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た内容の大会でした。そして、クリスマス家族会

には40名の会員と家族が参加し、少ない予算の

中、1年の締めくくりとして美味しい食事とアトラ

クションを楽しませてもらい、家族も含めて親睦

を深めました。ゴルフ同好会のコンペも二回行わ

れ、その他、上半期は奉仕と親睦のバランスのと

れた充実した活動を行うことができました。大変

残念だったのは、名誉会員の髙折先生が急逝され

たことと松葉会員が公務のため退会されたことで

したが、松田会員、鹿野会員の2名が新たに加わり、

下半期も最低2名の入会が予定されており、会員増

強においても一定の成果を上げることができそう

です。 

そして、下半期は、本年1月に待ちに待った親睦

家族旅行、3月には32周年記念事業、5月の地区主

催ロータリーフェスティバル参加と台北百齢28

周年行事参加、6月の最終例会と大きな行事が残っ

ておりますが、その他の行事も含めて、できるだ

け多くの会員の参加により成功させていこうでは

ありませんか。 

会員一人一人が自己研鑽により職業奉仕を通じ

て人格を高める必要があることは勿論ですが、活動

も親睦と奉仕のバランスをとり、また、身の丈に合

った無理のないものとして我クラブを発展させて

いくためには皆様の理解と協力が不可欠です。 

今後とも、会員の皆様のご支援宜しくお願い申

し上げます。 
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2015 年 1 月 9 日 第 1525 回例会 
新年あけましておめでとうございます 

ロータリー理解推進月間 

    LIGHTLIGHTLIGHTLIGHT    UPUPUPUP    ROTARYROTARYROTARYROTARY    

ロータリーに輝きをロータリーに輝きをロータリーに輝きをロータリーに輝きを    

2012012012014444－－－－2012012012015555 年度年度年度年度        

国際ロータリー国際ロータリー国際ロータリー国際ロータリー会長会長会長会長    ゲイリーＣゲイリーＣゲイリーＣゲイリーＣ....ＫＫＫＫ....ホァンホァンホァンホァン    

新年明けましておめでとうございます。昨年中

はクラブ運営に協力いただきありがとうございま

した。おかげさまで、大過なくこれまで会務運営

をすることができましたが、あと半年間、大本幹

事とともに頑張ってまいりますのでご支援よろし

くお願い致します。 

さて、本年度RIのゲイリーC.K.ホァン会長が掲

げるテーマ『LIGHT UP ROTARY』、『ロータ

リーに輝きを』とRIの戦略計画3項目、実施目標3

項目を受け、2660地区の泉博朗ガバナーは具体的

な地区テーマを『ひとりひとりの輝きで、あなた

の地域を輝かそう』とされ、具体的な方針として、

①会員の増強、②IMの活用、③エンドポリオへの

協力、④寄付目標の達成、⑤東日本大震災復興支

援の継続、⑥南海トラフ地震への対策、⑦クラブ

危機管理の検討、⑧規定審議会への提案、⑨ロー

タリーデーの実施、⑩地域への奉仕、地域の活性

化、の10点を挙げられました。これらRIと地区の

方針を受け、本年度、当クラブは『一人一人が輝

くことでクラブ全体が輝き、社会を照らす存在と

なろう』をテーマとし、それを具体化するため、

① 奉仕と親睦のバランスのとれた実現、②会員一

人一人の実践と向上、③会員増強、④ロータリー

ファミリーの活用、を指針とし、策定された各事

業計画、委員会活動計画に基づき半期を成功裏に

収めてまいりました。 

すなわち、昨年7月から8月にかけては台北百齢

RC短期交換留学生3名を迎え、皆さんの協力もあ

って短い期間でしたが留学生に充実した留学生活

を過ごしてもらい、姉妹クラブとの友好を更に深

め国際奉仕に貢献する活動ができました。また、8

月、少年少女ニコニコキャンプと大手前整肢学園

夏祭りに参加し、夏祭りではボランティア保険費

用寄贈とかき氷販売等を行いました。更に、地区

交換留学生マルユッカさんが来日し、1年間の留学

生活を開始されました。9月には相馬、石巻の被災

地訪問を行いました。翌10

月はIM参加、11月は三世

代合同社会奉仕事業で奈

良市柳生の社会福祉法人

に行ってまいりました。三

世代合同例会も太閤園で

盛大に行われました。12月

には多数の会員が参加し

ての地区大会、連日充実し 会長会長会長会長    金髙金髙金髙金髙    好伸好伸好伸好伸    



朝槻・・・joyeux noël（フランス語） 

長谷・・・メリークリスマス！家族会楽しい時間

を。 

金髙・・・クリスマス家族会を楽しみましょう！ 

鹿野・・・いつもお世話になっております。 

木村・・・メリークリスマス！ 

小林・・・バザー成功で良かったですね。岡田委

員長に感謝です。 

小松・・・楽しいことが続く御礼。 

河野・・・メリークリスマス！ 

松葉・・・みなさん長い間御世話になりました。 

松田・・・メリークリスマス！！ 

松浦・・・メリークリスマス！ 

三木・・・メリークリスマス！ 

中林・・・メリークリスマス！！ 

中村(不)・楽しいクリスマス家族会です！！ 

中村(匡)・メリークリスマス！ 

西尾・・・メリークリスマス！パーティを楽しみ

ましょう。そして良いお年をお迎え下

さい。 

岡田・・・メリークリスマス！ 

岡本・・・メリークリスマス！ 

大蔭・・・メリークリスマス！多忙ですが元気に

やってます。 

大本・・・メリークリスマス！ 

佐々木・・メリークリスマス！ 

関・・・・メリークリスマス！来年もよろしく。 

曽我部・・クリスマス家族会を楽しくやりませう。 

田中・・・メリークリスマス！！ 

辻村・・・メリークリスマス！マルちゃん、歌頑

張って下さい。 

山本・・・メリークリスマス！ 

前回前回前回前回の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

本日は本年度前半最後の例会です。これまでの

半年間、会員皆様の支えにより大過なく会務を運

営することができ、皆様のおかげと大変感謝して

おります。 

さて、先週土曜日に大手前整枝学園のクリスマ

ス会に参加し、バザー開催と学園への遊具寄贈、

竹森青少年奉仕委員長が扮するサンタクロースか

ら園児へのクリスマスプレゼント贈呈の各事業を

行ってまいりました。金岡園長や園児，父兄は大

変喜んでくれました。岡田社会奉仕委員長、竹森

青少年奉仕委員長、参加して頂いた会員の皆様、

大変ご苦労様でした。 

本日はこれから当クラブのクリスマス家族会で

す。親睦活動委員会の皆さんに楽しい企画を準備

して頂いております。今年1年の締めくくりとして

家族の皆さんと楽しんでください。 

 国内ビジター 0名   会 員 数  36名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   6名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  27名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席  3名 

<12 月 19 日の出席率 91.18％>  

Make up を含む 11/27 の出席率 90.00％ 

――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

１．来週 26 日と年明けて 1 月 2 日は例会はお休

みです。 

２．1月 3週目 16日は 2月度定例理事会です。4

週目 23 日はクラブ協議会です。協議会用の

報告書の提出期限は 1月 9日中とさせて頂き

ます。必ずお守り頂きますようお願いします。 

1111 月月月月 9999 日のメニュー日のメニュー日のメニュー日のメニュー    

和食 

松花堂弁当 

なだ万 

 

 

 

 

◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム    ◎次◎次◎次◎次週週週週((((1111 月月月月 16161616 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥97979797,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥1,1,1,1,244244244244,000,000,000,000    ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告ニコニコ箱報告    ――――    ――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢君が代君が代君が代君が代｣｣｣｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣｢奉仕の理想｣♪♪♪♪    

･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰･お祝いと表彰    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢新年を迎新年を迎新年を迎新年を迎えてえてえてえて｣｣｣｣    

金髙金髙金髙金髙    好伸会長好伸会長好伸会長好伸会長    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「幸福幸福幸福幸福」」」」    

1111 月月月月 16161616 日の例会場日の例会場日の例会場日の例会場    
帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪帝国ホテル大阪 4444 階｢階｢階｢階｢芙蓉芙蓉芙蓉芙蓉の間｣の間｣の間｣の間｣    

――――    幹事幹事幹事幹事報報報報告告告告    ――――    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢たきびたきびたきびたきび｣｣｣｣♪♪♪♪    

････会員研修委員会担当会員研修委員会担当会員研修委員会担当会員研修委員会担当卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢未定未定未定未定｣｣｣｣    

北村北村北村北村    光司委員長光司委員長光司委員長光司委員長    

････2222 月度定例理事会（月度定例理事会（月度定例理事会（月度定例理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    バッハバッハバッハバッハ「「「「GGGG 線上のアリア線上のアリア線上のアリア線上のアリア」」」」    

 



親睦活動副委員長親睦活動副委員長親睦活動副委員長親睦活動副委員長    西尾西尾西尾西尾    昌也昌也昌也昌也    

12 月 19 日(金)帝国ホテル八重の間にて総勢 48

名で Xmas家族会を開催しました。 

松浦親睦活動委員長の開会宣言、金髙会長の挨

拶後、田中健第 10 代会長による乾杯で始まり、

帝国ホテル自慢の美味しいお料理を堪能しまし

た。 

松葉松葉松葉松葉    知幸知幸知幸知幸    

先ほどお案内いただいたように、この 12 月末

日をもって、退会させていただくことになりまし

た。先日は送別会を開いていただき、年末のご多

忙の中、多くの方々にご参加いただきました。来

年 4 月から、大阪弁護士会の会長職に就くことが

予定されることになり、そうなりますと、日弁連

の副会長にも同時に就任し、週の前半は大阪、後

半は東京にいることになります。そうした事情か

ら、決断した次第です。 

14年間のロータリーは、多くのすばらしい人た

ちとの出会いの場を提供してくれました。心から

感謝いたします。改めて振り返ると、楽しかった

こと、残念な出来事、いろいろなことが思い出さ

れます。状況が許せば、また、ご一緒することが

できるかもしれません。ますます大手前ロータリ

ーが発展することを祈念いたします。有難うござ

いました。 

こんにちは。交換留学生のマルユッカ・ピーロ

ネンです。この間大阪大手前ロータリークラブの

クリスマスパーティーに参加させていただきまし

た。楽しいパーティーになりました。 

MarjukkaMarjukkaMarjukkaMarjukka    

――――    青少年交換留学生報告青少年交換留学生報告青少年交換留学生報告青少年交換留学生報告    ――――    

作ったフィランドのジ

ンジャーブレッドという

伝統的なクッキーを皆様

が美味しく食べてくれて

嬉しかったです。フィン

ランドの歌も聴いていた

だいてありがとうござい

ました。メリークリスマ

ス、そして良いお年を。 

サンタクロースの国から来日している交換留学

生のマルユッカさんが彼女手作りのジンジャーブ

レッドクッキーを参加者全員にプレゼントしてく

れ、加えて素敵な歌声で本場フィンランドの

Xmas ソングも披露して頂き、全員の拍手喝采を

浴びていました。 

やか親子に始まり、ユーミンや若井こずえ、黒柳

徹子さんまで登場で大変盛り上がり、大爆笑でし

た。 

余興では、桂あやめ

師匠・めぐまりこ師匠

による｢おもしろバラ

イティショー｣と題し

て、松田聖子・神田さ

続いて参加家族での Xmasプレゼント交換、そ

の後、朝槻会員のご亭主の力作｢ワックスツリー」

3 本と帝国ホテル寄贈の賞品の抽選会で盛り上が

りました。 

楽しい時間は瞬く間に過ぎ去り、中林会長エレ

クトの閉会挨拶・山本依津子例会運営委員長のタ

クトに合わせて｢手に手つないで｣合唱後、無事に

お開きとなりました。 

不行き届きもあったと思いますが、ご参加頂き

ました皆様に心より感謝申し上げます。 

 

 

 

――――    クリスマス家族会報告クリスマス家族会報告クリスマス家族会報告クリスマス家族会報告    ――――    

――――    御礼御礼御礼御礼    ――――    



｢情熱あふれる｢情熱あふれる｢情熱あふれる｢情熱あふれる RIRIRIRI 会長メッセージ朗読｣会長メッセージ朗読｣会長メッセージ朗読｣会長メッセージ朗読｣    

焼津南ロータリークラブ焼津南ロータリークラブ焼津南ロータリークラブ焼津南ロータリークラブ    小濱小濱小濱小濱    隆夫氏隆夫氏隆夫氏隆夫氏    

((((第第第第2620262026202620地区地区地区地区    静岡県静岡県静岡県静岡県    情報機器メンテナンス情報機器メンテナンス情報機器メンテナンス情報機器メンテナンス))))    

私は昨年度、クラブ会長を務めたのですが、本

当にエキサイティングな一年間となりました。 

 その前の年度、8 人が退会し、会員増強、財

政再建、モラル低下の 3つの課題が私たちの前

に立ちはだかっていました。周りは会員増強の

大合唱。でもこんな状態で胸を張って｢わがクラ

ブへ来てください｣と言えるでしょうか。幹事と

2 人でまず、会員の意識向上から始めようと思

い、例会のプログラムからいつの間にか消えて

しまった｢四つのテスト｣の唱和、そして『ロー

タリーの友』に掲載されている国際ロータリー

(RI)会長メッセージを朗読することにしまし

た。また、広報委員長の提案で『クラブ週報』

に若いころの写真を載せて、会員相互の親睦を

深めようということになりました。 

 毎月第一例会だけでしたが、｢四つのテスト｣

の唱和をし、その解説も行いました。どこのク

ラブでも行っていると思っていましたが、意外

とそうでもないようです。 

 また、ロン・バートン RI会長(当時、以下同)

のメッセージは、広報委員長が熱き情熱を持っ

て朗読をしてくれました。私はこの情熱あふれ

三木三木三木三木    元昭元昭元昭元昭 

グェン君からの年賀のあいさつを転送します 

新年明けましておめでとうございます。 昨年は

いろいろとお世話になりました。感謝の気持ちを

申し上げます。本年もどうぞよろしくお願い致し

ます。 

お正月休みはあっという間でした。僕はベイビ

ーシッターに変身しましてパソコン開く暇も無い

くらい回られました。そのおかげで妻の苦労をよ

り深く感じ深く感謝するようになりました。 

しかし、仕事も家族も楽しいので自分は恵まれ

ていると感じます。 

る朗読に、とても勇気をもらいました。会員の

皆さんの心にも RI 会長のメッセージはきっと

届いたと思います。 

 私が会長エレクトだった時、ガバナーだった

髙野孫左ヱ門氏は、｢ロータリー活動に汗をかき

なさい｣とおっしゃっていました。志田洪顯ガバ

ナーも自ら汗をかいて情熱をもって各クラブを

訪問し、｢自身が国際競技会で体験したことを地

区内のみんなに伝えたい｣とおっしゃっていま

した。まさに情熱とコミュニケーションの大切

さを実感した一年間でした。 

 情熱ある行動と会員の皆さんの協力がクラブ

運営を円滑にし、私自身も会長として勇気をい

ただいたということを伝えたくてペンを執りま

した。 

――――    お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰お祝いと表彰    ――――    

――――    お誕生日おめでとうお誕生日おめでとうお誕生日おめでとうお誕生日おめでとう    ――――    

――――    結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう    ――――    

――――    事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう事業所創立記念日おめでとう    ――――    

――――    出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう出席表彰おめでとう    ――――    

・・・・1111 月月月月 16161616 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

2月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・1111 月月月月 23232323 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

クラブ協議会（上半期報告・下半期計画） 

   (帝国ホテル｢梅の間｣) 

・・・・1111 月月月月 31313131 日日日日((((土土土土))))        7777：：：：33330000 出発出発出発出発    

南淡路日帰りバスツアー 

   (帝国ホテル 1 階集合) 

・・・・2222 月月月月 6666 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

ノミニー理事会 

   (帝国ホテル｢部屋未定｣) 

・・・・2222 月月月月 13131313 日日日日((((金金金金))))        11118888：：：：33330000～～～～    

歴代会長・幹事会 

   (帝国ホテル｢ジャスミンガーデン｣) 

・・・・2222 月月月月 20202020 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

3月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

 

 

 

  

――――    元米山奨学生元米山奨学生元米山奨学生元米山奨学生報告報告報告報告    ――――    

――――    ロータリーロータリーロータリーロータリーの友の友の友の友 1111 月号より月号より月号より月号より    ――――    

瀬尾 公一（12日）久保友志郎（13日） 

上野 勝巳（28日）金髙 好伸（25日） 

松浦 貞男（15日）朝槻真紀子（16日） 

中村 不二 中村歯科医院      （1989） 

・1ヶ年皆出席表彰 

三木 元昭 

・ホームクラブ 6ヶ月皆出席表彰 

辻村 和弘 

長男長男長男長男    アンくんアンくんアンくんアンくん    長女長女長女長女    チャちゃんチャちゃんチャちゃんチャちゃん    

――――    直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定    ――――    


