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築こう更なる友情
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深めよう信頼と絆
広げよう友情の輪

2011〜2012 年度 ＲＩテーマ

歡迎！大家的新莊扶輪社
ようこそ！新荘扶輪社の皆様

2011 年 10 月２１日 No.1671
本日のプログラム
1.

開会点鐘

2.

両国国歌斉唱

3.

ゲスト紹介

4.

会長歓迎挨拶

5.

新荘扶輪社会長挨拶

魏德貞(Ruby)
謝天仁(Tony)
郭超迹（Lace)
周 旺(Billy)
闕宗光(Chueh)
陳士慶
葉艶枝

会長・楊樹同
Ruby 夫君
幹事・許水木
Tony 義父
国際奉仕委員長・陳麗絲
Lace 夫人
パスト会長・賴清菱
Billy 夫人
パスト会長・闕謝水錦 Chueh 夫人
会員ご家族
会員ご家族

鷹見会長

通訳・新荘ＲＣ国際奉仕委員長
6.

出席率並びｽﾏｲﾙﾎﾞｯｸｽ発表・

7.

幹事報告・委員会報告

8.

閉会点鐘

9.

懇親会（国際奉仕委員長）

今後のプログラム
10/22 地区大会
10/31 特別休会
11/7 R 財団委員会卓話
11/12 レスリング観戦(移動例会)

前回の出席率
10/3
76.74%(33/43)
会員総数
46 名
出席免除者
3名
9/26
補正 80.95％ （34/42）

ビジター
伊藤昇君、原満夫君、桂川邦俊君、
岡山金平君（中津川）、阿部伸一郎君
（恵那）

メーキャップ
小倉忠雄君、織田光好君、丸山充信
君（中津川）

○会場設営○
10 月度：新世代・出席・会報
11 月度：R 情報･会員増強
環境保全

IM 報告

会員増強委員長 古川和博
IM に参加させていただきありがとうございました。秋晴れの午後
恵那峡グランドホテルにて 14:00 の点鐘に始まり、「君が代」「奉仕の理想」斉唱
本日の特別出席者の紹介などがありました。
講師 東洋大学文学部 中国哲学文学教授吉田公平先生
テーマ「生きること、学ぶこと」佐藤一斎先生の遺言
「生か死か、それが問題だ」この選択は極限的に状況で迫られた二者択一
私達は死亡率は 100％であり、死の訪れが日常的に起こりうることを忘れている
（解放・自由）だからこそ平静に生きているとも言える。
でも「簡単に死ぬ弱い存在」 故いに生きていることが尊い（東日本震災）
（自殺）
（事故）
所有か実存（生活）どちらを優先させて生きるかなどなど
色々難しいお話を聞き、今、私たちの身近に置きている日常の生活を振り返り
考えさせられました。
生命の限り（生涯）学習・学問することである。
恵那市岩村 岩村少年少女雅楽クラブ
岩村町で安政元年(1854 年)から継承される、雅楽を伝承するクラブで
昭和 53 年に発足し、保存会の人たちの指導、中学・高校生を中心に活動。
本日は岩村の秋祭りに奉納の後、会場に駆けつけて下さいました
とても和やかな演奏でした。
最後にパストガバナー竹腰氏から国際ロータリーの立場から一言
② クラブをもっと力強くなって欲しいです。
②地域のみなさんと密着した活動を(新生代・環境などで)

四つのテスト

1. 真実かどうか
2. みんなに公平か

【発行責任者】

例会場：中津川商工会議所

会長 鷹見憲三

例会日：月曜日 12:30〜13:30

幹事 堀正勝

事務局：中津川商工会議所 3 階

会報 吉村浩平 TEL：0573-66-7301（事務局）
3. 好意と友情を深めるか
携帯：090-1283-8618（堀幹事）
4. み ん なの ためになるか （原稿送付先:

どうか

yoshimura@systemy

E-mail：info@2630ncrotary.org

o.co.jp）

UR：http://www.2630ncrotary.org
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IM の様子です。

SmileBox
・久し振りにお邪魔いたしました。何卒よろしくお願い致します。

中津川ＲＣ 伊藤昇

・9 月 25 日センターＲＣゴルフ同好会のコンペに参加させて頂き有難うございました。11 月 3 日の４クラブゴ
ルフコンぺのホストをさせて頂きますので宜しくお願い致します。
中津川ＲＣ親睦副委員長 小川剛弘
・昨日の IM 出席者の皆様ご苦労様でした。本日報告を頂く古川さん､大野さん､堀井さん宜しくお願い致します。
伊藤昇さんビジターでのご出席有難うございます。歓迎致します。
会長 鷹見憲三
副会長 伊藤博行
幹事 堀 正勝
・東濃分区ＩＭに出席し、多くの懐かしい友人に出会い、楽しい一時を過ごす事が出来ました。
司
・１０月第１土曜 2630 地区東濃分区のＩＭに出席してきました。本日その報告をさせて頂きます。
・メダカ池清掃例会御苦労様でした。ＮＳＰさんお世話になりました。

古川和博

環境保全委員長 棚橋洋一

・連続皆出席のお祝いを有難うございます。これからもロータリー活動に精進致します。
・誕生日をお祝い頂き有難うございます。

可児豊

勝野正彦
伊藤博行
立木亮治 鈴木捷也
柘植信成 梅田英樹
垂見孝也

・妻の誕生日をお祝い頂き有難うございます。

鷹見幸久 勝野正彦

・結婚記念日のお祝いを有難うございます。9 月 30 日ディアブルース wiith 今岡友美さんのライブ鑑賞させて頂
きました。スペシャルゲストの赤座先生がラリー・カールトンの様に見えて最高でした。久し振りに女房孝行
できました。
南 裕之
・結婚記念日を祝って頂き有難うございます。

幸脇利幸 鈴木捷也
棚橋洋一 堀 正勝

・第 1 回同行会ゴルフコンペでハンディに恵まれ優勝しました。次回も頑張ります。

板頭鈔三

・9 月 25 日ゴルフ同好会で準優勝になりました。パートナーは鷹見会長、堀幹事、板頭 PP 終始優雅なプレーが
出来ました。感謝致します。
幸脇利幸
・親睦会ゴルフ「ホタル賞」を頂きました。一緒にまわらせて頂きましたメンバーの方には多大なるご迷惑をお
掛けした事をお詫び申し上げます。
大野達哉
・9 月 25 日ゴルフ同好会のコンペに多くの皆様に参加して頂き有難うございました。次回も多くの皆様に参加を
お願い致します。
ゴルフ同好会スタッフ一同
・メダカ池の掃除をさっぼってしまいました。ごめんなさい。

小椋一朗

・9 月 19 日恵那山の山頂にある恵那神社の本社の例大祭に関係団体代表の皆様に登山して頂き、無事神事を終え
る事が出来ました。又 9 月 23 日は川上の里宮に新築した租霊殿及び授与所の完成竣工式を開催。9 月 29 日に
は
恵那神社例大祭をご来賓多数をお迎えして開催する事が出来、これで今年の恵那神社 3 大行事を終了する事が
出来ました。
恵那神社氏子総代会長 可児豊司
・9 月 30 日マジョリカ・バンブーで行われました今岡友美さんのジャズライブに多数会員の方々にお越し頂き誠
に有難うございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。
赤座 薫
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