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水 と 衛 生 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
（2420回）
友と呼べるのは
「空のここだけの話」
髙松 貞彦
４）第4回被選理事会

１）例 会
２）ソング
３）卓 話

１）例 会
２）ソング
３）卓 話

＊＊

次週（３月２９日）のお知らせ

会員

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

本日の例会は「新入会員自己紹介」として、西
原 潔会員が卓話してくれます。楽しみです。先
週の例会は、定款により休会日でした。先々週の
例会に於いて、故 二宮 秀造元会員、故 寺内 清
視会員のご逝去に対し、当日出席会員全員でお
二人のご冥福を祈り黙祷を捧げました。その後、
午後5時より天満宮亀之池梅林庭に於いて、毎年
恒例の観梅の会が開催され、多くの会員をはじ
め、三世代クラブである大手前・中之島RCからも
数人が出席してくれました。
ゲストを含め60名を
超える沢山の人達が集まり、
寺井会員(宮司)の温
かいご好意で盛大な宴となりました。天満宮さ
んの「おでん」や和田八さんの「揚げたての天ぷ
ら」駿河屋さんの「おぜんざい」、そしてお酒に
ビール、ソフトドリンク等と、咲き始めの梅の花
を観賞しながら美味しく頂き、楽しく優雅なひ
とときを過ごしました。寺井宮司はじめ、末澤会
員、岡本元会員、大変お世話様でした。厚く御礼
申し上げます。 3月8日～11日の日程で台北陽明
ロータリークラブ41周年記念式典に出席して参
りました。昨年12月7日に行われました当クラブ
50周年記念式典には、ご家族含め50名もの陽明の
メンバーが出席下さった答礼もあり、当クラブ
より御婦人含め22名が出席致しました。
ウエルカ
ムパーティー、41周年記念式典の祝宴等、陽明の
メンバーによる温かい「おもてなし」をして下さ
いました。
40年にわたる姉妹クラブとしての交流
は、好意と友情、そして益々深化する親睦が、次
の世代にも脈々と続いていくだろうと確信した
次第です。出席されました会員の皆様、誠にあり
がとうございました。そしてお疲れ様でした。

（2421回）
バラが咲いた
「私の家庭菜園」
仲西 良浩
４）4月度定例理事会

☆☆

幹 事 報 告

会員

☆☆

①「春のRYLAセミナー」
のご案内を本日お配りし
ております。
②IM第6組ロータリーデーが3月17日（土）13：00
～大阪国際会議場12階にて開催されます。ご
参加の方は宜しくお願いいたします。
③№4・7テーブル情報集会の出欠のご返事を事
務局までお願いいたします。
④次週例会終了後「第4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。

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

敬称を略す

本日、自己紹介宜しくお願いします 西原 潔
陽明ロータリークラブ41周年記念式典に参加さ
れました当クラブの会員ご苦労様でした
橋本 守之
在籍39年自祝
井戸 幹雄
30ヵ年在籍表彰自祝
南川 和茂
6ヵ月ホームクラブ皆出席自祝
南川 和茂
①6ヵ月ホームクラブ皆出席自祝
②西原さん、初卓話頑張れ！
寺杣 晃一
63回目の結婚記念日自祝
川本 浩
結婚記念日自祝 お花ありがとうご座居ます
郡 悦清
結婚記念日自祝
石田 道夫
結婚記念日自祝
在本 茂
結婚記念日自祝
荒木 幾夫
結婚記念日自祝
今井 浩
連続欠席のおわびとして
中島 清治
台北陽明RC41周年式典に多数のご参加有難うご
ざいました。
国際奉仕委員会
台北では山本委員長をはじめ皆様に大変お世話
になりました。息子秀成も貴重な経験をさせて
いただきました。感謝
永田 秀次

☆☆ 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

54名
36名(49名)
17名
13名

西原さん、本日の卓話楽しみにしています。
中村 修
西原さん、本日の自己紹介楽しみにしてますよ
SAA一同
平成30年3月15日
合計金
93,000円
累計金 2,374,000円

☆☆ 先週（3 月 15 日）の卓話 ☆☆
「新入会員自己紹介」
西原 潔会員
昨年の12月に入会いたしました西原潔と申し
ます。田邉三郎先輩にご紹介いただき橋本会長
の後押しもあり入会させていただきました。
1967年3月27日生まれの41歳、この3月で42歳に
なります。子供のころから馬鹿なことばかりし
ていました。自分に意思がなく、他人の言動など
に左右される学生時代を送りました。
20歳で社会人になり、自動車のホンダの
ディーラーでセールスマンとして勤めることに
なり、セールスマンとしての第一歩がスタート
しました。平成8年入社の私の時代はバブルもは
じけた後でしたが、自動車業界は好調で、当時ト
ヨタ、日産、ホンダの順でしたが、新型車の登場
で日産を抜いて国内で2番になった時代でもあ
りました。その頃の私は入社4年で年間100台を販
売するセールスに成長することが出来ました。
入社して10年が過ぎた時にふと高級輸入車を目
にし、高級車を販売したいという気持ちが出て
きました。
結局12年間お世話になったホンダを去
りメルセデスベンツで勤めることになりまし
た。国産車のユーザーと違いたくさんの富裕層
の方々と接することができました。メルセデス
ベンツで9年間セールスマンとして勤める中、社
長様と接することが多かったせいか、日に日に
独立したいという思いが芽生え、
一昨年前の12月
に開業しました。法人名を㈱ヴェステンマッキ
ナとしました。名前の由来はＷＥＳＴＥＮ（ヴェ
ステン）これはドイツ語で、西を意味します。Ｍ
ＡＣＣＨＩＮＡ（マッキナ）これはイタリア語
で、車を意味します。西の方角（ヨーロッパ）の
車を販売していきたいと思い、この名前をつけ
ました。会社もロータリーも走りだしたばかり
ですが、ご指導いただきながら少しでも社会貢
献できればと思っております。少しでもお役に
立てるようがんばってまいりますので、今後と
もよろしくお願いします。

）内は会員総数を基準とした値

3月15日の出席率
73.47％
５週間前（2月15日）の
メークアップを含む出席率 81.63％
メークアップ実施会員
１名（欠席者10名)

☆☆ 台北陽明扶輪社 41 周年記念式典☆☆
３月８日関空から台北へ。空港に多くの陽明ﾒ
ﾝﾊﾞｰに出迎え頂き、再会を喜び合いました。
２日目は自由行動。博物館見学、近郊への観
光、市内探索など思い思いに過ごし、夕刻より陽
明ＲＣ主催のウェルカムパーティに参加。日本
からの土浦ＲＣと京都紫野ＲＣ、香港新界ＲＣ、
マニラダウンタウンＲＣの陽明の友好クラブも
加わり賑やかに楽しく友好を深めました。

３日目は天気にめぐまれ午前中は大型バスで
市内観光へ。台北で最も歴史のある龍山寺と日
本統治時代から残る古い町並みと歴史展示を日
本語の案内で見学。夕刻から福華大飯店にて台
北陽明ＲＣ41周年記念祝賀会に参加。
来賓祝辞の
他、中国語ミュージカルや会員による手話コー
ラスなど楽しい企画もあり毎年の事ながら盛大
な祝賀会でした。
当クラブから橋本会長以下22名
の参加で長年の友好をさらに深めることができ
ました。多数のご参加有り難うございました。
国際奉仕委員会

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
ミネストローネ、バジルペースト添え
豚ロース肉の南蛮焼き リンゴ、人参、
トウミョウのサラダ添え
デコポンとグレープフルーツのコンポート、
緑茶のゼリー添え
コーヒー又は、紅茶
胡桃入りソフトブレッドとバター

