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赤堀

例会日変更1988年〜89年 (昭和63年〜平成元年)
和人

会員 (５月30日)

第13代岩岡会長より金曜日になりました｡
以上です｡
これからもよろしくご指導の程お願いします｡


◎先日､ 卓話にいらして下さいました UNHCR の中村恵様よりお
礼の手紙が届いておりますので回覧します｡
また､ ５月８日の卓話にてお渡しした謝礼は当クラブからの寄付
とさせていただきましたとのことです｡
◎たんまち福祉活動ホームより所長交替の挨拶状がきておりますの
で回覧します｡ 前所長 小山直子様に代わり､ ４月１日より大野
健司様が所長に就任されたとのことです｡

◎本日､ 2009-10年度のロータリー手帳をボックスへ配布致しまし



たのでご活用下さい｡

白井

恒夫

会員 (第１期

1976年５月29日入会)

冨居

利貞

名誉会員 (第１期

1976年５月29日入会)

◎地区より､ 韓国ソウルで開催されます
善会議登録の案内

第10回ロータリー日韓親

がきておりますので回覧します｡
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委員長
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飯田

之

SAA

お世話になります｡



入会祝い (33年目) ありがとうございます｡
①24日の春の家族会では多くの会員､ ご家族のご参加

に感謝致します｡ 親睦委員会の皆様ご苦労様でした｡ ②中山久招会
冨居利貞です｡

員､ 本日のイニシエーションスピーチ楽しみにしています｡

本日は入会祝い (５月29日) ありがとうございます｡



創立会員として33年経ちました｡

すので､ 本日の例会は欠席致しますが､ 雑誌委員会から

私の入会当時の記憶をたどりますと､ 1976年 (昭和51年) ４月上

お伝えします｡

昨晩からインフルエンザのメッカ？関西にきておりま

ロータリーの友

朗報

を

では､ 今年８月号から一年間､

旬ごろスポンサーの萩原さんより神奈川クラブ例会 (スカイビル)

｢祭り｣ をテーマに､ 全国のロータリアンが撮影した ｢祭り｣ の写

に招待され新会員 (24名)､ 神奈川クラブよりの移籍者 (15名) の

真で

顔合わせがありました｡ 創立会長古川俊一郎さん､ 幹事白井恒夫さ

査会が､ 今週月曜日の25日に開かれ､ 小池將夫会員の力作２点が見

んで４月中旬より毎週土曜日例会場アカデミービル内リッチにて､

事に入選して､ 今年９月号と来年５月号の

ロータリーについて色々移籍者の人よりご指導を受けたことを覚え

になりました｡ おめでとうございます｡ ９月号の写真は､

ています｡

祭り風景

表紙

を飾ることになり､ 作品を募集していました｡ その審

友

の表紙を彩ること
市場の

で､ 自分の名前を染め抜いたハッピ姿の少女を捉えた､

1976年 (昭和51年) ５月29日

創立総会

たいへん微笑ましい構図です｡ 来年の５月号は､

1976年 (昭和51年) ６月15日

RI 承認

の風景 ､ 紺碧な皐月晴れの大空に大きな凧がゆったりと浮かび､

1976年〜77年 (昭和51年〜52年)

初代会長古川俊一郎さん

初夏の雰囲気を醸し出す見事な作品です｡ この９月号と来年５月号

幹事白井恒夫さん

には､ それぞれ10点の応募がありましたが､ 小池作品は ｢構図の良

1978年〜79年 (昭和53年〜54年)

第３代萩原会長より

さ｣ と ｢シャッターチャンスの的確さ｣ が高く評価され､ 文句なし

1996年〜97年 (平成８年〜９年)

第21代清水会長までの18年間

の入選になりました｡ ご期待下さい｡ なお､ 今回の審査会では､ 今

連続出席率100％

年12月号と来年３月号を飾るにふさわしい作品がなく､ 再募集をす

浜松の大凧揚げ

ることになりました｡

冬の祭り

の写真を撮影している方は､ こ

+,-./01

の機会に､ ぜひ応募していただきたく…｡

１. 明日死んでも仕方がない

 中山さん卓話楽しみにしてます｡ 河野さん､ 朝日さん､

２. 生きても死んでも大差なし

田口さん､ 田さん､ 先日は遅くまでお疲れ様でした｡ 河野さん､

３. のたれ死にでもかまわない

ご馳走様でした｡

４. 人は人からどう思われるかで生きている



５. 母が死んでから死にたい



先日の春の家族会では､ 長井親睦委員長始め､ 委員の

皆様､ お疲れ様でした｡ ビンゴゲームでは､ お蔭様で会費分位い回

６. 親､ 環境､ 生まれた時代も選べない

収できましたが､ ある会員からゴキブリ一家と羨やましがられまし

７. 自分の意思で生まれたわけではない

た (人類が滅んでも月山家は)｡

８. ネクタイをしていない (８年半)



９. 何かを得るには何かを失う



中山久招会員､ 本日の卓話は楽しみにしています｡ 尾

島会員､ お久し振りです｡




10. 人生やり残して死ぬ

中山久招さん､ イニシエーションスピーチ頑張って下

さい｡

11. 好きな作家

曽野綾子

五木寛之

12. 幸運はほとんど不運からスタートする
フ エイ



エガワ (キャメロットさん) エライ｡ 二子玉川の富栄

13. 神は上から見てる

ヨウ カ

養化に気付いたこと｡ コイがいるからといって河川がきれいになっ

14. 全て死から物事を考える

たわけではない｡

15. 人生はつかの間



16. 生まれ変わったら女に生まれたい



中山さん本日のイニシエーションスピーチ楽しみにし

てます｡

17. 努力をしない性格に生まれたかった



家族会では､ 大勢で参加させていただき､ 楽しませて

18. 20 代は世の中は不公平だと思って生きてきた

もらいました｡ ありがとうございました｡

19. 人生大差なし



20. 人は誰でも違った種類の悩みを抱えて生きている

脇田さん､ 誕生祝い届けていただき､ ありがとうござ

いました｡ またゴッドハンド古川先生､ 検査の結果が良くなり､ 後
は中性脂肪と肝臓だけですネ！これからもよろしくお願い致します｡

+231
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中山さん本日のイニシエーション頑張って下さい｡

21. パソコンは使えない､ 携帯のメールも使えない

"

最近蕎麦ばかりもらって食べています｡ アキター｡

22. 転職10回､ 32歳で独立

春の家族会お疲れ様でした｡ ビンゴカードの売上を､

23. 43年間も働いている (42.195キロ)

#$%&'

入金させていただきます｡
6789

24. 税理士として仕事はうまくいきすぎた
:;<

!BCDEF

25. 大学の二部に行ったから税理士になれた

=>?
@@@
A

26. 早めにリタイヤしたい

7?
:G=?
7:7A

27. 商売は始めるより終わり方が難しい
28. ほとんどの人は決断が一歩遅れる



29. 他の仕事をしていたら全てうまくいかなかっただろう





30. 税は不公平である


(

31. 零細事業所はなかなかもうからない
)*

'&

32. 税理士は楽な仕事である
33. 国家試験には性格検査はない
34. ニュースは自分のためになった
35. 税理士の仕事は間違っても命に別状はない
36. 長い間稼いでいる人はわけがある
37. 商売はごまかし

+451
38. 夜10時に寝る
39. 薬は飲まない､ 病院には行かない
40. 30年間風邪で仕事を休んだことはない
41. 人間ドックは受けない
42. にんじん・リンゴジュース・プルーン

43. 体の中の声を聞く

掲載しています｡

44. 家で食欲がなくなって死にたい

ロータリージャパン

45. 葬式はひっそりと身内だけで

日本語ホームページ

http://www.rotary.or.jp/contents.html

46. 健康は収支バランス
47. 最近は二日酔いがない

 

48. 少食は実行が難しい

(財団管理委員長からのお知らせ

49. 明日死ぬとわかっていても今日養生する

一部抜粋)

ロータリー財団管理委員会は､ ４月の会合で､ 2009-10年度のプ


ログラム予算と運営予算に関し､ 管理委員会は､ 大変難しい決定を

50. テニス

40代の時に10年で終了

下しました｡ 未来の夢計画のおかげで､ 私たちは長期的な観点から

51. ピアノ

52歳から８年で終了

財団の発展に焦点を当てて考え､ 判断を下すことができます｡ しか

52. 英会話

３ヵ月前からスタート

しながら､ 2010-11年度に､ 予定よりも早く複数のプログラムを中
止するという決定が下されました｡

53. 海外一人旅をしたい

2009年７月１日をもって､ 以下のプログラムへの補助金 (奨学金)

54. 妻を幸せにできた

提供が中止されます｡

55. 私の孫は二卵性の双子の女の子

・大学教員のためのロータリー補助金 (既に授与された補助金は

56. 好きな数字２､ 次に９
57. 今年は2009

除く)

ラッキーな年

・ボランティア奉仕活動補助金文化研修のための国際親善奨学金

58. 子供３人は生きている
59. 今の家は６回目

およびマルチイヤー国際親善奨学金 (既に授与された奨学金は

60. 馬車道なので朝の散歩は快適

除く)
さらに､ 2009-10年度のマッチング・グラントのための国際財団

61. 神に感謝

活動資金は950万ドルとなり､ これは 2008-09年度当初の予算を70%



下回る金額です｡ 地区は､ 予算削減の影響を受けない地区財団活動





アメリカ・イリノイ州ノースブルックロータリークラブのサム・

資金 (DDF) を､ 人道的奉仕プロジェクトの実施に使用するよう
奨励されています｡
保健､ 飢餓追放および人間性尊重 (3-H) 補助金の予算も大幅に

ハリスさんは､ 長年､ 子どもの頃に体験したナチス強制収容所での

削減されます｡ このほか一時保留される補助金があります｡

記憶を胸の内にとどめてきました｡ しかし､ ロータリーで築いた友

詳細は､ 国際ロータリーのウェブサイトをご覧ください｡

情によって自身の体験を話す勇気を得､ 地元のホロコースト (ナチ

http://www.rotary.org/ja/StudentsAndYouth/Educational

による大虐殺) 生存者のグループとともに､ 同州スコーキーにホロ

Programs/Announcements/Pages/foundation̲funding̲annc̲

コースト博物館を建設｡ 73歳のハリスさんは館長を務めています｡

6may09.aspx

４月19日の開館式では､ ビル・クリントン元大統領とノーベル平
和賞受賞者のエリ・ヴィーゼル氏が講演｡ 約6,000㎡の館内には､
地元の生存者によって綴られた2,000に及ぶ体験の記録に加え､ ニュ









次年度､ クラブの例会日時､ 場所､ ホームページの URL の変更

ルンベルク裁判記録の実物や写真などが保管されています｡ ハリス

などを予定しているクラブは､ 友事務所までご一報ください｡

さんは ｢私たちは歴史から学び､ 二度と大虐殺を繰り返してはなら

新しい情報を

ない｣ と話し､ 計画の当初から支援してくれたロータリーへの感謝

http://www.rotary.or.jp/contents.html に掲載します｡

ロータリーの友 ､ ｢ロータリージャパン｣

を述べました｡
｢1970年のロータリーへの入会が､ 人生最良の出来事でした｡ ロー
タリアンとなったことで､ 生き方が見えてきました｡ 数多くの経験
の中でも､ ロータリーでの経験が最高です｡ 出会う人すべてが､ 素
晴らしい人ばかりなのです｣ と､ ハリスさんは言います｡
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ロータリージャパン

では､



ロータリーの友

誌の ｢卓話の

泉｣ とは違った視点で選んだ ｢卓話 (例会スピーチ)｣ を掲載して
います｡ また､ ｢会長の時間 (クラブ会長のショートスピーチ)｣ も
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