国際ロータリー第 2790 地区（千葉県）第 8 グループ
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創 立 昭和 37 年（1962）1 月 13 日
平成 29 年（2017）韓国富平 RC との姉妹クラブ締結
例会日 毎週火曜日 12：30～13：30
例会場 千葉興業銀行八日市場支店（２階）
事務局 千葉県匝瑳市八日市場イ 2571
TEL 090-8947-7851（幹事）
FAX 043－332－9055

ホルガ―・クナーク

（ヘルツォークトゥム・ラウエンブルク・メルン RC

ROTARY

令和 2 年 10 月 27 日（火）

千葉興業銀行八日市場支店２階例会場

例会プログラム
〇点
鐘
〇ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ
〇会長挨拶
〇幹事報告
〇委員会報告
〇卓
話

会長挨拶

・・・宇之沢文夫会長

宇之沢文夫会長
「奉仕の理想」斉唱
宇之沢文夫会長
鈴木 英人幹事
第 8 グループガバナー補佐
大塚 榮一様

〇ニコニコ報告
〇出席状況報告
〇点
鐘
宇之沢文夫会長
例会終了後、クラブ協議会

出席ご苦労様です。オンラインでご参加いただい
ている会員の方、出席ご苦労様です。
本日はガバナー補佐訪問という事で当クラブから
ガバナー補佐として出向していただいている大塚
様の卓話と例会終了後のクラブ協議会を予定して
おります。後ほど卓話を宜しくお願い致します。
新型コロナウイルスがなかなか収まりません。ヨ
ーロッパの方で感染が拡大している様です。日本
も間もなく 10 万人に達しそうです。我々もかか
らないように予防をしていただきたいと思いま
す。いずれにしても経済は回していかなくてはな
らないという事で Go to キャンペーンが盛況のよ
うです。
さて、24 日（土）にガバナー事務所にてロータ
リー談義の集いがあり、参加して参りました。ア
ドバイザーとして橋岡久太郎パストガバナーがい
らしていました。クラブの話や、橋岡パストガバ
ナーのお話などを拝聴しました。

本日のお客様

国際ロータリー第 2790 地区
第 8 グループガバナー補佐
大塚 榮一様（八日市場 RC）
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来月はガバナー公式訪問やロータリー情報研修会
がありますので、皆さんのご協力をお願い致しま
す。

幹事報告

・・・鈴木

・・・国際ロータリー第 2790 地区
第 8 グループガバナー補佐
大塚 榮一様
（八日市場）
卓話テーマ「ロータリーと共に」
卓

英人幹事

◇例会場及び時間の変更
＊銚子東ロータリークラブ
11 月 3 日（火）は休会となります。

話

皆さん、こんにちは。今日はガバナー補佐の自ク
ラブとしてのクラブ協議会での例会となりまし
た。本日は貴重なお時間を頂き私のロータリーの
歩みを振り返って、30 分程度でお話をさせてい
ただきます。

◇会報受領クラブ名
＊多古ロータリークラブ
7 月～9 月分 4 通が届いております。

入会は今から 29 年前、平成 3 年で 1991 年の 4
月でまだ頭が黒かった頃の 44 歳でありました。
ちょうど翌年がクラブ創立 30 周年ということで
クラブに大変活気が満ちあふれていて、若い人を
入れようという事で仲間からの推薦によって入会
許可となり、数名の仲間と一緒に入会となりまし
た。当時の例会場の席次を思い出すと、左側に今
は亡き大東建設の会長、大ベテランの奥田さんな
どが座っていらっしゃったりと、例会場があふれ
るくらいの会場でした。
なお、入会してすぐに親睦の副委員長が与えら
れ、委員長の下、
「ロータリーの親睦とは？」を
覚え大変貴重な 1 年でした。
入会 3 年目頃になりますと、現在も良くある話で
すが、やめようかな？と悩み始めます。しかし、
その頃ある先輩から、
「ロータリーは地元では大
切な場所であるから」との言葉がやけに胸に残り
まして、そして思い直し、また 1 歩踏み出せるよ
うになりました。

◇週報礼状
＊本日はございません。
◇その他
＊本日例会終了後にクラブ協議
会がありますので皆さんの出席をお願い致しま
す。
＊来週 11 月 3 日（火）の例会は休会となりま
す。

委員会報告
＊本日はございません。

当クラブでは、現在国際奉仕として韓国 R13690
地区・富平 RC（元北仁川 RC）との交流をして
おります。この友好親善ですが、1983 年（昭和
58 年）10 月 13 日に調印式が行われ、今年で 37
周年目になります。例年ですと 1 年おきに相互訪
問しており、私も入会 4 年目頃に先輩からの参加
要請を受け、初の訪問を致しました。空港へ大勢
のロータリアンが出迎えてくれて、その歓迎振り
を嬉しく思っておりました。夕刻からは、歓迎の
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記念例会が行われ、その後には焼酎、マッコリで
の乾盃へと移っていきましたがどういうわけかど
ちらも酒をつぎに行こうとしない・・・。そうい
った懇親の場が極めて寂しかった事が思い出とし
て残っておりました。その後、我々年代が中心と
なり、胸襟を徐々に開いていき、大変交流が盛り
上がっていきました。お互いに酒の酌み交わしが
無かったのは、やはり昔の日韓関係が暗い影を落
としていたからかとそんな風に感じていました。

経験者とあり、本来ならば八日市場にまわる予定
でしたが、銚子に譲ることになりました。織田さ
んは 2008－09 年（平成 20－21 年）に分区代理
を務められ、翌々年、2010－11 年（平成 22－23
年）に銚子クラブでは、1983－84 年（昭和 58－
59 年）ガバナー小原美紀さん以来、実に 2 人
目、27 年目にして「RI 第 2790 地区のガバナ
ー」として実に立派な功績を残され、下期には、
皆さんも決して忘れることのできない 2011 年 3
月 11 日に発生した東日本大震災の内、孤児とな
られた子供たちに奨学金を送ろう！という趣旨で
ロータリー希望の風奨学金創設に大変なご尽力を
されました。

そして規定審議会の存在を知ったのは入会 7 年目
でありました。3 年に 1 度、米国シカゴに国際会
議で「活動の取り決め」のための会議であるとい
う事を知りました。また、手続要覧も同じ頃知り
ました。
52 歳の時になります。入会から 8 年目でありま
す。副幹事の役が回って参りました。その年は 2
年に亘り会長・幹事を決めるという事で 4 人で会
合を持ったことを思い出します。梅原会長年度が
スタートしますが、その年の 9 月に幹事の鈴木勝
彦さんが思わぬ突然の事故に遭遇し、回復に時間
がかかるという事で私が「幹事代行」を引き受
け、そのまま都合 1 年 7 ヶ月程の幹事経験となり
ました。この体験が、ロータリーの 1 年間の流れ
等を知る事ができたように思います。また、その
年の分区代理は、前石井 AG（銚子東）の父上で
ありました。4 クラブがそれぞれ集まってきて順
次着席する間に銚子プラザホテル（当時、銚子東
の会長はプラザホテルの大木会長）では、大木会
長の取り持ちとあいまって、テーブルの上には冷
えた一升瓶が 2、3 本並べられ、ロータリーの話
はそっちのけで会議はどこへやら？飲むほどに酔
うほどに楽しい 1999－2000 年度（平成 11－12
年度）のロータリーの良き時代の第 7 分区の会
長・幹事会」でありました。

私のロータリー活動で忘れられないイベントがや
ってまいりました。我が「八日市場ロータリーク
ラブ創立 50 周年」であります。クラブ創立 30
周年で入会が許され、以来 20 年後の 64 歳の時
に会長が回ってきて、その 1 年間、2011－12 年
（平成 23－24 年）となりますが、下期は 5 月 20
日（日）の 50 周年に向かってクラブが一丸とな
っていたことを思い出します。会員増強として
50 周年は 50 名にて祝おう！という思いと 50 周
年祝賀行事を成功させようという思いが全会員の
共有する所となり、当日は山田修平ガバナーを始
め、地元市長、県議、そして友好クラブの北仁川
RC（現富平 RC）からは 22 名に及ぶロータリア
ン、会員ご夫人等、そして地元団体代表者、さら
には県内各地、我々第 7 分区からも大勢のロータ
リアンにお越しいただき総勢約 130 名が一堂に会
しての、50 年に及ぶ歴史と伝統に培われた輪が
クラブの歴史に感動の 1 ページを刻むこととなり
ました。また、同年、ロータリーの友 1 月号に
「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」こ
れはロータリーの歴史に「職業奉仕」の神髄を残
された、
『アーサー・フレデリック・シェルド
ン』の言葉です。改めて衝撃の言葉でありまし
た。ロータリーの先人として私にとり忘れ得ぬ人
となりました。仏教の教えに縁尋機妙・多逢聖因
というものがあります。良い縁がさらに良い縁を

年も 53 歳となり、当時の地区ガバナーは千葉中
央 RC、八日市場出身の開業医の増田豁さんで、
分区代理は銚子東 RC の私が日頃大変ご指導を賜
っております沢田武男先輩の年でありました。当
クラブは故高橋眞治会長、鵜澤仁智幹事の年で、
その年はロータリー誕生 100 周年の 1 年前の 99
年目に当たる年であり、大阪にて国際大会が開か
れ、第 2790 地区からも大勢のロータリアンが参
加するなか、私も参加者の一人として初の国際大
会への参加に大変感動したのを覚えております。
その頃であったかと思いますが、輪番制の次年度
「分区代理」について、銚子 RC の今は亡き織田
吉郎さんが 2 年後に地区ガバナーとして立候補す
るにあたり、当時はガバナー就任条件に分区代理
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尋ねて発展していく中で、良い人に交わっている
と良い結果に恵まれる。という事だそうです。

てるか？これについて参考になるのが中国の古典
となる朱新仲という人が残した言葉があります。
「人生の五計」といいます。1.生計 2.身計 3.
家計 4.老計、そして 5.死計 とあります。つま
り、人間としていかに死ぬか？であります。今日
は織田さんが亡くなられる前に回復見込み無し。
と覚悟を決められ、遺書とも言われる手紙をいた
だきましたのでご紹介します。これは亡くなられ
た後に届いたものです。

私にとっても 1 つ目のその時が来たように思える
ことが昨年 4 月 19 日（土）～20 日（日）に行わ
れた「山形県鶴岡 RC、創立 60 周年記念祝賀行
事」に招待をされた時でありました。このご縁
は、私の前の鈴木勝彦ガバナー補佐の時に IM の
ゲストとしてお呼びをした、RI でもご活躍さ
れ、鶴岡市にて「般若寺」というお寺の住職さん
の藤川享胤さんとのご縁によるものでありまし
た。両日、ゲストとしておられた方が 2002－03
年 RI 会長のビジャイ・ラタクル氏でありまし
た。翌 20 日（日）が 60 周年記念式典並びに祝
賀会が鶴岡 RC 会員数 30 名程のクラブでありな
がら、なんとその日は 400 名を超える、会場が溢
れんばかりのロータリアン等に埋め尽くされ、当
日の記念講演がそのビジャイ・ラタクル氏であり
ました。ビジャイ・ラタクル氏の講演は大変感動
的でありました。地元クラブに 33 歳で入会さ
れ、4 年後にガバナーを務められ、今から 18 年
前の 73 歳の時に RI 会長に上り詰められ、ロー
タリー歴は 61 年になるそうです。講演最後に正
に我々に投げかけられた言葉があります。
「どん
な人でも、たとえ経歴がどうであっても、内に秘
めた他人を思う気持ちは、自分自身のためではな
く、他の誰かのために使うことで生かされるもの
だと気づける」ということです。正にこの言葉こ
そ我々ロータリアンが目指すべき奉仕の理想では
ないでしょうか？

お別れのごあいさつ
今、こうして貴殿が私の手紙を読んで下さっ
ているということは、私が既にこの世に別れ
を告げたということです。私は 2014 年 6 月 6
日に直腸がんの転移による多臓器不全で死亡
しました。私の存命中貴殿からいただいたご
厚情に対して、心より感謝を申し上げたく一
筆認めさせていただきます。
私は 2012 年秋に直腸がんの手術を受けた時
点で、相応の進行癌であり予断を許さぬ病状
であることを知らされておりました。お付き
合いをさせていただいている貴殿には様々な
場面でお世話になって、さあ、これからご恩
返しをと思っていた矢先でしたので、申し訳
ない気持ちが先に立ちましたが、不思議に心
は平静で、残された日々をどうしたら少しで
もお役に立って、私らしくすごすことができ
るのだろうかと考えておりました。
私は仕事の人間関係と同等、あるいはそれ以
上の比重で大切にしてきたのが奉仕活動の人
間関係です。とりわけロータリークラブには
多くの友人がいます。それはロータリーが
「自分磨きをする道場」といった性格を持っ
た団体だったからでした。人生の終焉間際に
あっても、私の人生はロータリーを通じて本
当に良い人にめぐり逢い、日々良い影響を与
え続けていただいたという確かな自信があっ
て、その点悔いのない人生を送ることができ
たという安堵感は私の大きな救いとなりまし
た。この間、地区ガバナーを仰せつかるとい
う身に余る光栄を経験し、友達の輪も一気に
日本全土に及びました。

最後に「ロータリーの御縁から友情」について述
べたいと思います。先程の縁尋機妙・多逢聖因の
2 つ目のことです。先程もお話しました銚子ロー
タリークラブ故織田吉郎さんであります。織田さ
んは設計士であり、私も仕事の関係上設計された
図面に沿って見積をしたり、という事に始まり、
2000－01 年クラブ会長を歴任されたときに、地
区ガバナーは君津 RC 秋元秀夫さんの下、分区代
理を務められたのが我がクラブの井橋先生であ
り、分区代理補佐幹事を鈴木勝彦さんと私とで務
めました。そのご縁により織田さんとのお付き合
いが始まりました。1 年間のお付き合いでありま
したが、その後の地区および分区行事等ではお声
をかけて頂くようになりました。建築士というお
仕事上、大変ご多忙極まる中、第 7 分区代理、そ
して地区トップのガバナーを立派に務められまし
たことは先程お話した通りです。ガバナーが終わ
り 1 年半たった頃でしょうか。織田さんが体調を
崩されているそうだ。と小耳にはさみました。予
測不可能な未来に対し、我々はどういう計画をた

私は常に清浄でありたい、願わくば高潔であ
りたい、そして出来る範囲で良いから清貧で
あることを目標にしたいと考えていました。
清貧であることとは物欲から距離を置く人で
ありたいということですから、これはどれだ
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け実現したか甚だこころもとないのですが、
心しているだけでも清清しい気持ちになれた
気がします。一方で、自分とは違う価値基準
を持ち胸を張って生きている多くのロータリ
アンから、違うことの尊さと楽しさを学びま
した。私のロータリー歴は 28 年、この間大
人になるにつれてこころにこびり付いてくる
精神の垢、たとえば過剰な自意識とか慢心、
自己中心といった垢をきれいに洗い落してく
れる場、それがロータリーでした。そんなロ
ータリーにあって私と出会いお付き合いを頂
いた貴殿には改めて心より感謝を申し上げま
す。

かさにあふれ、いつも私に自信と勇気を与え
てくださいました。私にとってその出会いは
私の人生に厚みと彩りを与えてくださいまし
た。こころより御礼を申し上げます。今後と
もご一族皆様のご健勝とご繁栄をこころより
祈念申し上げ、あらためまして生前のご厚情
を深謝し、お別れをさせていただきます。
死者からの突然の手紙でさぞ驚かれたことと
存じます。最後までお読みくださいましてあ
りがとうございます。
本当に本当にありがとうございました。さよ
うなら

私の傍にいて、私を自由に生きさせてくれた
のが妻の悦子です。悦子なくして私の人生は
成り立ちませんでした。どんな時も明るく
「何とかなるわよ！」と背中を押し、共に歩
んでくれるのが常でした。お陰で私の人生は
実に変化に富み、実に楽しく笑いのあふれる
ものになりました。二人の息子も自立し、母
親に似てこころの優しい青年になりました。
今、少しずつですが社会の役に立つ人材にな
りつつあると実感しています。私亡き後もそ
れぞれの充実した人生を生きてくれるものと
思っています。

大塚榮一様
織田吉郎
最後の「本当に本当に」には、病魔に倒される悔
しさと残念さが滲む人生最後の言葉でした。人間
誰しも死を免れませんが、しかしながら織田吉郎
さんはそれを自身の運命として真摯に受け止め、
多くの人に惜しまれ、正に決然としに対峙され人
生の幕を閉じられました。
合掌
ご静聴ありがとうございました。この後のクラブ
協議会宜しくお願い致します。

ここで私の葬儀につきまして我儘を言わせて
頂きますが是非ともお聞き届け下さい。私は
かねてより、私の葬儀は家族のみでこれを執
り行い、皆様にはるばる葬儀式場まで御足労
をいただくことなく、それぞれのご自宅にあ
って、私の手紙に接し、私を偲んでいただく
こと、そのひと時こそが私にとって皆様との
最高のお別れのセレモニーになると考えてお
りました。死者である私が生者である皆様を
走らせること、それはどうしても避けたい。
おそらく私自身は今現在、徹底的に暇を持て
余している筈ですから、私の方から貴殿の方
へ赴き、お別れのごあいさつを申し上げる、
その方が合理的なように思いこの手紙に乗っ
て今、参上させていただきました。そんなわ
けですから、今、ひとときご瞑目頂ければ無
上の幸せでございます。そして、一切の香
料、供花、供物などのお心遣いをして下さい
ませぬよう、どうかこの段私の我儘をお聞き
届けくださいますよう、くれぐれもよろしく
御願い申し上げます。

ニコニコボックス報告・・・鈴木淳一親睦委員長

◇鶴野
◇井上
◇片岡
◇大塚

航三君
峰夫君
正勝君
榮一君

◇柏熊
均君
◇伊藤 達裕君
◇宇野佐太夫君
◇小川不二夫君
◇宇之沢文夫君

貴殿との想い出はどの出会いの場面もあたた
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DVD をいただいて
大塚 G 補佐ご苦労様です
色々お世話になります
本日の例会、クラブ協議会
宜しくお願い致します
DVD をいただいて
お久しぶりです
お世話になります
大塚 G 補佐訪問ご苦労様です
大塚 G 補佐ご苦労様です
出席ご苦労様です
DVD をいただいて

◇川口 京子君 出席ご苦労様です
◇菱木 智仁君 DVD をいただいて
◇鵜澤 宜広君 全国高圧ガス保安会長賞を
いただいて
◇鈴木 淳一君 DVD をいただいて
◇橋本 英之君 DVD をいただいて

累

計

クラブ協議会
1.

開会挨拶

鈴木英人幹事

2.

会長挨拶

宇之沢文夫会長

２２，０００円
２５０，０００円

出席状況報告 ・・・伊場寛人出席委員

項 目

会員総数

出席数

出席率％

本日
10/27

39 名

25 名

69.2％

前回
10/20

39 名

24 名
MU １名

71.7％

ガバナー補佐、引き続き宜しくお願い致します。
会員の皆さんには例会の後ですが引き続き宜しく
お願い致します。クラブ協議会ですので色々な活
発な意見を出していただきまして、クラブのため
に有意義な会となりますようやっていきたいと思
います。

◎出席免除者数 6 名
3.
〇点鐘

ガバナー補佐挨拶

大塚榮一ガバナー補佐

宇之沢文夫会長

🌸本日のお弁当🌸
「魚ぜん」

例会後、引き続きご苦労様です。八日市場クラブ
は第 8 ｸﾞﾙｰﾌﾟ最後のクラブ協議会であります。諸
岡年度から引き続き新型コロナウイルスの不安の
中、ロータリー活動が続けられております。当ク
ラブでもオンライン併用の例会が開催されており
ます。まさに通常でない中、会員同士がどう繋が
っていくかが今年の課題でもあろうかと思いま
す。11 月 17 日（火）の公式訪問の予行演習のよ
うなものでもありますので今しばらくお時間をく
ださいますようお願い申し上げます。
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【議事】進行：宇之沢文夫会長
4.

鈴木勝也ガバナー補佐幹事より

第１部 クラブ戦略計画について
宇之沢文夫会長

マイロータリーの中に戦略計画立案ガイドという
ものがあります。これを参考にしていただければ
と思います。
いままで八日市場クラブでは戦略委員会というも
のが無かったかと思います。戦略計画というもの
を聞いたのが会長エレクトセミナーでした。そこ
で八日市場クラブには中期・長期の戦略計画があ
りますか？と聞かれました。その時にロータリー
は単年度制ではないでしょうか？と尋ねました
ら、役員は単年度制ではあるが、クラブとして中
期・長期の計画は無くてはならないということを
聞いてきました。まずは委員会を作ろうというこ
とで了承されましたので、委員会の人数などパス
ト会長の意見を聞きまして起ち上げようとしてい
る段階であります。私が思うに戦略計画となりま
すと、何か目的や目標が無くては戦略計画が立て
られないと思いますので、5 年後 10 年後の目標
をまずたてなくてはならないと思います。今期決
まるかはわかりません。次年度辺りから決まって
くるのではないかと思います。

5.

第 2 部 クラブの利点・欠点
小川不二夫直前会長

欠点はほとんどないのではないのかと思います
が、公式訪問までにはきちんと発表できるように
したいと思いますので今日は簡単にお話したいと
思います。利点は会長、幹事という役職がほとん
どが入会順で回っているということが良い所だと
思います。活動計画書にもきちんと載っておりま
すが、財団、米山の寄付が毎年されているという
ことも良い所だと思います。欠点につきましては
先程も言いましたが今のところ見当たらないと思
います。

【アドバイス】 大塚榮一ガバナー補佐

【アドバイス】 大塚榮一ガバナー補佐
各クラブで長所は何か聞くと、仲間意識、クラブ
の伝統・歴史の重み、とおっしゃいます。欠点で
多いのが出席率の低さで地域柄というものもある
と思います。その欠点を良くするにはプログラム
の充実なども一つの案だと思います。少し話は変
わりますが、コーディネーターニュースに 3000
人もロータリアンが減っているそうです。ロータ
リーもコロナの影響をかなり受けていると思いま
す。クラブ内のことではなく、外部要因によって
減っているというのが現状だと思います。

山田修平 PG の頃から国際ロータリーで戦略計画
というものででてきました。我々クラブではどう
したら良いかということですが、あまり難しく考
えず、3 年後に会員数を何人まで増やすや、女性
会員をもう一人増やす、出席率の向上などの目標
を掲げるということでも良いのではないでしょう
か？
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6.

第 3 部 私のロータリーモーメント
鵜澤宜広副幹事（鈴木英人幹事代読）

【総評】 大塚榮一ガバナー補佐
23 日の旭クラブでの協議会と本日のクラブ協議
会でいただいた情報をガバナー事務所に報告をし
まして、17 日の公式訪問に合わせていきたいと
思いますので皆さん宜しくお願い致します。
8.

ロータリークラブに入会して良かった事、楽しか
った事。ロータリークラブに入会して 9 年になり
ます。入会してすぐに 50 周年行事が行われ、盛
大なパーティーと韓国姉妹クラブのロータリアン
との交流を通じて世界観を広げることが出来まし
た。ロータリークラブに入会して何よりも良かっ
たのは、たくさんの友達ができたことです。3 万
数千人の小さな町でも友達と呼べる人は少ないも
のです。ロータリークラブには親睦会があり、ク
リスマス会があり、旅行を通じて良き仲間作りと
思い出がたくさんできました。また、八日市場ク
ラブにはゴルフ会があり、皆さんと様々なゴルフ
場でプレーをしてゴルフのマナーや楽しみ方を教
えていただきました。僕にとってのロータリーは
親睦と奉仕であります。親睦でたくさんの人と出
会い、楽しむことで奉仕の精神も自然と出来るの
ではないかと思います。次に申し上げることは、
ロータリークラブの活動とは異なるかもしれませ
んが、経営や自己啓発の学びは倫理法人会などが
あります。こちらはわかりやすい勉強ができま
す。それに比べてロータリークラブの学びはわか
りにくく、先輩方もわかりやすく教えてくれる方
はいません。今ロータリーに必要なのは仲間作り
です。仲間と世界観を作りあげること。それが奉
仕の精神に繋がっていくように思います。これか
らもクラブの皆さんと楽しんで行ければと思いま
す。

謝辞 宇之沢文夫会長

ガバナー補佐という大変な立場でございます。本
日はどうもありがとうございました。
9.

閉会 鈴木英人幹事
宇之沢年度親睦ゴルフコンペ

10 月 28 日（水）宇之沢年度親睦ゴルフコンペが
オークヒルズ CC にて開催されました。
優 勝
準優勝

【アドバイス】 大塚榮一ガバナー補佐
一番最初にクラブ計画書を見て、幹事をやると 1
年間の流れがわかってくる。それでもわからなけ
れば手続要覧や「ロータリーとは」という冊子も
あります。マイロータリーを開くとあらゆる情報
を見ることができますので、ロータリーは長い道
のりですので、あまり急がず、自分の知りえる情
報を探していけば良いのではないかと思います。
7. 第 4 部 質疑応答
Q. なぜ地区大会記念ゴルフ大会は月曜日なの
か？
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鈴木英人会員
萩原幸雄会員
おめでとうございます！

