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【 本日のプログラム 】 12月10日 夜間移動例会 「クリスマス家族例会」 場所 北京飯店
【 次回予告 】 12月13日 移動例会 「3クラブ合同交通事故撲滅大作戦」 大和自動車学校
【 第1789例会 】 平成27年12月3日（木） 【 司会SAA 】 小栁 智裕 君
【 斉唱 】 「君が代」 「それでこそロータリー」
【 ソングリーダー 】 長谷川 清 君
【 ゲスト 】 松風園の皆様、草薙 直基 様、児島 弘樹 様、坂本 航太 様

会長の時間

橋本 日吉 会長

日の年次総会にて、この件について選挙を行うよ
う定められています。これより候補者名を申し上げ、
承認を諮りたいと思います。
【役員】 入江 公敏（選挙済）、阿萬 正巳（選挙済）、
橋本 日吉、小栁 智裕、横澤 創、
鈴木 洋子
【理事】 富澤 克司、野口 宏、石川 達男、
苗加 真敬、北砂 明彦
【会計監査】後藤 定毅、橋本 吉宣
次年度の役員・理事及び会計監査のそれぞれの
候補者に対し賛成の方は拍手をお願致します。
過半数を超える拍手を頂き有難うございました。
規定によりますと過半数の賛成で承認となります
ので、各候補者の方々の当選を宣言致します。

松風園の皆様（11月14日のお礼の挨拶）

【年次総会】
只今より、年次総会を開催いたします。総会に先
立ち、定数の確認を辻幹事よりお願いします。
会員44名中32名出席。細則第6条第3節、会員
総数の3分の1以上ですので、本総会が成立するこ
とを宣言いたします。
クラブ細則に基づき、先週の例会で2016～17年
度の役員・理事及び会計監査を指名し、皆様に発
表しております。クラブ細則第6条第1節により、本
会員数

出席者

44名

34名

出席率
82.93%

2015年も後残すところ1ケ月となってきました。1
2月と言えば旧暦で師走、しわす又はしはすと呼び1
2月下旬から2月上旬頃を言います。師走の意味は
いくつか説があり、師=学校の先生のことを指す意
味、学校の先生は、年末はテストや採点、行事、生

前々回修正 出席免除
73.68%

9名

1

欠席者 7名(敬称略)
引田、池澤、岸、北島、小松、苗加、梅野

活指導などで一番忙しい時期 又お寺のお坊さん
が年末年始の準備のため走る説、そして又御師…

郡司 守 君
舘盛 道明 君

12月8日
12月10日

お寺や神社へ参拝しに来る人々の案内や参拝な
どをする人の事。大晦日や初詣などに御師が一番

梅野 房子 君
長谷川 清 君

11月10日
12月1日

忙しい時期なので、師が走りまわるという意味から
来ているようです。

卓

「子どもが売られる問題に迫る」

さて今月は、[ロータリー財団月間]から変わって
[病気予防と治療月間]であります。この月間にちな

NPO法人かものはしプロジェクト

んで、本日は認定NPO法人かものはしプロジェクト
の村田早耶香代表にいらっしゃって頂き、児童買春

広報・ファンドレイジング担当 草薙 直基 様

問題や児童人身売買などについて語って頂きます。
最後にRIラビンドラン会長より年末のご挨拶が
届いていますのでお知らせをいたします。

幹事報告

辻 彰彦 幹事

①今月のロータリーレートは＄１＝120円です。
②12/10(木)クリスマス例会、18:30北京飯店です。
出来るだけ多くの会員、ご家族のご参加をお願
いいたします。
③12/13(日)交通事故撲滅大作戦、移動例会（大
和自動車学校：8:10点鐘）となります。皆様のご
協力とご出席をよろしくお願いいたします。尚、1
2/1 (火)に大和３クラブ会長幹事会が開催され、
当日の役割分担等が確認されました。
④12/17(木)の例会は13日の振り替え休会となり
ます。
⑤本日13：30 第１回次年度理事会を開催致します。

委 員 会 報 告
お祝いの方々
親睦活動委員会

長谷川 清 委員長

会員誕生日

岸 幸博 君
山崎 賢二 君
配偶者誕生日 岸 君子 夫人

12月5日
12月18日
12月3日

舘盛 礼子 夫人

12月4日

結婚記念日

長野 俊八 君
小松 利雄 君
野口 宏 君

12月14日
12月19日
12月23日

創業記念日

荒井 純寿 君
松崎 正実 君
原嶋 賢一郎 君

12月6日
12月10日
12月20日

入会記念日

松崎 正実 君

12月3日

話

2

児島 弘樹 様、坂本 航太 様

3

スマイルボックス

鈴木 洋子

委員長

本日 \20,000 累計 \344，０5０
宜しくお願いします。
長野 俊八 君
結婚記念日を祝っていただき、ありがとうござ
います。
山崎 賢二 君
お誕生日のお祝いありがとうございます。 69
歳になりました。最近は、不摂生が祟ってか目と
毛が気になっています。
橋本 吉宣 君
しばらくぶりに例会に出席させて頂きました。色々
とご迷惑をお掛けしてしまいまして、申し訳ござい
ませんでした。…と言うことで多めにスマイルしま
す。
神作 彰 君、入江 公敏 君、阿萬 正巳 君、
小栁 智裕 君
橋本吉宣君、ようこそお出掛け下さいました。
北砂 明彦 君
橋本さん、お久しぶりです。休暇は楽しめました
か？後半はもっと楽しんでいきましょう。
番 桂柳 君
生来の筆不精に高齢が加わり、来年の年賀状
は失礼します。

橋本 日吉 会長、辻 彰彦 幹事
本日は、NPO法人かものはしプロジェクトの草
薙様はじめ3名の方、松風園の春日理事長、目
黒委員長、ようこそお越し下さいました。卓話も
宜しくお願い致します。
上田 利久 君
①自宅で転倒し、胸部を打撲三週間欠席しました
が、やっと回復しました。気をつけます。
②高齢のため、年賀状は失礼させて頂きます。
郡司 守 君
何度目の入会記念日でしょう。数え切れない
程の回数になってきました。まだまだ頑張ってみよ
うと思ってます。ご支援の程よろしく。
松崎 正実 君
創業記念日と入会記念日を祝っていただき、あ
りがとうございます。創業は40年、入会は34年に
なります。都合で休みましたので、久しぶりの例会
です。
荒井 純寿 君
創業記念日を祝っていただき、ありがとうござ
います。八千代銀行は創業91年、大和支店は昭
和29年の開店から62年が経ちました。今後とも

「映画鑑賞会」松風園ご父兄のご感想、ご意見ご紹介
☆館内は真っ暗にならず安心して見れました。内容も本人に合っていて楽しめました。この様な機会を設けて頂き、
感謝しています。ありがとうございました。
☆入るの嫌がっていましたが、皆と一緒だったので楽しめました。1シアター貸切るのは本当に良かったです。
☆初参加でしたがとても楽しめました。明るさの調節、一室貸し切りのため、周りを気にせず楽しめたので、良かっ
たです。一つだけ、受付けの所に映画告知ポスターを貼って頂けたら「今日はここでこの映画を見るんだ」と子
どもが理解出来たかなと思います。
☆息子を連れて挑戦するには難しい場所だったので、とても貴重な体験をさせてもらいました。二人で入る勇気は
なく、同じ仲間と体験でき心強かったです。暗く、突然の大きな音の苦手な息子が、明るいと最後まで見れたと
新しい発見ができました。ありがとうございました。
☆室内の明るさ、音量など配慮されていたので有難かったです。また、いつものメンバーだったので安心できました。
映画の内容を理解するまではいきませんが、とても良い経験ができました。初めての映画鑑賞、家族ではなかな
か踏み出せなかったので感謝です。
☆ポスターが配られ当日まで、ポスターを手に持ち「ジンベイザメ見たい」と言っていました。当日も朝7時からポス
ターを手に持ち楽しみにしていました。鑑賞中、スクリーンを見つめ楽しそうに見ていた時があり、私も嬉しく有難
く思いました。帰ってから「ジンベイザメ楽しかった。また見たい」と毎日言われています。また見せてあげられたら
いいなと思います。
☆家族6人で映画館に行けるなんて諦めていたので、感謝の気持ちでいっぱいです。子どもも普通に映画館に連
れて行くことが無理なことと理解できたので良かったかなと思いました。
☆魚は大好きで飽きることなく最後までみていました。ノートにも上手にシールを貼れました。
☆この様な機会がないと気軽に試せないので有難かったです。初めて映画を見せることが出来ました。
（多くの感想がありましたが、一部抜粋し掲載いたしました。原文は事務局にあります。）
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