
●本日は北砂さんへのお別れ

言葉を伺います。会長に成る

前にも会長とはと、お話頂き

ました。

●東日本大震災への義援金

のお礼が第2780地区ガバナー

より届いております。

●ＧＳＥ帰国報告会開催の

案内が来ております。

●米山ハイライトを回覧し

ます。

●大和田園ＲＣより

本日はお世話になりま

す。6月5日のふれあいコ

ンサート宜しくお願い致

します。

●東慶州ＲＣ離就任式招聘について

梅田 秀雄 姉妹クラブ友好

担当理事

国際奉仕委員会と姉妹クラブ

友好委員会より 例年通り東慶

州ＲＣの会長離就任式の招聘状

が届きました。6月23日（木）で

す。是非大勢の参加を願います。

●親睦活動委員会

北島 照介 会員

お祝いの方々

◆会員誕生日

中島康次郎 君 5月22日

◆奥様誕生日

入江 普美 夫人 5月28日

◆結婚記念日
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舘盛 道明 会長

１５７７

6月16日

6月 2日

35名 29名 88.24％ 87.50％ 6名

平成23年 5月 19日第1573回例会

司 会 ＳＡＡ・岸 幸博 君

斉 唱 「我等の生業」

ソングリーダー 中西 功 君

ゲスト 北砂 安子様、北砂 明彦様

稲葉浩明氏（ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ神奈川連盟 災害

支援チーム代表）

ビジター 大谷 徳治 君（大和田園ＲＣ)

、大矢 英明 君（大和田園ＲＣ）

、山田 道則君（綾瀬ＲＣ）

欠席者 ４名 引田君、小栁君、岩松君

、梅野君

ＣＦ 「趣味職業親睦月間」
(親睦活動委員会）

第4回クラブ協議会
「年度終了にあたり」(会長・幹事）

鈴木 洋子 幹事

黙 祷



番 桂柳 君 5月21日

髙橋 清 君 5月27日

◆創業記念日

北島 照介 君 5月22日

「故 北砂 富三 会員を偲ぶ」

◆藤田 重成 会員

◆郡司 守 会員

◆伊藤 英夫 会員

◆上田 利久 会員

賑やかだった北砂さん ずいぷんと遠くに

行ってしまいましたね・今でも僕たちは寂

しい森の中をさまよっています。

そう昨年の暮れ チロリン

村を代表して 伊藤ひでさん、

長野さんと 私とで訪れたと

きなど気分も良かったのでしょ

う‥ロータリーの将来につい

て熱っぽく語ってくれましたね！ 逆に我々

が活を入れられて帰ってきました。 道す

がら３０年前のロータリー一年生の頃の事

など思い出しながら帰ってきました。

英語に強かったトミーのお陰で日本人特に

キリストの教えにうとい私たちにとっては

Vocationalと言う言葉の背景については難
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北砂 安子様

長い間お世話になりま

した。又葬儀の際には大

変おせわになりありがと

うございました。

北砂 明彦様

本日はありがとうございます。貴クラブの発展

をお祈り致します。

山田 道則 君（綾瀬ＲＣ）
本当に久々」の訪問に成ります。

本日は宜しく。

大谷 徳治 大和田園ＲＣ会長、大矢 英明君

本日はお世話になりま

す。6月5日のふれあいコ

ンサート宜しくお願い致

します。

舘盛 道明会長、鈴木 洋子 幹事

パスト会長故北砂富三様、謹んでお悔やみを申

し上げます。

後藤 定毅 ガバナー

北砂安子様、明彦様 ようこそクラブに お出

で下さいました。一日も早く傷心から立ち直れま

すようお祈りいたしておりま

す。

中西 功 君

北砂さん、ようこそいらっ

しゃいました。私は富三氏の

ロータリーへの熱い想いを少

しでも引き継いでいきたいと思っております。

横澤 創 君

故 北砂富三会員を偲ぶ会にあたり、奥様、ご

子息様にお越し頂きありがとうございます。ご冥

福をお祈り申し上げます。

松崎 正実 君、古郡 清 君

北砂さんには長年に渡り、お世話になりました。

もうあの口の悪さを聞くことが出来ない事が残念

でなりません。

石川 健次 君、橋本 日吉 君

北砂御夫人、そして北砂明彦さん ようこそ

お忙しいなか有難うございます。本日はミスター

ロータリアン今は亡き北砂兄を偲んで語らいたい

と思います。明彦さんロータリー待ってます。

辻 明彦 君

①北砂様ようこそ富三さんのふるさとへようこそ。

いつでもお越し下さいませ。

②ボーイスカウト震災支援チームの稲葉代表、ご
苦労様です。これからも被災地の子どもの心ケア
を宜しくお願いします。

松崎 正実 委員長



しかったが少し理解を進めることが出来ま

した。 時あたか80余年前ウォール街を襲っ

た経済的大不況そして その陰であやっっ

ていた暗黒街のボス アルカポネとの対決

の中で敢然と立ち上がった当時のシカゴ

ワンの心意気 これ正に職業奉仕の心と言

われています。ところで2002～03前原.石川

年度のクリスマス例会用に北砂さん、中西

さん、日吉さんと上田で企画～編集した{音

楽でつづるロータリーの歩み}のＤＶＤを残

すことが出来たことは私たちにとって一つ

の救いでありました、そしてもう一つ Dr

あしだが残してくれた一寸したメモがあり

ます。

幸いにも最近数は多くはありませんが や

る気のある頼もしい仲間が増えてきていま

す。何れの機会に語りべとして伝えて行く

ことができればと願っております。 何は

ともあれ 英語に強い ト ミーから国際

ロータリーのことについて多くのことを教

えて頂いたこと心から感謝しております。

どうぞ天空の彼方から見守っていてくだ

さい。いろいろとアリガトウゴザイマシタ。

2011.5.19. 大和中ＲＣ 上田利久

◆中西 功 会員

1978年（昭和53年）､33年前の８月17日に

私は当クラブに入会させて

頂きました。当時の例会場

は商工会館の三階でしたが、

そこで最初に私に声を懸け

て下さったのが北砂さんで

した。その時以来33年間、公私にわたり御

付合い頂いたわけですが、特に私のロータ

リーライフに関して問題や解らない事が発

生した時には、迷わず北砂さんに相談し、

正解を頂きました。 10日に一度位のペース

で私の事務所に来られていまして、あの人

懐っこい笑顔で右手を上げる独特の挨拶を

しながら入って来られ、小一時間雑談され

ていかれたのが、昨日の事の様に思われま

す。スーツよりもブレザーが御好きだった

様で、コードバンの靴はいつもピカピカ、

袖口に刺繍でネームの入ったワイシャツ、

指にはWBCの優勝チームに贈られる様な大き

な指輪を嵌め、髪は短めで、全体的にアメ

リカンナイズされたファションがよく似合っ

ていらっしやいました。ただこの1～2年は

殆ど来られなくなり、時々例会で御目に掛

かっても、いつもの人懐っこい笑顔が見ら

れず、御逢いする

度に小さくなられる姿を見るに忍びず、不

安が心を覆い尽くしておりました。恐ろし

くて見舞いにも行けず、何もして差し上げ

られない無力感に苛まれておりました。そ

してその不安が現実となり、あの人懐っこ

い笑顔に最後に逢えたのは、教会の祭壇の

ポートレートでした。兄貴の様に御付合い

頂いた事、沢山の事を御歌頂いた事、特に

４年前に私がガンの手術で入院していた時

に定期的に電話を下さり、励ましの言葉や、

ロータリー情報を下さった事を心より感謝

しつつ、ミスターロータリー北砂富三氏に

「さようなら」と言いたいと思います。

◆後藤 定毅 ガバナー

● 御遺族より◆ 北砂 安子 様

★卓話は下記からダウンロード願います。

files.me.com/nakajima22/olp33j.mp3
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●「ボーイスカウト 災害支援について」稲葉 浩明 氏
◆紹介者 辻 彰彦 会員

クラブがご支援頂きましたボーイスカウト

県央地区から復興支援活動の報告と今後の計

画についての説明があります。

※ボーイスカウト災害支援

の内容は

files.me.com/nakajima22/4fxqqk.mp3

番 桂柳 君

結婚記念日とのこと お祝い

有り難うございます。

髙橋 清 君

結婚記念のお祝い頂き有り難

うございます。

中島康次郎 君

誕生日お祝い有り難うございます。

入江 公敏 君

家内の誕生日祝い楽しみにして

います。

北島 照介 君

創業記念日祝って頂き有り難

うございます。

本日 29,000円

累計 634,000円


