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◎出席報告

豊場建伍出席委員長

会 員 数 出 席 者 出席率
数
35(6)名
（

30(6)名

85.7%

前回

前月

修正率

平均率

91.2%

85.8%

横尾博之会員(１３日)

ニコニコボックス本日合計
ニコニコボックス 累 計

４４，０００円
１０５７，１００円

◎米山チャリティボックス

）内は出席免除会員数

高栁良作米山記念奨学委員長

公式出席
2/19 地区社会奉仕委員会

根本雄一会員

2/20 地区職業奉仕委員会

大越雅也会員

3/6

佐々部宣宏会員

地区研修協議会

＊会員誕生日祝

坂巻照代会員 佐々部宣宏会員 高栁良作会員
橋浦重己会員 宮下賢会員 ５名
米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計

５，０００円

米山チャリティボックス累計

１４１，０００円

◎『新聞記事』

◎会長報告

瀧文博会員

①お子様やお孫さんに是非使って頂きたい国語辞典が
三省堂から出版されております。店頭ではなかなか
手に入らないので、注文すると良いと思います。
ジーニアスの英語辞典も良い例文が載っていますの
でお勧めです。

私は最近野毛にある横浜中央図書館に子供と行き
ます。そこに大正時代からの新聞の縮小版があり、そ

◎幹事報告

れを眺めていろいろ想像することが好きなのです。今日

①３月１４日(水)→１７日（土）ＩＭに例会変更
『はまぎんホールヴィアマーレ』
１時受付開始

は会長はじめ皆さんの誕生日の新聞を使って私が想
像した話をさせて頂きたいと思います。
北見会長は昭和４３年１２月１０日が誕生日です。こ

２１日（水） 休会

れは誕生日翌日の新聞ですが、新聞には前の日あた

２８日（水） １８：３０～橋浦会員『リヴァージュ』

りに起こった出来事がその翌日に書かれておりますの

②先日ゲストでお見え頂いた新会員候補者の稲垣聡さ
んから,入会したいとお返事を頂きました。
③本日お休み連絡をしていましたが、幹事報告の為に

で、これを使わせて頂きます。
『佐藤首相と会談屋良主席（沖縄県）』(記事タイトル)
この時、沖縄の返還についての話し合いが行なわれま
した。この新聞の中で、私が主席に選ばれたのは即時

参りました。これで失礼致します。

復帰を熱望する県民の意思の表れであることを理解し
て欲しいという話がありました。沖縄の返還は昭和４７

◎委員会報告
①社会奉仕委員会

瀧文博委員長

社会奉仕プロジェクトとして、東日本大震災復興支

年５月１５日なので、約３年半前頃からこのような話が
あったようです。
『Ｂ５２撤去できぬ』

援植樹のご案内が来ております。
４月２１日仙台駅集合、そこからバスで移動します。
②お知らせ

市川敏明会員

３月２日に栄区鍛冶ヶ谷２丁目に転居致しました。
住所等は後日回覧させて頂きます。

Ｂ５２の爆発事故があり、基地に移動して欲しいという
話がありましたが、それは容認して欲しいという話も出
ています。この時から沖縄は米軍には出て行って欲し
い。日本の復帰を望んでいるのだと思いました。
『東大一時休校』

③次年度理事会

宮下会長エレクト
学生闘争がありました。東大安田講堂事件は昭和４３

本日例会終了後に次年度理事の方はお集まり頂き
打ち合わせをしたいと思います。
正式な理事会は４月４日（第一回）となります。

年１月１８日から１月１９日に封鎖解除を行った事件で
す。その時の碑が残っているのかと思います。

『代々木ハイランドマンション』

ンランド。

代々木八幡駅徒歩１分のマンション一戸当たり８３０万

大阪の万博の準備に入ってきているのかと思います。

円 で 売 り に 出 て い まし た が 、 因 み に 現 在 の 価 格 は

日本の万博は１９７０年（昭和４５年）３月１５日～９月

３１８０万円で売りに出ていました。価格は下がらず物

１３日まで。１年半くらいを見据えていたのだと思いま

価スライドを考えても値上がりしています。

す。

『大型景気にも渋い師走』

『ノンテレ族になる前にデジタルテレビをご検討下さい』

住宅資金の返済でボーナス袋が軽くなった。学園闘争

テレビに時間を取られるからといって、テレビを見ないノ

でデパートにアルバイト学生が寄らないとか。暖冬で暖

ンテレ族が増えたようです。今でこそテレビを見ない人

房器具の在庫の山。いざなぎ景気の中で迎える年の瀬

がいらっしゃいますが、この時からテレビを見ないという

だというのに渋い話題が多いという話があります。結局、

流れが来ていたようです。

その時と今ではそんなに変わっていないのかと思いま

『ヤクルトが申し入れ』

す。

この時ヤクルトはサンケイグループが持っていて、ヤク

『うるさい近所づきあい』

ルトが譲渡を受けようという話が出始めて、その結果ヤ

今日は薪割り、明日はジャガイモを掘ろうかと、体を動

クルトスワローズということで、業務提携して譲渡を受

かすのが楽しみだと。A さんのご主人がマンション風の

けた歴史があるようです。

新築の官舎に転居して来た。日曜日に一人でせっせと

『脅迫男と電話３時間』

洗濯をしていたら、今度来た課長さんのところはかかあ

１２月９日午後４時４０分ごろ、平和相互銀行本店に「お

天下よという評判が立ちかけたという。仕事のつながり

宅の本店と支店を爆破しようとしている男たちを知って

のある住宅の塊は何かと気を遣う。私にしても何処か

いる。止めるには１０００万円いるが出す気はあるか」と

へ引っ越したいと思う事が始終ある。隣近所などは空

中年の男の声で電話があった。この時男性が電話で対

気みたいに本当に困った時だけ力になり合うようにでき

応している間に、同銀行は愛宕署に連絡、同署は芝電

ないかと思う。でもそうもできないので、嫌だと敬遠した

報電話局に逆探知を依頼。しかし、電話が混んでいた

い人にも機嫌よく話しかけている。というような話が出

ので、浅草管内とわかったのが午後７時過ぎ、電話対

ていますので、皆一緒だと思いました。

応した男性は、この間男が電話を切らないように

『求婚されたが父が反対』

「１０００万円は多すぎる、まけられるか」身の上話を聞

あなた自身の問題なので二人の結びつき、独立が大

いたり、３時間も汗だくの対応を続けたそうです。台東

切。

区のホテル小松一階食堂の赤電話を突き止め、電話し

『崎陽軒のシュウマイ』

ている容疑者を逮捕した。この間犯人も適当に脅迫し

当時は１２個入り１５０円。現在は１５個で６２０円。

ていたのかと笑ってしまいました。

『スカンジナビア館トップで棟上』

『内定取り消しの通告』

日本版万国博覧会の共同で出店するデンマーク・フィ

学園闘争の中で、闘争は理由にならないが、就職内定

を取り消した。

◎ ニコニコボックス

『予備校でつるし上げ』

セブポートセンターＲＣ 小池雅生様

予備校生が副校長先生をつるし上げて、その中の話で
で『そば代を元通りにすること』という要求をしている、
値上げが不満であったよう。
『青鉛筆』
宝くじの一等賞の賞金が１千万円に跳ね上がった。
今は１０億円です。
『３億円強奪事件』

樋口一樹親睦委員

いつも大変お世話になっております。
久しぶりに皆様にお会いできてうれしいです。
横尾博之会員
会員誕生日祝を頂きまして有難うございました。
細井順子会員
会員記念日祝を頂きまして有難うございました。
瀧会員の卓話を楽しみにしております。
市川敏明会員

１２月１０日に３億円事件が発生した。この車に爆薬が

セブポートセンターＲＣの小池様ようこそ。

仕掛けてあると連絡があったので調べさせてもらうと。

港南区から栄区へ転居致しました。その準備と片付

危ないからと静止し遠くへ行くよう命じ、男はすきを見て

けで毎日追われております。

運転席に乗り込み 294,371,500 円を持って逃げました。
ひったくり。大胆な犯行。今までは３１００万円が最高で、
今考えても大きな金額ですが、当時からしても１０倍以
上も今までの記録を更新して３億円の強奪が行われた
のだと思いました。
『横浜学園で教職組合がスト』

３月２日結婚記念日と３月６日家内８０歳の誕生日
祝を頂きまして有難うございます。
瀧文博会員
本日の卓話宜しくお願い致します。
西山俊雄会員
遅刻かと思いました。間に合って良かった。
海野俊彦会員

横浜岡村の横浜学園でストが行われました。

一気に春めいてきました。桜が楽しみです。

『住友の貸付信託』

瀧会員の卓話を楽しみにしております。

２年もので、年６分３厘５毛。５年もので、７分２厘７毛で、

小後摩重正会員 豊場建伍会員 天野憲二会員

７％くらい利息が付いています。すごいです。例えば、

青 柳 民 朗 会 員 橋浦重己会員 宮 下 賢 会 員

元金６００万円位の支払いで、60,228,551 円位、10 倍位
凄い金額になるのです。
『鉱毒事件』
明治３４年１２月１０日田中正造が天皇に直訴した。
以上で北見さんの誕生日の新聞を終わります。

坂 巻 照 代 会 員 高森政雄会員 福 嶋 昭 会 員
佐々部宣宏会員 笠原孝雄会員 樋口一樹会員
尾 形 達 也 会 員 高栁良作会員
セブポートセンターＲＣの小池雅生様ようこそいらっ
しゃいました。
瀧会員の卓話を楽しみにしております。

大越幹事・八木先生・横尾さんが誕生日の新聞も用意
しましたが、次回機会がありましたらその時お話させて
頂きます。

◎次週の予定
３月１４日(水)→１７日（土）ＩＭに例会変更
『はまぎんホールヴィアマーレ』
◎会報

高栁良作会報委員

