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●斉	 	 唱 
 
国歌「君が代」 
ロータリーソング「奉仕の理想」  
●四つのテスト唱和 
 
●本日のメニュー  
	 和風弁当	 大正館   
	 	 会 長 挨 拶  
 
	 新年明けましておめでとうございます。今年度もよろしくお願

い致します。 
	 ７月から始まりまして、今日から後半の始まりでございます。

大きな行事は、I.Mと４月の家族会ぐらいかなと思います。 
	 会長になって、困った事が２つございます。 
	 １つは、おいしい食事が半分ぐらいしか食べられない事です。ゆっくり食べる方なので、い

つも心残りで会社に帰っております。 
	 ２つ目は、会社にいる時は食事後１５分ぐらい昼寝をするのが習慣になっておりまして、例

会ではできないため、欠伸をかみ殺しております。今日はその欠伸についてお話をしたいと思

います。 
	 脳生理学の有田先生のお話ですが、会議等で欠伸をすると不謹慎だと言われがちです。欠伸

をしている時の脳波を調べますと、β波が出ており、このβ波は体に起きろと命令しておりま

す。眠気を我慢して起きろとがんばっているので、欠伸をしている人は褒めてあげて下さい。 
	 欠伸は、脳の間脳の室傍核から出るオキシトシンというホルモンが影響しているのですが、

オキシトシンはもう一つ作用がありまして、女性の場合は分娩の際に子宮を収縮させ、男性の

場合は性欲が活性化します。どんどん欠伸をして頂けたらと思います。 
	 話は戻りますが、昨年、現役会員の方が２名お亡くなりになりました。皆様もお体には気を

つけて、本年を過ごして頂きたいと思います。 

第２６２４回例会 平成２５年１月９日(水) 



※三週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。  

	 

	 	 幹 事 報 告  
 
・	 例会変更等はございません。 
・	 幹事報告の中の５番目の、３月１８日の親睦ゴルフ大会の件

ですが、行かれる方がございましたらお願い致します。 
・	 残り半年でございますが、よろしくお願い致します。 
 

	  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
 
＜ニコボックス委員会＞ 
山中	 寛三君 お目出度ございます。 
新美	 	 孝君 年末家族会の〆をさせて頂きました。碧南警察署長より本日、安全安心な街

づくりの貢献功労により表彰状を受けました。 
森田	 英治君 本日、碧南警察署長から表彰状の贈呈を受けました。 
加藤	 良邦君 平成２５年正月新年祭、お陰様にて寒さ厳しき中、天候に恵まれ無事に終了

致しました。深く感謝致します。 
鈴木	 並生君 碧南警察署長より感謝状を頂きました。 
植松	 敏樹君 新春を寿ぎ、初謡をさせて頂きます。 
亀山	 裕一君  
黒田	 昌司君 新年あけましておめでとうございます。後半戦も名コンビで頑張ります。 
木村	 徳雄君 皆様よろしくお願い申し上げます。 
伊藤	 正幸君 無事に新年を迎える事が出来ました。本年もよろしくお願い致します。 
岡本	 明弘君 今年は年男です。碧南商工会議所議員新年宴会で平岩会頭より記念品を頂き

ました。ありがとうございます。 
新美	 雅浩君 碧南警察署長より表彰状を頂きました。 
杉浦	 栄次君 商工会議所の議員を交代したところ、年男で記念品を頂きました。ありがと

うございました。 
 
＜親睦活動委員会＞ 
会員誕生日 
	 １日	 山中	 寛紀君(還暦)	 	 ２日	 杉浦	 栄次君	 	 	 	 ７日	 鶴田	 光久君(還暦)	 

	 総会員数 66名 (内出席免除者 10名の内出席者 10名)出席者 60名 

	 出席対象者	 60／65名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 92.31％ 

	 欠席者 6名(病欠者 1名) 	 	 前々回修正出席率	 100％ 

木村徳雄幹事 



１０日	 加藤	 良邦君	 	 	 	 １１日	 中根	 佑治君	 	 	 １７日	 林	 	 俊行君	 

１８日	 鈴木	 健三君	 	 	 	 ２１日	 鈴木	 宏枝君	 	 	 ２５日	 長田	 銑司君	 

２９日	 奥谷	 弘和君	 

	 

奥様誕生日	 

	 １日	 岡本	 明弘君の奥様	 早百合様	 	 	 ２日	 山中	 寛三君の奥様	 美智子様	 

	 ４日	 黒田	 昌司君の奥様	 みゑ子様	 	 	 ８日	 亀山	 裕一君の奥様	 美恵子様	 

１５日	 鶴田	 光久君の奥様	 美奈子様	 	 １６日	 長田	 昌昇君の奥様	 	 勝代様	 

２２日	 山田	 純嗣君の奥様	 	 茅子様	 

	 

結婚記念日	 

	 ２日	 奥田	 雪雄君・万里子様	 ２８年	 	 １４日	 西脇	 博正君・京子様	 	 ２９年	 

	 

入会記念日	 

１０日	 山田	 純嗣君、黒田	 昌司君	 

１１日	 鈴木	 健三君、粟津	 康之君	 

１２日	 奥田	 雪雄君、平松	 	 太君、山中	 寛紀君、森田	 雅也君、	 

	 	 	 	 新美	 雅浩君、長田	 和徳君、新海	 孝司君	 

１３日	 加藤	 良邦君	 

１４日	 藤関	 孝典君、永坂	 誠司君	 
	 

 
「新年例会」 

謡曲「鶴亀	 月宮殿」	 会員	 植松敏樹君、亀山裕一君 
 
 
 

次回例会案内	 平成 25 年 1 月 23 日（水）  
卓話「置かれた場所で咲きなさい」  

真宗大谷派  専興寺	 坊守	 浅野真理子氏  





