
 

  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

■ 一般社団法人 ロータリーの友理事 恵川一成様(大宮シティＲＣ) 

 

 
 

皆さんこんにちは。今日は「センサー」の話をしま

す。工場の生産ラインには、いろいろな機械が並んで

います。ものを並べたり、取り出したり、袋詰めした

り、ラベルを貼ったり。 

その機械一つ一つには幾つものセンサーが付いていま

す。物の場所を検知したり、重さをはかったり、数を

数えたり、圧力を検出したり、いろいろあります。人

間の五感を何とかセンサーで補うことができないか? 

と日々研究がなされ開発されています。 

 スマホなどは画面をタッチするだけで動作しますが、お尻のポケットに入

れておいたりしても、ハンドバッグに放り込んでおいても誤動作はしませ

ん。 

なぜならあの画面は圧力センサーで動作しているわけではなく静電容量式の

センサーで動作しているからです。 

人間の指を認識して動作するわけです。簡単なセンサーは磁石で鉄の板を吸

いつけて検知するドアスイッチなどは数百円で買えるものから、製品の形状

の検査をするビデオ検査機などは錠剤の欠けを検出するだけで数千万円する

センサーまでピンからキリまで、千差万別です。 

 一般家庭にもある水道の流量計、使用量を測るメーターがありますよね、

あの中はどうなっているかというと水車が回っていて流速を測っています。 

速度が分かると水道管の径は一定ですから掛け算で水の流れた量が分かるわけで

す。 

私が初めて結婚したころはお風呂の湯船に水をためてその後で沸かす方式で

した、朝からちょろちょろ水を出して風呂に水をためると水道料金が安く済

む、水車の軸の抵抗で水道料金を節約するというずいぶん気の長い節約方式

ですね。 

同じように圧力で計算する方法もあります。圧力が有れば同じく配管の径と

の掛け算で流れた量が分かるのですが、この方式の欠点は蛇口が開いている

という条件が前提条件なのです。 

 バカみたいな話ですよね。これが人体の中で起きる事があります。血液が

流れているかどうかを人間の脳はどのようにして検知するかと云うと、圧力で検

知します。 

首を絞められると頸動脈を遮断する事により脳に血液が流れにくくなりま

す、でも圧力はあります。逆に心臓からどんどん送られてきますから圧力は

上昇します。脳は血液充分、圧力高すぎ心臓少し動きを緩めなさいという

誤った信号を出してしまいます。柔道などで落ちるという状況がこのような

状況な訳です。どのような素晴らしい技術も前提条件がずれると、とんでも

ない結果が起きてしまうという事です。 

 何か行動をしようとする時、物事の基本、前提条件は何だったのか。再度

考えてから物事を進めたらいいのかなと思っています。 

本日の例会 
第1867例会 10月15日(火) 

次回例会案内 
第1867例会 10月26日(土) 

会   場 移動例会 
例会テーマ 東京湾クルージング 
 (7/27延期分) 
担   当 親睦活動委員会 

第13例会 2019年10月15日発行 

お客様紹介 

会   場 市民会館いわつき 401 
例会テーマ 外部卓話 
 

点   鐘 12:30 
斉   唱 それでこそロータリー 
お客様紹介 飯淵昭二会長 
会 長 挨 拶 飯淵昭二会長 
お客様挨拶  
幹 事 報 告 奥津雅史幹事 
委員会報告 
スマイル報告 例会委員会 
例会テーマ 地区米山記念奨学 
 平田利雄様 
担   当 米山奨学委員会 
出 席 報 告 出席奨励委員会 
次回例会案内 加藤哲男例会委員長 

飯淵年度(2019～2020) 

岩槻東ロータリークラブ週報    国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 

第13例会 10月8日(火)1866号 
会 場 市民会館いわつき 301 
点 鐘 12:30 

テーマ 卓話 ロータリーの友 
 理事 恵川一成様 
担 当 出席奨励委員会 

会長挨拶 飯淵昭二会長 
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1. 国際ロータリーより飯淵昭二会

長にベネファクターの認証状並

びにバッチが届いています。 

2. 地区より「地区のあゆみパー

トⅢ」の追補版配布の案内が

届きました。 

3. ロータリー財団ゾーンより

「メジャードナー顕彰ご参会

の案内」が届いております。 

 ・開催地: 神戸ポートピアホテル   

 ・詳細は事務局まで 

4. 地区より、「RLIパートⅡ」の案内が届きました。 

 ・日時 11月23日(土) AM9:30   

 ・場所 埼玉会館3C 会議室  

5. 地区より「台風15号災害義援金ご協力のお願い」が届

きました。1名500円程度 

6. 日本事務局財団室より「財団室ニュース10月号」が届

きました。回覧 

7. 10月のロータリーレートが1弗108円になりました。 

8. 本日のレターケースに、①卓話者 恵川一成様のプロ

フィール ②地区のあゆみ追補版 ③ガバナー月信10月

号 ④週報が入っています。 ご確認下さい。 

 

 

 

◆菊池和彦創立40周年実行委員長 

来週10/15(火)に例会終了後、

クラブ創立40周年の実行委員会

を行います。後程、事務局より

FAXを入れますので、予定に入れ

て下さい。 

 

 

 

◆遠藤光治地域社会奉仕委員長 

幹事報告にもありましたが、

「台風15号の災害義援金のお願

い」が地区より届きました。飯

淵会長からの提案もあり、過

日、行いました「暑気払い例会

の剰余金」30,939円の内、1名

500円見当の15,000円を地区へ義

援金として送金したいと思いますので、ご理解下さい。 

 

◆橋本かほる財団・米山担当理事 

皆さんこんにちは。何時も財団・米山へのご協力、有難

うございます。現在10月のロータリーレートが1弗108円

となっております。 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
 

本日、飛田美佐子会員より

ロータリー財団へ250弗、米山奨

学へ25,000円のご寄付をして頂き

ました。有難くご報告させて頂き

ます。 

 

 

◆藤田恵子公共イメージ理事・国際奉仕委員長 

すでにFAXにても流しておりま

すが、本日例会後、タイ視察旅

行に参加される方は、パスポー

トのコピーと、申込金20,000円を

お持ち頂き、打合せ会をこの場

所にて行いますので、お集り頂

きます様、お願い致します。 

 公共イメージより、ガバナー月信13Pに公式訪問の記事

が、16Pには小宮 勇会員が米山マルチプルにて、掲載さ

れております。ご覧ください。 

 

◆増渕 明管理運営担当理事 

① 10/26(土)クルージング例会について、駅に集合の方

は15:30分、岩槻駅西口集合となります。その他の方

は現地集合となります。 

② 飯淵昭二年度親睦旅行について、レターケースに入れ

させて頂きました。 

 11/16(土)・11/17(日)の1泊2

日で、「茨城グルメツアーの

旅」工程とか内容について

は、資料をご確認頂きたいと

思います。締め切りを10/15

委員会報告  

幹事報告 奥津雅史幹事 
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 (火)とさせて頂いております。宜しくお願い致します。 

 

 

 

◆卓話者紹介  

 斉藤公司出席奨励委員長 

 

〔卓話者プロフィール〕 

恵川一成様(大宮シティＲＣ) 

1992年6月 大宮ＲＣ入会 

1998年7月 大宮シティＲＣ

へ移籍 

2002年-2003年 大宮シティＲＣ会長 

2008年-2009年 2770地区ガバナー補佐 

2014年-2015年 2770地区幹事 

2018年-2019年 ロータリーの友地区代表委員 

2019年-   一般社団法人ロータリーの友 理事 

 現在に至る 

 

〔恵川一成様 卓話〕 

 ロータリーの会員が減

少しておりますが、理由

はいろいろ考えられます

が、大きな要因の一つが

ロータリーの良さや、魅

力を知らない会員が多く

なってきているように思

います。ロータリーを知

らない、学ぼうとしない、学び方を知らない、ロータ

リーの魅力を知らずに退会してしまう会員が多くなって

きています。 
 

ロータリーは大きく変わってきました。一業種一人、男

性しか入会できなかった時代から今は女性、家庭の主婦

でも入会できるようになり、誰でも入会できるように

なってきました。それなのに何故会員が減少していくの

でしょうか。 
 

1989年女性ロータリアンを認める。日本最初の女性会員

誕生(2500地区 清水RC) 
 

過去を知り、現在を知り、未来を学ぶ、この学びによっ

て理解し合うことができると思います。 

学ぶ楽しさ、重要さは誰でも知っております。しかし行

動が伴わないのが実情ではないでしょうか。 
 

地区のアンケートでロータリークラブ入会の動機は？ 

  「誘われて」が72.4％です 

ロータリーの魅力を学び一人がひとり誘いましょう 
 

1997年３月末（平成９年）  

全世界 155ヶ国 518地域  

 28,284クラブ 1,193,681名 

日本   34地区   2,224クラブ   130,274名 

2770地区        78クラブ    3,923名 

2019年6月末現在 

日本         2,254クラブ   87,544名 

2770地区        74クラブ     2,554名  

  

ロータリーの誕生 

1905年2月23日 シカゴRCの誕生 

いまから約114年前当事のアメリカは経済恐慌で人の心は

すさみ、犯罪は巷にみちていたシカゴで、青年弁護士

ポールハリスはよい社会をつくるために、人の和を図

り、世の中に奉仕する気持ちを多くの人が持つようにな

ることが大切だと考え、３人の友と語らい、1905年2月23

日日に第１回の会合をもちました。1908年には2番目の

ロータリークラブがサンフランシスコにつくられ、1910

年には国境を越えカナダ、英国へと国際的に広がりまし

た。 
 

日本のロータリー（東京ロータリークラブの誕生） 

 日本のロータリーが、いつ、どんなかたちで生まれ、

どの様な育ち方をしてきたのか、それらの事実を知るこ

とによって、これから進むべき道を探るためにも、草創

期の時代背景などを確かめることが肝要と心得ます。 
 

 米山梅吉氏の1回目のダラス行きは（1917年）大正6年

10月15日に日本を出ていますが、その行程の中で、

ニューヨークかワシントンからダラスに行って、大正7年

の元旦に、三井物産の福島喜三次氏の家を訪ねていま

す。その時、福島氏はダラスRCのメンバーであり、米山

氏にロータリークラブの事を話しされ、ダラスRCの例会

に出席されたわけです。このことは、福島氏のご夫人が

ロータリーの友(昭和38年11月号)にダラス時代に米山氏

が訪ねてきた時の話をしていて、「例会にゲストとして御招

待したことがございます」 といっています。 

ダラスを訪ねたときに、福島氏と米山氏がダラスロータ

リークラブの話をし、それを聞いた米山氏が共鳴して

帰ってきてロータリーの設立に走ったのではないでしょ

うか。 

福島氏は、大正8年の暮れに日本に帰ることになり、ダラ

スロータリークラブのメンバーから東京にロータリーク

ラブを作ったらどうかと勧められた。福島氏もやってみ

ようかという気だったのでしょう。それでロータリーの

本部から東京にロータリーを作る権限を与えられた。 

けれど福島氏は、米山氏に会った当時36歳、帰国したと

き38歳になるかないかです。 

福島氏は、帰ってきて三井物産の副支配人という立場

で、いわゆるサラリーマンです。 

また、それまでのほとんどが海外生活だった。果たして

ロータリーのメンバーを集められるかという考えがあっ

たのでしょう。それでその権限をダラスで会った米山氏

に託すわけです。 

 

本日のテーマ 「外部卓話」 
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  米山氏は半年位の間にこれ以上のメンバーはいないだ

ろうという人物を集め、東京ロータリークラブを創設す

る。米山氏の高邁な思想、理想、そういうものが東京

ロータリークラブに表れている。それがずっと大阪、神

戸、につながって現在の我々のロータリーにもつながっ

ているわけです。 

 そういう意味で、（1918年）大正7年元旦に米山氏と福

島氏がダラスで会ったというのは日本ロータリーの原点

ではないでしょうか。 
 

米山梅吉と福島喜三次との出会い 

 米山梅吉氏と福島喜三次氏の出会いは、日本ロータ

リーにとって極めて重要なことである。これにより、日

本のロータリーの性格が左右されたといってもいいくら

いのものである。米山氏大正6年『1917』9月13日、その

前日発令された勅令に基づき、男爵目賀田種太郎を委員

長とする政府特派財政経済委員に任命され、翌月の10月

15日横浜を出港し、米国へ向かった。当時49歳で三井銀

行の常務取締役であった。委員長は目賀田（64歳）理財

学者として永年大蔵省に在籍し貴族議員でもあり、夫人

は勝 海舟の三女逸子であった。官職4人、民間人4人で

構成された。 

この遣米施設団組織役割には、第一次世界大戦が始ま

り、日本がこれに便乗して巨利を得ているなどといっ

て、米国で従来からあった移民に対する排日運動に加

え、鉄鋼の禁輸などの動きが高まりつつあった。日本は

これを見過ごすと大変なことになると考え、外交官に任

すのではなく、日米の実業家が必須であると考え、寺内

正毅首相になって遣米使節団が実現することとなった。 

一向はホノルルを経て10月31日、サンフランシスコに着

きセントルイス・シカゴ・ニューヨーク・ワシントンな

どで要人と交流を重ね、大正7年1月23日サンフランシス

コを発ち、2月9日横浜に帰った。 

 米山氏が福島喜三次氏に会ったのは、この使節一行の

日程の中での、大正7年元旦のことである。 
 

三井物産と三井銀行、これは三井合名会社という持ち株

会社、その下にある直轄の事業会社です。三井物産にす

れば三井銀行は金庫番みたいなところであります。三井

銀行から三井物産には大量の貸付がされており、また、

ダラスの現地法人を作って取引をしていて、現地の銀行

からも借り入れをしていた。それについても、すべて三

井銀行の保証が．要求されていた。 

戦争が終わるということで、国際商品といわれている綿

花の値段の暴落が見えてきて、大正7年頃ダラスで綿花が

10日で30％位下がった。三井物産のアメリカでの綿花取

引の中心はダラスなので、三井銀行の経営を預かる常務

の米山氏にとっては気持ちが穏やかなものではなく、厳

しい公務の日程の中、ダラスへ行って現地の綿花商売の

状況や在庫、暴落への対処はどうか、直接責任者の話を

聞きたいということではなかったか。 

 

福島家に残されたサイン帳にある米山氏の小文 

  料らずも御親切になり 

  此地に新年をむかへ候を 

  永く記念すべく候 

   大正七年一月元旦 

     米山梅吉 

米山さんが大正７.年元旦、福島さんのお宅でご馳走にな

られ、異郷の空で互いに屠蘇を酌み交わし歓談されたこ

とが、重要なことであります。 
 

日本人第1号のロータリアン・福島喜三次翁 

（キサジ-遺族   キソジ-東京ＲＣ 50年史） 

福島喜三次さんが日本のロータリー史に大きな足跡を

残されたものが二つあります。一つは、なんと言っても

米国在勤中、日本人として初めてのロータリアンになら

れた事です。もう一つは日本に帰られて、米山梅吉さん

を助けて日本最初のロータリークラブ、すなわち東京RC

創立、続いて星野行則さんを中心に大阪RCを創立された

ことです。 

このことは長く忘れることのできない事績です。その二

つの足跡は大小ありませんが、強いて言えば米国・ダラ

スで初めてロータリー会員になられたことを重視した

い。これが東京及び大阪RCの誕生つながり、今日のわが

国ロータリーの隆盛の第一歩が踏み出されたと言っても

過言でないでしょう。 
  

東京ＲＣの誕生 

 1920年1月ダラス出張所（支店）から東京本店へ転勤 

大正9年（1920年）５３才の時、アメリカ・ダラスRC会員

で、日本では始めてのロータリアンであると言われてい

る、三井物産の重役であった福島喜三次氏の協力を得て

懸命な努力をし、その結果1920年（大正9年）10月20日 

創立総会東京RC誕生 会長 米山梅吉・幹事 福島喜三

次 ﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ 24名 

1921年4月1日 国際ロータリー加盟承認 855番目 

大阪RCの誕生 

三井物産の福島氏が大阪に転勤になり，加島銀行、大同

生命の重役の星野行則氏が出合います。星野氏は翌年

1922年春、渋沢栄一翁の肝いりで西洋視察団すなわち

「英米訪問日本実業団」の一員として加わりそこには東

京RC初代会長の米山梅吉氏が参加しておりました。長期

間の視察中 星野氏は米山氏からレクチャーを受け、こ

の渡米時シカゴ本部を訪れ、当時のペリー幹事と面談し

て、大阪での設立に関し全権委嘱を受け帰国。その秋11

月17日 25名で大阪RC創立総会を開催、翌年正式にRIか

ら加盟認証を頂きます。 
 

関東大震災 

東京ＲＣ設立の喜びも束の間、わずか2年後の1923年大正

12年9月1日（土）午前11時58分発生。関東大震災で東

京・横浜は破滅したと世界に発信された。 

 関東大震災時、RI加盟に間もない東京RCに対しまし
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 て、RI本部から会長ガイ・ガンデガー氏から見舞い電報

と共に25,000ドルをシカゴRCから15,000ドル・サンフラ

ンシスコRC・ニューヨークRCから1,000ドルその他、米英

加をはじめ世界３０ヶ国、503のRCから 89,000.ドル

（現在に換算すると約140億円）の義援金寄せられ東京RC

が破壊しているので大阪RCに送ってきたわけで大阪クラ

ブはこれ等の対応及び東京への転送にてんてこ舞いの状

態となったのです。 

特にアメリカは、フイリピン・マニラ湾に碇泊中の海軍

軍艦に、医師、看護婦、医薬品、食料、建築資材などを

満載し、地震発生後僅か60時間で横浜に到達、活動に

入ったことに、我が国ロータリアン、一般市民も心か

ら、驚嘆し感謝したと記録されております。 
 

大阪RC一年前に創立されていたことが幸いの事で，しか

もそこには福島さんという人が米国でのロータリーの経

験者で英語が練達の士が幹事として居られたのはまた幸

いの事でした。 

三井物産自身の救援事業の仕事と併せ福島さんの仕事は

多忙だった事、想像に絶するものがあります。全世界よ

りの見舞への礼状も一々自分で英文で書いて居られたほ

どです。 

日本にロータリーができて以来最初で最大の奉仕活動

だった。大阪ロータリーの活動は、それまでロータリー

とは如何なるものか馴染みの薄かった国民の間にロータ

リーの名前が知られる様になり、世人の感謝はもとより

大いにロータリーの何物かを理解させられる結果となっ

た。これを機に日本のロータリーが動き出した 

震災の翌年８月には神戸RC,続いて12月に名古屋、14年9

月に京都、昭和2年6月に横浜と急激に全国にRCが結成さ

れていったのです。 

 

ＲＩからの脱退 

 その後国内各地に次々とクラブが創立され、日本ロー

タリーは発展しましたが、日支事変に端を発した戦火が

拡大の様相を見せてくると、軍部からの弾圧が強まり国

際性のあるロータリークラブも敵視され、日本のロータ

リーの創始者 米山 梅吉氏が憲兵隊に呼び出され,

『ロータリーは日本帝国に対する反逆である』などと極

限され、国内各クラブも不穏な空気が及んだりし、その

結果、1940年に入り各クラブが続々と解散、日本のロー

タリーは9月4日の会合で、国際ロータリーからの脱退を

決定、東京ＲＣは水曜クラブ、横浜同人会、大阪ＲＣ

は、金曜会などと名称を変えて、戦時中も休まず例会を

続けていました。 
 

米山梅吉氏は「こんなにつらい気持ちで語らなければな

らないのはロータリークラブが日本に来て２０年経つが

始めてである」と昭和１５年９月11日午後４時１５分解

散の宣言をしたのである。 

 

 

1949年ＲＩへ復帰加盟 

 やがて敗戦、様々な困難を経て世情も漸く落ち着く始

めたころ、東京ＲＣを中心に「ロータリー復帰協議会」

が結成され、ＲＩへの復帰交渉が始まったが、敗戦国の

レッテルが貼られているので困難を極めました。 

当時のRI事務総長でありましたジョージ・R・ミーンズが

1946年来日され手島知健RI復帰協議会会長と会い復帰の

相談をいたしました。 

又ジョージ R ミーンズ氏の計らいで、連合国軍司令

官・ダグラス・マッカーサー元帥の許可を取り付け、さ

らに時のアンガス S ミッチェル RI会長の許可も出

て、1949年3月再び日本を訪れたミーンズはRI理事会が同

年6月の国際大会までに日本のロータリーを復帰させるこ

とを知らせます。 

1949年７月ミーンズ氏の大きな尽力によりRI復帰を果た

すことができました。東京RCは以前の認証番号855番そ

のままでRI復帰が叶えられた。そして翌4月27日再び加

盟認証状伝達式が挙行されました。 
 

手島氏は復帰後の1949年７月～1951年６月まで日本６０

地区ガバナーを歴任｡1951年７月～1952年６月は星野氏

(大阪RC初代会長)がガバナーに就任。 

 

「ロータリーの友」 

ロータリーの友」は1952年4月に開催された第60地区大会

において、７月から日本の地区は２地区に分割されるこ

とになり、日本の２地区で共通の雑誌を発行するとの決

定があり、これまで共に活動をしてきた日本のロータリ

アンが、分割されてからも緊密に連絡を取り合い、情報

を共有するための機関誌として「ロータリーの友」が発

行されることになりました。 
 

第１回の準備会は大阪で、当時の星野行則ガバナー（大

阪RC初代会長）と露口四郎氏（大阪RCで異例の幹事歴の

持ち主）が幹事役となり、東京、横浜、京都、大阪、神

戸の各クラブの代表者が参加して開催されました。 

本格的にいろいろ決められたのは、1952年8月16日、岐阜

市の長良川湖畔の大竹旅館での会合で 

1953年（昭和28年）１月から毎月発刊すること、価格を

50円とするが、広告をとって100円分の内容のある雑誌と

すること、名前を『ロータリーの友』とすることが決定

されました。 

 

「ロータリーの友」の名前 

雑誌名称は、第２回準備会で、投票によって遠藤健三氏

提案の『ロータリーの友』に決定しました。この名称に

対し、柏原孫左衛門氏がおつまみの「ビールの友」から

ヒントを得たにではと発言、爆笑となったそうですが、

遠藤氏自身、後日談で【主婦の友】からヒントを得たと

述べています。 
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 2019～’20年度 岩槻東ロータリークラブ 

例 会 日 毎週火曜日 12:30～13:30 会    長   飯淵 昭二 
例 会 場 さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  奥津 雅史 
クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 藤田 恵子 

U    R    L http://www.iwatsuki-east-rc.org 

定 価 

５０円 1953年１月～ 

１００円 1962年12月まで 

１１０円 1963年１月～1974年12月 

２００円 1975年１月～ 

最初は横書きでスタートした『ロータリーの友』です

が、その後、俳壇、歌壇など、横組みでは具合の悪い欄

が始まり､1972年１月号から縦書き、横書きを分けてそれ

ぞれに表紙を付けました。左に開けると横書き、右に開

けると縦書きという形の「ロータリーの友誌」になりま

した。 

『ロータリーの友』は日本のロータリー３４地区のロー

タリークラブ会員のためのロータリー地域雑誌として、

RIの方針や全世界のロータリアンならびにロータリーク

ラブの活動を国内の会員に紹介して海外のロータリー活

動に対する興味を高め、国内の地区・ロータリークラブ

および会員の活動状況を紹介して親睦を図り、また国内

外における各種のロータリー情報を掲載することにより

ロータリー精神の養成、ロータリー活動の発展に寄与す

ることを、目的としています。 
 

ロータリアンの義務として、会費の納入、例会の出席、

と共に「ロータリーの友」の購読があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

恵川一成様(大宮シティRC) 
 「ロータリーの友」購読から女子講へ宜

しくお願いします。 
飯淵 昭二  恵川一成様、ようこそ。卓話宜しくお願

いします。 

奥津 雅史  恵川一成様、本日の卓話宜しくお願い致

します。 

小宮  勇  大分涼しくなりました。ロータリーの友

理事、恵川一成様、卓話宜しくお願いし

ます。 

杉田 政男  ロータリーの友理事、恵川様卓話有難う

ございます。本格的な秋になりました。 

菊池 和彦  ロータリーの友、恵川理事、本日は卓話

有難うございます。 

( 同趣旨 )  橋本かほる   斎藤 公司 

       加藤 和正   増渕  明 

       山形 照之   遠藤 光治 

       京野 新悟 

藤田 恵子  朝晩すっかり涼しくなって来ました。ラ

グビーワールドカップも盛り上がってい

ますね!! 悲願のベスト８に残れるのか

楽しみです。 

加藤 哲男  恵川理事、ようこそ。ロータリーの友、

興味深く注視しています。 

阿津澤 清  10月、体調がくずれます。すごい温度差

ですね。 

飛田美佐子  またまた大きな台風が来そうですね。注

意しましょう。 

中里  仁  秋になりましたね。 

水戸  恵   萩原 満久    
 

 

 

 

 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

10/8免除 
3名 

29 
(3) 

19 
(3) 4 6 96.15% 

9/21修正 

免除3名 
29 
(3) 

27 
(2) 0 0 100.0% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

10/8合計 ２４，０００円 

今年度累計 ３６５，８４０円 
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ニコニコＢＯＸ・出席報告 

卓話者恵川一成様へクラブより感謝のお花を会長より贈

呈、有難うございました。写真下は卓話に聞き入る会員達 


