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BE THE INSPIRATION

インスピレーションになろう

第 2531 回例会 №21
2019 年(平成 31 年)1 ⽉ 11 ⽇(⾦) 晴
「君が代」「それでこそロータリー」

新年港友例会

出席報告
会員 69 名中 出席 49 名 出席率 71.01％
前々回修正出席率 100％
○ゲスト
名古屋ＲＣ ⽥島 雄太君
⽶⼭奨学⽣ グエンダウハイゴック君

会長挨拶
会員の皆様、新年あけめしてお
めでとうございます。
いよいよ 2019 年が始まりまし
た。気合いを⼊れて 1 年を過ごし
ましょう。本年の⼲⽀は⼰亥（つ
ちのとい、きがい）です。
ご存知のように、⼲⽀とは⼗⼆⽀と⼗⼲の組み合わせ
であります。
⼗⼆⽀
⼦・丑・寅・卯・⾠・⺒・午・未・申・⾣・戌・亥
⼗⼲
甲・⼄・丙・丁・戊・⼰・庚・⾟・壬・癸
⼗⼲と⼗⼆⽀の繰り返しの組み合わせで⼲⽀（え
と）が決まります。この 10 と 12 の最⼩公倍数の 60
組あります。還暦を迎える年は、⾃分が⽣まれた⼲⽀
を再び迎える年になります。本年はその 60 の組み合
わせの⼰亥（つちのとい、きがい）となる年です。
さてどんな年でしょうか。
「今現在の状況を維持し、守りの姿勢に徹した⽅がよ
い」
「次のステージに向けた準備期間」
「無病息災の年」
「⾃⼰実現をして社会に貢献する年」
だそうです。皆様にとって良き年になりますよう願い
ます。本年もよろしくお願いします。

会 長 田 島 伸 也

幹 事 棚 橋

顯

広報･雑誌・会報委員長 深 谷 友 尋

R.I．会長 バリー・ラシン

１月の誕生日祝福
1 ⽇橋本(美)さん、３⽇深⾕君、菅君、⽥中君夫⼈、
５⽇三輪君、６⽇鈴⽊君夫⼈、８⽇⾼⼭君、
10 ⽇福島君夫⼈、11 ⽇箕浦君夫⼈、18 ⽇酒井君、
⼭下君、19 ⽇⾼⽥君、22 ⽇遠藤(武)君夫⼈、
23 ⽇吉⽥(利)君夫⼈、29 ⽇吉⽥(利)君、
⼭⽥(豊)君、30 ⽇猪⼦君、加藤(嗣)君、
31 ⽇芹澤君、⼩島君
１月の結婚記念日祝福
１⽇村⽥君、25 ⽇⽥中君、28 ⽇⼭下君

ニコＢＯＸ
(明けましておめでとうございます。後半戦がスタ
ートします。よろしくお願いします)
⽥島会⻑
(新年あけましておめでとうございます。本年もよ
ろしくお願いいたします)
棚橋幹事
(あけましておめでとうございます。今⽇は⼊会記
念⽇です。41 年になりました)
住⽥君
(明けましてお⽬出度うございます)
酒井君
(おめでとうございます。年賀ありがとう) 中村君
(皆様明けましておめでとうございます。中井君の
妹さんに⼤変お世話になりました)
杉江君
(本年もよろしく。多くの皆様から年賀状ありがと
うございました)
菅君
(お⽬でとうございます。本年もよろしくお願い致
します)
遠藤(孝)君
(あけましておめでとうございます。今年もよろし
くお願いします)
芹澤君
(おめでとうございます。本年もよろしくお願いし
ます)
岩佐君
(今年は年男であり『猪突猛進』の気持ちでガンバ
リたい)
加藤(茂)君
(皆様、あけましておめでとうございます) ⼭川君
(明けましておめでとうございます。良き年であり
ますように！)
渡辺君
(明けましておめでとうございます。本年も宜しく
お願い致します)
寺本君
(新年明けましておめでとうございます。本⽇は”学
会“の為東京出張で例会⽋席です)
髙⽥君
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(皆様、明けましておめでとうございます。今年も宜し
くお願いします。明⽇、⻑⼥の結婚式のため例会⽋席
させていただきます。初めて歩くバージンロード、緊
張します)
岡⽥君
(あけましておめでとうございます)
栢森君
(新年おめでとうございます。本年も皆様と共に親睦活
動委員会⼀同楽しく盛り上げてまいります） 中井君
(明けましておめでとうございます。たくさんの年賀状
をいただきありがとうございました。本年もよろしく
お願い致します)
⻑瀬君
(本年も宜しくお願いします。先⽇は河野先⽣にお世話
になりありがとうございます)
野崎君
(皆様、明けましておめでとうございます。今年⼀年も
宜しくお願いします)
加藤(嗣)君
(寒中お⾒舞い申し上げます。多くの⽅より年始のあい
さつをいただきましたが、昨年 8 ⽉⽗が 94 才で他界
しましたので失礼いたしました)
河野君
(ご本⼈及びご夫⼈誕⽣祝)
鈴⽊君、吉⽥(利)君
遠藤(武)君、猪⼦君、⽥中君
橋本(美)さん、加藤(嗣)君
本⽇合計
累
計

73,000 円
1,517,000 円

第 7 回理事会議事録
と き 平成 31 年 1 ⽉ 11 ⽇(⾦)
13：30〜14：00
ところ 17 階「楠」
審議事項
１．⼊会候補者承認の件(中井 規博君 紹介)
会員選考委員会で審議済
満場⼀致にて承認
２．⼊会候補者紹介の件(平松 勝君 紹介)
会員選考委員会審議に付す
報告事項
１．同好会報告・トラグルメ会
○２⽉１３⽇(⽔) 18：00
ラ・グランターブル・ドゥ・キタムラ
○５⽉２５⽇(⼟)・２６⽇(⽇) 旅⾏予定

⽉

1

奨学金贈呈・近況報告

日

今後の例会予定

25

卓話「ジャズダンスに対する思い」
㈱ダンスプロ
代表取締役 坂本久美⼦さん

1

卓話
「ヘルプマークを知っていますか？
ヘルプマークを通じて思いやりの
ある社会」
NPO 法⼈いのち繋ぐプロジェクト
理事 ⼩崎⿇莉恵さん

8

同好会報告

15

休

22

例会変更
「インターシティミーティング」
2 ⽉ 18 ⽇(⽉) 名古屋観光ホテル

1

港友例会

8

卓話

⽶⼭奨学⽣ グエン ダウ ハイ ゴック君

2

新年の乾杯

第 43 代会⻑

菅

栄君(年男)
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会

中川税務署⻑ 四井 清裕⽒

