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日　付 時　間 回　数 プログラム内容
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５月  １５日（火）
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４月 ２４日（火）
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曲げて退会し、急遽、伊藤彦ちゃんに幹事をお願い

しました。この伊藤ちゃんが、また曲者で「やる以上

は俺のやり方に従ってくれ」との事、再び幹事に逃げ

られても恰好悪いので、会長としておとなしくしてい

たら、伊藤ちゃんも大した方で、地区協議会の閉会

式のステージで国連難民高等弁務官事務所から表

彰状を頂けるように手配したり、年度末にはクラブ

活動報告書の作成や３１年続いたローターアクトクラ

ブ終結宣言した大和ローターアクトクラブ最終報告

書を作成していただき、会長の実績を残してくれる

努力をしていただきました。この日から、伊藤ちゃん

じゃなく伊藤様になりました。その後は椎橋年度と

鈴木年度にピンチヒッターとして幹事を都合３回務

めました。松川年度では相澤ガバナーから第６グ

ループガバナー補佐に任ぜられ、２０１５～１６年度は

体調不良の長谷川さんに代わりピンチヒッターで２

回目の会長をさせていただきました。第６グループの

会長幹事会には都合６年度出席し、１００名以上の

会長・幹事のロータリアンと席を共にしたのは良い

経験でした。そして第６グループでは３００名以上の

方々 と知り合えた事は私にとって大きなプラスとなっ

た。最近印象に残った奉仕は、伊藤さん、松川さんと

伴に交換留学生ローエンのホームステイを受けたこ

とです。　皆様にもお世話になり感謝いたします。

【クラブ研修委員長として】

　第２７８０地区では次年度より「マイロータリー推

進委員会」というのが新設されました。これは国際

ロータリーのホームページを全ての会員に見ていた

だきたいという事だそうです。マイロータリーにログ

インすると自分のクラブ活動状況や寄付状況が確

認出ますし、ロータリーの各種資料もダウンロード

できて大変便利です。ＩＤは会員証に書いてある会

員番号です。パスワードは以前に皆様にお配りしてあ

りますが、解らない方は事務局に聞いて下さい。地

区のホームページと大和ロータリークラブのホーム

ページもご覧下さい。クラブのホームページは吉岡さ

んに作って頂きました。

【趣味の話】

　音楽好きです、特にモー

ツァルト、ベートーヴェン、ブ

ラームスです。オーディオ・

セットは写真の通り。Ｂ＆Ｗ

とインフィニティのスピー

カー、真空管のプリアンプ、

メインアンプ、マッキントッ

シュのパワーアンプ等です。

ソースのレコードは全部処分しＣＤとＤＶＤに代わっ

てしまいました。特にベートーヴェン全集８５枚セッ

ト、モーツァルト全集１７０枚セットがお気に入りです

が未だに全曲は聴けていません。

　カメラも好きです、芸術的センスは無いので写真

は上手ではありませんが、機械の仕組みを見て悦に

入っています。写真の通りカメラを保管しています

が、父が集めたカメラは飾りきれず残念ながら物置

きの飾り棚に400台ほど保管しています。芸術的セ

ンスの無い私が人物撮影のこつを教えます。レンズ

は出来ればズームレンズでなくて単焦点レンズで絞

りを開けて撮るとバックがボケてピントの合った部

分だけ強調されます。最後に、珍しい写真をお見せ

します。次年度は飲

み会が多くなりそ

うな予感がします

が。私には、酒を飲

ませないようにお

願いします。このざ

まです。これからは私に代わる若い会員の方々にク

ラブの記録を撮って頂きたいと思います。

　今後とも皆さんと伴にロータリーにしか出来な

い、またはロータリーだから出来る奉仕の仕方を良

く考え、仲良く末長くロータリー生活を楽しみたいと

思います。

今後もよろしくおねがいいたします。

　つまらない話しにお付き合い頂きありがとうござ

いました。

ご夫人お誕生祝い小金澤和夫君会員お誕生祝い石井規子君

お祝いの報告戸張親睦委員 出席報告籾山委員 司会三浦ＳＡＡ

卓話風景

幹事報告

　ピストルの話です。

　ピストル・ライフルは

簡単な許可で誰でもパリ

では買うことができます。

　私の住んでいた１７区と

いうのは東京で言うなら

山谷。アパート代が安いの

でアラブ人が多く娼婦もあちこちに立っているよ

うな所でした。

　治安の悪い地区では申請をすれば買うこと

ができます。ですが、アメリカの様な派手な銃撃

事件は起こりません。　理由はわかりませんが、

多分アメリカに渡った人のように開拓精神がな

いのだと思います。

　郊外に射的場がありましてパスポートがあれ

ば誰でも入場ができ、２２口径の一番小さな銃

口のピストルを借り２５ｍ先の的を打ちますが、

簡単に当たるはずもなく、次は４５口径のピスト

森川　良三　幹事

本日 ￥１３,０００  累計 ￥５１５,５００

◆武田茂会長／いよいよ今週末より台北七星Ｒ

Ｃ訪問が始まります。参加される方は体調に気を

付けて楽しんできてください。

◆小金澤和夫会員／家内のお誕生日を祝って

いただき、ありがとうございました。年を重ねまし

て今年７７歳に成長しました。

◆石井規子会員／お久しぶりです。旅行へは行

けずご迷惑をおかけしました。身体がだんだん、

こわれていきますね～。お誕生日お祝いありがと

うございます。もう少しガンバります。

◆古木通夫会員／心を入れ替えたわけではあ

りませんが、髪を短くしました！

◆佐々木和夫会員／

今日は、私のつまらない

卓話、寝ながら聞いてく

ださい。

◆増正之会員／１．誕

生日祝い遅くなりまし

た。スマイルします。

武田　茂　会長

第262９回　2018年４月１７日（火）

司　　会 ／三浦　高義　会員
Ｓ.　　Ｌ.　 ／戸張　美穂　会員
斉    唱／「奉仕の理想」
ゲ ス　ト ／
ビジター／

会長の時間

委員会報告

スマイルＢＯＸ

戸張ソングリーダー

【ポスティング】

・次第

・週報

・５／１３（日）夜間例会の

ご案内

・大和中ＲＣ創立記念式典

のご案内

・５６周年記念例会収支報告

【回覧】

・５／１３（日）夜間例会出欠表

・大和中ＲＣ創立記念式典出欠表

・相模原南ＲＣ週報

・ハイライトよねやま

・４月３日（火）の例会は、家族会振

替休会です。

【ポスティング】

・次第　

・週報　

・４月度プログラム

・米海軍厚木航空施設　司令官　

海軍大佐　ロイド　マック様経歴書

【回覧】

・the rotarian 

・米山梅吉記念館館報

・米山梅吉記念館　春季例祭のご案内

・相模原南ＲＣ週報

・うかい亭　ご案内

・オークラフロンティアホテル海老名　ご案内

・研修保養施設のご案内

ルを借り同じように撃つのですが、これは全く素

人には当たりません。下手な構え方をすると肩が

はずれるかも知れないと言う衝撃です。

　日本食材を売っていた店の親父がピストルを

買って武田さんピストルを撃ってみるか？と言うの

でその店の地下に行って煙草を的にピストルを

撃って遊んだ事を思い出しました。

　お後がよろしいようで！！

スマイルボックス報告
相原委員

◆次年度クラブ奉仕／

伊藤健司会員

本日、例会終了後に次年

度クラブ奉仕委員会を行

います。各クラブ奉仕の

委員長の皆様、よろしく

お願いします。

◆期前委員会／

花岡正副幹事

クラブ活動活動計画書及

び名簿作成につき、住

所、電話、メール変更のお

願い。

◆ＳＡＡ／

伊藤彦二会員

大和商工会議所ＲＣ事務

局入出の件。

◆親睦委員会／

戸張美穂委員長

５月１３日夜間例会の件。

本田・森川・田辺・石井

石髙・本田
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【生い立ち】

　父は佐々木幸男、母は佐々木幸

の長男として昭和２８年１月７日生

まれました、妹が二人います。父は

大正１１、岩手県釜石市生まれ、祖

母は教育熱心で、二人の娘に高等教育を受けさせる

ため父の生後間もなく上京しました、日本大学在学

中に学徒動員で出征、陸軍仙台予備士官学校卒業

後仙台で陸軍少尉として終戦を迎えました。戦後は

再び大学に戻り、日本大学大学院を修了し労働省

に勤務しました。母は昭和３年岩手県盛岡市生ま

れ、盛岡高等女学校時代に太平洋戦争になり盛岡

は空襲に遭い、パイロットが見えるほど低空で機銃

掃射を受けたと言っていました。戦後は勧業銀行に

勤務しました。

　昭和２６年、父は労働大臣官房を退官し祖父が経

営していた澱粉工業株式会社に大和工場長として

現在の大和市下鶴間に赴任しました。その後父と母

は結婚し、母は相手が役人だから安心と思っていた

ら、工場に住み込みの従業員２０名の食事等をせね

ばならず大変苦労したと言っていました。

　３歳より下鶴間から神奈中バスに乗り鶴間駅まで

出て、小田急線に乗り換え、南林間にある高座協会

「みどり幼稚園」に３年保育で通園しました。小学校

は大和市立北大和小学校に入学し古木さんの後輩

になります。北大和小学校は分校のようで、１学年１

クラスで、６年間クラス替えはできませんでした。唯

一の楽しみは席替えでした。入学し、最初に隣の席

に座ったのは、昨年のクリスマスパーティーに下島さ

んが呼んだ瀧本由美子さんでした。現在、華道教授

をしており、ロータリークラブへの入会を勧めていま

す。中学、高校と順調に進級しましたが、十二指腸潰

瘍になり大学入

試で失敗し寝込

みました。その上、

昭和４７年の台風で境川が氾濫し家の押し入れ半分

の高さまで水に浸かり、大変な思いをしました。浪人

生活の後、父と同じ日本大学に進学しました。　

【大学生活】

　日本大学では工業化学を専攻しました。在学中に

環境アセスメントという職

種に関心を持ち、春・夏・冬

の休みには日本全国の環

境調査に参加しました。特

に、ダム水質・火力発電所

の温排水・港湾整備の為の海流調査等に参加しま

した。その会社からの知識を研究室に持ち込み卒

業論文は河川水質の浄化に関するテーマを選びま

した。卒業後、環境アセスメント会社に応募しまし

たが、「少なくとも大学院を出なければダメだ」と言

われ門前払い、それが悔しくて日本大学大学院に進

学しました。大学院の研究室では河川水質の最も

効果的な調査方法を確立し、観測データの有効利

用とその予測方法について研究しました。学部の頃

は手計算で大変だったので、昭和５２年にアメリカの

ヒューレットパッカードというメーカーのプログラム

電卓を購入しました。その能力は素晴らしく、これを

持っている教授は数名しかいらっしゃいませんでし

た。しかし研究中に得た河川の３５日間、一時間ごと

４種類の観測データは３３６０以上になり、これだけ

のデータはさすがにプログラム電卓では処理しきれ

ず大学の大型コンピュータFACOMのフォートラン

で演算しました。そんな事をしながら博士前期課程

を無事終了し、二年前に門前払いされた会社「新日

本気象海洋」に応募しました、人事担当は２年前の

私の事を覚えていて「また来たか」という様な顔をさ

れましたが採用されました。入社条件で小型船舶一

級も取りましたが昭和５５年１２月に父が食道ガンで

５８歳で他界したため残念ながら退社しました。事

務局松山さんも小型船舶２級を持っているそうで

す。父が他界したため、昭和５６年３月より父の仕事

を継ぎました。

【家族】

　妻と女の子二人です。昭和５８年に結婚しました。

家内は遊子、珍しい字で遊ぶ子と書きます、家内の

父親は東大出の文学青年だったため島崎藤村の

「千曲川旅情の詩」の「遊子悲しむ」から名づけたそ

うです。遊子を悲しませないように日々 努力をしてい

ます。長女絢子はすでに嫁いでいますが、次女聡子

は一緒に暮らしています。それと、もう一人長男がい

ます。長男は猫の風太７歳です。

【会社紹介】

　当社は昭和４０年１２月

１日創立、先代は１４年間

澱粉製造の仕事の後、自

動車整備事業に転換しま

した。事業転換には、想像を絶する苦労があったと

思います、そのような父を尊敬しています。創業当時

からの工場は古くて補修が困難だったため２０１０年

に増さんの計らいにより工場を新築しました。

　当社の自慢は、国交省の検査機器と同等の設備

の他、車両整備スタッフとして県内にも人数の少な

い国家一級整備士が二人もいる事です。工場長の

窪田は神奈川県で一番初めに合格しました。もう一

人は２６番目に合格しました。

　お勧めしたいのは、貨物車の場合６カ月の点検、

乗用車の場合１年の定期点検です。これは道路運送

車両法により決まっており、国土交通省の街頭検査

や検問等で警察に止められた場合、整備命令を受

けます。特に夜間ランプ類が切れている場合、パト

カーに止められます。パトカーは何か車両に不備が

無い限りやたらに車両を停車させられません、他の

犯罪捜査の手かがりになるもの、例えば薬物使用

者や不審者、盗難車等を探していますので、車両に

整備不良があれば、それを理由に停車させ職務質

問したいのです。皆様も止められないよう整備不良

が無いよう注意して下さい。

　タカタ製エアバックは大きな問題となっています

が、エアバックのリコールを実施していない車両は５

月から車検が受けられない事になりました、ご注意

ください。ヘッドライトが暗いと思っている方は、表面

を研磨しコーティングすると白内障が治ったように

明るくなります。当社では車に使っているコンピュー

タも蓋を開けて修理します。多くがプリント基盤のク

ラックとハンダ付け不良で、ハンダ付け直しで治りま

す。(一部省略)

【ロータリー入会】　

　昭和５６年８月１７日に２８歳で大和ロータリークラ

ブに入会しました。実は父が昭和３７年７月１日に入

会し、昭和５５年１２月２７日に５８歳で亡くなるまで１

８年間ロータリークラブの会員でした。現在、道岸さ

ん、岡田さん、眞鍋さん、花岡さんの4名の方々が父

を知っていらっしゃいます。クラブ創立２０周年にあ

たる年で、当時の会長中里さんがワンハンドレッド・

クラブを目指されました、その結果入会者数２９名と

なり年度末には１００名のクラブになった年でした。

その後、岡田年度で現在までの地区における最高

人数１１７名を達成しました。

　さて、何故私がロータリークラブに入ったかという

と、父と一緒に仕事していなかったので父がどのよう

な方とお付き合いし、経営者というのは何が必要な

のかを知りたかったからです。

　私の様な若造は役にたたなかったと思いますが、

趣味の写真は撮り続けて、隠れたクラブの記録係を

していました。またロータリークラブが提唱していた

大和ローターアクトクラブの委員は何年も仰せつか

りました。入会６年目で理事会入りし、１４年目には、

土屋巌会長年度に幹事、その後、入会２３年で第４３

代会長を務めました。この年度はロータリー１００周

年の年で全ての奉仕プロジェクトに「ロータリー１００

周年」と冠して事業を行いました。年度スタートした

のもつかの間幹事に立候補した人が、なぜかヘソを

「自分の人生観について」
佐々木和夫
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中に学徒動員で出征、陸軍仙台予備士官学校卒業

後仙台で陸軍少尉として終戦を迎えました。戦後は

再び大学に戻り、日本大学大学院を修了し労働省

に勤務しました。母は昭和３年岩手県盛岡市生ま

れ、盛岡高等女学校時代に太平洋戦争になり盛岡

は空襲に遭い、パイロットが見えるほど低空で機銃

掃射を受けたと言っていました。戦後は勧業銀行に

勤務しました。

　昭和２６年、父は労働大臣官房を退官し祖父が経

営していた澱粉工業株式会社に大和工場長として

現在の大和市下鶴間に赴任しました。その後父と母

は結婚し、母は相手が役人だから安心と思っていた

ら、工場に住み込みの従業員２０名の食事等をせね

ばならず大変苦労したと言っていました。

　３歳より下鶴間から神奈中バスに乗り鶴間駅まで

出て、小田急線に乗り換え、南林間にある高座協会

「みどり幼稚園」に３年保育で通園しました。小学校

は大和市立北大和小学校に入学し古木さんの後輩

になります。北大和小学校は分校のようで、１学年１

クラスで、６年間クラス替えはできませんでした。唯

一の楽しみは席替えでした。入学し、最初に隣の席

に座ったのは、昨年のクリスマスパーティーに下島さ

んが呼んだ瀧本由美子さんでした。現在、華道教授

をしており、ロータリークラブへの入会を勧めていま

す。中学、高校と順調に進級しましたが、十二指腸潰

瘍になり大学入

試で失敗し寝込

みました。その上、

昭和４７年の台風で境川が氾濫し家の押し入れ半分

の高さまで水に浸かり、大変な思いをしました。浪人

生活の後、父と同じ日本大学に進学しました。　

【大学生活】

　日本大学では工業化学を専攻しました。在学中に

環境アセスメントという職

種に関心を持ち、春・夏・冬

の休みには日本全国の環

境調査に参加しました。特

に、ダム水質・火力発電所

の温排水・港湾整備の為の海流調査等に参加しま

した。その会社からの知識を研究室に持ち込み卒

業論文は河川水質の浄化に関するテーマを選びま

した。卒業後、環境アセスメント会社に応募しまし

たが、「少なくとも大学院を出なければダメだ」と言

われ門前払い、それが悔しくて日本大学大学院に進

学しました。大学院の研究室では河川水質の最も

効果的な調査方法を確立し、観測データの有効利

用とその予測方法について研究しました。学部の頃

は手計算で大変だったので、昭和５２年にアメリカの

ヒューレットパッカードというメーカーのプログラム

電卓を購入しました。その能力は素晴らしく、これを

持っている教授は数名しかいらっしゃいませんでし

た。しかし研究中に得た河川の３５日間、一時間ごと

４種類の観測データは３３６０以上になり、これだけ

のデータはさすがにプログラム電卓では処理しきれ

ず大学の大型コンピュータFACOMのフォートラン

で演算しました。そんな事をしながら博士前期課程

を無事終了し、二年前に門前払いされた会社「新日

本気象海洋」に応募しました、人事担当は２年前の

私の事を覚えていて「また来たか」という様な顔をさ

れましたが採用されました。入社条件で小型船舶一

級も取りましたが昭和５５年１２月に父が食道ガンで

５８歳で他界したため残念ながら退社しました。事

務局松山さんも小型船舶２級を持っているそうで

す。父が他界したため、昭和５６年３月より父の仕事

を継ぎました。

【家族】

　妻と女の子二人です。昭和５８年に結婚しました。

家内は遊子、珍しい字で遊ぶ子と書きます、家内の

父親は東大出の文学青年だったため島崎藤村の

「千曲川旅情の詩」の「遊子悲しむ」から名づけたそ

うです。遊子を悲しませないように日々 努力をしてい

ます。長女絢子はすでに嫁いでいますが、次女聡子

は一緒に暮らしています。それと、もう一人長男がい

ます。長男は猫の風太７歳です。

【会社紹介】

　当社は昭和４０年１２月

１日創立、先代は１４年間

澱粉製造の仕事の後、自

動車整備事業に転換しま

した。事業転換には、想像を絶する苦労があったと

思います、そのような父を尊敬しています。創業当時

からの工場は古くて補修が困難だったため２０１０年

に増さんの計らいにより工場を新築しました。

　当社の自慢は、国交省の検査機器と同等の設備

の他、車両整備スタッフとして県内にも人数の少な

い国家一級整備士が二人もいる事です。工場長の

窪田は神奈川県で一番初めに合格しました。もう一

人は２６番目に合格しました。

　お勧めしたいのは、貨物車の場合６カ月の点検、

乗用車の場合１年の定期点検です。これは道路運送

車両法により決まっており、国土交通省の街頭検査

や検問等で警察に止められた場合、整備命令を受

けます。特に夜間ランプ類が切れている場合、パト

カーに止められます。パトカーは何か車両に不備が

無い限りやたらに車両を停車させられません、他の

犯罪捜査の手かがりになるもの、例えば薬物使用

者や不審者、盗難車等を探していますので、車両に

整備不良があれば、それを理由に停車させ職務質

問したいのです。皆様も止められないよう整備不良

が無いよう注意して下さい。

　タカタ製エアバックは大きな問題となっています

が、エアバックのリコールを実施していない車両は５

月から車検が受けられない事になりました、ご注意

ください。ヘッドライトが暗いと思っている方は、表面

を研磨しコーティングすると白内障が治ったように

明るくなります。当社では車に使っているコンピュー

タも蓋を開けて修理します。多くがプリント基盤のク

ラックとハンダ付け不良で、ハンダ付け直しで治りま

す。(一部省略)

【ロータリー入会】　

　昭和５６年８月１７日に２８歳で大和ロータリークラ

ブに入会しました。実は父が昭和３７年７月１日に入

会し、昭和５５年１２月２７日に５８歳で亡くなるまで１

８年間ロータリークラブの会員でした。現在、道岸さ

ん、岡田さん、眞鍋さん、花岡さんの4名の方々が父

を知っていらっしゃいます。クラブ創立２０周年にあ

たる年で、当時の会長中里さんがワンハンドレッド・

クラブを目指されました、その結果入会者数２９名と

なり年度末には１００名のクラブになった年でした。

その後、岡田年度で現在までの地区における最高

人数１１７名を達成しました。

　さて、何故私がロータリークラブに入ったかという

と、父と一緒に仕事していなかったので父がどのよう

な方とお付き合いし、経営者というのは何が必要な

のかを知りたかったからです。

　私の様な若造は役にたたなかったと思いますが、

趣味の写真は撮り続けて、隠れたクラブの記録係を

していました。またロータリークラブが提唱していた

大和ローターアクトクラブの委員は何年も仰せつか

りました。入会６年目で理事会入りし、１４年目には、

土屋巌会長年度に幹事、その後、入会２３年で第４３

代会長を務めました。この年度はロータリー１００周

年の年で全ての奉仕プロジェクトに「ロータリー１００

周年」と冠して事業を行いました。年度スタートした

のもつかの間幹事に立候補した人が、なぜかヘソを

「自分の人生観について」
佐々木和夫
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例会日 欠席者名会員数 出席 出席％ 欠席

今
後
の
情
報

日　付 時　間 回　数 プログラム内容

５月 　１日（火）

５月    ８日（火）

５月  １３日（日）

５月  １５日（火）

取り止め例会

卓話

親睦移動例会夜間例会

振替休会（親睦夜間例会）

２６３１

２６３２

１２：３０

１８：００

前々回

前　回

本　日

３１（１０）

３１（１０）

３１（１０）

４月 １０日（火）

４月 １７日（火）

４月 ２４日（火）

４

２

８６．６７

９３．３３

２６

２８

曲げて退会し、急遽、伊藤彦ちゃんに幹事をお願い

しました。この伊藤ちゃんが、また曲者で「やる以上

は俺のやり方に従ってくれ」との事、再び幹事に逃げ

られても恰好悪いので、会長としておとなしくしてい

たら、伊藤ちゃんも大した方で、地区協議会の閉会

式のステージで国連難民高等弁務官事務所から表

彰状を頂けるように手配したり、年度末にはクラブ

活動報告書の作成や３１年続いたローターアクトクラ

ブ終結宣言した大和ローターアクトクラブ最終報告

書を作成していただき、会長の実績を残してくれる

努力をしていただきました。この日から、伊藤ちゃん

じゃなく伊藤様になりました。その後は椎橋年度と

鈴木年度にピンチヒッターとして幹事を都合３回務

めました。松川年度では相澤ガバナーから第６グ

ループガバナー補佐に任ぜられ、２０１５～１６年度は

体調不良の長谷川さんに代わりピンチヒッターで２

回目の会長をさせていただきました。第６グループの

会長幹事会には都合６年度出席し、１００名以上の

会長・幹事のロータリアンと席を共にしたのは良い

経験でした。そして第６グループでは３００名以上の

方々 と知り合えた事は私にとって大きなプラスとなっ

た。最近印象に残った奉仕は、伊藤さん、松川さんと

伴に交換留学生ローエンのホームステイを受けたこ

とです。　皆様にもお世話になり感謝いたします。

【クラブ研修委員長として】

　第２７８０地区では次年度より「マイロータリー推

進委員会」というのが新設されました。これは国際

ロータリーのホームページを全ての会員に見ていた

だきたいという事だそうです。マイロータリーにログ

インすると自分のクラブ活動状況や寄付状況が確

認出ますし、ロータリーの各種資料もダウンロード

できて大変便利です。ＩＤは会員証に書いてある会

員番号です。パスワードは以前に皆様にお配りしてあ

りますが、解らない方は事務局に聞いて下さい。地

区のホームページと大和ロータリークラブのホーム

ページもご覧下さい。クラブのホームページは吉岡さ

んに作って頂きました。

【趣味の話】

　音楽好きです、特にモー

ツァルト、ベートーヴェン、ブ

ラームスです。オーディオ・

セットは写真の通り。Ｂ＆Ｗ

とインフィニティのスピー

カー、真空管のプリアンプ、

メインアンプ、マッキントッ

シュのパワーアンプ等です。

ソースのレコードは全部処分しＣＤとＤＶＤに代わっ

てしまいました。特にベートーヴェン全集８５枚セッ

ト、モーツァルト全集１７０枚セットがお気に入りです

が未だに全曲は聴けていません。

　カメラも好きです、芸術的センスは無いので写真

は上手ではありませんが、機械の仕組みを見て悦に

入っています。写真の通りカメラを保管しています

が、父が集めたカメラは飾りきれず残念ながら物置

きの飾り棚に400台ほど保管しています。芸術的セ

ンスの無い私が人物撮影のこつを教えます。レンズ

は出来ればズームレンズでなくて単焦点レンズで絞

りを開けて撮るとバックがボケてピントの合った部

分だけ強調されます。最後に、珍しい写真をお見せ

します。次年度は飲

み会が多くなりそ

うな予感がします

が。私には、酒を飲

ませないようにお

願いします。このざ

まです。これからは私に代わる若い会員の方々にク

ラブの記録を撮って頂きたいと思います。

　今後とも皆さんと伴にロータリーにしか出来な

い、またはロータリーだから出来る奉仕の仕方を良

く考え、仲良く末長くロータリー生活を楽しみたいと

思います。

今後もよろしくおねがいいたします。

　つまらない話しにお付き合い頂きありがとうござ

いました。

ご夫人お誕生祝い小金澤和夫君会員お誕生祝い石井規子君

お祝いの報告戸張親睦委員 出席報告籾山委員 司会三浦ＳＡＡ

卓話風景

幹事報告

　ピストルの話です。

　ピストル・ライフルは

簡単な許可で誰でもパリ

では買うことができます。

　私の住んでいた１７区と

いうのは東京で言うなら

山谷。アパート代が安いの

でアラブ人が多く娼婦もあちこちに立っているよ

うな所でした。

　治安の悪い地区では申請をすれば買うこと

ができます。ですが、アメリカの様な派手な銃撃

事件は起こりません。　理由はわかりませんが、

多分アメリカに渡った人のように開拓精神がな

いのだと思います。

　郊外に射的場がありましてパスポートがあれ

ば誰でも入場ができ、２２口径の一番小さな銃

口のピストルを借り２５ｍ先の的を打ちますが、

簡単に当たるはずもなく、次は４５口径のピスト

森川　良三　幹事

本日 ￥１３,０００  累計 ￥５１５,５００

◆武田茂会長／いよいよ今週末より台北七星Ｒ

Ｃ訪問が始まります。参加される方は体調に気を

付けて楽しんできてください。

◆小金澤和夫会員／家内のお誕生日を祝って

いただき、ありがとうございました。年を重ねまし

て今年７７歳に成長しました。

◆石井規子会員／お久しぶりです。旅行へは行

けずご迷惑をおかけしました。身体がだんだん、

こわれていきますね～。お誕生日お祝いありがと

うございます。もう少しガンバります。

◆古木通夫会員／心を入れ替えたわけではあ

りませんが、髪を短くしました！

◆佐々木和夫会員／

今日は、私のつまらない

卓話、寝ながら聞いてく

ださい。

◆増正之会員／１．誕

生日祝い遅くなりまし

た。スマイルします。

武田　茂　会長

第262９回　2018年４月１７日（火）

司　　会 ／三浦　高義　会員
Ｓ.　　Ｌ.　 ／戸張　美穂　会員
斉    唱／「奉仕の理想」
ゲ ス　ト ／
ビジター／

会長の時間

委員会報告

スマイルＢＯＸ

戸張ソングリーダー

【ポスティング】

・次第

・週報

・５／１３（日）夜間例会の

ご案内

・大和中ＲＣ創立記念式典

のご案内

・５６周年記念例会収支報告

【回覧】

・５／１３（日）夜間例会出欠表

・大和中ＲＣ創立記念式典出欠表

・相模原南ＲＣ週報

・ハイライトよねやま

・４月３日（火）の例会は、家族会振

替休会です。

【ポスティング】

・次第　

・週報　

・４月度プログラム

・米海軍厚木航空施設　司令官　

海軍大佐　ロイド　マック様経歴書

【回覧】

・the rotarian 

・米山梅吉記念館館報

・米山梅吉記念館　春季例祭のご案内

・相模原南ＲＣ週報

・うかい亭　ご案内

・オークラフロンティアホテル海老名　ご案内

・研修保養施設のご案内

ルを借り同じように撃つのですが、これは全く素

人には当たりません。下手な構え方をすると肩が

はずれるかも知れないと言う衝撃です。

　日本食材を売っていた店の親父がピストルを

買って武田さんピストルを撃ってみるか？と言うの

でその店の地下に行って煙草を的にピストルを

撃って遊んだ事を思い出しました。

　お後がよろしいようで！！

スマイルボックス報告
相原委員

◆次年度クラブ奉仕／

伊藤健司会員

本日、例会終了後に次年

度クラブ奉仕委員会を行

います。各クラブ奉仕の

委員長の皆様、よろしく

お願いします。

◆期前委員会／

花岡正副幹事

クラブ活動活動計画書及

び名簿作成につき、住

所、電話、メール変更のお

願い。

◆ＳＡＡ／

伊藤彦二会員

大和商工会議所ＲＣ事務

局入出の件。

◆親睦委員会／

戸張美穂委員長

５月１３日夜間例会の件。

本田・森川・田辺・石井

石髙・本田


