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例例例例    会会会会    日日日日    誌誌誌誌 

 

□司   会 斉藤恵理子Ｓ.Ａ.Ａ. 

□開 会 点 鐘 小嶋 修一会長 

□ゲ ス ト 熊  向東君 

□慶   祝  

 皆 出 席 笠原一洋君・杉山裕君 

 誕生日祝い 飯島俊勝君・宮原宏一君 

 結婚記念日 飯島俊勝君・杉山裕君・生川秀樹君 

□入 会 式 池田 公秀君 

□本日のプログラム  

広報情報委員会 「ロータリーの友」  

委 員 宮澤 広一君 

 国際奉仕委員会 委員長 杉山  裕君 

 

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 

    

映画のこと映画のこと映画のこと映画のこと    

 日本映画で一番観客数が多 

かったのは、新東宝映画昭和 

32 年封切、総天然色ワイドス 

コープ『明治天皇と日露戦争』 

という映画です。 

 その当時、映画は娯楽の中 

心ではありましたが、観客動 

員数約２千万人国民５人に１人は観たと言われ、

封切り映画 150 円のとき、２億７千万の興行収入

をあげるという大記録となりました。 

 明治天皇役の嵐寛寿郎が画面に登場すると、手

を合わせた人が大勢いたと言われております。 

 私が 10 才ぐらいの時祖父母に連れられ横町の

東横劇場に観に行ったことは覚えておりますが、

内容等は覚えておりません。 

 

 

入入入入    会会会会    式式式式    

 

 「日本生命の池田公秀と申します。年齢は 44

歳です。」とご挨拶がありました。 

前任の下坂秀信さんの後任ということで赴任

されました。さまざまな活動を楽しくご一緒でき

るように、皆様宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

  慶 祝 

皆出席皆出席皆出席皆出席                                                                            ＊笠原一洋君＊笠原一洋君＊笠原一洋君＊笠原一洋君    23232323 年年年年    

 お祝いのお花をありが 

とうございます。 

23 年前に親父が亡くな 

りまして、その折に銀行 

の頭取から「ロータリー 

にすぐ入れ」と言われ、 

銀行が勧めるクラブなの 

だから、いいのだろうというような気持ちで入り

23 年やってきましたが、一つも後悔しておりませ

ん。今までも楽しかったし、これからも楽しくや

っていきたいと思っております。 

＊＊＊＊杉山杉山杉山杉山    裕裕裕裕君君君君    ５５５５年年年年    

 私が入会した時はちょ 

うどクラブの 10 周年でし 

た。今まで遅刻をしたり、 

ちゃんと出席していない 

気もしますが、皆出席を 

いただきました。 
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 上田に来たのが 16 年前で、当クラブの年数と一

緒です。その後何度かいろいろな方々に誘われま

したが、医院を建てるのに手持ちを使ってしまい

とても入れない状況でした(笑)が、飯島さんに誘

われ入会した次第です。 

 今は 2 年後の会長に向けて、全ての資料を捨て

られずに困っている状況です。 

 

誕生日祝い誕生日祝い誕生日祝い誕生日祝い                                ＊＊＊＊飯島俊勝君飯島俊勝君飯島俊勝君飯島俊勝君    6/36/36/36/3    

 ６月３日で 69 歳に 

なりました。 

60 代最終の年になり 

ました。六文銭ができ 

る時に大病を患いまし 

たが、その後も体は勝 

手に動きあるいは動い 

てくれ、生かされてい 

ると感じます。長野県の男性の寿命まで生きるの

は難しいかなぁ～と思ったりもしています。 

 6/3 は誕生日でもあり、結婚記念日でもありま

す。結婚して 34 年経ちますが、自分の誕生日であ

れば記念日も忘れることはないだろうと、ちょう

ど日曜日でもあったのでその日にしましまた(笑)。  

昨年結婚した息子も 6/3 を選び結婚してくれた

様子で、先日息子達夫婦と食事会をしました。そ

の内に家族か増えれば、またそれはそれで嬉しい

ことだと思います。 

＊＊＊＊宮原宏一宮原宏一宮原宏一宮原宏一君君君君    6/216/216/216/21    

 67 歳になります。本 

日の会長の卓話をお聞 

きして、大星神社に子 

どもの頃に映画が来て、鳥居に幕を張ってあり観

見に行った記憶が蘇り 

ました。 

 先週、佐久病院一泊 

の人間ドックに行って 

きました。夜、暇な人は話を聞きに来てというの

で話を聞いたところ、「胃の中にピロリ菌がいる人、

胃の中のひだがなめらかになっている人」は胃が

んになりやすいのだそうです。ピロリ菌の対策は

した方が絶対いいようです。 

 因みに主治医に「先生、私どうですか？」と聞

いたところ「ピロリ菌がいて、ひだがなめらかに

なっているのでピロリ菌の処理をしてください。」

と言われました。ハァ～…。 

 

結婚記念日結婚記念日結婚記念日結婚記念日    

＊＊＊＊飯島俊勝飯島俊勝飯島俊勝飯島俊勝君君君君・杉・杉・杉・杉山博君・生川秀樹君山博君・生川秀樹君山博君・生川秀樹君山博君・生川秀樹君    

 

 

上田東ロータリークラブ上田東ロータリークラブ上田東ロータリークラブ上田東ロータリークラブ    祝祝祝祝 35353535 周年例会周年例会周年例会周年例会    

平成平成平成平成 25252525 年年年年 5555 月月月月 29292929 日日日日((((水水水水))))     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当クラブの親クラブ、上田東ロータリークラブ

「創立 35 周年記念例会」が 5 月 29 日に行われま

した。当クラブからは、小嶋会長他、移籍メンバ

ーの皆様が招待され出席しました。 

 一般公開された東ティモール駐日大使による記

念講演は、若い方や高校生も多数参加し盛況のう

ちに終了いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブと東信第二グループより、お祝いの生花 

 

国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会        委員長委員長委員長委員長    杉山杉山杉山杉山        裕君裕君裕君裕君    

 

 ペットボトルのキャップの 

回収にご協力ありがとうござ 

いました。６月 25 日の最終例 

会で締め切りますので、皆様 

のご協力をお願いいたします。 
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幹幹幹幹    事事事事    報報報報    告告告告                            水野水野水野水野    泰雄泰雄泰雄泰雄    君君君君    

 

１．RI より 財団室 NEWS５月号配信 

２．島田ガバナー事務所より  

・2013 ロータリー世界平和フォーラムのお礼状 

と「広島平和宣言」 

３．上田市多文化共生推進協会より 

・交流部会・学習部会開催のお知らせ 

・AMU ニュースレター22 号 

４．上田東 RC より 

 創立 35 周年記念例会・講演会の御礼  

５．上田市防衛協会より 自衛隊ふれあいコンサ 

ート in 上田の後援名義使用依頼 

恵 送 

1. 会報 上田東 RC より 

全会員配布物  

１．ロータリーの友より 

 2013.6 月分配布 

２．島田ガバナー事務所 

より 月信 12 号配布 

３．上田六文銭 RC より 

  新会員紹介・会報 759 号・例会変更、配布 

≪お知らせ≫ 

・上田東 RC より 

 創立 35 周年記念事業 第三回ボルネオ植林プ

ロジェクト活動報告書・私の職業奉仕(例会発

表まとめ 2011 年 7 月～2013 年 4 月) 

・小さな親切より 

 春号～小さな親切運動 50 周年記念号 

・信州民報・東信ジャーナル 

 当クラブ、斉藤会員の記事掲載 

 上田東 RC 創立 35 周年記念事業の記事掲載 

・当クラブ夜間例会のお知らせ H25.6.25 

 

ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友    

広報・情報委員会広報・情報委員会広報・情報委員会広報・情報委員会            宮澤宮澤宮澤宮澤    広一君広一君広一君広一君    

 

◇横書き 

Ｐ１：会長メッセージ 

にあるように、私も国 

際大会に初めて出た時 

のことをよく覚えてい 

ます。 

Ｐ２：６月はロータリー 

親睦活動月間。ＲＩにロ 

ータリー親睦活動グループは 64 グループあり、囲

碁同好会は日本で生まれた唯一のグループです。

我らの寺島君も囲碁同好会に入っていて、親睦を 

 

深めています。 

Ｐ17：ＲＩでは３年に１回、規定審議会を開催し

ます。今年は４月 21 日～26 日にかけて、アメリ

カ・シカゴにて全世界 528 地区(日本は 34 地区)

の代議員が出席し、新しい立法案の採択を行いま

した。 

Ｐ32：国際ロータリー日本事務局が移転です。 

Ｐ38：日本国内ロータリークラブ出席率 

第１位 2680 地区(兵庫)                 91.78% 

第２位 2710 地区(広島・山口)           89.72% 

第３位 2650 地区(福井・滋賀・奈良・京都)  88.70% 

第４位 2700 地区(福岡・佐賀・長崎)     88.46% 

第５位 2600 地区(長野)                 88.42% 

◇縦書き 

Ｐ２～Ｐ５：面白いので読んでみてください。 

友愛の広場Ｐ21「これでいいのでしょぅか？」と

いう文、心に「ぐさり」ときます。 

 

出 席 報 告        久保田正司 君 

 ベース 欠 席 メイク 出 席 率 

本 日 ２８ ９ ０ ６７．８６％ 

前々回 ２９ ７ ３ ８６．２０％ 

 

ニコニコＢＯＸ      久保田正司 君 

全会員より、池田さん歓迎ニコ全会員より、池田さん歓迎ニコ全会員より、池田さん歓迎ニコ全会員より、池田さん歓迎ニコ BOXBOXBOXBOX 届いています。届いています。届いています。届いています。    

小嶋 修一 携帯電話を取り替えましたが、使い

方が分からず難儀しております。 

水野 泰雄 池田さん、ようこそ六文銭へ。これ

から一緒に楽しみましょう。 

飯島 俊勝 結婚記念日・誕生日と、お祝いをし

たくない日が続きます。 

松澤 一志 池田さん入会おめでとうございます。 

宮原 宏一 池田さん入会おめでとうございます。 

西澤 尚夫 池田さん、ようこそ。 

斉藤恵理子 池田さんようこそ！宜しくお願い致

します。 

杉山  裕 ６月の花嫁は幸せになれると言いま

すが、花婿はどうなんでしょう。 

寺島  滋 Ｗ杯サッカー、オーストラリア戦。

頑張れザックジャパン!! 

宮澤 広一 明日から南国へ出張です。暑さにや

られてしまいそうです。 

久保田正司 梅雨の中休み、アツいですネ。 

山﨑 博太 今年の梅雨晴れ、上田全国第二位！

雨あめ降れふれ、もっと降れ？ 

 

笠原 一洋君 宮下 安仁君 中澤 信敏君 

田中 栄一君 横沢  正君  
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