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宮﨑会長
「それでこそロータリー」
伊藤副幹事

ロータリーソング
司

会

ビジター

◎沼田ロータリークラブ
60 周年実行委員長
松野 正一 さん
春日 政志 さん
須田 千秋 さん
退会のご挨拶
協和発酵キリン㈱バイオ生産技術研究所所長
藏夛 敏之 さん
アサヒビール㈱群馬支社長
髙橋 利和 さん

宮﨑会長
皆さんこんにちは。
まず会長の時間です｡ 次回の例会は観桜夜間例会の
ため､ 月初めに行う理事会を繰り上げて行いましたの
で､ その報告からいたします｡ まず 4,5 月の行事予定
が決まりました｡ 続いて前橋国際奨学生３名及びカウ
ンセラーが前回お話ししたとおりに理事会で承認いた
だきました。
それから春は別れと出会いの季節といわれますが、
残念ですが退会者５名の申し出がありました。１名は
平出昌男会員で、他４名は転勤による退会で全員承認
されました｡ お名前は第一生命保険：平田則彦、日本
生命保険：伊藤尚志会員、協和発酵キリン：藏夛敏之
会員、アサヒビール：髙橋利和会員です。幸い全員後
任者も入会していただけることになっています｡ 次に
早速、平出紙業：平出昌男会員の息子さんである後任
の平出武史さん、協和発酵キリン藏夛会員の後任とし
て来られた山崎勝由さん入会申請の審議が会員選考委
員会、会員増強委員会で審議され､ 理事会では承認い
ただきましたが､ 入会は例会での承認が必要ですので
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お諮りいたします｡ 平出武史さん、山崎勝由さんの入
会を承認いただける方は拍手をお願いいたします。有
り難うございました｡
次に５月 21 日に行われる前橋公園清掃の早朝例会
が認められました。
報告事項として第一分区のロータリーデイの奉仕事
業が前橋クラブが毎年行っている前橋公園の清掃とし
て４月 13 日に行われることなどが報告されました。
次に先週からの行事ですが、先週の例会後にみまつ
食品株式会社への職場訪問がありました。30 名の方が
参加していただき近代的な工場の見学だけで無く日本
における餃子のお話しなどがあり、前橋が購入金額は
全国で浜松や宇都宮市には負けているがそれでもほと
んど 10 番以内に入っており､ 家庭での購入頻度は日
本一ということを教えていただきました｡ また帰りに
は工場生産のお土産をいただきました。神山会員には
御礼申し上げます。それから水曜には新旧会長幹事、
副幹事による事務的な引き継ぎが行われました。
３月 23 日土曜日に前橋中央ロータリークラブ創立
25 周年の記念式典があり､ 曽我パストガバナー､ 山田
ガバナーノミニー、望月副会長、伊藤副幹事、私と５
名で出席してきました｡ 前橋中央ロータリークラブは
会員数は 26 名ぐらいと少ないのですが県内の各クラ
ブに加え､ 富山と福島のクラブ、姉妹クラブである台
湾のダンツーロータリークラブからも出席する大がか
りな例会でした。続いて昨日は高崎ロータリークラブ
からスポンサークラブとして創立 65 周年記念式典のお
招きがあり温井幹事と私が出席して参りました。会員
が 136 名のクラブで出席人数が多く盛大でしたが比較
的簡素な印象を持ちました。以上が今週の会長報告です。
会長の時間
宮﨑会長
次は会長の時間です。この土日は寒の戻りで真冬並
みの寒さでしたが､ さすがに桜もちらほら咲いて､ も
う春の気配が濃厚です｡ 私の家にも小さな庭があるの
ですが 20 坪くらいの芝生の庭に時々色々な種類の鳥
が来るのですが、このところツグミが庭の芝生に穴を
開け、餌をあさっています｡ このツグミは１羽だけで
もう 1,2 週間前から来ているのに気づいていました
が、１昨日の日曜日に朝から見ていたら９時頃から夕
方５時過ぎまで庭番のように居るのですこし吃驚しま

した。途中、ムクドリが数羽で来たのですが追い出し
ていました｡ ヒヨドリも来たのですがこれは追い出し
ませんでした｡ おそらくムクドリも芝生の中の虫をあ
さるのですが､ ヒヨドリは地上には降りてこないので、
芝の中のえさを守る縄張りなのかもしれません。
雀、鳩、カラスは日本人なら誰でも知っていますが､
ツグミは名前は聞いていてもあまり姿形思い浮かべな
い方もいるでしょう｡ 日本ではツグミというと年配の
方は焼き鳥を思い出される方も多いと思います｡ 私は
富岡の育ちですが小中学生の頃、友達から霞網で取り
に行く話をしていました｡ 昭和 22 年に霞網は禁止と
なり、今は製造も禁止されています。
簡単にツグミを説明すると大きさは全長 24cm です
から椋鳥と同じくらいの大きさで雀よりは大きく鳩と
中間ぐらいです｡ 背中は暗褐色､ のどから腹にかけて
は黒い斑のあるクリーム色ですが個体差が大きいと言
われています。地面を両足ではねるように歩き時々躰
を 45 度くらい上げ、頭を垂直に上げて周囲を見回す
姿が特徴的です。地鳴きの鳴き声はクイックイッと鳴
きます。ツグミは渡り鳥でシベリアで繁殖を終えた後
に日本には 10 月頃越冬のためにきます。鳥は繁殖の
時にきれいにさえずるのですが日本では繁殖しないの
であまり鳴かないので口をつぐむ意味からツグミと名
付けられたというのが名前の由来ということです。
外国、特にヨーロッパの小説を読んでいると鳥で良
く出て来るのがツグミとカササギです。英国ではなぜ
このようによく知られているのでしょうか。それは英
国などではツグミが留鳥であるのに対して、日本のツ
グミは冬鳥で、日本は単なる越冬地だからと思われま
す。だからツグミは日本にいても殆ど地鳴きのみで、
春の渡りの頃に限り少し聞くことがあるだけです。そ
れで目立たないのと色も決して美しくないことも理由
の一つでしょう。又初めにお話ししたように日本では
ツグミが食肉だったこともあるでしょう。ツグミにま
つわる古いことわざに「ツグミ喜べばケラが腹を立て
る」というのがありますが、これは古いツグミ猟に由
来するもので、ミミズやケラを鉤に刺してツグミを捕
る狩猟法があったからだそうです。すなわち一方の起
こることが他方の喜びとなる、利害対立を表したこと
わざと言うことです。今日も帰るとツグミがまってい
てくれるかもしれません。
これで今日の会長の時間を終わります。
幹事報告
温井幹事
１、次回４月２日の例会は、観桜家族例会です。点鐘
は18：00、場所は臨江閣です。
２、今週の土曜日、３月30日（土）に第一分区のIM
が実施されます。
   点鐘は16：00、場所は前橋商工
会議所です。参加予定の方はよ
ろしくお願いします。
３、会員で前橋ロータリークラブ
の青いスタッフジャンパーをお
持ちでない方は事務局にありま
すのでお受け取りください。

副幹事報告
例会変更：前橋中央ＲＣ、沼田ＲＣ、桐生西ＲＣ
出席報告
出席委員会
会 員 数：120名

{ 出席者
欠席者

83名
37名
本日出席率：73.45％
前々回訂正：66.67％
ニコニコ BOX 報告   
■松野 正一
春日 政志
須田 敏之…沼田クラブ
の創立 60 周年記念
式典祝賀会の案内で
うかがいました。
よろしくお願いします。
■藏夛 敏之…３年間大変
お世話になりました。
皆様方の暖かさに感謝しております。
後任も是非宜しくお願いいたします。
■髙橋 利和…１年半と短い期間でしたが
大変お世話になり、ありがとうございました。
■平出 昌男…本日３月 26 日付け上毛新聞紙上に弊
社発行情報誌 " ほほえみながら”保存版等の記
事が掲載されておりました。
その関係と思いますが、今朝から保存版、バッ
ク No 等の問い合わせがきています。
会員の皆様で必要な方がいらっしゃいましたら
ご連絡いただければお届けいたします。
■高橋 秀美…メンバーとハンデに恵まれ先日のゴル
フ例会で初の優勝をさせていただきました。
ありがとうございました。
■松尾 隆志…結婚記念日に美しい花をいただき
ありがとうございました。
■小林 洋樹…お誕生日のお花を頂きましてありがと
うございました。
いよいよ五十路に突入いたしました。
これからも精進いたします。
宜しくお願い致します。
  新会員卓話    
損害保険ジャパン日本興亜㈱
松尾 隆志 会員

3月ゴルフ例会
富岡ゴルフ倶楽部
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優勝

髙橋

秀美

50

44

94

22.8

71.2

準優勝

山下

哲弘

45

42

87

14.4

72.6

３位

星野

大輔

52

52

104

31.2

72.8

※クラブ会報は会員の敬称は略させて頂きます

