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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 
 
●本日のお客様  
	 米山記念奨学生	 マルティネス	 リベラ，リリアナ様	 

   
	 	 会 長 挨 拶  
 
	 改めまして、新年あけましておめでとうございます。会員諸

兄には健やかに新しき年をお迎えのこととお慶び申し上げます。 
	 昨年１２月２０日の年末家族会には多くの会員並びにご家族

の出席を頂き、盛大に開催することができました。心より感謝

申し上げます。また、親睦委員会には大変お世話になり、ありが

とうございました。その親睦委員の斉藤収男さんが１月１日付けの異動により、本日退会さ

れます。平成２５年７月入会より１年半ではありましたが、今後のご活躍をご祈念申し上げ

ます。 
	 さて、１月５日は恒例の碧南商工会議所の議員新年祝賀会が開催され出席させて頂きまし

た。当クラブの会員の皆様も多く出席され、平岩会頭から年頭の挨拶を拝聴する事ができま

した。また、１月１１日には玉津浦グランドにおきまして、平成２７年消防出初式が開催さ

れ、杉浦栄次消防団長はじめ、消防団、各企業の消防隊等の凛々しい姿に安心致しました。

今年は三河地震から７０年、阪神淡路大震災から２０年の節目の年です。あらためて防災に
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対する意を強く感じました。 
	 本年２０１５年は、乙未（きのとひつじ）の年です。羊は祥に通じ吉祥の動物で縁起が良

く、群れをなすことにより、家族安泰、平和に繋がるとされています。 
	 乙（きのと）は草木の芽が出ようとするが寒さなどの障害により苦労する、未（ひつじ）

は枝葉の繁栄、繁茂を表すが、繁茂しすぎると暗くなる。乙未は我慢の年で枝葉を好ましい

方へ伸ばすように導けば良くなる。筋の通った堅実な行動が肝要であるという事です。 
	 本日は植松さんの謡曲により新年を寿いで頂き、本年のスタートとしたいと思いますので、

本年も皆様方のご指導、ご協力をお願い申し上げ挨拶と致します。 
 

	 	 幹 事 報 告  
 
	 本日は８点ほどご報告させて頂きます。 
・	 例会変更等は幹事報告書の通りでございます。 
・	 ロータリーレート変更のお知らせでございます。１月より、

１ドル１１２円から１１８円となっております。 
・	 次年度特別月間変更についてです。幹事報告書にて各月の特

別月間につきまして記載しておりますので、お目通し下さい。８月、１１月、６月以外の

特別月間につきまして変更となっております。 
・	 ガバナー月信１月号掲載のお知らせです。URL アドレスが幹事報告書に記載してござい
ます。受付にも一部印刷してございますので、お目通し下さい。 

・	 安城 RC様より、とっておきの安城フォトコンテスト開催のご案内が届いております。チ
ラシをメールボックスにて配布致しておりますので、ご応募頂ければと思います。 

・	 次回例会につきまして、１０月に配布させて頂きました「ロータリー米山記念奨学事業豆

辞典」を卓話資料とされると連絡がございましたので、次回例会にご持参頂けますよう、

お願い致します。当日、お持ちでない方につきましては、受付に用意させて頂きますので、

よろしくお願い致します。 
・	 碧南市藤井達吉現代美術館様より、碧南 RCのみ特別に、山中先生のご縁によりまして１
月２３日より始まります企画展「没後１３０年 山中信天翁と幕末維新展」の招待券を頂
きました。メールボックスにて配布させて頂きましたので、ぜひご観覧頂きますよう、お

願い致します。 
・	 本日例会終了後、２０１号室にて理事会を開催致します。理事、役員の皆様はご出席をお

願い致します。 
 
 
 
 
 
 
 

伊藤正幸幹事 



※三週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。  

	  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
＜ニコボックス委員会＞ 
石橋	 嘉彦君 新春にあたり皆様にお慶びを申し上げます。又、昨年の年末家族会には会 
伊藤	 正幸君 員並びにご家族の出席を頂きありがとうございました。又、親睦活動委員

会の皆様には感謝申し上げます。 
山中	 寛三君 明けましてお目出とうございます。 
長田	 昌昇君 某所の帰り、ノーネクタイで失礼します。 
加藤	 良邦君 明けましてお目出とう御座います。平成２７年新年祭、お陰様にて無事に

終わりつつ有ります。多くの方々の御厚情誠に有難う御座いました。 
鈴木	 並生君 １月８日、碧南警察署感謝状等贈呈式に於いて賞状を頂きました。 
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。 
黒田	 昌司君 本年も宜しく。 
木村	 徳雄君 本年も宜しくお願いします。 
奥田	 雪雄君 今年度、６回目の年男です。よろしくお願い致します。 
岡本	 明弘君 平成２７年碧南商工会議所議員新年祝賀会の経済クイズで、昨年の株価が

当たりました。平岩会頭から大変良い品を頂きました。今年は１月から縁

起が良いです。 
山中	 寛紀君 昨年１２月のクリスマス例会では親睦委員の皆様に大変お世話になり有

難うございました。 
長田	 和徳君 新年早々、商工会議所の株価予想が大当たり。今年はいいことあるかも。 
杉浦	 栄次君 １月１１日（日）碧南市消防出初式が無事に挙行されました。石橋会長に

もご参加賜り、多くの皆様にご覧頂き、ありがとうございました。火災・

災害のない１年でありますように願っています。 
服部	 弘史君 クリスマス家族会が皆様のお陰で無事に終える事ができました。ありがと

うございました。 
杉浦	 保子君 年末に店にステキなプレゼントが届きました。ロータリーをこよなく愛す

る山中寛三先生から大正館の全景の水彩スケッチを描いて届けて下さい

ました。とても優しいタッチで私の宝物が一つ増えました。 
斉藤	 収男君 碧南の歴史に触れ、人の温かさを感じながら過ごすことが出来ました。本

当にありがとうございました。 
 

	 総会員数 68名 (内出席免除者 16名の内出席者 10名)出席者 57名 

	 出席対象者	 57／62名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 91.94％ 

	 欠席者 11名(病欠者 0名) 	 	 前々回修正出席率	 100％ 



＜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	 	 １１日	 山本	 年朗君	 

１７日	 林	 	 俊行君	 	 １８日	 鈴木	 健三君(還暦)	 

２１日	 鈴木	 宏枝君(喜寿)	 

２５日	 長田	 銑司君	 

	 

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	 	 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	 

２９日	 貝田	 隆彦君の奥様	 	 直美様	 

	 

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	 

	 

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２７年１月２８日（水）  
卓話「いよいよ実現！夢の宇宙旅行時代到来」  
（有）国際宇宙サービス代表取締役  
民間宇宙飛行士	 山崎大地氏  


