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例例例例    会会会会    日日日日    誌誌誌誌                    小嶋小嶋小嶋小嶋    修一修一修一修一    君君君君 

 

□司   会 北村 久文プログラム委員長 

□開 会 点 鐘 小嶋 修一会長 

□ゲ ス ト 熊 向東君 

□出 席 田中 栄一委員 

 4 月 17 日の出席率 100%でした。 

□ラッキー賞 

 田中 栄一君 小布施の栗菓子 

  観光土産（小嶋修一君より） 

 山崎 博太君 元気の出るチップ 

 全  会  員 コショウ 

  ボルネオ土産 

（西澤尚夫君・山崎芳雄君より） 

□慶   祝  

＊皆出席＊皆出席＊皆出席＊皆出席 15 年 西澤 尚夫 

 もう 15 年も経ってしまいました。山田豊さん、

故牧内隆二さんより推薦して頂き入会しました。 

＊誕生日祝い＊誕生日祝い＊誕生日祝い＊誕生日祝い    

肥田野秀知君 18 日(土)田中  栄一君 21 日(火) 

＊結婚祝い＊結婚祝い＊結婚祝い＊結婚祝い    

山﨑 博太君 5 日(日)寺島  滋君 17 日(金) 

北村 久文君 22 日(水) 

□委員会報告 プログラム発表、北村久文委員長 

□ロータリーの友紹介 

 広報委員会 山﨑 博太君 

＊「横書欄 P.1」 RI 会長メ 

ッセージ“平和はロータリ 

ーの”実現可能な目標。 

＊「P.10」 ポリオの第 2 幕、 

ポストポリオ症候群。 

＊「縦書欄 P.16」『こんなロータリアンもいるの 

です』飯田南クラブ中島康夫君。25 年間,ホー 

ムクラブ出席 100%を達成。 

 

第第第第 3333 回ボルネオ植林活動に参加して回ボルネオ植林活動に参加して回ボルネオ植林活動に参加して回ボルネオ植林活動に参加して    

                                                西澤西澤西澤西澤    尚夫尚夫尚夫尚夫    君君君君 

 

先日上田東 RC の 35 周年記念事業に誘われ、ボ 

ルネオの植樹に行って来ました。 

東 R.C.との合同壮行会を開いて頂き、会長と杉

山国際奉仕委員長に出席頂きましてありがとうご

ざいました。また、出発にあたり会よりご餞別を

頂きました。現地ボルネオで山崎さんと二人で、

皆様にコショウをお土産に選んで来ましたご賞味

ください。 

 ボルネオはマレーシアの一地域で、世界で 3 番

目に大きな島です。赤道上に島があり、北の一部

がマレーシア、南側はインドネシアになっていま

す。ベースとなったクチン市はサラワク州にあり、

北緯 1 度 30 分くらいの所にあります。 

 ボルネオは密林で、材木が日本や韓国に随分輸

出され、ヘリコプターを使って伐採をし、大型ト

ラックや川を利用して河口まで運んだそうです。

切り出しから製品になるまでの工程が、博物館に

展示されていました。植林といっても、地元の人

達の手でほとんどが準備されていて、穴が空けら

れた所に肥料を入れ植樹したのですが、もっと汗

をかいてやりたかったような気がしました。成木

になるには、25 年～30 年かかるようです。 

 現地のロータリアンの方とバナーの交換をしま

したが、ツーリストガイ 

ドの方もロータリアンで 

した。 

ボルネオのバイアグラ 

と言われる木のチップを 

買ってきました、煎じて 

飲むと、元気が出るそう 

です。 
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会会会会    長長長長    挨挨挨挨    拶拶拶拶                    小嶋小嶋小嶋小嶋    修一修一修一修一    君君君君 

    

お祝いお祝いお祝いお祝い    

 当クラブ元会員（2002～2008 年在籍）田崎智氏

が、長年の功績に対し瑞宝小綬

ずいほうしょうじゅ

章

しょう

を叙勲されま

す（5/13 授与式）。今も、クラブのゴルフ同好会

に参加して下さったりと交流が続いております。

おめでとうございます。 

 

消えないふれ合い消えないふれ合い消えないふれ合い消えないふれ合い    

 10 年前私が社長の時、苦しい決断でしたが機械

工場を閉じました。周りの方々から「機械をその

ままにしておくとスクラップ以下になるから、中

古機械買取業者に売って処分した方が良いのでは

ないか。」と言われ、紹介された業者と契約しまし

た。 

 その相手の社長は、この工場をオークション会

場にしてもらえれば経費も節減できるからと提案

され了解いたしました。約 2 ヶ月間ぐらいでした

が、そこの社員が毎日工場に詰めていました。黒

人の青年でした。当時私のいとこの専務はすぐ仲

良くなったようで、談笑したり機械の手入れ等二

人でやっていました。 

 数年後、いとこは突然の不幸に見舞われ亡くな

りました。お盆・命日などに霊園に行くと、必ず

といって言いほどお花が手向けられていました。

私は「もしや…」と思い、その青年に電話をしま

した。「私です。専務さんに一人ぼっちで一番寂し

い時に声をかけてもらったり、食事に連れていっ

てもらったり、また、励まされもしました。その

後親しくなった女性と結婚できたのも、専務のお

蔭です。」と告げられました。 

 青年の名前は“カルレ・デオグラシアス”と言

います。祖国は東アフリカのウガンダ。とても爽

やかな好青年です。たまにお会いして、専務の話

やお子さんの話などをしますが、遠くからでも親

身になって見守ってあげたいと思っております。 

 

東信第東信第東信第東信第 2222 グループグループグループグループ    新旧役員引継会新旧役員引継会新旧役員引継会新旧役員引継会    

平成 25 年 4 月 23 日(月)「ささや」にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹幹幹幹    事事事事    報報報報    告告告告                        水野水野水野水野    泰泰泰泰雄雄雄雄    君君君君 

 

１. RIより 財団室NEWS4月号配信。the Rotarian  

5 月号配信。 

２. 島田ガバナー事務所より 「バギオだより」5 

月号配信 

３．東信第 2 グループ新旧役員引継会が開催され 

ました。（4 月 23 日 6 時 30 分よりささやにて） 

  島田ガバナーを迎え、次年度役員紹介及び本 

年度の各クラブ活動報告があり、無事終了致し 

ました。 

会報恵送 

１．会報 上田 R.C.上田東 R.C. 

２．山田 R.C.より山田の作文 41 号配信 

全会員配布物  

１．ガバナー月信 NO.11 

２．ロータリーの友 ５月号 

３．会報 第 754～755 号 

４．例会変更 

≪お知らせ≫ 

・５月 28 日の例会会場の変更、３Ｆ信濃です。 

 

出 席 報 告        田中 栄一 君 

 ベース 欠 席 メイク 出 席 率 

本 日 ２８ ６ ０ ７８．５７％ 

前々回 ２８ ４ ４ １００％ 

    

ニコニコＢＯＸ       田中 栄一 君 

西澤 尚夫 15 年良く続きました。今後もよろし

くお願い致します。 

山﨑 博太 こどもの日 空に綿アメ 売出し中 

中澤 信敏 GW 終わりました。真田まつりお世話

になりました。ありがとうございま

した。 

宮原 宏一 5 月連休は人が来たり帰ったり、忙

しかった。 

生川 秀樹 天候不順の影響でしょうか。会社の

桜が、また咲き始めました。 

小嶋 修一 連休はコメリに 3 日通いました。 

田中 栄一 ボルネオに行って来た話、西澤様話

して下さい。誕生日ありがとうござ

います。 

山田  豊 西澤さん山崎さん、ボルネオ植樹ご

くろう様でした。 

北村 久文 寒暖の差に、体がついていきません。 

肥田野秀知君 柄澤  堯君 松澤 一志君 

水野 泰雄君 宮下 安仁君 寺島  滋君 

横沢  正君   
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