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四つのテスト
●真実かどうか　
●みんなに公平か　
●好意と友情を深めるか　
●みんなのためになるかどうか

  ２００９～１０年度
  第２６５０地区のテーマ
『育てよう人』
  国際ロータリー第２６５０地区
  ガバナー　富田謙三

Ｎｏ．１４９８
ＨＰ：ｈｔｔｐ://ｎａｒａｏｍｉｙａ-ｒｃ.ｊｐ　
Ｅ-ｍａｉｌ：ｉｎｆｏ＠ｎａｒａｏｍｉｙａ-ｒｃ.ｊｐ

第33回 3月16日 
通算1498回
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１.開会の点鐘　17時30分
２.ソング
　「花」
３.お客様の紹介
４.会務報告
５.卓話　
　　森田宗園裏千家茶道教室　
　　主宰・奈良RC 森田 宗園 様
　　テーマ「お茶を一服」
６．閉会の点鐘　18時30分

例会プログラム
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例会状況報告
第32回 3月2日 
通算1497回
Ｒ.Ｃ.は出席から 1497回　
●会員数         　69名　　
●出席免除者数　　 21名
●出席者数　　　　 49名
●補填者数　　　　　－
●出席率　　　　 83.0％

1495回の修正　
●会員数         　69名　　
●出席免除者数　　 21名
●出席者数　　　　 57名
●補填者数　　　　  0名
●出席率　　　　 95.0％

1497回例会

委員会報告

インド・スリランカ仏教遺跡巡拝の旅　2010年1月21日

＜会長報告＞
本日は月初めということで、三月度の定例理事会
が開催されました。理事会の内容について報告致
します。
本日の理事会の主な議題は、５月１５日に行いま
す東京恵比寿ロータリークラブ、太宰府ロータリ
ークラブとの合同例会並びに１３００年祭の見学
会、その後行われます懇親会について色々と話し
合われましたが、結局最終的な決定事項はござい
ません。これに関しましては来週行われます情報
集会においてこの例会・見学会の中身、どういっ
たおもてなしをするか、というのが一つのテーマ
となっておりますので、その辺を踏まえ来月の理

事会において最終的に決定をしたいと思います。ただ一つだけ決まりましたのは、親睦会
については親睦委員だけでなくクラブとしての親睦、例会とは少し外れ、北河原さんのお
祝いもするということで、特別なものとして扱います。
その他は、各委員会のそれぞれの活動についての承認事項、この中身については後から各
委員会により報告があるものと思われます。理事会の報告は以上です。
それから、感謝状が届いております。これは、昨年末に行いました１３００年祭に対する
寄付について奈良県の荒井知事から県下全クラブに贈られました。
「感謝状　奈良大宮ロータリークラブ　会長　冨川悟　殿　　あなたは奈良県に多大なご
寄付を寄せられ平城遷都１３００年祭の事業推進に大きく貢献されました　よってその厚
意に対し深く感謝の意を表します　　平成２２年２月２０日　奈良県知事　荒井正吾」
ということです。回覧をさせて頂きます。
　それから、ガバナー事務所よりの依頼ですが、ガバナー会において、拉致被害者家族に
対する支援金の協力お願いが来ております。会員一人には、一口１００円の寄付を４月２
０日迄にお願いします。これは強制的にではありませんが、ご協力をお願い致します。も
う一件これも寄付ですが、先週から回しております「ポリオ撲滅に向けたロータリー２億
ドルチャレンジ」ということで財団委員会より協力依頼が来ておりますので、よろしくお
願い致します。
　それと、本日回覧致しますが、４月１３日に東京恵比寿ロータリークラブに我々の中か
ら交換卓話ということで佐川さんに行って頂きます。私も参りますが、一緒に行って頂け
る方を募集しております。都合のつく方は出来るだけ多くご参加下さい。
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小西副会長
情報集会の件ですがちょっと確認不足があり、第
二班の3月10日（水）於：郡山萬花が、（開催場
所が）休みということで3月15日（月）に変更致
します。副班長の中奥君から出席者の方に再確認
をさせて頂きますので、よろしくお願いします。
髙野社会奉仕委員長
一点目は、先週も（回覧で）回しましたが、毎年
恒例の健康診断、人間ドックを今年は4月～5月に
かけて行いたいと思います。先週まだご覧になっ
ていない方は、ご参加の有無をつけて頂くようお
願い致します。
もう一つ、平城遷都1300年祭に関して、全国から
ロータリアンがいらっしゃるということで、受付
と案内のブースを設けて頂くことになっておりま
す。そこで県下13ロータリークラブに受付・案内
のボランティアを募っております。私共奈良大宮
ロータリークラブは県下13クラブの取りまとめ役
ということで、一番積極的に参加したいと思って
おります。春の4・5月、秋の10・11月の中で、（春
は16日間毎日ですが、秋に関しては土・日・祝日
の12日間を）県下13クラブで分担しようというこ
とですが、ボランティアに参加して頂くに当たり
何も分からなくてボランティアという訳にはいき
ませんので、4月9・10・11日の何れかの日に半日
間研修に参加して欲しいということです。後の具
体的な日程に関しては県下１３クラブで調整しな
くてはなりませんが、とにかく私共奈良大宮ロー
タリークラブとしては積極的に協力したいと思い
ますので、ご協力頂ける方は（回覧を回しますの
で）○印をつけて頂くようお願い申し上げます。
増井親睦活動委員長
一点、修正のお願いとお詫び、ご協力のお願がご
ざいます。先程もご案内がありました4月11日の
花見例会ですが、当日レガッタ大会が開催される
都合上、船の発着場所が変更になりました。大阪
城での乗船・下船となり、16時乗船、17時下船と
なりました。それに伴い、こちらからバスで行く
事にさせて頂きました。集合は14：30に近鉄奈良
駅で、バスで大阪城に向かい、そこで船上から花
見見物をして頂き、17時に下船。またバスに乗り
帝国ホテルに到着する、という日程になりました。
行程的にも少し時間が長くなり申し訳ございませ
んが、ご参加・ご協力をよろしくお願い致します。
それに伴い、大変申し訳ございませんが、会費も
1,000円ずつ上げさせて頂きまして、会員：6,000
円、ご家族：4,000円に変更致します。急遽バス
をチャーターすることになり申し訳ございません
が、ご協力お願いします。また変更後のご案内を
情差しに入れさせて頂きますので、よろしくお願
い致します。
幹事報告
先日皆様にご無理を言いましたハイチの義援金で
すが、総額が決定いたしました。57,452円。早速
送金致しましたので、ご報告致します。
それと、もう一点、来週９日（火）の例会は休会
になりますので、お間違えのないようによろしく
お願いします。

委員会報告 例会変更
生駒ロータリークラブ
・3月31日（水）「アントレいこま①」→地区大会及び家族
親睦例会のため、例会場所・日を、4月4日（日）がんこ「高
瀬川二条苑」に変更。※ビジター受付は行いません。

※4月７日（水）…「アントレいこま①」にて、18時より通
常通りの例会を行います。

・4月28日（水）…定款第6条第1節Ｃにより休会。
・5月５日（水）…定款第6条第1節Ｃにより休会。
※両日とも、ビジター受付は行いません。
※5月12日（水）は、「あやめ館」にて18時より通常通りの
例会を行います。

王寺ロータリークラブ
・3月23日（火）…場所：信貴山　料理旅館　みよしに変更。
※ビジター受付は、3月23日（火）12：00～12：30　
ＮＴＴdocomo王寺営業所1Ｆにて行います。

・4月6日（火）…4月4日（日）地区大会に変更。　
※ビジター受付は、4月6日（火）12：00～12：30　
ＮＴＴdocomo王寺営業所1Ｆにて行います。

桜井ロータリークラブ
・4月７日（水）…移動例会の為日時・場所変更。
日時：4月11日（日）さくら祭り　
場所：桜井市倉橋ため池公園　
※�ビジター受付は行いません。
五條ロータリークラブ
・3月31日（水）…定款第6条第1節Ｃにより休会。
※ビジター受付は、3月31日（水）12：00～12：30　
南都銀行五条支店にて行います。

・4月7日（水）…4月4日（日）地区大会に変更。　
※ビジター受付は、4月7日（水）12：00～12：30　
南都銀行五条支店にて行います。

奈良東ロータリークラブ
・3月31日（水）…定款第6条第1節Ｃにより休会。
※ビジター受付は、3月31日（水）17：30～18：00　
ホテル日航奈良3Ｆにて行います。

・5月5日（水）…定款第6条第1節Ｃにより休会。　
※�ビジター受付は行いません。
奈良ロータリークラブ
・4月29日（木・祝）…定款第6条第1節Ｃにより休会。
・5月６日（木）…定款第6条第1節Ｃにより休会。　
※�両日ともビジター受付は行いません。
橿原ロータリークラブ
・4月９日（金）…春の親睦家族会の為、場所変更（移動例
会）。

於：ラヴィマーナ神戸
※�ビジター受付は行いません。
・5月７日（金）…定款第6条第1節Ｃにより休会。
※�ビジター受付は行いません。
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「電話と私の歩み」 坂井宣之会員
皆さん、こんばんは。本日は、会員卓話のお時間を頂きありがとうござい
ます。昨年の８月４日に入会させて頂き、７カ月程経ちました。その間
に新たに入会された方３名もみえ、心強く感じています。
本日のテーマは、「電話と私の歩み」です。
・�入会当日に飯田先生にレクチャして頂いた際、『「ロータリーを知る」
ことが根本だと教えて頂きました。ロータリーのルールをマスターする
ことではなく、「ロータリーの考え方や心を知る」こと。ロータリーを
知ることで、ロータリーの味わいが深まり、楽しみが広がる。』と教え
て頂きました。
そこで、本日は、ロータリーと私の距離を縮めるため、私のことをもっと
知って頂けたらと思い、電話・NTTの歴史を交え、お話したいと思います。
まず、NTTの歴史です。
現在、私はNTT西日本、奈良支店におります。NTTが民営化されたのは昭和
６０年、１９８５年です。逓信省創設から公社を経て、丁度１００年後になります。
・�民営化後に、NTTデータ、NTTドコモを分離し、平成１１年に持株会社の下に、東西会社、長距離会社がある現在の形
になりました。今年には再度、NTTの在り方が議論されます。話題になりましたら、NTTはよくやっている、NTTにはもっ
と自由にさせるべきだと伝えて頂ければ幸いです。
電話機、公衆電話、携帯の歴史を簡単に振り返りたいと思います。
電話機の歴史です。
ベルが電話機を発明したのは、今からおよそ１３０年前、明治初期です。その電話を輸入し、国産１号機ができました。
日本の電話サービス開始は、明治２３年、１８９０年といわれております。今から１２０年前、電話１００年の歴史の始
まりです。当時の加入者は２００名で、電話帳は紙１枚でした。
昭和になると、ダイヤル式が始まり、昭和８年になると、黒電話の原型が登場しています。昭和４４年になるとプッシュ
型が登場しますが、随分長い間、黒電話が主役でした。１９８５年の民営化と同じ年に電話機は自由化されて、様々な電
話機が出回るようになりました。
次に公衆電話の歴史です。
１９００年に登場し、当時は自働電話と呼ばれていました。アメリカの街頭電話「オートマティックテレホン」の直訳で
す。明治末には赤塗り六角形でした。大正の終わり、1925年に、自動電話機と混乱しないように公衆電話に改称されまし
た。
現在のようなガラス張りの公衆電話は昭和４４年に、カード式は昭和後半の５７年に登場しました。
次に携帯の歴史です。
携帯の歴史は、昭和４３年のポケベルに始まります。その後、小型化、数字の表示等進化し、ビジネスマンだけでなく高
校生も利用するようになりました。
自動車電話がサービス開始したのが、昭和５４年です。携帯サービスは今から約２０年前に開始され、その後の目覚しい
進歩は皆さんご存知のとおりです。１０年前には固定電話の加入数を上回り、今や１億台です。
最後に私のことについてお話します。
昭和４２年、三重県嬉野町、現松阪市に、二人兄弟の次男として生まれました。今年で４２歳になります。実家はガソリ
ンスタンドを営んでおります。現在は、５人家族で、長女（小５）、長男（小３）、次女（３歳）の３人の子どもがおり
ます。京都京田辺市の松井山手在住です。
町内の小学校、中学校を出た後、津市にある津高等学校に入学しました。その後、１年浪人生活を過ごした後、慶応大学
経済学部に入学し、初めて実家を出て、東京生活を始めました。これまでの半分が三重県、あとの半分が東京です。
大学生活はバブル時期だったこともあり、皆が浮かれていました。慶應ボーイという恩恵を多少受けて楽しく過ごしまし
た。
平成３年にNTTに入社し今年で入社１８年目になります。平成３年入社はバブル世代といわれております。私が入社した
頃は、分割前の１社体制でした。平成１１年に西日本所属となりました。
会社では様々経験させてもらっていますが、その中の１つに、平成１０年に、１年間イギリスのビジネススクールに留学
させてもらったことがあります。ロンドンから１００マイル北、バーミンガムに近いウォーリックという街です。シェー
クスピアの生誕地として有名です。
長女はイギリスで生まれました。MBAの取得以上に一番の成果であったと思います。地方でしたので日本人病院はなく、
地元の病院で出産しました。日常会話もままならないのに加え、初出産で産婦人科の用語や常識もわからず、コミュニケ
ーションできるはずもなく、看護婦さんと辞書を交えたやりとりで大変苦労しました。
出産費用は無料だったのも驚いたのですが、妻が陣痛で苦しむ中、ドクターがスーツ、ネクタイ姿で現れて挨拶され妻と
私と握手して帰っていきました。その後ドクターの姿はなく、男の助産婦さんが全てやってくれました。向こうには、検
診時に胎児の写真とかそんな機器もなく、男の子か、女の子かは生まれるまでわかりませんでした。
�帰国後も東京勤務となり、昨年の７月に奈良支店勤務となりました。初めての支店勤務が奈良であり、遷都１３００年
の年に、奈良大宮ロータリークラブに入会させていただき、皆様とお知り合いになれたことに非常にご縁を感じます。引
き続きご指導よろしくお願い致します。
以上です。ご清聴ありがとうございました。
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私の趣味　ブラックバス釣り ブラックバスってどんな魚！
山中　一晃　会員
改めまして、みなさん　こんばんは、
１月５日、入会の山中でございます。
会報に＜私の趣味　ブラックバス釣り＞を掲載して頂きましたが、
新入会員卓話ということで、バスといえばみなさんは魚を食べる「悪い魚」
というイメージをお持ちだと思いますので、「ブラックバスってどんな魚？」
か、「バス釣りってどんな釣り？」か、お話させて頂きます。　　　　
ブラックバスってどんな魚？
スズキ目・サンフィッシュ科（バス科）・オオクチバス属に分類される
淡水魚の一種で、本来は北アメリカ南東部の固有種でしたが、釣り(スポ
ーツフィッシィング)や食用の対象魚として世界各地に移入されました。
日本での歴史と特定外来生物といわれる由縁
日本に持ち込まれたのは、
１９２５年に実業家の赤星鉄馬により芦ノ湖に放流されたのが最初です。
移入された芦ノ湖の漁業権を管理する神奈川県が、１９６５年にブラックバス及びその卵も含め移植をしてはならないと
しました。１９７０年代に魚食性が強い為、その分布が急速に拡大し、昔から日本の湖・池に生息していた魚（在来種）
を減少させるとして、ブルーギルと並び、問題視されており、釣り人や釣具会社による密放流（ゲリラ放流）、琵琶湖産
のアユの種苗やゲンゴロウブナの移動時の混入などによりその生息域を広げ社会問題となり生態系への影響および、これ
による漁業被害が問題視され環境問題に発展し無許可放流が禁止されるようになったが、その後も人為的な放流により生
息域を拡大して行きました。こういったことが特定外来生物といわれる由縁で、事態を重く見た環境省は、環境問題と
し、２００５年に「外来生物法（特定外来生物による生態系等に係わる被害の防止に関する法律）」で、コクチバスとオ
オクチバスの規制（輸入・飼養・運搬・移植の規制）に踏み切りました。
日本では、・ラージマウスバス(オオクチバス)・コクチバス(スモールマウスバス)・フロリダバス
の３種が外来種として記録されており、通称「ブラックバス」または、「バス」と呼ばれています。
湖や沼、流れのゆるい河川に生息し、汽水域でも漁獲されることがあります。
食性は肉食性で、水生昆虫・魚類・甲殻類などを主に補食しますが、自分の体長の半分程度の大きさの魚まで補食し、ま
れにカエルやネズミ、小型の鳥類まで丸飲みにすることもあります。
日本に生息する在来種が減った原因とする主張があり、学術論文も存在しますが、愛好家からは「鯉やブルーギル、ナマ
ズなど」の方が、漁食性が強いとする主張もあり、この３種のうちオオクチバス・コクチバスは、特定外来生物に指定さ
れています。バスは、春から秋には岸近くで活発に活動しますが、冬は深みに移り物陰で群れをなして越冬します。
繁殖は、水温１５℃の条件が必要で、この水温は日本では５～７月で、産卵は満月か新月の日に行われるのが一般的で
す。オスは、砂地に直径５０ｃｍ程の浅いすり鉢状の巣を作り、メスを呼び込んで産卵させます。
オス１匹が、複数のメスを呼び込んで産卵させるため、一つの巣の卵数は１万粒に達することもあります。（一夫多妻と
いうことです。）メスの産卵後も、オスは巣に残り卵を狙う外敵を追い払うなどをして卵を保護し、１０日ほどで孵化し
ます。孵化した仔魚は、全長２～３ｃｍになるまでオスの保護下で群れを成して生活しますが、稚魚がある程度の大きさ
になると、親であるオスは稚魚を食べることで巣からの自立を促します、この過程で卵からかえった幼魚の半分以上が淘
汰されるといわれます。稚魚の時には、大きな魚のような形の群れを作って団体行動することがあり、「賢く」学習能力
のある「魚」です。
バス釣りについて

ブラックバスは、体長の割に引きが強いことや、季節によって一定の
パターンで行動することから、釣りの対象魚として人気があり、日
本で５０ｃｍ以上の大物は、「ランカーサイズ」として釣り人を魅
了しています。疑似餌(ルアー)を使っての釣りが一般的ですが、他
にエビやドジョウやミミズなどをエサにした釣り方があります。
ルアーを使った釣りには、一定のルールのもとで行われる「トーナメ
ント」と呼ばれる競技会があり、プロフェッショナルのバス釣りが
存在します。
競技会では基本的に、各参加者が一定時間内に釣り上げたバスの中か
ら、一定の匹数の合計重量を競い、勝敗を決めるのが主流です。国
内には４つの団体があり、アメリカのプロ団体には日本選手も活躍
しており賞金総額では、ゴルフのメジャー大会に匹敵する大会もあ
ります。
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▼次項へつづく

ルアー紹介
・ビッグベイト・・・水面をゆらゆらと泳がせて、深場にいるバスに食いつかせるルアーです。
・トップウォータープラグ・・・水面を小魚が逃げまどっている様子を演じて食いつかせます。
・スピナーベイト・・・ステンレスでできておりスプーンのようなブレードがくるくる回って小魚をイメージさせます。
・バズベイト・・・スピナーベイトの進化版で水面をジョボジョボと音を立てて魚を引きつけます。
・クランクベイト・・・魚が水中を泳いでいる様を演じて食いつかせます。　泳がせる水深により使い分けをします。
・ソフトルアー（ワーム）・・・ミミズや小魚が泳いでいる様子を演じます。
・フック・・・使うワームのサイズにより使い分けします。
一度お試し下さい「バス料理」
・身は癖のない白身で「ムニエル・フライ・からあげ」などで食べられています。
遂にでた世界記録
・２００９年７月２日（琵琶湖にて）・７３．５ｃｍ　・１０．１２ｋｇ

「ロータリーミニ情報」情報委員長　飯田　二昭
「規定審議会」について
今年は３年に一度の規定審議会が４月２５日から３０日までシカゴで開催されます。その審議会で審議される立法案が配
布されています。立法案には、審議会番号10-01から10-219までの２１９の項目があります。また、立法案には、制定案
と決議案の２つの種類があります。制定案は、ＲＩの組織規定（ＲＩ定款、ＲＩ細則、標準ロータリー・クラブ定款）を
改正しようとするものです。決議案は、組織規定の改正を求めない立法案です。
世界のロータリアンがいろんな提案をしています。いろいろと興味深い項目が有りますので、その一部を紹介してみま
す。
＊出席については、例えば、メークアップのルールでは例会の前後１４日を３０日にする。
＊出席規定の適用免除者はクラブの役員または理事となる資格を持たないものとする。
＊出席免除の規定を削除する。
＊出席記録の算出に関する規定を改正：出席規定の適用が免除された会員の欠席は、クラブの出席記録に含まれない事を
規定する。（桜井ＲＣ他提案）

＊クラブ例会を年間６回まで取りやめる事が出来る。
＊例会を毎週１回または隔週に一回に開く。
＊地区大会を毎年でなく、少なくとも隔年で開催する。
＊４大奉仕部門を５大奉仕部門に改正する。クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、に青少年奉仕部門を追加す
る。

＊ＲＩの第二の標語を改正する件：He Profits Most Who Serve Best「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」He、
They、he/sheからOneに改正。

＊雑誌の購読義務を削除する件、等など。
　審議会後、採択された案件に関する報告書が各クラブに送付され、各クラブは立法案採択における審議会の決定に反対
の意思表示を書面で提出する機会が与えられます。制定案は、審議会閉会後の７月１日にその効力を生じるものとする。
　ロータリーの組織は、１００年の歴史の中で、これまでにいろんな工夫や知恵が込められています。が、ロータリーの
仕組みはまだまだ未完成です。ロータリーのルールはこれまでも変化してきましたし、これからも変わり続けていくもの
でしょう。ロータリーの仕組みつくりにはロータリアン全員が参加できるようになっています。これを機会にロータリー
のルールにも関心を持っていただければと思います。
興味のある方は、ロータリーのウェブサイトにも掲載されていますのでご覧下さい。

会報・IT委員会　パソコン教室１日目（2010年2月25日）Excelの基本
場　所：奈良市勤労者福祉センター　　講　師：砥綿　千恵　　サポートスタッフ：坂井会員・ＮＴＴ西日本
参加者：平野会員夫妻、森下会員、多田会員、古川事務局員、谷川委員長

Excelを利用して、カレンダーを作りました。
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　奈良テレビ放送株式会社　代表取締役　辻本　俊秀　様
　「デジタル放送のこれから」　

次週の例会

●会報・ＩＴ委員会／谷川千代則　藤井正勝　野上利樹  ●Webmaster／谷川千代則

インド・スリランカ仏教遺跡巡拝の旅
橋本　和典
　この旅はタイ、インド、スリランカの３国の仏教遺跡を巡ると同時に、北
河原様のご子息公慈さんが昨年７月よりインドの仏教発祥の地ブッタガヤに
ある日本寺に、駐在僧としておられるので、陣中見舞いも兼ねて企画されま
した。当初タイは予定には無かったのですが、フライトキャンセルで急遽企
画されました。アユタヤ遺跡のみの訪問でしたがバンコクでのホテルや食事
は最高でした。ブッタガヤは朝晩非常に寒いので冬服で丁度でした。
日本寺では他に二人の若い駐在僧がおられ、日本寺の維持運営と現地の貧し
い子供達や病んだ人達の保育施設や医療施設の運営に献身的に尽力されてお
られます。我々を歓迎してくれた子供達の輝く瞳や優しい微笑は「心からの
おもてなし」を感じさせてくれ、「仏の教え」がしっかりと伝えられている
ように思えてなりませんでした。お釈迦様が悟りを開かれた大菩堤寺で北河
原様親子のお導きにより法要させていただきました。恐らく人生の最初で最
後であろう体験でした。
　他にも仏教遺跡を巡りました。巡る度にその素晴らしさに圧倒され、却っ
て往時の栄華が偲ばれ現在の貧困とのギャップに戸惑ってしまいました。何
故仏教が廃れてしまったのか非常に疑問でした。
　スリランカは国としては小国ですが非常に豊かさを感じる素敵な国でした。
明るく緑にあふれ自然がイッパイの言わば国中「サファリパーク」と思われ
る程でした。遺跡のあちこちに野生の猿やトカゲや小鳥が自由に動き回って
いるのです。圧巻は夜のハイウェイの道端に茂みの中から顔を出して立って
いる象が居たことでした。手をだせば触れるところにジッとして立っている
のでした。食事も美味しくライオンビールは最高でした。呑も会会長麹谷様
と何度もライオン狩りをしてサファリを楽しむ事ができました。お釈迦様の
犬歯を祀っている仏歯寺で法要ができ、歯科を生業とする私にとって真の集
大成となる旅となりました。この旅を通じて北河原様御一家の心暖まる御家
族愛に触れさせて頂く事が出来ました事も忘れ得ぬ思いでとなりました。本
当に北河原様、麹谷様そしてご一緒いただいた皆様に心より感謝もうしあげ
ます。有難うございました。

本日のお客様
大橋幸之助　様（奈良ＲＣ）
藤井　康誠　様（奈良ＲＣ）

ニコニコ箱　本日計 34,000円　累計　1,825,000円
深澤　文雄　君　ご無沙汰しました。実は正月早々風邪をひき、２月中頃まで

咳やたんが止まらず、４０日ほどえらい目にあいました。こ
んなに長引いた風邪は生れて初めての経験です。年のせいか？
　もう大丈夫です。あらためて本年もよろしくお願い致しま
す。

宮西　正伸　君　西口様、本日は、お世話になりまして有り難うございました。
大塩　栄作　君　本日第３回親睦ゴルフのご案内を情差に入れさせて頂きまし

た。が、受付前に組合せ表が落ちてました。無くしてしまっ
た方はお渡ししますのでお申し出下さい。

増井　義久　君　４月の親睦例会修正させていただき申し訳ありませんでした。
宜敷お願い申し上げます。

谷川千代則　君　先週沖縄へスワローズのキャンプ激励会に行ってきました。
時間があったのでサーフィンを体験しましたが、少し無理が
ありました。

藤井　正勝　君　飯田先生、適切なアドバイスをいただき助かりました。あり
がとうございます。

潮田　悦男　君　ちょっとうれしい事があったので。
中井　一男　君　金星さんに協力！！
渡辺　英孝　君　ニコニコ協力です
矢追家麻呂　君　ニコニコに協力


