

於：南海グリル 東店 ３Ｆ 

 

懇親会 開会の挨拶  

 ～本日のお客様～ 

髙橋 昌孝 様 (堀畑会員ご紹介） 

池田真由子様 (池田会員 〃 ） 

伊藤久美子様 (北側会員 〃 ） 

前田由香利様 (   〃   ） 

田辺 雄一 様 (宇瀨会員 〃 ） 

村田勇次郎様 (中川会員 〃 ）

平田 秀樹 様 (塩見会員 〃 ） 

水谷由佳子様 (平野会員 〃 ） 

古川 宜宏 様 (   〃   ） 

木村 雅 様 (城岡会員 〃 ） 

山本 博美 様 (嶽盛会員 〃 ）

中山 勇人 様 (   〃   ） 

 

結婚記念祝い(４月度) 代表  嶽盛 和三 会員 
 

奥様誕生祝い(４月度) 代表  池永 隆昭 会員 
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今週の歌 

「 みかんの花咲く丘 」 

 

みかんの花が 咲いている 

 思い出の道 丘の道 

  はるかに見える 青い海 

  お船がとおく かすんでる 

本日はお忙しい中、たくさんのお客様にご来会いただきまして誠にありがとうございました。 

これを機に、いつでも、お気軽に、例会や活動にご参加ください。お待ちしております。 

堀畑会員より乾杯のご発声 
をいただきました 


