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前回のニコニコ
前回のニコニコ
￥0
￥90,950

全期会費預かり分
全期預かり分
￥1,590,000
￥1,665,000

今年度累計
今年度累計
￥3,￥3,111,450
063,000

高原の山桜咲く

於：宇陀郡曽爾村

撮影者：井上重行

久君 4 月 8 日で結婚 42 周年になりまし
た。退職をするまでは家内の事を
ほとんど振り返らなくやって来ま
したが、これからは見離されない
よう頑張ります。花束有り難うご
ざいました。
4 月 15 日が 67 歳の誕生日です。
これからも感謝の日々を過ごして、
古希に向います。記念の品有り難
うございます。
中西
知君 先週土曜日、福島県飯坂温泉で
弊社第一号中国人社員の結婚式に
参加しました。彼女は奈良東 RC
の元米山奨学生でした。私は、自
分がカウンセラーをした韓国人の
林志映（イム ジョン）さんと合
わせて 2 人の米山奨学生の結婚式
に参加し、あすか RC の新記録を
樹立しました。
青山 信房君 植田さん、先日は大変お世話にあ
り有り難うございました。
植田 俊應君 青山先生、3 年連続の奈良県病院
協会看護専門学校の皆様全員の国
家試験合格おめでとうございます。
野島 誠一君 4 月 4 日、娘が隣のビルで「うね
び法律事務所」を開業しました。
女性問題、お金が有り余って相続
でお困りの方、お立ち寄りくださ
い。勿論秘密厳守です。
廣田 幸生君 皆様の温かいご支援で智辯学園が
日本一になれました。ありがとう
ございました。
岡田 憲一君 チョット感ずることがあったので。
松中

第 1187 回

2016 年 4 月 21 日（木）

1 開会点鐘
2 ソング「R-o-t-a-r-y」
3 お客様紹介
4 会食
5 会長報告
6 幹事報告
7 出席報告
8 ニコニコ報告
9 委員会報告
10 本日の卓話
「歴史から見る列強諸国の接近に
我が国はどう対応したか」
戸田守亮様
11 閉会点鐘

1186 回報告

2016 年 4 月 14 日（木）
於：橿原ロイヤルホテル

ソング
「四つのテスト」
ソングリーダー 岩井 常二君

出席報告
全会員
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ニコニコ
今日はズバリ 48 回目の結婚記念
日です。あと 2 年で金婚式。ガン
バります。
岡本 光晴君 4 月 8 日、花まつり、誕生日でし
た。
吉川 隆博君 すてきな結婚記念のお花、ありが
とうございました。思い出させて
下さり、感謝です。
岩井

常二君

4 つのテスト 1.真実かどうか
●例会日
毎週木曜日 12：30～

会長挨拶
○先週の職場訪問例会において、森下幹事、清水職
業奉仕委員長には大変お世話になりありがとうご
ざいました。帰りにはお土産までいただきありが
とうございました。
○さて、25 周年例会まであと 1 ヶ月ほどとなりまし
た。当日は是非とも出席率 100％例会を達成した

2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか

●例会場
橿原ロイヤルホテル

●事務局 〒634-0063
橿原市久米町 652 番地の 2

●0744-28-1698
●FAX 0744-28-2885
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いと思います。どうしても当日欠席の方は、2 週
間前よりメーキャップをお願いします。1 月度の
出席率は、奈良県内において当クラブ発足以来初
めて 1 位となりました。こうした取り組みを、こ
の年度だけではなく次の年にも是非引き継いで頂
きたいと、皆さんのご協力よろしくお願いします

幹事報告
○本年度活動報告書の件
5 月末迄
○4 月 28 日例会出席についてのお願い

副幹事報告
○2016 年度 会長所信 概要について
○2016～2017 年度 行事予定表（案）について
○2016～2017 年度 年間予算（案）について

委員会報告
○親睦・ロータリー家族委員会

米田委員長
4 月のお誕生日
8日

岡本会員

15 日

松中会員

24 日

赤﨑会員

4 月 11 日に台北文林 RC
の例会に出席して参りま
した。
(中央)
陳維正 Wesley 社長
社長交代式の参加を募り
ますのでよろしくお願い
します。
国際奉仕委員長！！

次回の例会
フォーラム

広報・雑誌委員長

髙田 雅信

「グローバル化と人権意識」

NPO なら人権情報センター

副理事長
山下 力 様

（1）「ハーフで いいじゃない」
（月刊雑誌 文芸春秋 11 月号掲載）
2015 年ミス・ユニバース日本代表
宮本エリアナさん（21 才） 長崎県佐世保
～父：アフリカ系アメリカ人 母：日本人～
（2）コンプレックとアメリカ留学（アーカンソー州）
⇒「ルーツ」探しの旅と友人の自死
（3）2015 年 3 月 12 日
「ミス・ユニバース」日本大会で日本代表に選
出される
（4）バッシングと共感
“日本代表にふさわしくない”
“なんでブラックが選ばれたんだ”
“勇気づけられた”
“子どもの未来が明るくなった”
（5）ハーフ・タレントやハーフ・アスリートの活躍
【ラグビー】
・松島幸太郎 プレトリア出身
父：ジンバブエ人 母：日本人
～南アフリカでラグビーを始める
⇒ワセダクラブ ⇒桐蔭学園
【野球】
・オコエ瑠偉 東京都東村山市
父：ナイジェリア人 母：日本人
183cm 88 ㎏
【陸上】
ハンマー投げ
・室伏・アレクサンダー・広治 静岡県出身
父：日本人 ハンマー投げ選手「アジアの鉄人」
母：ハンガリー系ルーマニア人
オリンピック（やり投げ）ルーマニア代表
⇒（オリンピック）アテネ 2004（金）ロンドン
2012（銀）
（世界陸上）エドモントン 2001（銀）パリ 2003
（銀）大邱（金）
・サニブラウン・アブデル・ハキーム福岡県出身
父：ガーナ人 母：日本人
187cm 74 ㎏
～城西大附属城西中学校・高等学校 2 年
～2015 年 7 月 コロンビアのサンティアゴ・
デ・カリで行なわれた第 9 回世界ユース陸
上競技選手権大会で、100m に 10 秒 28
200m に 20 秒 32
2 種目優勝。
いずれも「大
会新」
11 月 26 日国際陸上連盟
「2015 年新人賞」
（ラ
イジング スター・アワード）
【相撲】
・大鵬幸喜 サハリン・カラフト出身
父：ウクライナ人 コサック騎兵隊 母：日本人
187cm 153 ㎏
⇒幕内最高優勝 32 回

