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新年慶寿の会
今年慶寿を迎えられた方々は、卒寿１名、米寿
１名、喜寿２名、古希２名、ダイヤモンド婚式１

芸妓の新年の祝舞、そして坂本広行直前会長の乾
杯で和やかな宴に入りました。

名、金婚式１名、銀婚式２名と賑やかな慶寿の会
となりました。
祝宴の前に櫻山神社にて坂本宮司の祝詞が行わ
れ無病息災を祈願し、場所をホテル大観に移し祝
宴になりました。
司会は荒川鉄平会員。西島光茂会長の挨拶の後、
慶寿の方々を代表して川村登会員のご挨拶、盛岡

破魔矢抽選の大熊手は近藤駿会員の大当たり。
時間を延長して米内正次期会長の中締めでめでた
くお開きになりました。
会場を提供して頂きました佐藤義正会員ありが
とうございました。
会報担当 橋本孝史
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例 会 報 告
第23回例会
令和２年１月９日㈭
18時30分 開会点鐘
・司 会 西島光茂会長
・国 歌 君が代
・ロータリーソング（奉仕の理想）
・会長報告 西島光茂会長
・幹事報告 勝 雅行幹事
・委員会報告
ニコニコボックスは懇親会席上に
て随時発表
出席報告は次回発表
新年慶寿の会
於：ホテル大観
進行：親睦委員長

藤村文昭

【ニコニコBOX】
◆川村登君…本日は新年慶寿の会で
卒寿のお祝をして頂き有難うござ
います。
一昨年米寿、昨年ダイヤモンド婚、
今年は卒寿と３年連続のお祝をし
て頂き感謝しております。
卒寿を迎え、そろそろRCも人生
も卒業しようかと思ってますが、
ピンピンコロリがモットーですの
でもうしばらくお世話になります
ので宜しくお願い致します。
◆藤村文昭君…今日も感謝、感謝、
感謝です。
◆岡村弥君…慶寿の皆様方、誠にお
めでとうございます。
荒川鉄平会員の素晴らしい司会に感
動致しましたので、ニコニコします。
◆岩野法光君…今年の１月24日の
私の誕生日は、京都祇園の夜です。
今から楽しみです。
追伸 皆様あけましておめでとう
ございます。
◆吉江信博君…やっと昨年代表幹事
の役から解放されました。３年間
に亘る皆様のご協力に感謝しニコ
ニコします。
◆近藤駿君…当たってしまいました。
今年は今までにない特大な熊手な
そうです。運を使い果たしたので
はなくこれからを期待してロータ
リーを楽しみます。
このあとゆっくりお風呂をいただ
きます。
◆熊谷隆司君…慶寿を迎えられた皆
様おめでとうございます。今年は
東京オリンピックの年、大いに世

出 席 報 告

会員数/77名

界レベルのスポーツをどうぞお楽
しみ下さい。
◆米内正君…（１）慶寿を迎えられた
会員の皆様にお祝い申し上げます。
卒寿を迎えられた川村登様はじめ
皆様、今後も健康に留意されご活
躍いただき、そしてロータリーを
楽しんで下さい。
（２）オーラルケア製品メーカー
で あ る サ ン ス タ ー が、 人 生100
年、口の衰えを防ぐとカラダの衰
えも防げる、口は生きるの１丁目
という内容の企業CM「100年mouth
100年health篇」を１月２日より
全国でオンエアしました。
すばらしく上品なCMでとても感
動しました。
私は日々オーラルケアに力を入れ
て診療していますので、飛び上がる
ほど嬉かったのでニコニコします。
（３）今年の箱根駅伝は荒川さん、
大泉さんの母校である青学が総合
優勝しました。
ライバルの東海大とのデットヒー
トをくりひろげ、手に汗を握りな
がら２日間テレビ前から離れるこ
とができませんでした。
感動のレースを見せてくれたので
ニコニコします。
◆勝部民男君…慶寿の会で金婚式の
お祝いをして頂きまして誠に有り
難うございます。
いつの間にか50年です。思えば
可愛かったという記憶がめみがえ
ります。
偕老同穴（カイロウドウケツ）感
謝を込めてニコニコします。
◆村井研一郎君…あけまして
おめでとうございます。
年賀のごあいさつ
ありがとうございました。
◆駒木進君…今日は古希のお祝いを
していただき、
ありがとうございます。
９月に68才になったばかりなので、
ピンときません。
でもやはり古希なんですね……。
◆佐藤仁志・星伸寿君…本日、銀婚
式のご祈祷をしていただきました。
金婚、ダイヤモンド婚までは、ま
だ遠い道のりですが、皆さまにご
指導いただきながら頑張ります。
本日は、ありがとうございました。
◆田中堯史君…年の初めの例とて
終りなき世のめでたさを
盛岡クラブ新年慶寿の会
祝う今日こそ楽しけれ
◆小川惇君…お祝い有難とうござい
ました。
ただ、気がかりな事があります。
50年は金、60年がダイヤモンド婚、
そして70年は何婚になるのか、昨

出席数/50名

出席率/68.49％

日ある会合で海野会員からそれは
スミ婚だと云われました。突ぴな
意見でその意味を聞きそびれてし
まいましたが、後から考えるとそれ
は灰になる前のスミ婚ではないか。
スミ婚でも70年を目指して自然体
ですごして行きたいと思います。
◆荒川鉄平君…盛岡商工会議所
ニュース「さんさ」の特集記事、正
副会頭座談会の冒頭で藤村文昭会
員が「盛岡ロータリークラブとし
てシティマラソンの私設エイド設
置のお手伝いをし、たくさんの人
に感激し経済効果を目の当たりに
した。今年、来年と継続を期待し
ます。
」とコメントしていました。
同様に期待している一人としてニ
コニコします。
◆西島光茂君…2020年の干支（え
と）は「庚子（かのえね）
」との
こと。
「庚子」の干支の組み合わせは「相
生」で、五行で言えば、庚：かの
え：は「金」の性質を持ち、
子：ね：
は水を表し、
『金』と『水』の組
み合わせになり、実に相性の良い
干支とのこと。
意味するところは、
継続からの更新です。2020年は
長い目で計画する年だそうです。
元気が出てきました！
◆吉田育弘君…白寿99才の三浦敬
三さん（80才でエベレスト登頂し
た三浦雄一郎の父）が16年前に
フランス「バレーブランシュ」氷
河約20Kをスキー滑走に成功した
と云う岩手日報新聞記事の切抜き
がありまして今、又、見て驚きです。
私も欧州アルプス、スイス、フラ
ンス、イタリアの山々を滑ってい
ますが「バレーブランシュ」標高
3,842Mは未だ滑っていないです。
スキーで尊敬する三浦敬三を見
習って元気で晩年を過して参りた
いと思います。
本日は米寿のお祝いをしていただ
きありがとうございました。
心からお礼申し上げます。
◆佐藤義正君…慶寿をお迎えのみな
さん、おめでとうございます。
宴会のあとは、不老長寿に効能抜
群の大観の湯に浸かって下さい。
◆大久保嘉二・眞下卓也君…年末の
年忘れ家族会では、募金を呼びか
ける時間を取って頂き、ありがと
うございました。
ご家族のみなさまを含め、たくさ
んのご協力をいただきましたこと、
心より感謝申し上げます。
みなさまのあたたかい志が多くの
方に届きますよう、大切にお預か
りし、活用させていただきます。

前々回/休会

プログラムのお知らせ
・１月17日㈮

会員卓話

24日㈮

卓話

31日㈮

卓話

岡村弥会員「ラオスの医療物資支援について」
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