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             （第2702回） 

前回例会（2700回）1/11 の主な内容 

      
      
    

例会日 出席 欠席 出席率 

01月11日 
12月17日 

36 

39 

   （内免除者 
        1名） 
   （内免除者 
        2名） 

13 87.80%【会員43名】 

メークアップ2名（95.12％） 
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   職 業 奉 仕 月 間  

1、千の風になって 2、花は咲く  3、上を向いて歩こう 
 

本日のピアノ演奏 

◎ 幹事報告（石谷 隆子 幹事） 

1、Ｉ.Ｍ第3組ロータリーデーご案内 

  日時：3月25日（土）13：30～ 

  場所：メセナ枚方 

 【ご出欠記入をお願い致します。】 

2、守口保護司会会報誌をメールBOXに  

 入れております。 

 「 ロボット化する企業 」 
   佐々岡 慎治会員 
  担当：職業奉仕委員会  

  「 学友会について 」 
 地区米山学友委員会 委員 
 福田 治夫様（守口イブニングＲＣ） 
   担当：米山奨学委員会 

◎お誕生日お祝い  
  佐治信隆会員 橋本泰明会員 宮内勝夫会員  
  松尾安彦会員 菅野忠彰会員 白井孝彦会員 
  三宅洋行会員 

◎ビジター紹介 
 村田 佳美様  （村田会員の奥様） 
 清水 浪江様  （村田会員の友人） 
 三浦 和子様  （三浦会長の奥様） 
 橋本 節子様  （橋本会長の奥様） 
 佃  義清様  （佃 会員のご家族） 
 佃  雅子様  （佃 会員のご家族） 
 石津 友美様  （石津会員の奥様）  

◎ゲストご紹介 
 桐絃社社中の皆様 
 本田 恭盟様  
 塚本 芽山様 



  

◎会長の時間 （ 会長 三浦 均 ） 

   ◇◇◇委員会報告◇◇◇ 
〇社会奉仕委員会  （篠﨑委員） 

守口子ども議会のご案内 

日時：1月21日（土）10：00～12：00 

場所：守口市役所内  本会議場 

（是非、見学にお出で下さい） 

  

〇親睦活動委員会  （菊田委員） 

淀川の舟運お試し出航のご案内 

日  時：2月12日（日）9：30～ 

集合場所：大阪市中央区八軒家浜 

到着場所：枚方市 

参加費 ：3,000円（弁当付き） 

中島 会員 今年もまた、新年の演奏会させていただき 
      ます。感謝申し上げます。 
辻村 会員 新春演奏会、中島先生ありがとうございます。 
深田 会員 皆様、明けましておめでとうございます。 
雛壇 一同 新年明けましておめでとうございます。本年も 
      どうぞ宜しくお願い申し上げます。 
博多 会員 中島先生、桐絃社社中の皆様ありがとうござい 
      ます。 
石井  会員  中島会員他、関係の皆様による「新春邦楽演奏 
      会」に感謝して。 
石津 会員 明けましておめでとうございます。本年もどう 
      ぞ宜しくお願い致します。 
川村 会員 新年 明けましておめでとうございます。三浦 
      年度の後半のご活躍を期待しております。 
篠﨑 会員 新春演奏会、楽しみです。中島先生有難うござ 
      います。 
松本 会員 始めて箏を聴かせていただくのを楽しみにして 
      います。3月の演奏会は用事が重なり出席出来 
      なくて申し訳ありません。 
大野 会員 新年、おめでとうございます。中島先生新春、 
      箏の演奏ありがとうございます。 
  
          1／11ニコニコBOX  736,000円 

 皆様改めまして新年明けましておめでとう御座います。 
暖かった三が日、ご家族おそろいで、輝かしい新春をお迎
えのこととお慶び申し上げます。 
 中島先生はじめ桐弦社の皆様方、今年もお世話になりま
す。後程よろしくお願い致します。 
 
 今年は、酉年、私の６回目の回り年であります。私の今
年の目標は、昨年が申年、来年が戌年、昔から仲の悪い人
のことを犬猿の仲といいます。十二支ではサルと犬の真ん
中にトリがあります。これは、サルとイヌの仲をトリ持つ
ことであると言われています。今年は、親睦、交流、友愛
を目標に頑張りたいと思います。 
 
 三浦年度も折り返しの後半になりました。事業計画の進
行も順調のようです。がんばって頂きたいと思います。 
久しぶりの 新春の一句、 
 
「酉年と掛けて、大野次年度と解くその心は、すばらしい
ブレーンをトリ込んだ」  
 
 それでは、乾杯に移ります。 
 三浦年度の後半のご活躍と会員の皆様ご列席の皆様のご
健勝ご多幸を祈り乾杯したいと思います。 
 
ご唱和ください。 「乾杯」 ありがとうございました。 

 新年おめでとうございます。 
 
 皆様方にはご家族お揃いで、つつがなく新年をお迎えになら
れたことと、心よりお慶び申し上げます。 
 また、本日は、昨年のクリスマス親睦会に続き、ご家族の皆
様にご参加いただきまして、誠に有難うございます。 
さて、今年は丁酉（ひのと・とり）の年回りです。“ひのと”
とは、草木の成長が充実し、いったん力を内に向けて蓄積して
いく状態を意味すると言います。             
  
 また、酉という字は、象形文字で徳利の形をしており熟成、
成熟を意味するそうです。それに、鶏は、古事記や日本書紀に
も、天の岩戸開きの始まりが、「長鳴鳥」の声高らかな長鳴き
によって始まるように、天の意を伝え、光を招く動物として尊
重されてきました。 
 ということは、今年はきっと、円熟した輝きに満ちた年回り
になるに違いないと思われます。 
 
 昨年7月に今期をスタート致しました時に掲げた目標は、
「地域社会に密着した奉仕活動を通じてロータリーの認知度向
上を図る」「会員相互の親睦、友情、絆を深める」「クラブの
活力を高めるべく、会員増強を図る」でした。上半期を終え、
会員皆様方の、温かいご指導ご協力のお陰をもちまして、無事
順調に進んで参りましたことに、心より感謝申し上げます。 
下半期におきましては、「親睦」「会員増強」にさらに努力し
て参りますので、よろしくお願い致します。 
 
 本日は、この後、中島会員をはじめ、桐玄社の皆様方、並び
に尺八などのご共演の先生方によります「新春邦楽演奏会」を
開催致します。 
  
 中島会員には、普段身近で親しくさせて頂いてつい忘れてお
りますが、こと邦楽にかけては国宝級の方で、この演奏会では、
私は、「日本一のロータリークラブ」を体験させていただいて
いるのだと、誇りに思っております。 
  
 それでは、皆様、ご一緒に新春のひと時を楽しませて頂きま
しょう。 

◎川村 弘和パスト会長乾杯のご挨拶 



  

卓  話 

新春演奏会プログラム 
 
１ 春の海   宮城 道雄作曲 
   
   筝   中島 警子先生  
       喜多 多美子  武田 邦子  村上 洋子 
  尺 八  本田 恭盟   塚本 芽山 

2 飛騨に寄せる3つのバラード 
   
  一 筝 藤井紗代子  
  二 筝 北 佳代子 
  三 筝 辻田 文子 
 十七 筝 竹内  一 
  尺 八 塚本 芽山 
  

３ うてや 鼓 
   
  箏   独奏 中島 警子先生 
 第一筝  喜多多美子 藤井紗代子 北佳代子 
      石田 睦美 相原 正美 
 第二筝  武田 邦子 大島 栄子 竹内 一 
      箱﨑美喜子 辻田 文子 
 十七絃  村上 洋子 

「新春邦楽演奏会」 

中島 警子会員                                           
桐絃社社中の皆様 
本田恭盟様  塚本芽山様 
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