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今日の例会 2019年12月19日 来週の例会

■ 卓話

「ロータリー雑感」

岡田 耕治 君

■ 今日の歌 「日も風も星も」

ピアノ 岩島 佳子 先生

■ 例会後 第1回衛星クラブ設立準備委員会

■ 12月26日（木）12/15振替休会

1月2日（木） 休日

■ 1月9日（木）

初例会と新年会

於：オ・セイリュウ

1月度定例理事会 ＰＭ4：30～

初例会 ＰＭ6：00～

新年会 ＰＭ6：30～

会長の時間 大橋会長（12/12・12/15分）

例会日：2019年12月19日（木）
（令和元年12月19日）

今回の会長の時間は12日と15日の合併号です。

先日のタイ・ヤンナワとのGGが地区の承認が下りました。

これはタイのアントン県の病院に救急車を寄贈するプロジェクトで、

正にタイの田舎に医療提供をすると言う大きなプロジェクトです。

今月の月間に鑑みて、良かったと思います。

クラブ負担分が問題になっていましたが、解決して良かったです。

また、先日の地区大会へ参加してきました。

開会式では我がクラブの島会員が地区恒久基金フェローとして表彰されました。

晩餐会ではいつもRI会長代理がいないので、会がスムーズに進行され良かったです。

本会議では、いつものクラブ紹介の形ではなく、IM毎に会長が登壇するという形が取られました。

ガバナーの現状報告では青少年奉仕主体で行われ、各委員会から青少年が登壇してガバナーとアドリブで直

接対話をすると言う形で行われました。

いつもと違って新鮮で良かったと思います。

今日はクリスマス会なので、この辺で会長の時間を終わります。

皆様、今夜は大いに楽しみましょう！

疾病予防と治療月間

2019～20年度地区大会 晩餐会

No.2635・2636

俳句同好会輪の会便り 溝畑 洋子

越前紀行

令和元年11月23，24日の連休を利用して、「越前

のカニ堪能一泊二日の旅」に行きました。まず一

乗谷朝倉氏遺跡へ。1467年の応仁の乱で活躍し

た朝倉孝景が一乗谷に本拠を移してから103年

にわたって繁栄、北陸の小京都とも呼ばれ、京や

奈良の貴族や僧侶の文化人が下向し、文化や街

づくりが形成されました。城下町は当時のまま復

元されています。庶民の町屋や武家屋敷がリア

ルに再現され、塀の石垣や建物の礎石をそのま

ま使い、柱や壁、建具等出土した置物も忠実に

復元されていました。朝倉氏の館でその庭園は

遺跡の中でも最も大きく、紅葉と共に見事なもの

でした。五代目朝倉義景の時の将軍足利義昭を

南陽寺に迎え観桜の宴を催し、天下にその地位

を確固たるものにしようとした矢先、1573年刀根

坂の戦いで織田信長に敗れ、城下町も焼打ちに

あい灰塵と化し、朝倉氏は滅びました。

一乗谷を後にして、北前船主の館，右近家へ移

動。江戸中期から明治30年にかけ大阪―蝦夷地

と結んで日本海廻りで、各港で商いをしながら、

不定期に往復した廻船を北前船と呼び、右近家

は30余隻の船を所有し、財をなしました。その邸

宅は北前船で産地から運んだ材料で作られた豪

勢な構えとなっています。そこから眺める日本海

は素晴らしく、敦賀半島、丹後の経ヶ岬を遠望す

ることが出来、丁度日本海に沈む夕日をベストタ

イミングで見ることができ感激の極みでした。

「旅館平成」では見事な“カニ”をたらふく食べ、カ

ニを食べすぎて、歩くのも横歩きで泡をふいて歩

いているような感じでした。

次の日は恐竜博物館へ。福井県勝山市では恐竜

の化石が多数発見され、1億2千年前の世界にひ

たりました。

俳句仲間と吟行に行きたく思いました。

2019年11月 ＥＲ輪の会俳句 自薦句

靖明 初時雨服に染み入る家路かな

春正 今日よりは無我の一道初時雨

太 亡き人の声なき声か初時雨

邦夫 旧友へ通じぬ電話初しぐれ

精一 小児科の泣き声やまず夕時雨

洋子 お日さまのやうな子が来て柿を捥ぐ

安徳 散り紅葉蹴散らし歩め一つの児

正信 酔ふて足あげて歩むや木の葉雨

さおり オリオンが降りて積もりて御堂筋

侑才 眠り足る小春の朝迎へけり



幹事報告 戸田幹事

先般の移動例会及びクリスマス家族会に、会員並

びにご家族の皆様、多数ご参加いただき有難うござ

いました。

《これからの予定》

【1】 本日例会後、13：40～第1回衛星クラブ設立

準備委員会 於：オ・セイリュウ

【2】 1/21（土）第18回寺子屋子ども食堂

【3】 1/21（土）第2回派遣候補生・来日学生合同

オリエンテーションおよび青少年交換クリス

マスパーティー

（吉﨑会員、ショウ タン リー君出席）

【4】 1/9（木）1月度定例理事会・初例会・新年

会於：オ・セイリュウ

《連絡事項》

【1】 地区大会に出席された方はメーキャップにな

りますので、出席カードを事務局までご提出

お願い致します。

【2】 12/26（木）は12/15（日）の振替休日で例会

はございません。

【3】 初例会及び新年会は1/9（木）18：00よりオ・

セイリュウにて行います。多数のご出席よろ

しくお願い致します。

【4】 事務局の業務を12/27（金）～1/3（金）まで

休ませていただきますので、よろしくお願い

致します。

出席報告 12月12日

（12/12）の出席者数：34名（4）
ゲスト1名： 青少年交換学生 ショウ タン リー君
（12/15）の出席者数：41名（6）
ゲスト2名：米山奨学生 グェン ミン トゥーさん

青少年交換学生 ショウ タン リー君

12/12出席率：62.96％
12/15出席率：73.21％

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：61名（免除11名）12/5～

11/21 11/28 12/5

HC出席 28(4)名 30(3)名 36(4)名

MU出席 7(0)名 9(2)名 4(0)名

修正出席率 66.04％ 72.22％ 74.07％

この度、岡田会員に御協力いただきました。有難う

ございました。12月のロータリーレートは108円です。

皆様のご協力をよろしくお願い致します。

◆ 2020～2021年度理事・役員 ◆

委員会報告②

委員会報告①

ロータリー財団委員会
委員長 芳田 至弘

会員コラム 北埜 登

令和初のクリスマス家族会、皆様ご参加ありがと

うございました。

楽しんでいただけたでしょうか？

私は緊張の方が多かったですが、いざ始まって

みると芸妓さん・舞妓さんには皆様すごく興味

津々でしたね。私はある男性会員に「舞妓さんと

写真を撮ってもらいたいけど、後ろめたいから一

緒に写ってくれない？」と言われ、学生の頃を思

い出しました。

Rフロイデの方々も今年はペンライトを用意しての

合唱、とても一体感が出たと思います。

ペンライトを早々に折ってしまう方も多くて、肝心

の合唱までに消えてしまうのでは？と思いました

が、思いのほか長持ちしてホッとしました。ペンラ

イトは「どうすれば直前まで折らないでくれる

か？」を長く思案しましたが、やはり難しいですね。

最後のプレゼントの時間は司会の一由さんと迫

谷サンタ、小畑トナカイの見事な連携で本当に皆

様にお願いして良かったな、と心底思いました。

今回は初めての親睦活動委員会としてのクリス

マス家族会で要領を得ず、戸田幹事を始め親睦

活動委員会以外の皆様の助けもあり、何とか最

後は大きな問題は無く閉会できたと思います。

反省点ばかりでしたが、とても良い経験をさせて

いただいたと思います。

本当にありがとうございました。
役 員 理 事

会長 斉藤 勝俊 会長 斉藤 勝俊

直前会長 大橋 秀典 直前会長 大橋 秀典

会長ｴﾚｸﾄ 河村 幸司
会長ｴﾚｸﾄ 河村 幸司
（会員組織委員長）

副会長 藤本 良男
副会長 藤本 良男
（クラブ運営委員長）

幹事 浅浦 哲夫 幹事 浅浦 哲夫

会計 戸田 尊文 会計 戸田 尊文

ＳＡＡ 岡田 耕治 ＳＡＡ 岡田 耕治

理事 森本 竜一
（副幹事）
理事 石田 肇
（職業奉仕委員長）
理事 前田 興二
（社会奉仕委員長）
理事 迫谷 聡太
（国際奉仕委員長）
理事 一由 麻里
（青少年奉仕委員長）
理事 須﨑 洋一
（無任所）

今も、続けている趣味の１つにテニスがあります。

始めたのは、たまたま大学6年生の時にテニス部

の同級生が、授業の際に隣り合わせに座ったの

がきっかけです。

お互い体育系クラブに所属していましたが退会と

なり体を持て余していたので、翌日の早朝6時か

ら授業が始まるまで、テニスの特訓が1年間続き

ました。

2か月後には、ルールを理解してないのに市民大

会に参加しましが、1回戦敗退だったと思います。

テニスの良いところは、ラケットとボールがあれば

何処でもできます。

ゴルフのように一日必要としませんし、海外でも

気軽に出来ます。

今も、週1回テニススクールに通い、友達となるべ

く休日はテニスを楽しむようにしています。

テニスクラブに所属して、月1回試合を行い年間

ポイントで優勝を争っています。

また年に1回はなるべく大きな試合に出るため体

を動かして1回戦敗退だけは避けるように練習に

励んでいます。

それでも、年齢による体力の衰えには勝てず、テ

ニススクールでは長老となり、サーブをしても若い

人はバシーと良い音を出しますが、いくら頑張っ

てもポコンーと哀れな音しか出ないです。

最近の楽しみは、プロテニスはゴルフと同じよう

に4大大会とか世界ランキング等があり

テニスの4大大会（全豪 全仏 全英 全米）ファ

イルを観戦に行くのが目標です。

残り１つが全英（ウインブルドン）です。イギリスの

田舎で開催される為、休みを取るのが困難でい

つか行けるのを楽しみにしています。

親睦活動委員会
委員長 新井 繁太郎

2019～20年度クリスマス家族会

2019年12月15日（日）
於：インターコンチネンタルホテル大阪

委員会報告③

社会奉仕委員会
委員長 田原 さおり

2020年2月2日（日）に生駒学園招待行事を予定し

ております。10：30に新石切の旧イーストホームを

バスで出発し、天保山マーケットプレイスで昼食と

散策、その後カップヌードルミュージアム池田にて

チキンラーメン作りを体験します。解散は17：15頃

新石切駅の予定です。多数のご参加よろしくお願い

致します。


