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会長挨拶及び報告

隈元雅博会長
皆さんこんばんは。
本日は新年初例会となります。2017年同様2018年
もどうぞよろしくお願いいたします。今年は戌年で
す。世界の干支について少しお話しさせていただきま
す。干支は中国を起源としているそうなのですが、西
ヨーロッパやアフリカ諸国、アメリカ、カナダを含む
中南米にはその文化はないようです。世界の国々の日
本人街やチャイナタウンにはあり、お土産も買えるそ
うです。また東ヨーロッパのロシアやべラルーシ、ア
ジア諸国ではモンゴル・ベトナム・タイ・チベット・
韓国・中国・台湾などに同じ文化があります。国に
よって特徴があり、ベトナムでは牛が水牛、羊が山羊
になっています。チベットやタイでは兎が猫、日本、
韓国、中国、台湾以外は猪が豚になっていたりしま
すが、総じて十二支となっています。また干支とは別
に、運勢ということで占星術などのもとになる星座が
ありますが、これは世界天文学連合が88の星座を世
界共通として定めています。私達ロータリアンは生活
習慣や文化が違っても、人々が心豊かに暮らしてい
く為の地域貢献や活動はロータリーの不変のミッショ
ンだと学んでいます。年男、年女の皆さん、いよいよ
皆様の年です。節目の年にロータリアンとして活動の
意義を考え、リーダーシップをもって行動してくださ
い。ついていきます（笑）
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その他の会員の皆さんも共に君津ＲＣの一員とし
て澄み切った心と太陽の情熱をもって、更なるロータ
リー活動を行ってまいりましょう。今年もまた、皆様
とロータリー活動を行えることを誇りに思うことをお
伝えして、新年初例会の会長挨拶とさせていただきま
す。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
報
告
１．12月18日（月）、家族親睦忘年例会・チャリティ
オークションを行いました。親睦活動委員会や社
会奉仕委員会の皆様、慌しい日程の中で入念な準
備をしていただきありがとうございました。
２．12月25日（月）きみつ愛児園のクリスマス会
へ私（隈元会長）、荒井幹事、社会奉仕委員会の
小川委員長・大川副委員長・大森会員・村上会
員・谷会員・秋元政寛会員で参加してきました。
また終了後、千葉県共同募金会君津市支会の歳
末たすけあい募金へ年末のチャリティバザーの収
益を募金してきました。お疲れ様でした。
詳細については、次週社会奉仕委員会の小川委
員長より報告して頂きます。
３．寺嶋ガバナーより2017−2018年度ＲＹＬＡ実
行委員会 委員として委嘱状が届いておりますの
でお渡しします。
黒岩会員
４．今年、年男・年女となり、還暦を迎える会員が
７名います。
坂井会員・内山会員・小川会員・大川会員・倉
繁会員・武田会員・谷口会員です。７名の皆様に
は、クラブより記念品があります。
後程、還暦の皆様と年男の茂田会員より、抱負
について発表をお願い致します。
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１．例会変更について
〈木更津ＲＣ〉
①日時：２月１日（木）休会
理由：１月27日（土）のＩＭを移動例会と
する
②日時：２月15日（木）休会 （定款第８条
第１節Ｃ項による）
２．１月19日（金）八重原中学校出前教室が開催
されます。
時間：11時45分（千成集合）
＊お食事をされない方は12時45分八重原中学
校集合
出席：隈元会長、私（荒井幹事）、原田職業
奉仕委員長、川名会員、永嶌会員、倉
繁会員、西山会員、遠田会員、中野会
員、小幡会員
３．次週22日（月）の例会内でクラブ協議会が開
催されます。
内容：下期活動計画について
各委員会の委員長より発表お願いします。（原
稿をご持参下さい）
なお、委員長が欠席される場合は、代理の方を
お願い致します。
〈回 覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第４分区週報
３．ＲＹＬＡセミナー開催の案内・登録申込書
４．ＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ研究会）
partⅡの出欠の案内
５．茂原中央ＲＣ創立25周年式典・祝賀会の案内
６．船橋西ＲＣ創立50周年記念式典・祝賀会の案内
７．財団室ＮＥＷＳ（１月号）
８．ハイライトよねやま
９．ロータリー平和フェローシップニュースレター
〈配布物〉
１．例会プログラム
２．周西中出前教室の講師へお礼のプレゼント・集
合写真
３．かずさＦＭよりチラシ

委 員 会 報 告
親 睦 委 員 会
1月の誕生祝・私の記念日
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職業奉仕委員会
周西中学校「出前教室」の実施結果報告
原田健夫委員長
12月18日（月曜）に、会員各位のご協力を頂
き、周西中学校１学年97名を対象として「出前教
室」を開催しました。
今回の講座数は７講座でしたが、活動計画に従っ
て、昨年度の講座内容の一部見直しを行い、永嶌会
員による「病院で働く看護師の仕事」を「薬剤師っ
て、薬って何？」に内容変更、また、新規に中野会
員による「溶接で鉄と鉄をくっつける」講座を実施
して頂きました。
いずれの講座においても、生徒さん達は非常に興
味を持って受講しており、職業に対する関心を深め
ること、そして働くことの尊さを理解して貰うこと
に大きく寄与できたのではないかと考えます。
次回は１月19日（金曜）八重原中学校で２回目
の「出前教室」を開催いたします。

2017年12月18日 周西中学校「出前教室」開催実績
担当会員：①西山会員
講 師：新日鐵住金㈱君津製鐵所
西山 肇（他助手１名）
テーマ：鉄の不思議
生徒人数：12名
内 容：鉄がどうやって作られるか、そしてどんな
ところに使われているか、について体感し
てもらいます。

担当会員：②坂井会員
講 師：ホテル千成 坂井宏通、呉竹龍也
テーマ：㊙チャーハンの作り方
生徒人数：15名
内 容：妙飯を実演し、その後、生徒に自らつくる
ことを通じ他の人に食べて頂く喜びや自ら
もコンビニ等に頼らず創意工夫で安くおい
しく出来る喜びを感じて頂きます。

テーマ：日本料理包丁技術講座
生徒人数：14名
内 容：大根の桂むきや野菜の飾り切りの実演を中
心に、出し巻玉子の焼き方と試食
担当会員：④永嶌会員
講 師：玄々堂君津病院 中澤宏美、杉 春彦
テーマ：薬剤師って、薬って何？
生徒人数：17名
内 容：薬剤師はどんな職業なのか、どうしたらな
れるのか？薬ってどうして効くのか薬のあ
れこれを紹介します

担当会員：⑤遠田会員
講 師：㈱テツゲン
服部斉倫、杉亜沙歌、尾綽敬子
テーマ：製鉄所内のエコな仕事
生徒人数：10名
内 容：鉄を作る時に発生する”スラグについて紹
介します。また、スラグを使ってコンク
リートを作る体験をしてもらいます。

担当会員：③川名会員
講 師：旅館かわな
川名正志、平井善道
（助手：星野修司、須崎祐太）
担当会員：⑥中野会員
講 師：協立工業㈱
中野賢二、高尾隆三、増田房之助
テーマ：溶接で鉄と鉄をくっつける
生徒人数：15名
内 容：鉄は溶接する事によって、簡単にくっつ
ける事が出来ます。この溶接技術により、
どんなものが作られているのかを紹介しま
す。また、屋外で溶接の実演を見てもらい
ます。

担当会員：⑦原田会員
講 師：日鉄住金環境㈱
奥野悠介、長井一晃、吉竹菜穂
テーマ：水をきれいにする仕事
生徒人数：14名
内 容：私たちはいつでもどこでも蛇口をひねれば
「飲める水」が出てくることが当たり前だ
と感じているのではないでしょうか。この
当たり前と感じている「きれいな水」が、
どのように作られるのか、実験を交えて考
えていきたいと思います。

各講座関係会員・講師に加え
て、隈元会長、荒井幹事、写真
撮影：小幡会員、事務局：髙島
さんが出席

青少年奉仕委員会
ＲＹＬＡセミナーについて

阿部昭広委員長
青少年奉仕委員会の活動の中で大きなウエイト
を占めるのが、ＲＹＬＡセミナーへの参加であ
ります。ＲＹＬＡは「Rotary Youth Leadership
Awards」の頭文字をとったものであり「ロータ
リー青少年指導者養成プログラム」と呼ばれてお
り、14～30歳の若者を対象にして、スキルと人格
を養いながら、奉仕・道徳的基準・平和といった
ロータリーの価値観を学ぶ機会を提供し、若者が地
域において、人として指導者として成長していくこ
との力になることを目的としております。
ＲＹＬＡは、各地域（クラブ単位・地区単位・多
地区合同）ごとに、それぞれ独自のプログラムを作

成して実施されています。当地区においては、長年
に渡り歩行ラリーを教材にして実施しています。こ
の歩行ラリーを通じて、参加者は寝食を共にする中
で、共に考え、共に議論し、共に検証するといった
一連の流れの中で、若者はリーダーシップを身につ
け、参加ロータリアンは若者とのコミュニケーショ
ンスキルを確認することができます。このＲＹＬＡ
を通じ、参加者に「真実とは何か」を考えていただ
き、日常生活の中で知らずに身についてしまってい
る「先入観」「思い込み」「既成概念」などに起因
する間違いに気づき、どう対処すべきなのかを考え
る機会を与えるものです。若者にとり同じ目標のも
とで参加した人たちの中から仲間を増やすことも可
能ですし、交換留学生も参加される予定ですので、
交流を深めていただければと思います。
当委員会では、例年より委員会活動予算を増額し
ていただきましたが、このＲＹＬＡセミナーへの参
加登録料補助が大きな目的でありますので、多くの
若者（事業所の中から推薦願います）及び、会員自
身の参加をお願いいたします。
■第41回第2790地区ＲＹＬＡセミナー概要
日程：平成30年２月17日（土）～18日（日）
１泊２日
場所：リソル生命の森（長生郡長柄町）
申込：平成30年１月19日まで
当クラブから、ＲＹＬＡ実行委員会へ吉野会員・
黒岩会員・岡野会員・佐々木会員に出向していただ
きお手伝いをしていただいております。ぜひ、多く
の皆さまのご参加をお願いいたします。
プ ロ グ ラ ム
年男・年女（還暦）の抱負
＜今年還暦の著名人＞
世界：マイケル.ジャクソン・
マドンナ
日本：山口百恵・森 昌子・桜
田淳子・原 辰徳（ジャ
イアンツ監督）

坂井正視会員

昭和33年７月７日（七夕）坂
井正視誕生
＊成年 ＊かに座 ＊ＡＢ型 ＊忠実・誠実
昭和35年７月 池田内閣成立
昭和36年１月 ケネディが大統領に就任
八幡製鐵所の君津進出決定
10月 境製鐵所設置
昭和38年11月 ケネディ大統領暗殺

昭和39年８月
11月

ベトナム戦争
佐藤内閣成立

＜地域の出来事＞
①三舟山北条と里見の戦い
②本多作左衛門（徳川家康の家臣）
＊長篠の戦いで陣中から妻へ
日本一短い手紙「一筆啓上火の用心お仙泣か
すな馬肥やせ」を送る
＊家康より君津国上総古井戸（君津市）3000
石にて蟄居を命じられた
＜今年の抱負／犬のことわざ＞
①犬も歩けば棒に当たる
物事をしようとするものは思いがけない災難に
もあうが幸運にもあう
②犬馬の心
主君に対して恩に報いる心
③犬馬の労
君主や目上の人、他人のために全力を尽くすこと
本年も一年宜しくお願い致します。
内山貴美子会員
新年あけましておめでとう
ございます。
お正月と誕生日と還暦とト
リプルで私にはおめでたい年
の幕開けとなりました。
私が生まれた昭和33年はス
バル360が発売され、日清食品
のインスタントラーメン「チ
キンラーメン」、日本初の缶
ビールをアサヒビールが発売し、今でも東京のシ
ンボルである東京タワーが竣工した年でもありまし
た。そして、私の父は武田会員のお父様の創業した
君津運送に勤務していました。私の家族はという
と、両親、祖父母、曾祖父母と４世代の家族でし
た。私にとって60歳という年はとても遠くまさか
自分が還暦を迎えるなんて想像することができませ
んでした。
さて、還暦について調べてみると、還暦とは干
支、十干の組み合わせが60年で一巡りすることか
ら「元のに返る＝還暦」と呼ばれるようになったそ
うです。そして、０歳から又、赤ちゃんになって年
を重ねなおすそうです。古く鎌倉時代から当時の寿
命は短く、60歳は長命でめでたいとされ、盛大に
お祝いされました。しかし、現在では、感謝の気持
ちを贈る節目の日としてお祝いされるほうが多いそ
うです。

赤いちゃんちゃんこを着るのは、男性の場合61
歳が厄年と重なり、赤いものは縁起が良く、魔除
けや厄除けとして厄払いをする。干支十干が60年
で一巡りすることから赤ちゃんに還る「赤ちゃん」
「赤いちゃんちゃんこ」となったそうです。
今年の戊戌（つちのえいぬ）という干支が意味す
るものは、大いなる繁栄を意味する十干の「戊」
と、滅亡、（一つの滅亡は新たな誕生の源）を意味
する十二支の「戌」が「比和」という関係によって
その威力を最大限に強めつつ、どちらに転ぶのかは
不安定な境界線上にあるのだそうです。つまり、大
いなる繁栄の年になるか、滅亡の年になるか、かな
り極端な年になることを意味しているそうです。
私も、人生60年間の楽しかったこと、苦しく辛
かったことを無事乗り越えられたことに感謝し、妹
からお祝いにもらった赤いサンゴを身に着け最大限
の繁栄を目指し、これからも会社経営、ロータリー
活動を続けたいと思います。
クラブが還暦になるときまで頑張れたらと思いま
すので応援よろしくお願いします！
大川裕士会員
おめでとうございます。本
年もよろしくお願い致しま
す。
表題につきましては、１ケ
月前に59才になったばかりで
すので、実感がありません。
初めての経験で何をすべき
なのか分かりませんので、経
験者の振る舞いを参考に今後
考えて行きたいと思っております。
平均寿命とか平均余命とか用語の意味を調べたり
もしたのですが、還暦を言い表わす、還暦を迎える
ことはどう言うことなのかを実感した、これ以上な
いであろう決意表明と申しますか、中締めの挨拶に
出会うことが出来ました。
それは本年１月９日の木更津商工会議所賀詞交歓
会中締めの音頭を取られました、直前会頭の荒井弘
導様の挨拶でした。
木更津市の未来は50代以下の人達に任せます。
還暦は冥途の旅の一里塚めでたくもありめでたく
もなし然もありなん。
倉繁 裕会員
2018年の干支、十干が戊（つちのえ）、十二支
が戌（いぬ）で、その組み合わせで戊戌（「つちの
えいぬ」、または「ぼじゅつ」）となり、これは
60年のサイクルの中の35番目。
十干の戊は陽の土を表し、植物の成長が絶頂期

にある状態。（十干は、木・
火・土・金・水に二つずつ割
り当てられ、さらに陰陽も振
り分けられ、それぞれが意味
を持っている）
一方の戌も陽の土を示す
が、こちらは草木が枯れる状
態。土は、万物を育成・保護
する性質を表しており、季節
の変わり目の象徴でもある。自然が循環する状態
が、この言葉に示されている。（十二支にも五陰陽
が割り当てられている。）
同じ陽の土で重なっている状態は、五行思想で比
和（ひわ）と呼ぶ。同じ気が重なることで、その気
はより強くなり、良いものはより良くなる一方、悪
いものがさらに悪くなることもある。そう言われれ
ば、思い当たるところがあるような、ないようなと
ころですが、今後、考慮していきます。
平均寿命（０歳の人が何歳まで生きることがで
きるのかという期待値）、最近男性81歳、女性87
歳、1958年では男性65歳、女性70歳だった。
60年で男性16年、女性17年、伸びている。因み
に、1950年では男性58歳、女性62歳であり、男性
は60歳を下回っていた。当時は、まさに還暦とは
長寿のお祝いの意味。
最近になって、総じて寿命が延びていることも
あって、従来の教育、仕事、引退といった３ステー
ジの人生から、いくつになっても学び直しができ、
新しいことにチャレンジできる社会、人生100年時
代を見据えた社会のあり方を構想する動きが、有
識者・政府（人生100年時代構想会議、日本では、
2007年に生まれた子供の半数が107歳より長く生き
ると推計されており、健康寿命が世界一の長寿社
会）から発信されている。
まずは健康であってこそではあるが、今後、末永
く、楽しさを享受できるような歩み方を頭を柔軟に
して、楽しみながら良く考えていきます。
谷口弘志会員
本日は、ＲＣ君津の会員の
皆さんから還暦の記念品を頂
き、厚く御礼申し上げます。
十干十二支の60年周期で、
生まれた干支に戻るという還
暦を新年とともに迎えました
が、さすがに昨年11月例会で
59歳の誕生祝を頂いたばかり
ですので、その感想を聞かれ
ても、まだ実感が乏しいのが正直な気持ちです。た
だこの人生の節目で今迄の人生を振り返りますと、

会社中心で仕事一筋の生活を送って来たような気が
します。まさに俗に言うモーレツ社員だった様に思
います。
会社生活の中では、長く現場に身を置いていまし
たので失敗も成功も多々ございましたが、お陰様で
様々な経験を積むことが出来ましたので、自分の中
では一つは成し遂げたものがあったという思いでい
ます。
少なくとも、その一つに実務責任者として新工場
の建設プロジェクトに携わった思い出が挙げられ、
その時は、世界に誇れる仕事をチームのみんなで成
し遂げたという、強い達成感を感じたのを今でも覚
えています。
この機会に、これまで会社生活を支えてくれた家
族、自分を育ててくれた会社関係者に感謝を申し上
げたいと思います。
今後は、これを契機にして第二の人生設計に着手
したいと思います。残り５年の会社生活を全うす
れば勤続40年に到達しますので、まずはその為の
準備として、今年こそは健康増進に精力的に取り組
み、某スポーツクラブのテレビコマーシャルの様に
体をリセットしたいと考えています。また、家内も
還暦を迎えたこともあり、厄払いを目的に夫婦で
「還暦お伊勢さん参り」を必ず実現して、風光明媚
な伊勢志摩の地で第二の人生設計への誓いを新たに
したいと思います。
平均寿命が益々延びて人生100年時代が到来しつ
つありますので、第二の青春を謳歌するつもりで、
これからも趣味を含めて色々な事に取り組んでいく
所存です。
どうぞ今後とも相変わらぬご指導やご支援のほど
宜しくお願い申し上げます。
本日は誠にありがとうございました
茂田秀和会員
あけましておめでとうござ
います。本年もよろしくお願
いいたします。
私は昭和45年生まれ、48才
の戌年年男です。
年男として今年の抱負とい
うことですが、いつも一年の
抱負を立てないほうなので特
にありませんが、還暦を迎え
た年男年女の皆様がこんなに大勢いる中、48才年
男が私一人のようなので、12年後には大勢で皆様
にお祝いしていただけるようにしたいと思います。
ニコニコＢＯＸ
隈元 雅博
年男・年女の皆様、それぞれの目標

や抱負など楽しく、頼もしいお話を
ありがとうございました。次回の年
男・年女が廻ってくるまで、お互い
達者でいましょう！
そして今晩も体力とお金が続く限
り、大いに語らい、歌い、楽しみま
しょう！
2018年も君津ＲＣのメンバーと共
にロータリー活動ができることを心
より感謝申し上げます。
		～Think Glocal～（シンク グローカ
ル）「地域貢献と世界平和活動の両
立」を共に目指して行動しましょう！
鈴木 荘一
新年あけましておめでとうございま
す。
私は現在、大住さんと共に隈元会
長に成り代わりスリランカに浄水器
を届けに来ていますので、本日の例
会には参加出来ない旨ご容赦くださ
い。浄水器の件は大住委員長が後日
ご報告します。よろしくお願いしま
す。
また、かずさ青年会議所 副理事長
の丸屋様ご来訪ありがとうございま
す。
荒井潤一郎
明けましておめでとうございます。
今年１年宜しくお願い致します。
幹事もあと半分です。ご協力をお願
い致します。
早見 秀一
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げ
ます。
還暦の皆様、今月誕生日の皆様、重
ねておめでとうございます。
皆様にとりまして良い１年となりま
すようお祈り申し上げます。
秋元 秀夫
おめでとうございます。本年もよろ
しく
三浦
勇
お目出度うございます。久しぶりに
出席させていただきました。宜しく
お願い致します。
宮本 茂一
あけましておめでとうございます。
年末に永嶌会員と岡野会員とゴルフ
をして勝ったお金でトヨタのレクサ
スを買いました。永嶌会員と岡野会
員ありがとうございます。
釼持 純一
新年明けましてお目出とうございま
あす。ロータリー活動頑張りましょ
う！
内山貴美子
皆様、あけましておめでとうござい
ます。

吉野

和弘

内藤

智介

宮嵜

慎

秋元

政寛

中野

賢二

谷

浩司

前田

亮

谷口

弘志

お誕生日のお花をいただきありがと
うございます。丸屋様、本日は来訪
ありがとうございます。
又、ロータリー活動頑張りましょ
う！
本年も宜しくお願い致します。
私の記念日ありがとうございまし
た。
新年あけましておめでとうございま
す。今年も誕生日と記念日を一緒に
迎えてしまいました。来年こそはと
思いつつ頑張ります。お祝いのお花
ありがとうございます。
新年おめでとうございます。本年も
多くの皆様にお参り頂き感謝申し上
げます。
今年の皆様方のご多幸とご健勝をお
祈り申し上げます。今年も宜しくお
願い致します。
本年も宜しくお願いします。
本日、リオパラリンピック銀メダリ
スト広瀬選手が来園し、幼稚園児に
ボッチャを教えてくれました。３月
11日（日）8：30からＢＳプレミア
ムで放送のみんなDEどーもくん！
にて放送されますので是非ご覧くだ
さい。
去年は、私自身が現場代理人で大規
模工事に従事していた為、活動に不
参加が多かったです。もう少しで現
場も終るので、今年はロータリー活
動に力を入れたいです。今年も宜し
くお願いします。
新年明けましておめでとうござい
ます。元気に新年を迎える事が出来
ました。正月太りを覚悟していまし
たが、ほとんど無かったので良いス
タートが切れました。今年はよりス
マートな１年になるように頑張りま
す。
明けましておめでとうございます。
今年はロータリー活動を積極性を
持ってのぞみたいと思います。心を
入れかえて（笑）
丸屋様、ご来訪ありがとうございま
す。
年末年始は民族大移動の中で久し
ぶりに九州に帰省しました。例年三
社詣でをしていましたが、短い日程
だったのでそれが出来なかったこと

西山

倉繁

肇

裕

福田

順也

猪瀬

浩

遠田

祐治

黒岩

靖之

大浦
大森

芳弘
俊介

村上

進

原田

健夫

近藤

洋子

平野

寛明

廣田

二郎

が少し心残りです。本年もどうぞ宜
しくお願い致します。
皆様、新年明けましておめでとうご
ざいます。本年も宜しくお願い致し
ます。
１月19日（金）八重原中学校の出前
教室に行って参ります。
今年もロータリー活動頑張ります。
2018年初の例会、皆様本年も宜し
く御願い致します。戌年は戌笑うと
して株価が上昇するとの格言（迷
信）がありますが、過去５回では４
回上昇しているそうです。経済環境
が好転している中、東アジア、中東
のいわゆる地政学的リスクが懸念で
しょうか。
明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。
新年明けましておめでとうござい
ます。新年が明けて半月が過ぎまし
たが正月、そして新年会まわりでズ
ボンが小さくなったような気がしま
す。近々健康診断がありますが、そ
れまでに何とかしなければと思いま
す。今年も宜しくお願いします。
新年、人見神社に３回参拝しまし
た。今年も一年無事故で過ごせるよ
う祈願しました。
皆さん、明けましておめでとうご
ざいます。今年も宜しくお願いしま
す。
本年も宜しくお願いします。
おめでおとうございます。本年も宜
しくお願い致します。
還暦を迎えられる皆様、おめでとう
ございます。
皆様、明けましておめでとうござい
ます。今年も宜しくお願いします。
明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。
丸屋様、君津ＲＣにお越し頂きあり
がとうございます。交流を深めさせ
て頂ければ幸いです。
皆様とワンダフルに過ごせるよう頑
張って参りますので、本年も宜しく
お願い致します。
あけましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い申し上げます。
あけましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い申し上げます。

永嶌

嘉嗣

大川

裕士

佐々木昭博

岡野

祐

阿部

昭広

あけましておめでとうございます。
今年も宜しくお願いします。
おめでとうございます。今年も宜し
くお願い致します。還暦を迎える準
備が出来ません。
皆さん、明けましておめでとうござ
います。初詣で人見神社さんに行っ
たところ、今年私は八方塞がりの年
で良い方角が無いのだそうです。な
ので果報は寝て待て！周りの方々が
幸運を運んで来てくれるのをじっと
待ちたいと思います。皆様、是非と
もよろしくお願い致します！
明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い致します。
年末にＭさんにゴルフで指導頂き、
良い年を迎えられました。
今年は例会出席頑張ります。本日は
ＲＹＬＡの紹介をさせていただきま
した。多くの皆様のご参加をお願い
致します。

新年例会懇親会の様子（H30.1.15）

