
◆点鐘 黒澤 明男 会長

◆SAA 清水 泰男 委員

◆ｹﾞｽﾄ 株式会社やまへい
会長 塩川妙子様

【会長挨拶】 黒澤 明男 会長

先週は飯綱山公園再度の下草刈りご苦
労様でした。草刈機の台数が多くそして大
勢の参加で思ったより早く終了いたしまし
たこと御礼申し上げます。本年の草刈りで
感じたことは年 2 回の作業に加えて夏場に
もう 1 回実施すればこの事業が完璧になる
と思いました。小林年度で検討をお願いし
ます。

本日の卓話はやまへい会長塩川妙子様
の「私の生きざま」です。小学校3年生の時、
満州から引き上げてきた体験談から会社
経営、ボランティアについてのポリシー、未
来に向かってのスタンスなど多岐に渡るタ
イトル通りの塩川会長が持つ人生哲学、生
活態度のお話です。

我々のこれからの生き方に大変参考に
なるものと思います。塩川会長よろしくお願
いします。

さて、御歳暮の季節となりました。会員
の皆様も贈ったり、頂いたりする日本独自
の風習を踏襲していることと思います。

では、宅配便の箱などに貼られている
「天地無用」というシールをみて、一瞬とま
どった経験はありませんか？天地（上下）
をどちらにしてもよいと解釈していいのか、
いけないのか？

正解は後者です。この「無用」は、「禁
止」と同じ意味です。

文字どおり読めば、天も地も用無いわけ
ですから、上下どちらでもかまわないはず
ですが、たいせつな中身を破損して泣くこと

のないように注意しましょう。
同様な用語として「他言無用」や「問答無

用」そして「無用の長物」があります。「他言
無用」は、他人に話しては「いけない」という
意味。「問答無用」は、話し合っても「無意
味」という意味。そして「無用の長物」は、あ
っても役立たず、かえって邪魔になるものと
いう意味です。

扱い方の難しい「無用」ですが、私自身
が「無用」と言われないようにしたいと思う
此の頃です。

【幹事報告】 西川 宏 幹事

1. 例会変更

小諸ＲＣ

12 月 12 日（水）クリスマス夜間例会の為

定刻受付あり

12 月 26 日（水）定款による休会 定刻受付なし

25 年

1 月 2 日（水）年始休業の為休会 定刻受付なし

千曲川ＲＣ

12 月 5 日（水）年末家族親睦会の為

定刻受付あり

12 月 26 日（水）定款による休会 定刻受付なし

蓼科ＲＣ

12 月 19 日（水）クリスマス夜間例会の為

定刻受付あり

12 月 26 日（水）定款による休会 定刻受付なし

上田東ＲＣ

12 月 12 日（水）クリスマス夜間例会の為

定刻受付あり

12 月 26 日（水）定款による休会 定刻受付なし

25 年

1 月 2 日（水）定款による休会 定刻受付なし

1月 9日（水）新年合同例会の為 定刻受付あり
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佐久ＲＣ

12 月 20 日（木）クリスマス夜間例会の為

定刻受付あり

12 月 27 日（木）クラブ休会 定刻受付なし

25 年

1 月 3 日（木）定款による休会 定刻受付なし

丸子ＲＣ

12 月 13 日(木)クリスマス夜間例会の為

定刻受付あり

12 月 27 日（木）定款による休会 定刻受付なし

25 年

1 月 3 日（木）年始休業の為 定刻受付なし

1月 10 日（木）新年合同夜間例会の為

定刻受付あり

上田西ＲＣ

12 月 20 日（木）クリスマス夜間例会の為

定刻受付あり

12 月 27 日（木）定款による休会 定刻受付なし

25 年

1 月 3 日（木）祝日の為休会 定刻受付なし

1月 10 日（木）新年合同夜間例会の為

定刻受付あり

1月 31 日（木）定款による休会 定刻受付なし

【委員会報告】

・奉仕プロジェクト委員会

小池 平一郎委員長

「飯綱山公園草刈りお礼」

◆ラッキー賞

ＮＯ．4 黒澤 明男君

◆ニコ BOX 中河 邦忠 委員

黒澤明男君

塩川会長、本日はご苦労様で

す。ラッキー賞が当たりました。

感謝です。

神津恭通君
卓話される塩川妙子様ご多忙

のところ有難うございます。

清水良英君
近所の方の告別式参列のため

早退させて頂きます。

中河邦忠君
ニコ BOX 担当として入れまし

た。

前田博志君 塩川さん ようこそ。

依田晋一君
飯綱山の芝刈には参加せず失

礼しました。

【本日のプログラム】

私 の 生 き ざ ま

株式会社やまへい

会長 塩川 妙子様

【出席報告】 渡辺 文夫 委員
会員数 出席 M・U 欠席 出席率

本 日 11 月 27 日 24 20 事前（1） 83.33％
前々回 11月136日 24 21 事後（0） 修正 87.50％


