
国家斉唱「君が代」
ロータリーソング「奉仕の理想」

我孫子ＲＣ	４５周年記念式典（２１７６回例会）
日時　２２年１１月３０日（火曜日）
場所　三井ガーデンホテル柏
時間　１７：１９点鐘

来　賓	 名誉会員　我孫子市長	 星野順一郎様　令夫人
	 ＲＩ第２７９０地区
	 　ガバナー補佐	 飯合幸夫様
	 　ガバナー補佐幹事	 杉山　智様
	 柏ロータリークラブ	 会長	溜川良次様、幹事	稲垣典子様
	 	 	 	 	 	 はじめ会員の皆様
	 柏西ロータリークラブ	 会長	中村佳弘様、幹事	森市直樹様
	 沼南ロータリークラブ	 会長	冨澤茂樹様、幹事	吉場幹雄様
	 	 	 	 	 	 はじめ会員の皆様
	 柏南ロータリークラブ	 会長	關口和行様、幹事	髙松健太郎様

ゲスト	 米山奨学生	 禹海蓮さん

塩毛会長会長挨拶
　本日は我孫子ロータリークラブ創立４５周年記念式典を開催するに際しまし
て、公私ともにお忙しい中、星野順一郎我孫子市長、第２７９０地区第１０分
区ガバナー補佐の飯合幸夫様をはじめ、数多くのロータリアンの方、関係の
皆様にお集まりいただきまして、盛大に式が開催される事を誠に光栄に存じ、
会員一同厚く心より御礼申し上げます。
　我クラブは、柏ロータリークラブをスポンサークラブとして、昭和４０年１２
月１２日に創立されました。我孫子ロータリークラブが誕生した昭和４０年は、

東京オリンピックが開催された翌年で、戦後２０年等の節目の年でした。いざなぎ景気が始まっ
た年でもあります。
　我孫子市がまだ我孫子町と言われていた昔は、歌で言うならば、美空ひばりさんの「柔」が
レコード大賞を受賞しています。アニメで言いましたら、水木しげるさんの「ゲゲゲの鬼太郎」
とか、朝日新聞に連載された「フジ三太郎」や、藤子不二雄さんの「怪物くん」などが流行った
時代です。スポーツですと、競馬ではシンザンが五冠を達成したり、ジャイアンツのＶ９の最初
の年にあたります。映画では、三船敏郎さん主演の「赤ひげ」，高倉健さん主演の「網走番外地」
等が流行った時代です。
　その時代に２４名のチャーターメンバーと初代小熊会長の元で創立された我クラブは４５年間、
多くの先輩各位のご指導と地域社会の皆様のご理解、内外のロータリアンの暖かい友情に支え
られ、今日まで歩んでくる事ができました。
　後に台湾の豊原ＲＣと、ハワイのアラモワナＲＣと姉妹クラブとなり、互いの交流を通じて友情
を築き、楽しめた事は貴重な素晴らしい事であると感じております。両クラブからの祝辞はプロ
グラムに添えてありますのでご覧頂ければと思います。英文和訳は鈴木会員のお嬢様の理恵様、
台湾語の和訳は米山奨学生の禹海蓮さんにお願いしました。
　多くの先輩に感謝する事はもちろんのこと、先輩諸氏が目指したロータリーのあり方に想いを
馳せ、４５年の時が過ぎた現在、ロータリーがその想いに添っているかを検証しつつ新しい時
代の要請に応えられるロータリーを築く事が私共に課せられた責務であると考え、地域に根ざし、
明確な役割と責任を持ち、後に迎える５０年の節目に向け、明るい未来が築けるように努力して
参りたいと思います。
　今後とも皆様におかれましては、我孫子ロータリークラブへ更なるご指導ご鞭撻を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。
　本日はこのような大勢の方々にご臨席いただいて記念式典が盛大に開催できましたことを心よ
り深く感謝申し上げます。
　結びに皆様の益々のご発展とご健勝とご活躍を祈念申し上げて、感謝を込めて会長挨拶とさ
せていただきます。今日はどうもありがとうございました。

創立４５周年記念例会　第二部

記念コンサート　葵ひろ子さん

野田実行委員長令夫人　小池夫人

司会　小池会員

沼南 RCの皆様
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宮本会員　松本会員 村越会員　令夫人 尾上会員　令夫人

小野会員　令夫人 沼南ＲＣの皆様 瀧日会員

沼南RCの皆様 沼南RCの皆様

葵ひろ子さん　塩毛会長



４５周年記念式典実行委員長　野田会員歓迎の言葉
　本日はご出席いただきまして本当にありがとうございます。心よりお礼申し
上げます。
先ほど会長の方からもお話がございましたが、柏クラブをスポンサーとして、
確か柏クラブの５周年事業として我がクラブが誕生したと聞いております。現
在我クラブは２７名。最大は６０名弱の会員がいたのですが、今は約半分。
これはこのご時世、各クラブもそうなのかなと思います。
　４５周年にあたり、実行委員長を仰せつかり、丸田副実行委員長をはじめ、

会員の皆様と色々協議した所、４０年以上長きに渡りロータリークラブに在籍されている先輩方
４名の思い出話をメインにしようということになりました。
　ロータリーの百周年に手賀沼にメタセコイヤを植栽しましたが、その場所に４５周年記念事業と
して語らいベンチを市の方に寄贈させていただく事になりました。
　第２部では葵ひろ子さんの歌で、ひとときの安らぎの時間を過ごしていただきたいと思っており
ます。　
　本日ご来席の皆様に益々のご発展ご健勝をご祈念申し上げ、一言歓迎の挨拶とさせていただ
きたいと思います。ありがとうございます。

我孫子市長　星野順一郎様来賓祝辞
　本日は我孫子ロータリークラブ創立４５周年ということで誠におめでとうご
ざいます。
この４５周年の節目が、ちょうど我孫子市としても市政４０周年の節目に重な
ったという事は感慨深いものがございます。
　我孫子市も４０年の歴史を重ね、我孫子ロータリークラブはその前の我孫
子の町の時代から、様 な々企業の方々が地域貢献という形でご協力いただき、
今の我孫子市が出来てきたのだと思います。ロータリーが立ち上がった頃は、

まだまだ経済も右肩上がりで、非常に期待の大きかった我孫子の町だったと思います。少子高
齢化が進む我孫子市であります。我孫子だけに限りませんが、どこの市町村でも財政が厳しい
中で、経済的に厳しい若い世代、町としても高齢化の進む、元気が足りなくなってくるような時
代の中で、ロータリークラブの皆様方が我孫子の元気の源になり、若い人達へ活力、期待、希
望を与えてくださっている事が私としても非常に心強い限りです。
　これから我孫子ロータリークラブのますますの発展と、会員の皆様のご活躍、近隣の各ロータ
リアンの皆様のご繁栄を心からご祈念申し上げまして、私からの挨拶とさせていただきます。

第２７９０地区ガバナー補佐　飯合幸夫様来賓祝辞
　我孫子ロータリークラブの皆様、創立４５周年、本当におめでとうございます。
　私も我孫子に生まれ、我孫子で育ち、成人するまで我孫子でした。現在も
母や妹達が住まわせてもらっています。小学校は我孫子第二小学校で、青木
功選手の一つ下でございます。
　私が所属しております柏西クラブも柏クラブをスポンサーとして３６年前に作
らせていただいたということで、我孫子さんとは兄弟の仲ではないかと思いま
す。

　３０数年前の思い出をご紹介させていただきます。
豊原の祝辞がありますが、私ども柏西クラブも台湾の台中港東南というロータリークラブと姉妹提
携をしております。その仲立ちをしてくださったのが、我孫子クラブと豊原クラブでした。
　もう一つは、３０数年前に野球を通じて我孫子クラブと何回か楽しく過ごした記憶です。我孫子
高校のグラウンドで野球をしました。両チームとも若かったです。いつか雨が降って野球ができな
かった時は、料理屋さんのテーブルの前で確かジャンケンをして勝負を決めたような思い出もござ
います。とても楽しいひと時でした。
　ロータリークラブは一生、社会奉仕の勉強ということでございますが、今日の４５周年を契機に
して、この後５０年、１００年とお互いにがんばって続けて行けたら良いなと思います。
　地域を一生懸命がんばって盛り上げて行けたらいいと思います。言葉が整いませんが、お祝い
の言葉に代えたいと思います。ありがとうございました。

創立４５周年記念例会　第一部

記念例会風景 野田実行委員長　塩毛会長　飯合ガバナー補佐　星野我孫子市長

飯合ガバナー補佐　星野我孫子市長 塩毛会長

記念例会風景 記念例会風景

記念例会風景 記念例会風景

記念例会風景 記念例会風景



　先ほど野田実行委員長からございました通り、語らいベ
ンチを寄贈させていただきます。手賀沼公園に置かせてい
ただくベンチにはメッセージとして「明日を、未来を、共に
語ろう」と記させていただいております。皆さん、手賀沼公
園に行かれた時には、少しベンチに腰掛けていただいて、
このような形で未来を語っていただければと思います。

塩毛会長創立４５周年記念事業報告ならびに目録贈呈

星野我孫子市長へ目録を贈呈

村越会員永年功労会員表彰挨拶
昭和４１年１０月１日入会　在籍４４年
　話の上手な先生の後に話すのはやりにくいのですが、「ロータリーは指名さ
れたらやれ」というのが最初に言われた事なので、指名されたので下手でも
やります。
　今日テレビを見ていたら、今日は秋篠宮様の誕生日だそうで、我孫子のロ
ータリークラブとちょうど同い年だという事です。今日の会が誕生日とぴった
り合ったのも何かの縁だなと思います。

　私が入った頃は千葉銀行の会議室が会場でした。千葉銀さん
が改造するということで、例会場が市民会館に移った事がありま
した。私が入って１年にならない頃で、ロータリーが何かもさっ
ぱりわからない頃でした。
　その頃はクラブ数が少なかったので、千葉県は東京と一緒で
した。３５７地区でした。松方コレクションで有名な松方さんの
３番目の方がガバナーが我孫子の公民館にいらした時、「これは
素晴らしい。こんな良い例会場はない。この自然は守らなきゃ
いけないよ」と手賀沼の良さを褒められた事を覚えています。

村越会員へ表彰記念品の贈呈

井上会員永年功労会員表彰挨拶
昭和４０年１２月１２日入会　在籍４５年　チャーターメンバー
　ありがとうございました。
　４５年前、柏クラブの、今は亡くなった岡野ガバナー、榎本先生方が何度
も我孫子にいらっしゃって、説明会が行われました。耳が痛くなるほど聞かさ
れたのは「ロータリーは出席だ」でした。寺島財団の寺島先生が「幼稚園な
んかやってると井の中の蛙だから、ロータリーに入って、もっと広い社会を勉
強しろ」と言われ、素直に入りました。

　ロータリーが出来て３年目くらいに、３週間ほどヨーロッパ旅行
をした時に、メーキャップをしました。ドイツのニュールンベルグと
いう町と、イタリアのローマでメーキャップしました。
　ローマクラブは８時から始まるということで、少し早めに行った
ら誰もおらず、８時１０分過ぎくらいに幹事が来て、８時半すぎに
パラパラ来て９時頃から始まりました。アメリカ人が２人、日本人が
２人いて、イタリアのロータリアンが３人位いて、丸テーブルで食事
が始まりました。ローマクラブの会員が「ワインを１本おごる」と始
まって、アメリカ人も私も１本と、みんなが１本ずつおごることにな
り、１１時になっても終わらず、これ以上いたら潰されちゃうと思い、
早めに逃げてきました。
　本当にいろんな思い出を４５年の間にさせていただきました。ロ
ータリーのおかげで元気をもらい、やってこられたような気がしま
す。本当にロータリーはありがたいものだと思っております。これ
からも、あと何年もないでしょうが（笑）、できれば５０周年まで生
きていられればなんて思っておりますが、よろしくお願い致します。
ありがとうございました。

井上会員へ表彰記念品の贈呈

井上会員へ花束の贈呈

　スムーズに進行しました事を感謝しまして、点鐘とします。
塩毛会長閉会の点鐘

尾上会員永年功労会員表彰挨拶
昭和４５年６月２日入会　在籍４０年
　記念品をいただきまして、ありがとうございました。だいぶ重たかったです。
父親がライオンズをやっていたので、私は入会する前にロータリーとライオン
ズの違いをいろいろ考えました。ロータリ−は、各業種一人で、男性で、自
分の職業を生かして会合を開くという事だったので、自分が業種の一人にな
れるのだろうかと心配したのですが、たまたま歯科医に空きがあり、隣の病
院の委員長の紹介でロータリーに入る事ができました。許可になって、会場

のドアを開けた所、さすがに各業種の代表者がいらして、ちょっ
と驚きました。バッチをいただき、４つのテストもいただき、バッ
チを胸につけてもらいました。本当に重たかったです。表に出た
ときは、胸を張って歩けました。自分は職業の代表である、ロー
タリアンの一人であるという誇りを感じ嬉しかったです。
　あれから４０年、ロータリーも色々事情があるでしょうが、会費
を集めたいということで、男だけでなく男女、各業種一人だった
のが５人まではいいということになり、去年は職業奉仕に関係な
く社会奉仕できる人は誰でも会員にして良いということになりまし

た。ロータリーのバッチも軽くなったと思いました。色々
な事業をやるのもいいのですが、ロータリーバッチが軽
くならないように願っている次第であります。

尾上会員へ表彰記念品の贈呈

尾上会員夫人へ花束の贈呈

　１０年経ち、何か事業をということで、我孫子は文化の町であり、
白樺派の文人たちが住んでいた町なので、この人達の碑を建てよ
うということで、今のアビスタの隣にバーナード・リーチの碑を建
てることになりました。たまたまその時バーナード・リーチ氏が日本
に来ていて、リーチ氏の展覧会が開催されていた三越で初代会長
の小熊さんと畠山さんが直接リーチ氏にお会いして、どんな碑を建
てたらよいか話されたそうです。当時は草むらに碑がぽつんと建っ
ていましたが、２５周年の時にきれいになりました。
　私の一番の記憶は、手賀沼の自然の素晴らしさと、バーナード・
リーチの碑です。ありがとうございました。」

村越会員夫人へ花束の贈呈

酒井会員　昭和４０年１２月１２日入会　在籍４５年　チャーターメンバー
　　　　　体調不良により欠席。
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からも、あと何年もないでしょうが（笑）、できれば５０周年まで生
きていられればなんて思っておりますが、よろしくお願い致します。
ありがとうございました。

井上会員へ表彰記念品の贈呈

井上会員へ花束の贈呈

　スムーズに進行しました事を感謝しまして、点鐘とします。
塩毛会長閉会の点鐘

尾上会員永年功労会員表彰挨拶
昭和４５年６月２日入会　在籍４０年
　記念品をいただきまして、ありがとうございました。だいぶ重たかったです。
父親がライオンズをやっていたので、私は入会する前にロータリーとライオン
ズの違いをいろいろ考えました。ロータリ−は、各業種一人で、男性で、自
分の職業を生かして会合を開くという事だったので、自分が業種の一人にな
れるのだろうかと心配したのですが、たまたま歯科医に空きがあり、隣の病
院の委員長の紹介でロータリーに入る事ができました。許可になって、会場

のドアを開けた所、さすがに各業種の代表者がいらして、ちょっ
と驚きました。バッチをいただき、４つのテストもいただき、バッ
チを胸につけてもらいました。本当に重たかったです。表に出た
ときは、胸を張って歩けました。自分は職業の代表である、ロー
タリアンの一人であるという誇りを感じ嬉しかったです。
　あれから４０年、ロータリーも色々事情があるでしょうが、会費
を集めたいということで、男だけでなく男女、各業種一人だった
のが５人まではいいということになり、去年は職業奉仕に関係な
く社会奉仕できる人は誰でも会員にして良いということになりまし

た。ロータリーのバッチも軽くなったと思いました。色々
な事業をやるのもいいのですが、ロータリーバッチが軽
くならないように願っている次第であります。

尾上会員へ表彰記念品の贈呈

尾上会員夫人へ花束の贈呈

　１０年経ち、何か事業をということで、我孫子は文化の町であり、
白樺派の文人たちが住んでいた町なので、この人達の碑を建てよ
うということで、今のアビスタの隣にバーナード・リーチの碑を建
てることになりました。たまたまその時バーナード・リーチ氏が日本
に来ていて、リーチ氏の展覧会が開催されていた三越で初代会長
の小熊さんと畠山さんが直接リーチ氏にお会いして、どんな碑を建
てたらよいか話されたそうです。当時は草むらに碑がぽつんと建っ
ていましたが、２５周年の時にきれいになりました。
　私の一番の記憶は、手賀沼の自然の素晴らしさと、バーナード・
リーチの碑です。ありがとうございました。」

村越会員夫人へ花束の贈呈

酒井会員　昭和４０年１２月１２日入会　在籍４５年　チャーターメンバー
　　　　　体調不良により欠席。



４５周年記念式典実行委員長　野田会員歓迎の言葉
　本日はご出席いただきまして本当にありがとうございます。心よりお礼申し
上げます。
先ほど会長の方からもお話がございましたが、柏クラブをスポンサーとして、
確か柏クラブの５周年事業として我がクラブが誕生したと聞いております。現
在我クラブは２７名。最大は６０名弱の会員がいたのですが、今は約半分。
これはこのご時世、各クラブもそうなのかなと思います。
　４５周年にあたり、実行委員長を仰せつかり、丸田副実行委員長をはじめ、

会員の皆様と色々協議した所、４０年以上長きに渡りロータリークラブに在籍されている先輩方
４名の思い出話をメインにしようということになりました。
　ロータリーの百周年に手賀沼にメタセコイヤを植栽しましたが、その場所に４５周年記念事業と
して語らいベンチを市の方に寄贈させていただく事になりました。
　第２部では葵ひろ子さんの歌で、ひとときの安らぎの時間を過ごしていただきたいと思っており
ます。　
　本日ご来席の皆様に益々のご発展ご健勝をご祈念申し上げ、一言歓迎の挨拶とさせていただ
きたいと思います。ありがとうございます。

我孫子市長　星野順一郎様来賓祝辞
　本日は我孫子ロータリークラブ創立４５周年ということで誠におめでとうご
ざいます。
この４５周年の節目が、ちょうど我孫子市としても市政４０周年の節目に重な
ったという事は感慨深いものがございます。
　我孫子市も４０年の歴史を重ね、我孫子ロータリークラブはその前の我孫
子の町の時代から、様 な々企業の方々が地域貢献という形でご協力いただき、
今の我孫子市が出来てきたのだと思います。ロータリーが立ち上がった頃は、

まだまだ経済も右肩上がりで、非常に期待の大きかった我孫子の町だったと思います。少子高
齢化が進む我孫子市であります。我孫子だけに限りませんが、どこの市町村でも財政が厳しい
中で、経済的に厳しい若い世代、町としても高齢化の進む、元気が足りなくなってくるような時
代の中で、ロータリークラブの皆様方が我孫子の元気の源になり、若い人達へ活力、期待、希
望を与えてくださっている事が私としても非常に心強い限りです。
　これから我孫子ロータリークラブのますますの発展と、会員の皆様のご活躍、近隣の各ロータ
リアンの皆様のご繁栄を心からご祈念申し上げまして、私からの挨拶とさせていただきます。

第２７９０地区ガバナー補佐　飯合幸夫様来賓祝辞
　我孫子ロータリークラブの皆様、創立４５周年、本当におめでとうございます。
　私も我孫子に生まれ、我孫子で育ち、成人するまで我孫子でした。現在も
母や妹達が住まわせてもらっています。小学校は我孫子第二小学校で、青木
功選手の一つ下でございます。
　私が所属しております柏西クラブも柏クラブをスポンサーとして３６年前に作
らせていただいたということで、我孫子さんとは兄弟の仲ではないかと思いま
す。

　３０数年前の思い出をご紹介させていただきます。
豊原の祝辞がありますが、私ども柏西クラブも台湾の台中港東南というロータリークラブと姉妹提
携をしております。その仲立ちをしてくださったのが、我孫子クラブと豊原クラブでした。
　もう一つは、３０数年前に野球を通じて我孫子クラブと何回か楽しく過ごした記憶です。我孫子
高校のグラウンドで野球をしました。両チームとも若かったです。いつか雨が降って野球ができな
かった時は、料理屋さんのテーブルの前で確かジャンケンをして勝負を決めたような思い出もござ
います。とても楽しいひと時でした。
　ロータリークラブは一生、社会奉仕の勉強ということでございますが、今日の４５周年を契機に
して、この後５０年、１００年とお互いにがんばって続けて行けたら良いなと思います。
　地域を一生懸命がんばって盛り上げて行けたらいいと思います。言葉が整いませんが、お祝い
の言葉に代えたいと思います。ありがとうございました。

創立４５周年記念例会　第一部

記念例会風景 野田実行委員長　塩毛会長　飯合ガバナー補佐　星野我孫子市長

飯合ガバナー補佐　星野我孫子市長 塩毛会長

記念例会風景 記念例会風景

記念例会風景 記念例会風景

記念例会風景 記念例会風景



国家斉唱「君が代」
ロータリーソング「奉仕の理想」

我孫子ＲＣ	４５周年記念式典（２１７６回例会）
日時　２２年１１月３０日（火曜日）
場所　三井ガーデンホテル柏
時間　１７：１９点鐘

来　賓	 名誉会員　我孫子市長	 星野順一郎様　令夫人
	 ＲＩ第２７９０地区
	 　ガバナー補佐	 飯合幸夫様
	 　ガバナー補佐幹事	 杉山　智様
	 柏ロータリークラブ	 会長	溜川良次様、幹事	稲垣典子様
	 	 	 	 	 	 はじめ会員の皆様
	 柏西ロータリークラブ	 会長	中村佳弘様、幹事	森市直樹様
	 沼南ロータリークラブ	 会長	冨澤茂樹様、幹事	吉場幹雄様
	 	 	 	 	 	 はじめ会員の皆様
	 柏南ロータリークラブ	 会長	關口和行様、幹事	髙松健太郎様

ゲスト	 米山奨学生	 禹海蓮さん

塩毛会長会長挨拶
　本日は我孫子ロータリークラブ創立４５周年記念式典を開催するに際しまし
て、公私ともにお忙しい中、星野順一郎我孫子市長、第２７９０地区第１０分
区ガバナー補佐の飯合幸夫様をはじめ、数多くのロータリアンの方、関係の
皆様にお集まりいただきまして、盛大に式が開催される事を誠に光栄に存じ、
会員一同厚く心より御礼申し上げます。
　我クラブは、柏ロータリークラブをスポンサークラブとして、昭和４０年１２
月１２日に創立されました。我孫子ロータリークラブが誕生した昭和４０年は、

東京オリンピックが開催された翌年で、戦後２０年等の節目の年でした。いざなぎ景気が始まっ
た年でもあります。
　我孫子市がまだ我孫子町と言われていた昔は、歌で言うならば、美空ひばりさんの「柔」が
レコード大賞を受賞しています。アニメで言いましたら、水木しげるさんの「ゲゲゲの鬼太郎」
とか、朝日新聞に連載された「フジ三太郎」や、藤子不二雄さんの「怪物くん」などが流行った
時代です。スポーツですと、競馬ではシンザンが五冠を達成したり、ジャイアンツのＶ９の最初
の年にあたります。映画では、三船敏郎さん主演の「赤ひげ」，高倉健さん主演の「網走番外地」
等が流行った時代です。
　その時代に２４名のチャーターメンバーと初代小熊会長の元で創立された我クラブは４５年間、
多くの先輩各位のご指導と地域社会の皆様のご理解、内外のロータリアンの暖かい友情に支え
られ、今日まで歩んでくる事ができました。
　後に台湾の豊原ＲＣと、ハワイのアラモワナＲＣと姉妹クラブとなり、互いの交流を通じて友情
を築き、楽しめた事は貴重な素晴らしい事であると感じております。両クラブからの祝辞はプロ
グラムに添えてありますのでご覧頂ければと思います。英文和訳は鈴木会員のお嬢様の理恵様、
台湾語の和訳は米山奨学生の禹海蓮さんにお願いしました。
　多くの先輩に感謝する事はもちろんのこと、先輩諸氏が目指したロータリーのあり方に想いを
馳せ、４５年の時が過ぎた現在、ロータリーがその想いに添っているかを検証しつつ新しい時
代の要請に応えられるロータリーを築く事が私共に課せられた責務であると考え、地域に根ざし、
明確な役割と責任を持ち、後に迎える５０年の節目に向け、明るい未来が築けるように努力して
参りたいと思います。
　今後とも皆様におかれましては、我孫子ロータリークラブへ更なるご指導ご鞭撻を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。
　本日はこのような大勢の方々にご臨席いただいて記念式典が盛大に開催できましたことを心よ
り深く感謝申し上げます。
　結びに皆様の益々のご発展とご健勝とご活躍を祈念申し上げて、感謝を込めて会長挨拶とさ
せていただきます。今日はどうもありがとうございました。

創立４５周年記念例会　第二部

記念コンサート　葵ひろ子さん

野田実行委員長令夫人　小池夫人

司会　小池会員

沼南 RCの皆様

鈴木夫人　松本夫人　星野夫人　禹海蓮さん 星野会員　白石会員　上村文明会員

宮本会員　松本会員 村越会員　令夫人 尾上会員　令夫人

小野会員　令夫人 沼南ＲＣの皆様 瀧日会員

沼南RCの皆様 沼南RCの皆様

葵ひろ子さん　塩毛会長
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我孫子ロータリークラブは、
環境貢献として、「森の町内会」を応援します。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。

環境ＮＰＯオフィス町内会が中心となって２００５年に立ち上
げた新たな間伐促進活動が「森の町内会」です。この活動
に賛同して「印刷用紙」や「コピー用紙」を使用する企業は
２００９年９月現在、９２社にのぼり、その環境貢献として促進
される岩手県岩泉町・葛巻町・青森県三沢市での間伐は、
年間３０haの規模になっています。グリーン購入大賞で大賞
を、山村力コンクールで林野庁長官賞を受賞しています。

柏西ＲＣ　来賓の皆様 　柏西ＲＣ　来賓の皆様 柏西ＲＣ　来賓の皆様　

鈴木会員　高島会員　上村晃一会員 飯島会員　米田会員 塩毛会長　令夫人


