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＜四つのテスト＞１．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか
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職 業 奉 仕 月 間

米 山 月 間
次週（１０月１１日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

１）例

会 （2174回）

ＮＯ．２１７４

会 （2175回）

２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング
４）卓

君が代、奉仕の理想

話

米山月間記念卓話
「中国料理と中華料理」
米山奨学生 祝 方 悦 様
米山奨学委員会

☆☆ １０月度のお誕生日 ☆☆
2日 井戸
13日 梅本
26日 宮下
30日 山本

幹雄
知秀
佳昭
喬一

8日 山田 雅則
19日 荒木 幾夫
29日 福原 哲晃
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

ご来訪の皆様こんにちは！お時間の許す限
り、ごゆるりとお過ごしくださいませ。又会員の
皆様多数ご出席頂きありがとうございます。
随分と秋らしくなって参り、朝夕は随分と冷
え込む今日この頃でございます。ご体調管理に
は十分ご留意くださいませ！
民主党代表選に続き、自民党総裁選は安倍晋
三新総裁に決まりました。どなたかは別に日本
国家、国民のために命を捧げ、がんばって頂ける
総理大臣を待望する次第でございます！安倍総
裁は五年前の９月にご健康を崩され志しなかば
に内閣総理大臣の職を辞されました。さぞやご
無念だった事と思います。
健康に関して・・・新しい厄年のニュースが流
れておりました。
現在の厄年は江戸時代に定着したもので、平

２）ソング

ロータリー讃歌

３）職 業 奉 仕 賞 授 与 式

均年齢男性７９.４才 女性８５．
９才の現代人に
マッチした厄年をとの某研究機関の発表でし
た。脳血管疾患・認知症・変形性膝関節症・骨粗
鬆症・虚血性心疾患・糖尿病・悪性新生物（がん）
７つの疾患の男女別の年令別発症率から上昇曲
線を測定「新厄年」と！
男性・２４・３７・５０・６３ 女性２５・３
９・５２・６３才 注目されますのが・・・男女
ともども６３才が新厄年です。1949年～1950年お
生まれの団塊の世代が正に通過中です。日々の
生活に留意を怠らず、健康でアクティブに益々
ロータリーライフをお過ごしください！
会長報告
１.本日は青少年交換委員会のお計らいで、昨年
度交換派遣学生の長谷川さあやさん 本年度
来日のアンドレ君 若いお二人の熱いお話を
楽しみにしています。
２.先週２０日第五回目の地区大会実行委員会に
石田会員にご出席頂きご苦労様でした。来る１
２月７日８日の２６６０地区大会には、皆様の
ご出席を心よりお願い申しあげます。
３.昨日、ＩＭ６組、会長・幹事 食事会がありま
した。来年３月に６組の８クラブで震災被災地
支援のチャリティコンサートを企画中でござ
います。

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

☆☆

３名
４名
０名
０名

会員総数
68名
会員出席
55名(64名)
出席規定適用免除 21名
会員欠席
9名

幹 事 報 告

☆☆

①「台北陽明ＲＣ・タイ国ロータリアン ウエル
カムパーティーのご案内」を本日お配りして
おります。
②三世代合同例会記念写真を当日ご出席の方々
にお配りしております。
③2013-14年度 ロータリー奨学生募集のポス
ターを掲示版に掲示しております。
④「地区大会実行委員会及び全体リハーサル」
のご案内が届いております。関係各位に配布
させて頂いておりますのでご出席頂きます様
にお願いいたします。
⑤「創立45周年記念例会・祝賀会」出欠のご返事
を事務局までお願いいたします。
⑥「2012－2013年度 ＷＣＳ活動 ネパール訪
問」出欠のご返事を事務局までお願いいたし
ます。
⑦「ＲＩ第2660地区 2012～13年度 地区大会」
の出欠のご返事を事務局までお願いいたしま
す。なお、申込書下方に分科会の出席対象者が
明記されておりますので該当されます会員各
位は分科会へのご参加もよろしくお願い致し
ます。
⑧本日例会終了後、
10月度定例理事会が10F
「京都
の間」にて開催されます。関係各位よろしくお
願いいたします。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

誕生日自祝
宇野 稔
結婚記念日自祝
梅本 知秀
川原会長、美しいお花ありがとうございまし
た。結婚記念日自祝
森本 章裕
会長、結婚記念日の美しいお花ありがとうござ
いました。昨日は花を見ながら久々に家で妻と
２人で食事をしました。おいしかったです。
中村 修
長谷川さあやさん、お帰りなさい。！！
アンドレ君ようこそ！！
川原 和彦
小寺先生、「天平萌ゆ」試写会ありがとうござ
いました。
浅川 正英
重里会員、先日はありがとうございました。
中島 康之
宇野会員にお世話になり有難うございました。
山本 喬一

）内は会員総数を基準とした値

9月27日の出席率
85.94％
４週間前（9月6日）の
メークアップを含む出席率 87.93％
メークアップ実施会員
3名（欠席者10名)
男前のアンドレの応援よろしく
徳岡 昭七郎
宇野会員に大変お世話になりました。
福原 哲晃
平成24年9月27日

合計金

44,000円

累計金

809,000円

☆☆ 先週（9 月 27 日）の卓話 ☆☆
「青少年交換派遣学生報告」
長谷川さあや 様

こんにちは。2011年～2012年度、アメリカの
6080地区ミズーリ州コロンビアに派遣していた
だいた長谷川さあやです。7月21日に無事帰国い
たしました。
この349日間の交換派遣は、私を大きく変えて
くれました。自分の気持ちを表現することの大
切さ、人との繋がりの大切さ、国籍や言語関係な
くコミュニケーションを取ることの面白さ、日
本・アメリカ、それぞれの持っている良さ…ここ
には書ききれないほどたくさんの事を学び、吸
収することができました。自分の得たものはと
ても大きく、貴重なものです。それを、これから
のＲＯＴＥＸやそのほかの活動を通して、他の
人たちの力となれるように、次に繋げていきた
いと思っています。それは、これからの私の目標
であり、楽しみでもあります。日本からの交換学
生としてアメリカで貴重な時間を過ごすことが
でき、本当に幸せでした。
私は今、日本とアメリカのロータリアンの
方々、家族・友だち、ホストファミリー、私との
交換学生マディーとマディーのホストファミ
リー、そして、支えてくださったみなさま方に心
から感謝の気持ちと、出会えたことへの喜びの

気持ちでいっぱいです。こころからあたたかく
見守っていただき、本当にありがとうございま
した。

－－青少年交換地区行事－－
９月29日30日の2日間、2660地区と2680地区合
同で日本文化体験のオリエンテーションを「神
戸しあわせの村」で開かれました。
当クラブからは、来日生のアンドレ・レイテ君
とお世話係としてＲＯＲＥＸ長谷川さあやさ
ん、ホストファミリーとして徳岡会員、地区委員
山本が参加しました。今年は2660地区に７名、
2680地区には6名の来日生が来ました。台風の接
近で開催が危ぶまれましたが、
「書道」体験、
「琉
球空手・古武道」の実演と体験、「ホストファミ
リーの意見交換」など予定通り行われましした。

長谷川さあやさんのホストクラブ、サンライ
ズ・サウスウェストＲＣのバナーを川原会長
に手渡していただきました。
「青少年交換来日学生あいさつ」
アンドレ・レイテ君
来日して１ヶ月にもかかわらず、上手な日本
語で、日本の印象を大変ユーモラスに語ってく
れました。通学している箕面高校では柔道部に
入りたかったがクラブがなかったので、今年、日
本一になったダンス部に入ったそうです。
広報委員会記

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・冬瓜と蟹のスープ
・若鶏と木耳の蒸し物、葱・生姜風味、
小菜苗添え
・タピオカ入りココナッツミルク
・ライスとザーサイ・コーヒー

奉仕の理想

なりわい

元京都Ｒ Ｃ
作詞 前 田 和 一 郎

元東京Ｒ Ｃ
作曲 萩 原 英 一

つど

奉仕の理想に集いし友よ

みくに

御国に捧げん我等の生業

くおん

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

とわ

永久に栄えよ

我等のロータリー

ロータリー

