
今日の歌♪ 

 「我等の生業」 

 我等の生業 

さまざまなれど 

 集いて図る心は一つ 

求むるところは 

平和親睦 

（やわらぎむつび） 

 力むるところは向上奉仕 

おお ロータリーアン  

今後の予定 

●12:４０開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング 

 「我等の生業」 

●お客様紹介 

●会長の時間 

●幹事報告 

●委員会報告  

 ・出席状況報告他 

●クラブフォーラム 

 「次年度地区協議会出席報告」 

 ・会長部門  

 ・幹事/ＳＡＡ部門 

 ・クラブ奉仕部門 

 ・社会奉仕部門 

 ・職業奉仕部門 

 ・新世代奉仕部門 

 ・国際奉仕部門 

 ・ロータリー財団部門 

 ・クラブ研修部門  

●その他  

 ・ニコニコBOX報告 

●１３：３０閉会の点鐘  
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原点回帰～ロータリーのきずなとともに

2012-13年度 第42号 

2012-13年度高島会長テーマ 

 『                      

              』           

                                            

5/29 

（水） 

・創立３９周年記念例会 

・第３回情報集会 

6/5 

（水） 

・卓話 

   岩本昌治会員 

・新旧合同理事会 

 於：大家 18時～ 

6/12 

（水） 

・卓話 

 国土交通省近畿地 

 方整備局 企画部 

 技術企画官 

  岡 良 様 

・被選理事会 

第１８６３回例会プログラム 
２０１３年５月２２日（水） くずはゴルフ場 

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

5 29 木﨑 会員 

6 

5 ― 

１2 橘  会員 

19 西田 会員 

26 ― 

                   ▲日本初、手製の望遠鏡で天体観測 (1793)▲6月2日

以来、東北巡幸の旅に出ていた天皇は函館から海路で無事に到着。これを記念して

1941年から「海の記念日」実施。祝日となるのは 1996年から(1876)▲オリンピック聖火

リレー始まる(1936)▲「国民の祝日に関する法律」制定(1948)▲アポロ１１号、月面に

軟着陸(1969)▲銀座三越内に日本マクドナルド第一号店開店(1971)▲日航ジャンボ

機がアムステルダム上空でパレスチナ・ゲリラに 乗っ取られる(1973)▲足利銀行女子

行員、男のために２億円横領(1975)▲バイキング１号火星に軟着陸(1976)  

  

   ５月の花「 タイム（立麝香草）」 

 花言葉：活気・勇気ある行動・潔癖症・活発 

     あなたの姿に感動する 

 

代表的なハーブのひとつでかなり古くから栽培されていまし

た。強い香りをもち消毒や防腐作用があり、タイムティーは風邪

を、浴剤は頭痛を和らげ、香りは癒しとして使用。古代ギリシャ

では「心の傷を癒して勇気と気品を与える」勇気の象徴とされ、

戦士たちは勇気を鼓舞するためタイムの湯浴みをしていたとい

われます。「タイムの香りがする」とは男性への最高のほめ言葉

だったそうです。 
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 大型連休のあとの久しぶりの例会でありま

す。 

 去る5月11日～14日まで、青年会議所の催

しにて、台湾彰化県へ旅して参りました。32

年振りの訪問でした。台湾では新幹線の利

便をはじめ、美術館など周辺の変貌も著しく

感じられました。とにかく、台湾国との友好も

大切に仲良くしていきたいとの感を深めてき

た次第です。 

 委員会の引継ぎ会合もありますので、挨拶

はこれにとどめておきます。 

会長の時間 

新旧合同委員会開催(引継) 

クラブ協議会 

 ２０１２－１３年度各委員長、次年度各委員

長予定者はそれぞれの体験をもとに本年度の

業績を顧みながら、次年度へと申し送りをおこ

ない、引継を終えました。 

 引継内容は次年度各委員長予定者に書類

を手渡し説明。 

 

 

おめでとうございます 

５月入会祝 宮田 明 会員    5月誕生日祝 木﨑 信也 会員   5月誕生日祝 林 宏毅 会員 
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委員会からのお知らせ 

＜第３回情報集会のご案内＞ 

 ◆開催日時  2013年5月29日（水） 

           受付18:00～ 開会18:30～ 

 ◆開催場所  ひらかた仙亭 

          枚方市大垣内3-1-20 tel846-3333 

 ◆内   容  「クラブ事業見直し報告と解説」         

           高島 叔孝 会長、畠仲 聡 幹事           

 ◆会   費  ５，０００円 

 ◆締切り日   5月22日（水） 

          ※メークアップ扱いとなります 

＜創立39周年記念例会のご案内＞ 

 ◆開催日時  2013年5月29日（水） 

           12:00～ お食事（レストラン） 

           12:30～ 例会開始       

 ◆開催場所  くずはゴルフ場 例会場   

 ◆その他   欠席の方は 

                      5月27日（月）午後5時までに 

          事務局までご連絡ください。 

           

  

ＲＩ・地区からのお知らせ 

国際ロータリー日本事務局 

 移転のお知らせ 

 

 国際ロータリー日本事務局は2013年5月27日（月）よ

り東京都港区三田に移転することとなりました。 

 また、2013年5月27日（月）より、「奉仕室」の名称を

「クラブ・地区支援室」に変更いたします。1981年の開

局以来「奉仕室」として業務を執り行って参りました

が、昨今のオンライン化をはじめとする業務内容の変

革に対応し、今回の名称変更に至りました。 

 

記 

○新住所： 〒108-0073 

        東京都港区三田1丁目4-28 

        三田国際ビル24F 

○電  話： ・クラブ・地区支援室 （旧：奉仕室） 

              03-5439-5800          

       財団室    03-5439-5805 

       経理室    03-5439-5803 

       資料室    03-5439-5802 

○FAX：     共通番号   03-5439-0405 

 

 ※業務時間は 午前9時30分より午後5時30分まで 

（公財）ロータリー米山記念奨学会 

ハイライトよねやま１５８号 

：：今月のトピックス：：  

１．寄付金速報 ― 依然厳しい状況続く ― 

２．博士号取得状況 ― 卒業後も申請可能 ― 

３．台湾学友会が台湾美化協会の清掃活動に協力 

４．第2740地区に米山学友会が誕生！ 

５．新モンゴル高校を安倍首相夫人が訪問 

 

《今月のピックアップ記事》 

    新モンゴル高校を安倍首相夫人が訪問 

 3月30日、モンゴルの日本式高校「新モンゴル高校」

を安倍晋三首相夫人、昭恵氏が訪問。同校を設立

し、理事長を務める米山学友のジャンチブ・ガルバド

ラッハさん（1998-99／山形北ＲＣ／第3450地区フレー

ＲＣ会員）をはじめ、同校生徒たちの熱い歓迎を受け

ました。「生徒たちとの交流を、昭恵夫人もとても楽し

んでおられたようでした。交流会で頂いたごあいさつ

や、生徒からの質問に対するお答えは素晴らしかった

です」と、語るジャンチブさん。昭恵氏との懇談では、

ロータリー米山記念奨学事業についても説明し、日本

のロータリアンの支援が学業を支え、母国モンゴルに

国際標準の学校をつくるという夢の実現を後押しして

くれたことを、感謝とともに伝えたとのことです。 

 

 その他の記事は、ぜひPDF版をご覧ください。 

→ http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/

pdf/highlight158_pdf.pdf 
 



 

２０１３年 クールビズ実施  

６月１日～９月３０日 

ロータリー徽章 着用 

 

 

２０１３年５月の 

 ロータリーレート １＄＝９８円 

 

○本日の配布物 

①5月２２日週報 

②2013-14年度ニコニコキャンプのご案内 

③創立記念例会のお知らせ 

 

○本日の回覧物 

・地区国際奉仕委員会ニュースレター第７号（4･5月号） 

 

○地区行事等出席報告 

5/18 地区職業奉仕委員会              國田 

 

○地区行事等出席予定           

5/28 IM3組会長幹事会           高島、畠仲 

6/1 次年度会員増強セミナー       北川、多田 

7/6 13-14年度第1回広報委員長会議  
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ニコニコ箱 合計 ￥40,000 累計 ￥1,078,475 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊入会記念日を祝して               嶋田愛親 

＊誕生日を祝して                  橘喜久夫 

＊欠席のおわびに                  小林正彦 

＊入会記念品をいただいたよろこびに      宮田 明 

第１８６２回例会出席報告（５月１５日） 

総会員数 出席者 出席率 

５４名 ３２名 ６４．００％ 

第１８５９回 例会補正後 出席率 78.00％ 

   メーク ８名  欠席 １1名   除外 4名 

「 Eクラブでのメークアップ方法 」 

 Ｅクラブとはインターネットのホームページ例会を開くロータ

リークラブです。日本には「日本ロータリーEクラブ2650」と

「和歌山サンライズRC」があり、ロータリアンはサイト上で３６５

日２４時間いつでもメ-クアップが可能。ホームページ上での

参加時間は３０分以上。現在世界中で４４のE-クラブが活動

中。 

 

 Eクラブのホームページへ ⇒ トップ画面右上「メークアッ

プ」をクリック ⇒ 「メークアップはこちらから」をクリック ⇒ 

「議題内容」ページの説明を読んで（設問1.～設問7）「投稿

内容をご記入ください」へ入力後、氏名、所属クラブをE-mail

に書き込み「確認画面へ」をクリック（確認画面では「他の投

稿を見る」で他の人が投稿した内容が見られる） ⇒  

書き込んだ文章を確認 ⇒ 「上記内容で投稿して決済へ」

をクリック（書き直す場合は「前の画面へ戻る） ⇒ メーク

アップ投稿が完了 
 

 

 投稿内容をEクラブ事務局で確認後、投稿時のメールアド

レス宛に証明書が送付されます。証明書をプリントアウトし所

属クラブで手続きをしていただければメークアップは完了。 

  

 ※メークアップ証明書の発行手数料￥500（税込）が必要。 

   支払方法はカード（VISAとMASTERCARD）決済。 


