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（５、６月のプログラム）　　　
５月２９日（土）ＩＭ（27日の振替、北広島）
  担当：三役　　　　　
６月　３日（木）早朝移動例会（分収造林の作業）
  担当：環境保全委員会
　　１０日（木）年次報告　 担当：三役　　　　　
　　１７日（木）年次報告 担当：三役　　　　　
　　２４日（木）さよなら例会 担当：親睦活動委員会

（ローターアクト例会）
５月２７日（木）第11回定例会（レストラン　インター）
６月１０日（木）第12回定例会（レストラン　インター）

～５月は健康増進月間～

出　席　率　　前　回：56.9％（５月１３日＝３３／５８、実数）
　　　　　　　確　定：77.6％（４月２２日＝４５／５８、うちメーキャップ２名）

（プロバスクラブ例会）
６月　８日（火）総会 (午後６時～リアン )

◎沼田　常好　　○大澤　雅松　　尾﨑伊智朗　　斉藤　公彦　　村上　倫行

月・水・木曜日　10:00～14:00

クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会
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掛川グリーンＲＣ一行を迎えて（５月13日の例会で、大澤会員撮影）
編集後記

　掛川グリーンＲＣにとって、今回の来千は１年がかりの重要で大きな事業だったようです。地図を
見ると、富士山静岡空港を挟んで、静岡市と掛川市はほぼ等距離にあり、掛川にとっても地元の新空
港という意識が強いようです。開港までは曲折があったようですが、いったん開港と決まったからに
は利用促進をと、直行便が飛んでいる空港都市としては先輩格の千歳訪問を企画。実現を果たして、
横山会長さんの表情からは年度の後半で大事業を成し遂げた達成感がうかがえました。でも、この１
年の間に新千歳線から日航が撤退し、地方空港に逆風。新会社で静岡資本のＦＤＡ（フジ・ドリー
ム・エアラインズ）が就航と、簡単ではないようです。さて掛川といえば、ヤマハのピアノ生産基地
があるまちでもあります。静岡産の深蒸し茶をいただきながら、ゆったりと落ち着いたピアノ音楽を
聴けるような時間を、過ごしてみたいものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大澤）

榊原　　潤　会員
　掛川ＲＣの皆様、静岡からようこそ千歳へ。

村上　倫行　会員
　①３月19日、息子の裕資が南極から帰って
きました。４月30日の千歳民報に息子のイン
タビューが掲載されました。②４月５日、娘の
美帆に男の子が誕生しました。初孫です。
　
中村　堅次　会員
　妻の誕生日にお花をいただきました。

浅利美恵子　会員
　母の誕生日にお花をありがとうございます。
きょうも途中退席しますが、来週から出席しま
す。よろしくお願いします。

宮本　伸司　会員
　５月10日、泉沢向陽台団地の天然ガスの切
り替えを開始しました。６月23日の完了を目
指し、安全確実に作業を進めてまいります。

平間　和弘　会員
　５月６日の環境保全委員会担当「桜の下草刈

り」に多数の参加、協力ありがとうございまし
た。

古谷　眞一　会員
　母が無事に米寿を迎えることができました。

浅沼　廣幸　会員
　皆様、久しぶりでございます。

今村　静男　会員
　三男の一誌保（かずやす）が７月４日の全日
本学生剣道大会（個人）出場決定しました。

横山　隆一　掛川グリーンＲＣ会長
　本日は多数でお邪魔しました。ありがとうご
ざいます。よろしくお願いします。

佐藤　彰二　様
　本日、ゲスト参加しました。お世話になります。

　　　　　　　ニコニコ紹介

　　　　　　　親睦活動委員会
　　　　　　　　副委員長　玉山　敬吏

ニコニコＢＯＸ



自衛隊が削減された場合は、一気に高齢化が進
むことにも言及しました。また、南雲社長の仕
事に直結している介護保険の活用による住宅リ
フォームの話の前に、介護保険の変遷について
触れ、法律改正や制度の変更に応じた対応や、
同社の施工例なども紹介。千歳民報に連載して
いる「家（ハウス）ケア」シリーズなどでリ
フォームや介護、福祉につながる工事へ市民の
理解も広がっている様子も語りました。
　おおむね60歳以上で、第一線を退いた後に
も元気な人たちが会員となっているプロバスク
ラブですが、自らの老後や家族などのために介
護・福祉を目的としたリフォームに関心は高
く、熱心に聴き入っていました。
　なお、通常の例会は今年度最後ということか
ら、石井博美会長が締めくくりのあいさつをし
ていました。

　　　　　　　締めの乾杯であいさつする
　　　　　　　石井会長

　幹事より紹介されまし
た静岡県の掛川グリーン
ロータリークラブから
11名の皆さん、そして
恵庭クラブの日下健三
様、オブザーバーでヤン
グの佐藤様、ようこそお
いでくださいました。先
週の早朝例会、ありがと

ロータリーソング 「我等の生業」

四つのテスト

日時：2010年５月13日　12：30～13：30
場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳
プログラム：通常例会（掛川グリーンＲＣ来千）
担当：健康委員会

2009～2010年度
　第46回（通算2113回）例会報告

　　　　　ＳＡＡ　齊藤　博徳
　　　　　　

例会の進行

お客様紹介

　南雲社長は、高齢化社
会、高齢社会、超高齢社会
の定義を説明して、北海道
で一番、平均年齢の若い千
歳でも着々と高齢化が進行
していることを説明。平
均年齢を引き下げている

会　長　岩崎　暉久

会長挨拶

職業奉仕委員会　上井　昭一

　５月11日、リアンで開かれました。会員22
名と千歳ＲＣからクラブ会報・広報・雑誌・Ｉ
Ｃ委員会の大澤雅松副委員長が出席しました。
　千歳プロバスクラブは６月に総会を予定して
おり、通常の例会は今年度最後でした。会員卓
話は、山二総合保全の南雲公夫社長による、介
護と福祉のお話でした。息子さんで同社営業部

友情の握手タイム

富士山静岡空港の開港記念として来千した掛川
グリーンＲＣの皆様
（写真は横山隆一会長、神谷旭幹事。このほか伊藤義晴、加藤寿
郎、和田初男、渡邉猪佐男の各会員、会員夫人の清水百合子さ
ん、平野君代さん、渡邉千佳代さん、事務局の小野厚子さん）

ヤング・ライン代表取締役
　佐藤　彰二　様

恵庭ＲＣ　日下　健三　様

紹介者　幹事　川端　清

うございました。９日には第７師団長官舎の花
見に行って親交を深めてきました。
　掛川グリーンロータリークラブの皆さんは、
この後、旭川、富良野方面の観光だそうです。
北海道を満喫してください。千歳ロータリーク
ラブは、57名の会員と家族、各自が積極的に
企画等に参加できるようにし、穏やかで活力あ
る、会員が楽しめる例会を目指しています。両
クラブ、これからも交流を深めたいと思いま
す。
　それから、お礼ですが、静岡のお茶「八十八
夜の茶」と急須をいただきました。ありがとう
ございました。

掛川グリーンＲＣの皆様を拍手でお見送り

プロバスクラブ例会

６月に誕生日を迎える奥様

　２日　沼田　常好　会員の奥様　道　子　様
　６日　佐藤　晴一　会員の奥様　ひとみ　様
１１日　日向　祥一　会員の奥様　典　子　様
３０日　本宮　輝久　会員の奥様　美佐子　様
　　　　　　　　　　おめでとうございます！

齢制限により去るとか。事業とは言いつつ、収
支は成らず、負けに目をつぶり、勝ったことを
覚えているものだそうです。
　データによると、浅沼会員は20年間で１着
31回、２着37回、３着34回、着外852回だそ
うです。賞金総額４億5295万５千円。経費に
ついては、絶対に合わないハイリスク・ノーリ
ターンだそうです。勝利を追う本能的なものを
満足させたい、夢とロマンやいろいろな出会い
ということになるのだそうです。

長の勇次さんにパワーポイントを操作させ、
30分の持ち時間を有効に活用していました。



佐藤　彰二様
　ただいま紹介いただ
きました佐藤でござい
ます。貴重な時間をあ
りがとうございます。
どうぞよろしく、お願
いします。

度ぐらいに下げて使っていただくとおいしく召
し上がれます。
　本日は、どうもありがとうございます。

や家族の状況、近所の聞き込みもされます。
日本の馬主はピーク時には4000人いたのです
が、現在は2500～2600人です。
　レースにより賞金が出ますが、馬券の売り上
げの75％が配当に回り、残りから賞金やさま
ざまな費用が出ます。馬主には税務署が事業と
して課税します。売り上げとなる賞金で利益が
出ると税金を持っていきますが、赤字になって
も面倒は見てくれません。
　※浅沼会員はこの後、賞金の配分の比率など
を具体的な金額を挙げて詳しく説明しました。
しかし、馬券の売り上げが伸びない状況や、掛
かる経費と賞金とのバランスで衝撃的な数字が
出てきます。また、諸外国の競馬の状況なども
説明し100の投資に対し、日本は80、欧州は
50。ただ、欧州は名誉や大金持ちということ
です。馬主が儲けているのは、韓国で100に対
して138、香港も110ということです。だが、
こうなると利権であり、馬主になる審査がさら
に厳しいそうです。浅沼会員はアイルランド、
フランスの馬主になったこともあったそうです
が、あっという間の採算割れで撤退したそうで
す。結論として馬主業はハイリスク・ノーリ
ターン。いわゆる「夢とロマン」ということに
なるのだそうです。生産者も、社台グループの
ような大規模なところは別にして、小規模零細
なところは馬の餌代のこともあり、大変な状況
だそうです。競馬場に出られるのは５頭のうち
４頭、競馬場に出て勝利できるのは５頭のうち
１頭と、大半は一度も勝利せずに３歳という年

クラブ協議会があります。29日（土）のＩＭ
は北広島クラッセホテルで16時30分からです
が、ゴルフ参加者以外は当ホテル15時20分発
のバスを用意します。

幹　事　川端　　清

幹事報告

　５月20日の通常例会は、社
会奉仕委員会担当から定款・細
則委員会担当になります。５
月27日は例会を29日のＩＭに
振り替えますが、18時からリ
アンで理事会、19時から新旧

お客様あいさつ

惧されていましたが、開港した以上は県民とし
て利用促進をと、お邪魔した次第です。快く受
け入れていただき、また会場に看板を掲げてい
ただき、ありがとうございました。クラブの名
称はグリーンとさわやかなイメージですが、今
回の参加メンバーはセピア色といったところで
しょうが、心は極めてグリーンです。
　さて静岡県というと、茶っきり節ですとか、
お茶そのものも深蒸しといって長時間蒸してい
るのが特徴のお茶、富士山となりましょうが、
ホンダ、ヤマハやスズキといった車産業、タミ
ヤ模型も。また、ロータリーの米山梅吉記念館
もございます。機会がありましたら、ぜひおい
でください。お茶に関して、今年は異常気象で
したので、凍霜害に遭いました。そこから生き
残ったお茶を持ってきましたので、ご賞味くだ
さい。深蒸しにすると通常の急須ですと目詰ま
りするので、本日は深蒸し茶に急須付きでお土
産としました。このお茶は沸騰したお湯を70

掛川グリーンＲＣ　横山　隆一　会長

バナー交換

掛川グリーンＲＣの横山会長（左）へ千歳ＲＣ
の岩崎会長から

オブザーバー出席者紹介

川端幹事が佐藤彰二様を紹介

　苫前町出身で、57歳です。昭和49年４月～
平成22年３月まで第一生命勤務、４月からヤ
ング・ライン代表取締役です。地元の千歳市に
立地するヤング・ピラミッド工場を皆様に知っ
ていただきたい。60年にわたり、この１品の
みを生産してきた「ヤング」を通じて地域社会
振興、自己責任による健康づくり、ロータリー
を通じて社会奉仕に少しでもお役に立ちたいと
のことです。なお、ロータリークラブに４年、
ライオンズクラブに４年、在籍していたことが
おありです。

会員卓話

　健康委員会の担当とい
うことで、浅沼先生に卓
話をいただきます。皮
膚科の先生ですが、今日
のテーマは「馬主業…壮
大な無駄遣い」で、健康
とはあまり関係ありませ
ん。先生は馬だけでなく
牛もやっており、ススキ

健康委員会　委員長　長澤　邦雄

ノやウトナイ湖の道の駅に「一頭」というお店
を出しています。何が本業か分からない浅沼先
生の卓話を、聴いてください。

　皆さんの年齢を考える
と、いまさら健康のお話
でもないと思い、競馬と
馬主のお話を聞いていた
だきます。北海道、特に
千歳は馬と関係が深く、
隣接する胆振振興局と日
高振興局で日本の軽種馬
の大部分を生産していま

健康委員会　浅沼　廣幸

す。
　競馬の仕組みですが、大きなレースを日本中
央競馬会（ＪＲＡ）が主催、いわば胴元です。
その組織は農林水産省管轄で、天下りがトップ
に就き、関連企業がぶら下がっています。レー
スの開催など詳しく法律で決められ、馬主にな
るにも資格が必要で審査があります。年収が
3000万円以上で、一定の資産がなければなり
ません。警察ＯＢが審査に当たり、犯罪歴など

　昨年６月、国内99
番目の富士山静岡空港
開港ということで、
11名が大挙して参り
ました。静岡は東京、
名古屋、大阪への陸路
が便利な東海道ベルト
地帯にあり、新しい空
港の運営は当初から危

［演題「馬主業」…壮大な無駄遣い］
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ホンダ、ヤマハやスズキといった車産業、タミ
ヤ模型も。また、ロータリーの米山梅吉記念館
もございます。機会がありましたら、ぜひおい
でください。お茶に関して、今年は異常気象で
したので、凍霜害に遭いました。そこから生き
残ったお茶を持ってきましたので、ご賞味くだ
さい。深蒸しにすると通常の急須ですと目詰ま
りするので、本日は深蒸し茶に急須付きでお土
産としました。このお茶は沸騰したお湯を70

掛川グリーンＲＣ　横山　隆一　会長

バナー交換

掛川グリーンＲＣの横山会長（左）へ千歳ＲＣ
の岩崎会長から

オブザーバー出席者紹介

川端幹事が佐藤彰二様を紹介

　苫前町出身で、57歳です。昭和49年４月～
平成22年３月まで第一生命勤務、４月からヤ
ング・ライン代表取締役です。地元の千歳市に
立地するヤング・ピラミッド工場を皆様に知っ
ていただきたい。60年にわたり、この１品の
みを生産してきた「ヤング」を通じて地域社会
振興、自己責任による健康づくり、ロータリー
を通じて社会奉仕に少しでもお役に立ちたいと
のことです。なお、ロータリークラブに４年、
ライオンズクラブに４年、在籍していたことが
おありです。

会員卓話

　健康委員会の担当とい
うことで、浅沼先生に卓
話をいただきます。皮
膚科の先生ですが、今日
のテーマは「馬主業…壮
大な無駄遣い」で、健康
とはあまり関係ありませ
ん。先生は馬だけでなく
牛もやっており、ススキ

健康委員会　委員長　長澤　邦雄

ノやウトナイ湖の道の駅に「一頭」というお店
を出しています。何が本業か分からない浅沼先
生の卓話を、聴いてください。

　皆さんの年齢を考える
と、いまさら健康のお話
でもないと思い、競馬と
馬主のお話を聞いていた
だきます。北海道、特に
千歳は馬と関係が深く、
隣接する胆振振興局と日
高振興局で日本の軽種馬
の大部分を生産していま

健康委員会　浅沼　廣幸

す。
　競馬の仕組みですが、大きなレースを日本中
央競馬会（ＪＲＡ）が主催、いわば胴元です。
その組織は農林水産省管轄で、天下りがトップ
に就き、関連企業がぶら下がっています。レー
スの開催など詳しく法律で決められ、馬主にな
るにも資格が必要で審査があります。年収が
3000万円以上で、一定の資産がなければなり
ません。警察ＯＢが審査に当たり、犯罪歴など

　昨年６月、国内99
番目の富士山静岡空港
開港ということで、
11名が大挙して参り
ました。静岡は東京、
名古屋、大阪への陸路
が便利な東海道ベルト
地帯にあり、新しい空
港の運営は当初から危

［演題「馬主業」…壮大な無駄遣い］



自衛隊が削減された場合は、一気に高齢化が進
むことにも言及しました。また、南雲社長の仕
事に直結している介護保険の活用による住宅リ
フォームの話の前に、介護保険の変遷について
触れ、法律改正や制度の変更に応じた対応や、
同社の施工例なども紹介。千歳民報に連載して
いる「家（ハウス）ケア」シリーズなどでリ
フォームや介護、福祉につながる工事へ市民の
理解も広がっている様子も語りました。
　おおむね60歳以上で、第一線を退いた後に
も元気な人たちが会員となっているプロバスク
ラブですが、自らの老後や家族などのために介
護・福祉を目的としたリフォームに関心は高
く、熱心に聴き入っていました。
　なお、通常の例会は今年度最後ということか
ら、石井博美会長が締めくくりのあいさつをし
ていました。

　　　　　　　締めの乾杯であいさつする
　　　　　　　石井会長

　幹事より紹介されまし
た静岡県の掛川グリーン
ロータリークラブから
11名の皆さん、そして
恵庭クラブの日下健三
様、オブザーバーでヤン
グの佐藤様、ようこそお
いでくださいました。先
週の早朝例会、ありがと

ロータリーソング 「我等の生業」

四つのテスト

日時：2010年５月13日　12：30～13：30
場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳
プログラム：通常例会（掛川グリーンＲＣ来千）
担当：健康委員会

2009～2010年度
　第46回（通算2113回）例会報告

　　　　　ＳＡＡ　齊藤　博徳
　　　　　　

例会の進行

お客様紹介

　南雲社長は、高齢化社
会、高齢社会、超高齢社会
の定義を説明して、北海道
で一番、平均年齢の若い千
歳でも着々と高齢化が進行
していることを説明。平
均年齢を引き下げている

会　長　岩崎　暉久

会長挨拶

職業奉仕委員会　上井　昭一

　５月11日、リアンで開かれました。会員22
名と千歳ＲＣからクラブ会報・広報・雑誌・Ｉ
Ｃ委員会の大澤雅松副委員長が出席しました。
　千歳プロバスクラブは６月に総会を予定して
おり、通常の例会は今年度最後でした。会員卓
話は、山二総合保全の南雲公夫社長による、介
護と福祉のお話でした。息子さんで同社営業部

友情の握手タイム

富士山静岡空港の開港記念として来千した掛川
グリーンＲＣの皆様
（写真は横山隆一会長、神谷旭幹事。このほか伊藤義晴、加藤寿
郎、和田初男、渡邉猪佐男の各会員、会員夫人の清水百合子さ
ん、平野君代さん、渡邉千佳代さん、事務局の小野厚子さん）

ヤング・ライン代表取締役
　佐藤　彰二　様

恵庭ＲＣ　日下　健三　様

紹介者　幹事　川端　清

うございました。９日には第７師団長官舎の花
見に行って親交を深めてきました。
　掛川グリーンロータリークラブの皆さんは、
この後、旭川、富良野方面の観光だそうです。
北海道を満喫してください。千歳ロータリーク
ラブは、57名の会員と家族、各自が積極的に
企画等に参加できるようにし、穏やかで活力あ
る、会員が楽しめる例会を目指しています。両
クラブ、これからも交流を深めたいと思いま
す。
　それから、お礼ですが、静岡のお茶「八十八
夜の茶」と急須をいただきました。ありがとう
ございました。

掛川グリーンＲＣの皆様を拍手でお見送り

プロバスクラブ例会

６月に誕生日を迎える奥様

　２日　沼田　常好　会員の奥様　道　子　様
　６日　佐藤　晴一　会員の奥様　ひとみ　様
１１日　日向　祥一　会員の奥様　典　子　様
３０日　本宮　輝久　会員の奥様　美佐子　様
　　　　　　　　　　おめでとうございます！

齢制限により去るとか。事業とは言いつつ、収
支は成らず、負けに目をつぶり、勝ったことを
覚えているものだそうです。
　データによると、浅沼会員は20年間で１着
31回、２着37回、３着34回、着外852回だそ
うです。賞金総額４億5295万５千円。経費に
ついては、絶対に合わないハイリスク・ノーリ
ターンだそうです。勝利を追う本能的なものを
満足させたい、夢とロマンやいろいろな出会い
ということになるのだそうです。

長の勇次さんにパワーポイントを操作させ、
30分の持ち時間を有効に活用していました。



本日の例会（５／20　第47回）：通常例会（クラブ細則の改正）担当：定款・細則委員会
～ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳～

2009-2010年度

“Future of Rotary is in Your hands”
ＲＩ会長

ジョン・ケニー

会　長　岩崎　暉久　　　副会長　加藤　武仁　　　幹　事　川端　　清

会長エレクト　佐々木金治郎　　　会　計　佐藤　晴一　

第2510地区ガバナー　渡邉　恭久　　　第７グループ・ガバナー補佐　加藤　寛治

CHITOSE ROTARY CLUBCHITOSE ROTARY CLUB
岩崎会長テーマ

〝 浩 然 の 気 〟
 －ロータリアンは茄子の花－

四四
～思いと言行はこれに照らしてから～

1. 真実かどうか 3. 好意と友情を深めるか
2. みんなに公平か 4. みんなのためになるかどうか

千歳ロータリークラブ会報
2010年５月20日

第40号（通算2008号）

（５、６月のプログラム）　　　
５月２９日（土）ＩＭ（27日の振替、北広島）
  担当：三役　　　　　
６月　３日（木）早朝移動例会（分収造林の作業）
  担当：環境保全委員会
　　１０日（木）年次報告　 担当：三役　　　　　
　　１７日（木）年次報告 担当：三役　　　　　
　　２４日（木）さよなら例会 担当：親睦活動委員会

（ローターアクト例会）
５月２７日（木）第11回定例会（レストラン　インター）
６月１０日（木）第12回定例会（レストラン　インター）

～５月は健康増進月間～

出　席　率　　前　回：56.9％（５月１３日＝３３／５８、実数）
　　　　　　　確　定：77.6％（４月２２日＝４５／５８、うちメーキャップ２名）

（プロバスクラブ例会）
６月　８日（火）総会 (午後６時～リアン )

◎沼田　常好　　○大澤　雅松　　尾﨑伊智朗　　斉藤　公彦　　村上　倫行

月・水・木曜日　10:00～14:00

クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会

千歳市北栄2丁目2番1号　ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳　TEL.23-4470　FAX.23-4600

掛川グリーンＲＣ一行を迎えて（５月13日の例会で、大澤会員撮影）
編集後記

　掛川グリーンＲＣにとって、今回の来千は１年がかりの重要で大きな事業だったようです。地図を
見ると、富士山静岡空港を挟んで、静岡市と掛川市はほぼ等距離にあり、掛川にとっても地元の新空
港という意識が強いようです。開港までは曲折があったようですが、いったん開港と決まったからに
は利用促進をと、直行便が飛んでいる空港都市としては先輩格の千歳訪問を企画。実現を果たして、
横山会長さんの表情からは年度の後半で大事業を成し遂げた達成感がうかがえました。でも、この１
年の間に新千歳線から日航が撤退し、地方空港に逆風。新会社で静岡資本のＦＤＡ（フジ・ドリー
ム・エアラインズ）が就航と、簡単ではないようです。さて掛川といえば、ヤマハのピアノ生産基地
があるまちでもあります。静岡産の深蒸し茶をいただきながら、ゆったりと落ち着いたピアノ音楽を
聴けるような時間を、過ごしてみたいものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大澤）

榊原　　潤　会員
　掛川ＲＣの皆様、静岡からようこそ千歳へ。

村上　倫行　会員
　①３月19日、息子の裕資が南極から帰って
きました。４月30日の千歳民報に息子のイン
タビューが掲載されました。②４月５日、娘の
美帆に男の子が誕生しました。初孫です。
　
中村　堅次　会員
　妻の誕生日にお花をいただきました。

浅利美恵子　会員
　母の誕生日にお花をありがとうございます。
きょうも途中退席しますが、来週から出席しま
す。よろしくお願いします。

宮本　伸司　会員
　５月10日、泉沢向陽台団地の天然ガスの切
り替えを開始しました。６月23日の完了を目
指し、安全確実に作業を進めてまいります。

平間　和弘　会員
　５月６日の環境保全委員会担当「桜の下草刈

り」に多数の参加、協力ありがとうございまし
た。

古谷　眞一　会員
　母が無事に米寿を迎えることができました。

浅沼　廣幸　会員
　皆様、久しぶりでございます。

今村　静男　会員
　三男の一誌保（かずやす）が７月４日の全日
本学生剣道大会（個人）出場決定しました。

横山　隆一　掛川グリーンＲＣ会長
　本日は多数でお邪魔しました。ありがとうご
ざいます。よろしくお願いします。

佐藤　彰二　様
　本日、ゲスト参加しました。お世話になります。

　　　　　　　ニコニコ紹介

　　　　　　　親睦活動委員会
　　　　　　　　副委員長　玉山　敬吏

ニコニコＢＯＸ




