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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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ロータリー理解推進月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2232回）
我等の生業
「さしがねの話」
岸本 良一会員
３）第2回被選理事会

☆☆

１月度の在籍表彰

23ヵ年 郡 悦清
2ヵ年 勝見 茂

☆☆

6ヵ年 荒木 幾夫
1ヵ年 御木 威

☆☆６ヵ月ホームクラブ皆出席者☆☆
木村 忠夫
寺内 清視

＊＊

小寺 一矢
梅本 知秀

中島 豊彦
（以上敬称略）

先 週 の 例 会 報 告
☆☆

会 長 報 告

＊＊

☆☆

皆さん今日は、ゲストの皆様、ビジターの皆様
ようこそいらっしゃいました。どうぞごゆっく
りおすごし戴きたいと思います。
13日は成人式がございました。日本の将来を
担う若者たちが晴れて大人になる区切りの日で
あります。新成人は総務省の発表によりますと
121万人だそうでございます。過去の歴史をみま
すと、
昭和44年
（1969年）
で243万人、
昭和45年
（1970
年）
が246万人であり、現在はほぼ半数に減少した
ということで、人口減の不安もむべなるかなと
思います。しかし少数精鋭という言葉もござい
ます。彼らに新しい時代の担うべく期待致した
いと思います。
さて新年のごあいさつの中で午年の会員は寺
村清会員のみと申し上げましたが、目幸文範会
員と当ロータリー年度入会の寺杣晃一会員も午
年でございました。訂正して両会員におわび申
し上げます。
＜会長報告＞
１.本日午前に新入会員インフォメーションが行

次週（１月３０日）のお知らせ
１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2233回）
雪山讃歌
「食、美味しい話 Ｐａｒｔ２」
中村 修会員
４）2月度定例理事会
われ田邉三郎会員の入会の運びとなりました。
後程ロータリーバッヂの授与を行います。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①台北陽明ＲＣ創立37周年記念式典のご案内を
本日お配りしております。
②下半期の会費のご請求をさせていただいてお
りますのでよろしくお願いいたします。
③創立46周年記念写真撮影にご参加頂きました
会員各位に写真をお配りしております。
④「2013-14年度 第2660地区IM第6組 インター
シティーミーティング」の出欠のご返事を事
務局までお願いいたします。
⑤本日13：40～当例会場において「クラブ協議
会」を開催いたします。会員各位の多数のご参
加をお願いいたします。クラブ協議会資料は
全会員ポストに配布させて頂いております。
⑥次週例会終了後「第2回被選理事会」を開催致
します。関係各位宜しくお願いいたします。
⑦本日は100万ドルミールを実施しております。
ご協力の程お願いいたします。

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

敬称を略す

本日のクラブ協議会の成功を祈って！！田邊三
郎さんの入会を祝って。死まで友達でいましょ
う！！
中川 政照
田邊三郎さんご入会おめでとうございます。
仲西 良浩
御神酒を戴き有難うございました。 福井 興
年頭に天満宮のご神酒を頂戴し有難うございま
した。
坂本 一民

☆☆ 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

１名
１名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

66名
45名(58名)
24名
13名

初例会で天神さんのご神酒を頂き有難うござい
ました。
井戸 幹雄
初例会で大阪天満宮の撤饌をいただきました。
有難うございました。
保倉 賢造
平成26年1月16日
合計金
28,000円
累計金 1,472,270円

☆☆ 先週（1 月 16 日）の卓話 ☆☆
－ヒマラヤ鳥葬－六甲縦走
兵庫県山岳連盟 常任理事
奥 武志様
木村 忠夫会員紹介
正月最初の例会日に呼んでくださり有難
うございます。その本年の一回目の卓話の
タイトルは、ご案内の通りでありますが、
多少重すぎるのではとお叱りを受け、副題
の六甲縦走のお話にさせていただきます。
神戸の秋の風物として、六甲全山縦走と
云うのがあります。須磨から六甲・摩耶山
系に連なる10数峰を越える約56kmのアッ
プ、ダウンの道のりを丸一日かけて歩き通
すという全国的にも類を見ないハードな
「市民大会」であるにも関わらず、毎年数
千人を越す参加申込者が殺到。そのため抽
選制度が敷かれています。これほどの人気
を博しているのは、行政をはじめとして市
民ボランティア、そして参加者が一丸と
なって「神戸の我が山」六甲山931mと共に
歩んで行こうという神戸っ子ならではの気
概と言えます。歴史を顧みますと、新田次
郎さんの著書で「孤高の人」という書籍が
あります。この本は兵庫県の浜坂生まれの
座

席

表

会

員

1月16日の出席率
77.59％
６週間前（12月12日）の
メークアップを含む出席率 81.36％
メークアップ実施会員
0名（欠席者11名)
登山家である加藤文太郎氏を主人公にした
物語です。この中に神戸の板宿から須磨の
山をスタートとして六甲山から宝塚への縦
走をトレーニングの場としたという文章が
あります。まさに彼が日本のアルピニスト
として六甲全山縦走の先覚者と思われま
す。そんな歴史的流れの中、神戸市主催で
第一回六甲全山縦走大会が開催されたのは
昭和50年11月23日。それ以来、毎年２回に
分けて4000人の参加者を集める神戸の人気
行事として、すっかり定着しています。

☆☆ クラブ協議会 ☆☆
ナレッジキャピタル タワーＢ 10Ｆにお
いてクラブ上半期活動報告及び下半期活動
計画の報告並びに協議が行われました。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
マッシュルーム・クリームスープ、タイムの香り
タスマニア産サーモンとレモン、ケッパーとバ
ター風味のつぶしポテト
ホワイトチョコレートチーズケーキと柑橘フルー
ツ コーヒー

２０１３～２０１４年度１月～３月

小寺会長エレクト・髙田副会長
テーブルNo.

）内は会員総数を基準とした値

在本会長・中島幹事・中島（清）幹事エレクト

名

Ｎｏ．１

◎山田（浩）○中村（健）・保倉・重里・南川・小澤・寺村・末澤

Ｎｏ．２

◎仲西○荒木・福井・坂本（一）・郡・安田・西井・中村（修）

Ｎｏ．３

◎目幸○永田・川本・藤井・大矢・高良・髙橋（弘）・

Ｎｏ．４

◎岸本○西浦・衣斐・福原・寺井・木村・中島（豊）

Ｎｏ．５

◎寺杣○川原・金田・谷本・松宮・山本・寺内

Ｎｏ．６

◎高橋（竜）○中野・梅本・山村・北村・箕村・御木

Ｎｏ．７

◎三谷○髙井・髙松・徳岡・二宮・西海・溝手・勝見・田邉

Ｎｏ．８

◎山田（則）・○石田・井戸・橋本・中川・鍬田・成松・阪本（宗）

