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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 
 
●新入会員入会式  
	 岡島晋一君 
 
 
   
	 	 会 長 挨 拶  
 
	 皆様、明けましておめでとうございます。何回かあちこちで

お会いしている方もいらっしゃいますが、今年初の例会という

事でございます。	 

	 昨年末には年末家族会にたくさんの方に参加して頂きまして、

盛大に開催する事ができました。ありがとうございます。	 

	 今月は、ロータリー議会推進月間でございます。本日新入会員に岡島晋一さんをお迎えし

ました。新入会員を寛容する事が、ロータリーの足下を確認できる事ではないかと思います。	 

	 本日の理事会でも提案致しますが、まだまだ新入会員の方をがんばっております。増強の

方をこれからもしていきたいと思っております。	 

	 さて、私の任期も半分が過ぎました。後半に差し掛かろうとしております。普通ですとこ

れでやれやれ、という事もあるかもしれませんが、３月には慰霊祭が、４月には５５周年の

記念例会を予定しております。あと半年、ロータリーをよく知り、ロータリーを好きになっ
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※三週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。  

て、ロータリーを楽しんで頂きますよう、よろしくお願い致します。	 

	 本年が皆様にとって、より良い年になりますようご祈念申し上げ、挨拶とさせて頂きます。	 

 

	 	 幹 事 報 告  
 
	 皆様、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお

願い致します。さて、本日は３点ございます。	 

・	 例会変更等は幹事報告書の通りですので、ご一読お願い致し

ます。	 

・	 国際ロータリー日本事務局から、要覧２０１３年度版の購入

のご案内がきております。注文書をお配りしてございますので、よろしくお願い致します。

一冊８ドルとなっております。	 

・	 本日例会終了後、第７回理事会を２０１号室で開催致します。役員・理事の方はお集り頂

きますよう、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＞ 
長田	 豊治君 年末家族会の御礼を申し上げます。 
岡本	 明弘君 
新美	 	 孝君 昨年の１２月２１日家族会「下手なきよしこの夜」の歌で締めをさせてい

ただきました。 
  碧南警察署、感謝等贈呈式で表彰状を受けました。 
加藤	 良邦君 明けましてお目出とう御座います。	 お陰様にて平成２６年新年祭	 天候

にも恵まれたくさんの方々のお力を頂き無事に厳修出来ました事	 深く

感謝致します。有難う御座いました。 
鈴木	 泰博君 新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。 
永坂	 誠司君 新入会員の岡島晋一君をご紹介させて頂きます。 
杉浦	 栄次君 １月１２日（日）碧南市消防出初式が無事に挙行されました。会長始めた

くさんのご来賓にご出席頂きありがとうございました。火事・災害のない

１年でありますように、心から祈っております。 

	 総会員数 67名 (内出席免除者 9名の内出席者 7名)出席者 55名 

	 出席対象者	 55／64名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 85.93％ 

	 欠席者 12名(病欠者 1名) 	 	 前々回修正出席率	 98.67％ 

岡本明弘幹事 



新美	 雅浩君 碧南警察署長より感謝状を頂きました。 
山中	 寛紀君 新年早々杉浦保子様に大変お世話になりました。有難うございます。 
平松	 	 太君 人生最終のソングリーダーが終わった後にクリスマスソングを新美孝さ

んが歌われて最終の後で又ソングリーダーが来ました。イケメンはツラい

なと思いました。 
  昨年のクリスマス家族会にて人生最終のソングリーダーをやらせて頂き

ました。私のお母さんは、お父さんがタクトを振るなら私は出席しません。

と言っています。お母さんと一緒に出席したいです。 
角谷	 信二君 ありがとうございました。 
平岩	 辰之君 葵ＣＣ初夢杯で久しぶりの入賞致しました。	 ありがとうございました。 
伊藤	 正幸君 良いお正月でした。 
木村	 徳雄君 明けましてお目出度う御座います。	 １/２４～２６	 碧南市民スキー大

会があります。	 私も本年も大会に参加して来ます。結果報告は又します。	 

本年も宜しくお願い致します。 
新美	 宗和君 次週の卓話で最新カラオケ情報と福祉やリハビリ等で扱うカラオケ情報

を実演等で紹介します。	 お楽しみに！！ 
黒田	 昌司君 １／８警察感謝状を頂きました。 
  昨年の１２／２５	 男子の内孫が誕生しました。 
植松	 敏樹君 新春を寿ぎ謡曲「鶴亀月宮殿」を謡わせて頂きます。 
鈴木	 並生君 碧南警察署長より感謝状を頂きました。 
岡島	 晋一君 本日入会させて頂きます、岡島晋一です。宜しくお願い申し上げます。 
 
 
＜親睦活動委員会＞ 
会員誕生日 
	 １日	 山中	 寛紀君	 	 	 ２日	 杉浦	 栄次君	 	 	 ７日	 鶴田	 光久君	 

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(喜寿)	 

	 

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	 	 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	 ２９年	 	 	 １４日	 西脇	 博正君・京子様	 	 ３０年	 

２５日	 青木	 	 稔君・由利子様	 ４２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	 

１３日	 加藤	 良邦君	 

１４日	 藤関	 孝典君、永坂	 誠司君	 

１５日	 岡島	 晋一君	 

	 

	 

「新年例会」 
謡曲「鶴亀	 月宮殿」	 会員	 植松敏樹君 

	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次回例会案内	 
	 

平成２６年１月２９日（水）  
卓話：市出前講座「明日への政策について」  
碧南市役所	 経営企画課	 課長	 奥谷直人様	 





