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国際ロータリーのテーマ
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「平成土浦百景：電柱の無い街永国台

バリー・ラシン 氏

写真

せき ごう氏」

4月は母子の健康月間です。
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毎週木曜日

12：30〜13：30

前 週 の 例 会 報 告
会員 による ミニ卓話
入会記念祝に寄せて

鈴木 敏之 会員

平成25年4月に黒田さんが会長のとき、小原先生、石川先生のご推薦で土浦ロー
タリークラブに入会させていただき丸６年になります。
昨年、土浦ロータリークラブ創立60周年式典に参加させていただきました。ク
ラブソングもでき、大変立派な式で感動いたしました。クラブの創設は昭和33年
で、私も昭和33年生まれの同級生です。何かの縁を感じる次第です。
小児科医として開業16年目となりますが、ロータリークラブで医者以外の多く
の職種の魅力ある皆さんと知り合いになれたことが何よりの財産です。
私は切手収集を趣味にしており、新入会員卓話で、1929年にツェッペリン飛行
船が世界一周した時に運んだ郵便物について話をする機会をいただきました。
また出席委員長の時に、水郷公園の幸せの鐘をデザインしたオリジナル切手を作成し、出席優良者の記念品
としました。国際ロータリークラブ本部と英語で何回もやり取りし苦労してできたことが思い出となっており
ます。
また週報の表紙に、季節の切手を掲載させていただくこともできました。切手のみでなく、撮りためた写真
を載せる機会もいただきました。
また、ロータリークラブ野球部員として、毎年甲子園球場で試合ができ夢のようです。土曜日の午後の木田
余球場での練習をかさね、うぐいす嬢に名前を呼ばれて打席に立つ、結果はどうであれ、試合が終わった後に
入る甲子園球場の風呂は最高です。今年は5月26日ともうすぐなので皆さん応援よろしくお願いいたします。
次年度は職業奉仕委員長を仰せつかりました。先日テレビのカンブリア宮殿で、郡山 柏屋の社長さんが出
演されており、職業奉仕兼秘湯の会で会社訪問をし、試食のお饅頭がとってもおいしかったのを思い出しまし
た。何か、思い出に残るようなツアーを計画したいと思っております。今後もよろしくお願いいたします。

三輪谷博史 会員

伝統と歴史ある土浦ロータリークラブに入会させていただき、はや3年になりま
す。私の父が吹田ロータリークラブの会員で、漠然と60歳になればロータリーク
ラブに入ろうと思っていましたが、小原会員の推薦もあり入会させていただきま
した。父の思い出を少し話させていただくと、父は私の母校である大阪大学微生
物研究所で、食中毒、腸内細菌の研究をしていました。ちょうど45年ぐらい前腸
内フローラが、今後重要になると興奮して話していたことを思い出します。当時
は時代遅れの細菌学と思っていました。最近様々な研究が発表され、私のライフ
ワークである穏やかな晩年と看取りの中で、健康に長生きするとは最後までおい
しく食べることだという点に、気づきました。遺伝子の解析などで、今まで漠然としていた腸内フローラが測
定できるようになり、早速自分で試したところ、体重も自然と減り、体調も良くなっていることを経験しまし
た。60の手習いと今後、父親が夢見た食と胃腸関係、腸内フローラを通じて、「食べる」ということを、自身
のキャリア最後のテーマとして取り組んでいきたいと思っています。AIを使った新型栄養失調対策など、どう
すれば最後まで食べられるかということなどを考えると、気持ち的に若い自分に出会えています。今回の入会
記念に際して、ロータリーに父の影を感じていたことがわかりました。今まで長い道のりでしたが、幼いころ
から、父の影を追ってきた人生だと思っています。今日はどうもありがとうございました。

STARプログラム

佐藤ぱうろ 幹事

土浦南ロータリークラブ との 合同懇親会
平成31年４月９日㈫

18：15〜20：00

於：ホテルマロウド筑波

今回は土浦南ロータリークラブさんの当番で、ホテルマロウド筑波にて、土浦南ロータリークラブの会員約
70名、土浦ロータリークラブの会員26名、両クラブのローターアクトクラブ約10名の総勢100名超で盛大に開
催されました。
当クラブからの出し物として、今回はバンドの結成が困難であったため、關本会員と南クラブのバンドであ
るサザンオールスターズ双方のご協力の下、一夜限りの共演をしていただきました。特に、フライデーナイト
ファンタジー（昔の金曜ロードショーのオープニングの曲）は、關本会員本人は失敗だらけと低評価でしたが、
最初の数秒で昭和から平成前半の週末の夜が思い出される圧巻の演奏でした。また、参加者皆様、クラブ間の
よい交流ができていたようです。
次回は土浦ロータリークラブの当番です。關本会員ばかりに頼らずに皆さんで何か出し物を考えてみたいと
思います。

テーブルを囲んで

關本会員のトランペット演奏

沼田会長挨拶

観桜会･家族懇親会、新会員歓迎会
平成31年4月11日㈭

18：50〜

於：ローブ

出席人数は会員42名、御家族5名、米山記念奨学生のエーさんも参加され盛大に開催されました。
準備した桜はここのところの寒さでまだつぼみでしたが、關本さんのトランペット演奏、親睦活動委員会
の皆様の趣向を凝らしたビンゴ大会で大いに盛り上がりました。

〜〜
乾杯ぃ

沼田会長挨拶

迫力のトランペット演奏

山本会員による乾杯の音頭

ビンゴ 会長賞ゲットの
河合会員

新会員 寺内孝之さん挨拶

かすみがうらウォーキング 2019
毎年恒例のかすみがうらマラソン・国際盲人マラソ
ンで、当クラブは毎年、ウォーキングへの協賛とボラ
ンティアで支援しております。今回は例年の日程に統
一地方選挙が重なったために１週間前倒しに開催した
ことや、マラソンと2019−20年度の地区研修・協議
会が重なったことで、人員の確保に苦労しましたが、
土浦ローターアクトクラブに加え、会員企業からの
助っ人や会員ご友人にもご参加いただき、春の湖畔を
20キロほど歩きました。

中締め挨拶 竹内副会長

平成31年４月14日㈰

土浦RAC 幹事報告
土浦RAC 幹事

４月第１例会

藤井 正之

主管：社会奉仕委員会

日時：平成31年4月16日㈰
場所：あゆみ崎公園〜土浦駅
内容：かすみがうらマラソン・ウォーキングで、
盲人ランナーの方のサポート、運営のサ
ポートをした。

メークアップ
4/10 つくば学園 RC
4/11

藤澤

臼田、
円城寺、大内大槻、大場、小倉、鬼澤、小野、金澤、上村、河合、菊池、小網、小坂、
観桜会 安藤、飯村、飯山、
坂本、
佐藤、鈴木（敏）、鈴木（實）、關本、髙橋、竹内、竹中、鶴田、寺内、
中島（賢）、沼尻、沼田
（真）、沼田
（義）、萩原、
原田、
平島、廣瀨（昭）、
廣瀨（太）、藤澤、藤田、堀越、三輪谷、
山本、渡邊

4/14 地区研修・協議会 臼田、金澤、河合、坂本、
髙橋、
鈴木
（亮）、關本、竹内、
中島（賢）、平島
4/14 かすみがうらウォーキング 2019
飯山、
小倉、鬼澤、佐藤、寺内、藤澤、鈴木（敏）
4/16 地区大会記念ゴルフ大会 臼田、
円城寺、河合、
鈴木
（亮）
、
藤澤、
山本
入会記念祝（4月）
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お知らせ
第62期
日 時

第62期

第１回事前クラブ協議会
平成31年4月25日㈭

11：30〜
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霞月楼

家庭集会

・会員組織、会計
日 時

令和元年5月8日㈬ 18:30〜

・クラブ管理運営、ＳＡＡ
日 時

令和元年5月7日㈫ 18:30〜

・奉仕プロジェクト、ロータリー財団、米山記念奨学
日 時

令和元年5月10日㈮ 18:30〜

格調高く、和やかに
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