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東海広光 会長President Time

皆さん、こんにちは。今日2月29日は、先日もお話をい

たしましたように28年に1回という2月の5回目の例会で

ございます。この記念すべき例会におきまして、篠田耕伸

さんと藤田秀樹さんに新会員卓話をお願いいたしました。

大変楽しみに致しておりますので、よろしくお願いいたし

ます。さて、ロータリー創始者ポール・ハリスが今から81

年前の1935年（昭和10年）2月9日に来日いたしており

。 、 。 、ます 彼が日本へ来たのは この1回だけです 1935年

ポール・ハリス夫妻がRI会長ヒル夫妻と共に日本を訪れま

した。この時は日本にロータリークラブができて15年が経

ち、この時点で日本国内にロータリークラブが15クラブご

ざいました。東京、大阪、神戸、名古屋、京都、横浜、広

島、札幌、福岡、小樽、岡山、門司、今治、旭川、函館と

。 、 、 、いう順に結成されていました 国外には京城 大連 奉天

ハルピン、台北、高雄、新京、釜山の８クラブが結成され

ていました。2月下旬にマニラで開かれる、第5回太平洋地

域大会に参加する途中の訪問で、当初は2月6日に横浜に到

着する予定でした。１月末に、プレジデント・クーリッジ

号に乗船し、日本に向かって航海中である旨、電報による

連絡がありましたが、悪天候のため順延して、2月9日午前

5時に横浜に到着しました。横浜市長、鹿島東京RC会長他

多数の出迎えを受け、横浜のニューグランドホテルで小憩

の後、10時30分、東京駅に到着しました。到着予定が大

幅に狂ったため、当初予定されていたスピーチ等の全ての

公式行事は中止となり、二重橋、明治神宮その他の市内観

光の後、午後2時帝国ホテルに到着しました。小憩の後、

ホテル前庭に月桂樹を植樹、その後芝公園内の紅葉館で行

われた歓迎会に参加しました。歓迎会の後、三越百貨店、

御木本真珠を訪問し、夕刻、帝国ホテルに戻って衣装替え

の後午後6時から東京會舘４階で行われた、東京RC・横浜

RC主催の歓迎晩餐会に出席しました。歓迎晩餐会終了後、

東京駅発の列車に乗車し、翌朝7時50分、京都駅に到着。

京都ホテルで朝食の後、車で京阪国道を通り新大阪ホテル

へ向かい、午後１時より開会された、京阪神３RC連合の歓

。 、 、 、迎会に参加しました この晩餐会には 京阪神の他 岡山

門司、名古屋、ハルピン等のロータリアン130名参加しま

３月 ７日（第２１４４回）Today

担当 立松絹久 プログラム委員長

演題 卓話

「路上生活児童の現状とアイキャンの活動」

NPO法人アイキャン事務局長 井川定一氏

３月１４日（第２１４５回）Next Week

担当 立松絹久 プログラム委員長

演題 卓話

「 」地域で育ち地域とともに成長する生徒の育成

蟹江中学校校長 今井雅良氏



した。ロータリーソングに始まり、来賓紹介、村田ガバナ

ーの歓迎の辞、ヒルRI会長、ポール・ハリスの答辞があり

ました。席上、ヒル会長には七宝焼き香炉、ポール・ハリ

スにはブロンズの銅像が贈られました。晩、車で神戸に向

かい、プレジデント・クーリッジ号でマニラに向けて出航

しました。なおこの便には、太平洋地域大会に参加する大

勢の日本人ロータリアンが乗船しました。当時の記録によ

ると、この東京RC、横浜RC主催の歓迎会の模様を次のよ

うに紹介しています 『食堂は桜咲く隅田川の春景色にしつ。

らい、洋風の窓や戸は日本の提灯で隠し、三囲神社を模し

た建物まであり、別室では日本古流の茶室で抹茶の接待が

行われ、一行は此の接待に充分満足気であった。食事中日

本の三曲合奏および声楽家の独唱があり、一方舞台では見

事な桜踊りがあった。日本側からは東京RCの名誉会員前首

相斎藤実子爵が米国大統領の健康を祝し、その間米国国歌

が演奏された。デザートコースに入って東京RC会長鹿島精

一が、また横浜RCの副会長ソマーラがそれぞれ会を代表し

て挨拶し、ついで米山梅吉が歓迎の挨拶を述べた。これに

続いて名誉会員徳川公も感想と挨拶を述べ、次にヒル会長

の謝辞があり、最後にポール・ハリスが感激にみちた挨拶

をした 』とありました。一泊二日の非常に慌ただしい来日。

でこれほど短期間で歓迎攻めにあった賓客も珍しく日本の

ロータリークラブが全精力を結集しお迎えしたそうでござ

います。

児玉憲之 幹事Secretary Report

１ ロータリーレートが3月1日より１ドル116円（現行1

20円）に変更となります。

２ 第9回定例理事会のご案内

日時 3月7日（月）18:00

場所 ステーキハウス・スエ

新 会 員 卓 話

篠田耕伸君

私の自己紹介と題しまして、卓話をしたいと思います。

偏に自己紹介と言った時、私自身は、今の私を見てもらえ

れば良いと思いますので、私のバックグラウンド、特に両

親、身内、友達、そして、今の仕事・生き方について、私

のメンターに成って導いて頂いた方に、導いて頂いた言葉

について話をしたいと思います。

私は、1963年４月３日生まれです。父は北海道の知床

半島の付け根の斜里町の生まれ。12人兄弟の末弟で、高校

を卒業後、林間学校の先生をやりながら、隠れて法政大学

を受験して、合格して東京に出てきました。とても田舎な

ので、その頃は高校を卒業したら、すぐ働くのが田舎のル

ールの中、末弟と言う事と合格したと言う事で許して貰え

たと聞いております。父のお爺さんの代に、屯田兵で、弥

、 。富より北海道に移住したので 父の実家の苗字も篠田です

それで、親戚という事で、弥富に来た時に、母と知り合い

結婚したと聞きました。その後、父の仕事は高校の先生を

して教頭先生までに成り、定年退職をしてからは私の歯医

者の理事長になり、2004年に、69歳の若さで他界しまし

た。母は今も健在ですが、ものごころ着いた時には、小さ

いですが弥富洋裁学院と言う洋裁学校を経営しておりまし

。 、 、 、た 祖父は商売人で いけいけの性格で たくさん儲けて

たくさん損をしたと自分で言っておりました。祖母は若い

とき、産婆さんをしていたと聞きましたのと、長生きをし

て100歳まで生きて他界しました。そして私には、姉が一

人おります。

父は常日頃 「見栄を張るな 「いつも謙虚でいろ」と、、 」

言っていました 「人は桜を見て、花が綺麗と言うが、大事。



なのは、根っこの方だよ。根と幹が、素晴らしく立派な桜

ほど、満開な綺麗な花を咲かせる。人も同じで、成功した

人のフラッシュの浴びた所、綺麗な桜の花だけを見ている

と、自分を見失うよ。成功した人は、適当にしていたらと

か、何となく気がついたら成功していたと、言う人がいる

、 、 、 、けど 絶対 陰でいっぱい努力しているから そう言う所

、 、素晴らしく大きく土の中に張った根を 聞かせてもらえて

初めて認めて貰えたと思いなさい」と言っていたのを、最

。 、 、近よく思いだします この年に成って 私も見栄を張らず

いつも謙虚にいることが、良いアドバイスを貰えたり、大

事な事を聞かせて貰えると、ひしひしと感じています。母

と祖母は、いつも小さいとき 「何でもどんどんしちゃうお、

爺さんと、堅実なお父さんの良いところをとって、中間ぐ

らいに成ってね 」と言っていました。。

私には、両親が知り合いだったこともあり、保育園の時

からの友達がいます。今でも、お互い忙しい時を過ごして

いますが、年に1～2回会っています。私は高校受験を失敗

しておりますが、その時、その友達と同じ受験校をうけま

した。そして、明和高校で、発表があったのですが、彼が

合格して、私は不合格。その後、何も言わず名駅まで、い

っしょに歩いてくれたのを、今でも覚えております。その

時、私は、いっぱいいっぱいなのでお礼を言っていないの

ですが、無言の友情だったんだと思います。

私は、1988年３月愛知学院大学歯学部卒業。同年４月

に、はれて成田歯科医院に就職しました。そこで、歯科の

仕事、プロとしての心構えについて、愛情を持って鍛えら

れたと思っています。自分が開業して、初めて理解出来た

事もあります。今になって、何となく解る事もあります。

勤め始めの頃、質問されたり、話しをしたのを、今でも

思い出します。その中で、一番、心に残っていることを、

お伝えしたいです。

「君は経験から物を学ぶことを、どう思うかね？ 「中国の」

、 、 、考え方に 賢者と愚者と有るけど 経験から物を学ぶ人は

どちらだと思う？」と聞かれました。経験から物を学ぶこ

とは、小・中・高・大学と、先生・先輩より 「大事なこと、

。 」 、「 、だ 失敗を恐れるな と教えられたし 次につながるから

大切にしなさい」と、何時も言われていたので 「賢者だと、

思います」と答えました 「では、取り返しのできない経験。

をしたら、どうするのかね？」｢究極を言えば、命を落とす

事だってあるよ｣「経験から物を学ぶことは、悪いことでは

無いけど、賢者は、歴史から物を学ぶのだよ 「え？ 「先。」 」

生。歴史から物を学ぶですか？」と、聞き返したら、解説

してくれました 「歴史から物を学ぶとは、本を読んだり、。

人の意見を聞いたり、前もって勉強したりして、取り返し

のできない経験をしないことだよ。君は、三国志を、読ん

だことはあるかね？太古の時代も、戦国の世も、そこには

同じ人間が住んでいたから、とても勉強になるよ。ちなみ

、 、 、 、 、 、に 私は 今 徳川家康の本を 三回目 読んでいるけど

三回とも違った発見をするよ」と、言っておられました。

まとめると 「賢者は歴史から物を学び、愚者は経験から物、

を学ぶ」と言うことです。

一般の第一印象は、メラビアンの法則で提唱されていま

すが、初めて会った時の３～５秒で決まり、見た目と笑顔

と爽やかさとの事です。では、もう少し踏み込んだ所で、

歯科の仕事での第一印象は、どこできまるのか？その答え

は、入りたての頃、毎回注意された事があります。とにか

くその時は、言われた事をうまく行うことで、いっぱいい

っぱいでしたが、歯科なので、必ず患者様を触ることにな

。「 」「 、 」ります 優しく触りなさい 器具を 優しく置きなさい

今では、無意識の内に気をつけていますが、この最初に優

しく優しくタッチが、歯科の仕事での第一印象を良くする

ポイントなのだと、最近、理論的に理解しました。

「紹介上手は、名医の証」

「若い頃は先輩から可愛がられ、中堅は同僚から盛り立て

られ、年をとったら若い人を育てなさい」

「 、 、 」開業したら 経営者であり 医療人でなければならない

父は、義理人情の時代劇のテレビをよく見ていて、自然

にいっしょに見ていたせいか、私は情の深い方を好きに成

る傾向が有りましす。友達しかり、恋愛しかり、この世知

辛い世の中を生き抜いていく戦友しかりです。そう言う意

味では、あまロータリーの先輩の方々は、情熱と情の深い

方の集まりではと思えるくらいなので、お仲間に加えさせ

て頂いて、感謝致しております。

最後に、前回の池崎晴美先生の卓話で、幸せな言葉、前

向きな言葉、楽しい言葉を使うことで、脳から自律神経に

伝わって、楽しくて幸せで前向きな時に出るホルモンが分

泌されると言う事を教わりました。自分に、言い聞かす言

葉、このキーワードで思い出す言葉が有ります。ちょっと

忘れかけていましたが、前回の卓話の時、私は言葉に助け



られたのを思い出しました。

人生の坂には、三つ有ると言われています。小泉元総理

も言っておられましたが、上り坂、下り坂、まさかです。

5～6年前、私にもそのまさかが有りました。理由は、まさ

かなので言えないのですが、その時、この言葉を三回唱え

て乗り切りました。その時の言葉を、皆様にお伝え申し上

げて、私の卓話を終わります。

死ぬこと以外は、かすり傷。

死ぬこと以外は、かすり傷。

死ぬこと以外は、かすり傷。

と、唱えました。まさかの時の参考になれば、幸いです。

藤田秀樹君

日本生命の藤田秀樹です。簡単に自己紹介をさせて頂き

ます。私は昭和36年生まれの現在54才です。大阪府出身

で、昭和60年に大阪大学経済学部を卒業しました。卒業と

同時に日本生命に入社して、その後、転勤族の鑑の様に、

2～3年毎に転勤してまいりました。名古屋支社で13回目

になります。単身赴任歴も15年になりました。13ヵ所そ

れぞれにお話ししたい事はあるのですが、時間の関係で2

～3ヵ所にしぼってお話しします。

1つ目は今から15～16年前（2001年～2002年）に

オックスフォード大学に留学をしていました。39才の時で

す。FSP（Foreign Service Program）というコースで

20数ヶ国の外交官の卵が国際政治などを学んでいました。

そのクラスには、アメリカをはじめ、今大変なことになっ

ているシリアや、人類最古の人骨が発見されたアフリカの

チャドなどからの外交官がいましたが、そのクラスメート

の中に、ブータンの今の国王がいました。彼は当時20才で

皇太子でした。幸せな国ブータン、GNH（国民総幸福量）

で有名なブータンの皇太子だけあって、私の様に英語がで

きなくて困っている人をみると、放っておけなくて、むこ

うから 「ヒデキ、今日の授業わかったか」と聞いてくれて、

「わからない」と答えると、わざわざ、私のマンションま

できて、授業のポイント・レポートの書き方などを教えて

くれたのですが、私の英語力が低い為にその時の彼の英語

の方がもっとわかりませんでした。でも、その後、何度も

２人で飲みに行ったり、クラスでの旅行の時は同じ部屋に

いつも一緒に泊まったりして、むちゃくちゃ仲良くなりま

した。

最近、ブータン国王に長男が生まれたというニュースを

見て、嬉しく思っているのですが、５年前に彼が新婚旅行

（ ）、を兼ねて日本にやって来た際 国賓でやってきたのですが

事前打ち合わせで、日本の外務省がブータンに行った時に

国王は 「せっかく日本に行くのなら、10年前オックスフ、

ォードで仲の良かったヒデキに会いたい」と言ってくれた

のです。外務省は大いにあわてて急遽「ヒデキを探せプロ

ジェクト」を立ち上げ私を探してくれました。彼が来日し

た初日の夜に迎賓館で会いました。その時に、初めて20才

、 、 、のペマ王女と会い あいさつとして ハグをしたのですが

後から、外務省に「藤田さん、抱きついてましたよ。やり

」 。（ 、 。すぎです とかなり怒られました なにせ 国賓ですから

彼に関する話題はつきないので、また時間がある時に話せ

ればと思います）今年、再来日するという話もありますの

で、日本に来るなら、ぜひ「あまロータリーの卓話」で話

してもらう様にお願いしておきたいと思います。

オックスフォードでの逆に嫌な思い出は、スピード違反

でオービスに写真を撮られたことです。市街地で制限速度

30キロの道を40キロで走行してアウト。罰金を払うだけ

かと思いきや、裁判所への出頭命令がきました。日本でも

裁判所のお世話になったことはありません。裁判所に行く

と法廷の被告人席に立たされ、正面には高いところに髪型

。がバッハやモーツァルトの様な人が5人も座っていました

起訴状を読上げられ、裁判官に「Are you guilty,or not

guilty?」と聞かれ 「I'm guilty」と答えた時は、何か殺人、

でも犯した気分になりました。

オックスフォードの後、2003年から2年間、中国上海

に勤務しました。合弁会社を立ち上げに行ったのですが、

行った時はサーズが大流行で、マンションと会社以外、一

切外出禁止令が会社から出ました。食事も毎食、会社から



支給される弁当で、発泡スチロールでつくられた弁当箱の

上に「消毒済」と書かれたものを毎日食べていました。何

が消毒されているのか？弁当の味がどうしても消毒された

味なのです。弁当箱が消毒されていたのか、弁当の中身が

消毒されていたのか、未だに謎ですが、その弁当を食べて

いかないと飢え死にしてしまうので、毎日噛まずに飲み込

んでいました。そのような環境の中で、まず最初に雇った

中国人は証明書鑑定士です。当時は偽物が多く卒業証書な

ども偽物が結構あって、まず最初に雇いましたが、これは

イタチゴッコで、その鑑定士が見ぬけないものが時間が経

つにつれて増えてきました。中国政府に代理人申請をする

時に一件書類を送るのですが、我々が見抜けなかった偽物

をさすが政府は見抜いてくれたりもしました。また、私は

、 。中国2年間で3回食中毒になり 3回交通事故に遭いました

食中毒で最もきつかったのは卵です。24時間七転八倒しま

した。10分おきにトイレに行く辛さ、ウォシュレットなん

てなかったので、拭き過ぎてお尻がまっ赤に腫れ上がった

のを覚えています。交通事故は全てタクシーに乗っていた

時に起こりました。1回はタクシーが左折する時に直進の

バイクとぶつかり、私の座っていた後部座席の窓に目がけ

て顔を突っ込んできました。残り2回はタクシーが人をひ

きました。横断歩道を歩いていた人をです。運転手が車か

ら降りて、てっきり助けるのだと思っていたのですが、倒

れて動かない人に対し文句だけ言って立ち去る姿を見て、

あまりの衝撃で体が動きませんでした。その後、倒れてい

、 。た人がどうなったのか すみませんが知る由もありません

中国の合弁会社は今もありますが、正直苦戦中です。中国

で事業を成功させ、軌道にのせるのは難しいなとつくづく

思います。

中国から戻って、支社長をやっていますが、名古屋支社

で４ヵ所目になります 『明石支社（3年） → 日本橋支。

社（2年） → 埼玉東支社（3年） → 名古屋支社』

２年前、埼玉東支社では社長表彰で107支社中1位になり

ました （1位になっても別に副賞でハワイ旅行がもらえる。

わけではない。５段階の賞与査定で１をもらえるだけ）1

年前は３位です。昨年の4月から名古屋支社を担当してい

ますが、１月が終わった段階で表彰30支社中31番目にい

ます。次点です。この2月・3月頑張って名古屋支社をなん

とか表彰支社にしたいと思っています。頑張っていきます

のでみなさん応援よろしくお願いします。

マイナス金利で一時払終身保険は４月で売り止め方向で

す。最後に、一時払終身保険のポイントをお配りしたビラ

を使って説明して終わりに致します。

親睦活動委員会

３月の誕生日のみなさん

会 員 誕生日 夫 人 誕生日

後藤 袈裟美 S. 5.3.22 大竹 芳子 S.2.3.11

黒野 晃太郎 S.17.3.29 （和美）

渡辺 均 S.23.3.30 神戸 一子 S.12.3.9

S 20323鈴村與左衛門 S.26.3. 6 酒井 信子 . . .

（ ）福嶋 敏雄 S.26.3.22 和雄

中西 巧 S.32.3.18 鈴木 陽子 S.22.3.2

（ ）和彦

神田 輝美 S.30.3.20

敬称略

祝えや いざ 君のバースデー

いついつまでも 健やかなれ

ゴ ル フ 部 会 宮 崎 遠 征

2 0 1 6 年 ２ 月 ２ ４ 日

Rank N A M E OUT IN GROS H'C NET

優勝 板津和博 46 44 90 16.8 73.2

２位 東海広光 48 45 93 19.2 73.8

３位 西川広樹 46 48 94 20.4 73.6

４位 高山　敏 47 53 100 27.6 72.4

５位 栗木和夫 51 50 101 30.0 71.0

６位 北野庸夫 51 51 102 25.2 76.8

７位 渡辺　均 49 63 112 36.0 76.0



平成28年度麻雀大会

第1回戦

日時：1月9日（土） 場所：1988

＜例会予定日＞

3月19日（土 、6月18日（土 、9月17日（土 、） ） ）

11月19日（土）いずれも18:00より。

※麻雀会は会員の親睦会ですので、皆さんのご参加をお待

ちしています。

わ が 街 あ ま 地 区 文 化 財 17

「八王子社 －大治町北間島－」

北間島は、東西に広がる地区で、町内でも標高がやや高

い場所にある。蔬菜（そさい）の生産に適した土壌の質で

あったといわれ、大正から昭和には、早生方領大根の産地

として知られていた。八王子社はこの地区の氏神で、周辺

にあった神明社・秋葉社を合祀している。境内には、明治

「 」 。33年に 獅子連中 から寄付された大灯籠が残されている

毎年10月の秋祭りでは、神楽が引きまわされるほか神楽太

鼓や笛の演奏がある。

順位 氏  名 第１回 第２回 第３回 第４回 合 計

優勝 前田重廣 49 -7 24 0 66

２位 浅野多喜男 31 -15 -2 30 44

３位 後藤雅光 5 37 -6 -16 20

４位 武藤正俊 -34 40 -16 27 17

５位 古川　宏 0 -6 6 -14 -14 

６位 中村普一 -24 -33 30 0 -27 

７位 服部忠民 -15 8 -17 -10 -34 

８位 応援者 0

「八穂地蔵 －弥富市鍋田－」

現在の鍋田干拓の一部に当たる八穂新田は、江戸時代末

に開発されたが、度重なる水害や安政元年（1854年）の

大地震により、ついに海に沈んだまま放置されることとな

った。それから約20年後の明治８年、富島の漁師が地蔵を

引き上げ、八穂新田の地蔵として約90年間富島に安置して

いたが、伊勢湾台風後の復旧工事完了も近い昭和38年、鍋

田干拓の現在の場所に安置された。

石田智彦会員会社住所

変更のお知らせ

新住所

〒490-1141 海部郡大治町馬島山西49

※電話・FAX番号の変更はありません。

訂 正

先週のウイークリーで例会の回数に間違いがありました。

下記の通り訂正いたします。

誤 第2125回

正 第2142回



ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

東海広光 会長

・田中正博君、藍綬褒章受章おめでとうございます。あまRCの誇りです。

・篠田耕伸君、藤田秀樹君、本日の新会員卓話をよろしくお願いいたします。楽しみにしています。

・ゴルフ部宮崎遠征参加の皆様、お疲れ様でした。ゴルフ場は良かったし、料理も最高に美味しかったです。また来年もゴ

ルフ部で行きましょう。

・会場委員会IDMに参加の皆さん、お疲れ様でした。ニコボックス委員会の皆様にもご参加いただき、有り難うございまし

た。あと4ヶ月、ご協力をよろしくお願いいたします。

西川広樹 副会長

・ゴルフ部会の宮崎遠征参加の皆さん、有り難うございました。

児玉憲之 幹事

・会場委員会IDMに参加の皆様、お疲れ様でした。

・篠田耕伸君、藤田秀樹君、新会員卓話を楽しみにしております。

田中正博君

・先日の藍綬褒章受章式典と祝賀会に際しまして、神戸パストガバナー、大竹和美初代会長をはじめ、多数の方々のご臨席

をいただき、誠に有り難うございました。ロータリーの友情で、祝賀会を盛り上げていただき、改めて御礼を申し上げま

す。

板津和博君

・伊藤正征君、宮崎遠征ゴルフの段取り、有り難うございました。一緒に行けなくて残念でした。初の遠征ゴルフ参加、高

額賞金GETもあり、すごく楽しかったです。ご参加の皆様、有り難うございました。

神戸政治君

・田中正博君、受章おめでとうございました。

北島奈穂子君

・会場委員会IDMにご出席の皆様、お疲れ様でした。有り難うございました。

山田幸治君

・花粉症になり、こうのう内科にかかってます。薬が良くききます。

北野庸夫君

・田中正博君、受章おめでとうございます。

・ゴルフ部会、宮崎より無事帰還しました。皆様、お世話になりました。

光岡 朗君

・田中正博君の祝賀会、盛大でおめでとうございます。

山田尊久君

、 、 。 。・田中正博君 祝賀会にて 仕事に向き合ってこられた姿に感動 例会では見られない生き方に接して反省させられました

・藤田秀樹君、今日の新会員卓話、楽しみにしています。ぜひ大学時代の経験を生かして、コーラス部へ入ってください。

後藤袈裟美君

・後藤雅光君、写真有り難う。ここ暫くの間、お詣り出来ないので申し訳なく思います。

後藤雅光君

・田中正博君、2月27日は大変有り難う。

家田安啓君

・娘が社会人になります。ほっと一息です。

稲垣秀樹君

・先日、35年ぶりにあった大学の友人が、我が家を探し当て、35年前に貸した本を返しに来ました。ビックリポンの出来

事です。物の大切さを改めて感じさせられた1日を過ごしました。

黒川元則君

・改めてスポンサーの大変さ、素晴らしさを感じました。感謝！

宮下忠克君

・先週以来、段ボール屋さんの知り合いが増えました。田中正博君、有り難う。



水野 眞君

・2月29日、人生1日余分にいただいた嬉しい日です。良いこともありました。

水谷安紀君

・田中正博君、おめでとうございました。

酒井和雄君

・田中正博君、パーティー欠席ごめんね！

篠田耕伸君

・今日、卓話の篠田です。よろしくお願いいたします。

立松絹久君

・田中正博君、おめでとうございました。あまRCにとっても良い日になりました。

山田幹夫君

・田中正博君、受章祝賀会、盛大に開催され、おめでとうございました。

投函件数23件 合 計 ９４，０００円


