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2018-2019年度RIテーマ

＜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

ＭＡＲＣＨ
点心料理の超有名店「ディン・タイ・フォン」
にて小龍包に舌つづみ！！

観光にも行きましたヨ！！（故宮博物院）

２８

２０１９

水 と 衛 生 月 間
次週（４月４日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例
ロータリー財団
米山奨学会

３）卓
2/ 1 残
高 534円
2/28 受
入 100円
現 在 高
634円

話

１）例

（2465回）
「私と仕事とロータリー」
悦清会員

☆☆ ３月度の結婚記念日 ☆☆
小寺 寿矢
荒木 幾夫
在本 茂

永田 秀次
石田 道夫
川本 浩

郡 悦清
鍬田 充生
清隆
（以上敬称略）

＊＊

（2466回）

３）ソング
４）卓

話

君が代・奉仕の理想
「私の天職」
永田

４）4月度定例理事会

ミネストローネ、バジルペースト添え
ポークフィレ肉の一口カツ、味噌カツソース、
ポテトサラダ、トマト、胡瓜、コールスロー
豆乳のパンナコッタ、黒蜜のソース
コーヒー又は、紅茶
バゲット、胡桃入りソフトロールとバター

会

２）国旗およびロータリー旗に礼

朧月夜
郡

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

最終日 ホテル出発時も、大勢の方にお見送り
頂きました。

会

２）ソング

コインサービスの報告

ＮＯ．２４６５

先々週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

朧月夜（おぼろづきよ）

作曲：岡野貞一

作詞：高野辰之

菜の花畠（ばたけ）に 入り日薄れ

見わたす山の端（は） 霞（かすみ）ふかし

春風そよふく 空を見れば

夕月 ゆうづき かかりて におい淡（あわ）し

(
)

里わの火影（ほかげ）も 森の色も

田中の小路（こみち）を たどる人も

蛙（かわず）のなくねも かねの音も

さながら霞（かす）める 朧（おぼろ）月夜

皆様こんにちは。
本日はホワイトデーです。ホワイトデーといいま
すのは日本が作った文化です。しかし最近ではホ
ワイトデーが東南アジアに広まりつつあるよう
です。今日は、本命のいる方はしっぽりと楽しん
でいただき、そうでない方はくれぐれも新地や南
には近づかないようにしていただきたいと思い
ます。
本日は、福田ＩＭ第６組ガバナー補佐をお迎え
し、第２回ガバナー補佐訪問をクラブ協議会を交
え行う予定ですので宜しくお願い致します。
ガバナー事務所より、福原会員へ米山奨学生カウ
ンセラー感謝状が届きました。後程福原会員にお
渡しさせていただきます。
２月２８日に北村会員のご尊父様が８５歳でご
逝去なさいました。大変ご愁傷さまでございまし
た。
２月２８日観梅の会が大阪天満宮亀の池におき
まして盛大に行われました。ちょうど開会の時間
には雨も上がりまして満開の梅がよりいっそう
綺麗でした。参加人数は、天満橋ロータリー関係

秀次会員

が３５名、大手前ロータリー関係が２名、中之島
ロータリー関係が１０名という大勢の方が参加
いただけました。閉会後、元米山奨学生の馮さん
が寺井宮司と日本文化について長く話をしてお
られて、見てていい光景でした。
３月６日（水）そねざきロータリークラブ２５周
年祝宴に田邉幹事と行ってまいりました。千玄室
様の講演があり、ジャズやソプラノ歌手のコン
サートがあり賑やかな祝宴でした。
３月6日及び７日から台湾台北ヤンミンロータ
リークラブの４２周年記念式典に参加してまい
りました。第一陣が１０名、第二陣が９名、他に
ＲＡＣ２名、以前当クラブから派遣しました短期
交換留学生が１名という大勢の方が参加して頂
きました。世界的に有名な小籠包の「ディン・タ
イ・フォン」で舌鼓を打ち、ウエルカムパーティ
ではカラオケで盛り上がり、ゲームでは郡会員が
かなりの現金をゲットなさいました。本式典で
は、テーマが「四海兄弟（しかいていとう）」と
いいまして、世界の人々が親しみあうこと、皆兄
弟のごときであるべき。という意味で盛大に執り
行われ、美女２人のシンガーとバイオリニストの
歌と演奏に誘われ壇上に次々と上がり、テーマの
ごとく全員が兄弟になりました。帰国する日に
は、ヤンミンロータリークラブのロイヤー会長ご
夫妻、Ｔ.Ｋ様ご一家はじめ大勢の方が見送りに
来ていただきました。この式典のお世話をすべて
していただきました梅本国際委員長に心からお
礼を申し上げます。

☆☆ 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

☆☆

０名
２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

幹 事 報 告

49名
33名(45名)
19名
12名

☆☆

①「ロータリーの友」をお配りしております。併
せて3月号推奨記事のご紹介をお配りしてお
りますのでご覧いただきます様お願いいたし
ます。
②「2018-19年度 ロータリーデー」の案内が届
いております。本日お配りしております。
③「モンゴル救急車贈呈式・世界米山学友によ
る 絆inモンゴル」の参加のご案内を本日お配
りしております。
④「会員増強に関するアンケート」を本日お配
りしております。ご協力をお願いいたします。
⑤春の家族会の出欠のご返事を事務局までお願
いいたします。
⑥№5・6・7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。
⑦次週3月21日は定款（祝日）により休会にさせ
て頂きます。なお、事務局もお休みさせて頂き
ます。
⑧次々週例会終了後「4月度定例理事会」を開催
いたします。本日ご案内させて頂いておりま
すので関係各位宜しくお願いいたします。
⑨本日13：00～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。
⑩本日例会終了後 第4回被選理事会を4Ｆ「銀河
の間」にて開催致します。関係各位宜しくお願
いいたします。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

）内は会員総数を基準とした値

3月14日の出席率
73.33％
６週間前（2月14日）の
メークアップを含む出席率 90.70％
メークアップ実施会員
2名（欠席者 6名)
31ヶ年在籍表彰自祝
南川 和茂
結婚記念日にお花ありがとうございました。
郡 悦清
台北陽明RC42周年記念式典に参加し髙田会長、
梅本国際奉仕委員長、ご苦労様でした。
橋本 守之
梅本国際奉仕委員長 今般の台北陽明RC訪問に際
し種々ありがとうございました。 川原 和彦
台北陽明RC訪問に際し、ご参加の皆様にお世話
になりました。
大矢 平治
梅本委員長 台北お世話になりました。
寺杣 晃一
台北陽明RC42周年式典にご参加いただきました
メンバー並びにご協力いただきました中川パス
ト会長に御礼申し上げます。
国際奉仕委員会
山本喬一会員に大変お世話になりました
鍬田 充生
平成31年3月14日

合計金

－－ 台北陽明扶輪社42周年記念式典－－

台湾桃園国際空港にお出迎え頂きました（第1班）

台湾桃園国際空港にお出迎え頂きました（第2班）

87,000円

累計金 1,948,400円

☆クラブ協議会（ガバナー補佐訪問）☆
ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ協議
会が開催されました。
式典にて 髙田会長よりお祝い金贈呈

橋本会員、郡会員はじめ皆で舞台で唱いました

敬称を略す

2回目の福田ガバナー補佐訪問を歓迎して
髙田 肇
福田ガバナー補佐様 本日のご来訪誠にありが
とうございます。
川原 和彦
福田ガバナー補佐 ご来訪ありがとうございま
す。
中村 修
福田忠博ガバナー補佐のご来訪を心から歓迎い
たします。
坂本 一民
福田ガバナー補佐のご来訪を歓迎し！
田君が3月をもって米山を卒業します。皆さん
に大変お世話になりました。
福原 哲晃
福田ガバナー補佐 本日は良きアドバイス有難
うございます。
石田 道夫
米寿になりました皆さんに感謝して 坂本 一民
衣斐孝雄先輩！傘寿迎えられ心よりお祝申しあ
げます。
中川 政照
誕生日自祝
衣斐 孝雄
誕生日自祝
中村 修
たん生日自祝
西原 潔

なんと！！
郡会員が100名以上参加の大抽選会で商品の
大金を獲得！！
陳志偉会長夫妻と髙田肇会長夫妻

