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本日の例会　　12月3日（水） 次週予告　　12月7日（日）
● ソング

● プログラム

「君が代」　「われらの生業」
　　　　田辺　朱希美　会員
　年次総会 クラブ協議会　　
　　　　　　

● ソング

● プログラム   年末家族同伴例会
               次年度役員発表　
　　　　　　　　　　　　

「我等日本のロータリアンの歌」
　　　　　 　田中　哲三　会員
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会長　小山　一子

　皆様今晩は
寒さも加わって参りました。心身共に暖かく
してお元気にお過ごし下さいますように。

＜1＞22期も本日で5カ月が終わり。皆様方の
ご協力のお蔭と心より感謝申し上げます。

＜2＞私共の憧れの「高倉　健さん」が逝去さ
れました。往時をしのぶものとしましては、
とても寂しく感じております。ご冥福をお祈
り致します。

＜3＞衆議院が解散されました。世界平和に関
心を寄せ、国民が等しく健康で幸福な生活を
送れるよう、人選に心を配りたく存じます。

＜4＞「ロータリーの友」12月号が一週間早く
届きました。今月は「家族月刊」。家族の絆
を深めて参りましょう。横開きに充分お目通
し下さり、参考になさって下さいませ。
縦書きＰ17「寝たきり老人ゼロ作戦」と題し
平塚北ＲＣ　山梨会員の記事が目に止まりま
した。内科医としてのご苦労と、「寝たきり
ゼロをめざす10か条」を記してあります。脳
卒中・関節痛・腰痛・骨粗しょう症・認知症
などへの早期予防。寝たきり、転倒予防など
が重要であると。（詳細はお目通し下さい）

＜5＞本日のプログラム、前回の卓話は大西会
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本日、卓話の時間をお借り致しまして、改め
て御礼のご挨拶を申し上げます。
　
去る、5月2日　59年間連れ添った妻が急に亡
くなり、会員の皆様方には、ゴールデンウィ
ークのお休みのところ、お通夜、告別式の二
日にわたり、ご参列頂き誠に有難うございま
した。

本来ならば葬儀の後、すぐ会員の皆様方にお
礼のご挨拶を申し上げるべきが本筋ですが、
当時私の体は全身が空洞化と申しますか、不
安を感じるというか、気力もなく、人前に立
つのも恐怖が重なり、こんにち、や～っと元
の体を取り戻した気がします。

私自身老後の身、クラブ活動等には何の役に
も立ちませんが、今しばらく皆様方の心温か
い、ご慈悲を賜りますようお願い申し上げま
す。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　以上

○古川　彰治君
23日に宝塚市体育協会60周年で功労賞、24日
東京でプロテニス協会のコンベンションで賞
を頂きました。錦織 圭に会いましたが、話し
出来ませんでした。残念

○小山　一子君
皆様、22期5ケ月が過ぎました。
皆様のご協力のお陰で着々と進んでいますこ
とを心より感謝と御礼申し上げます。
今後とも宜しくお願い致します。にこにこ！

○栗田　義博君
11月23日の日曜に、泉佐野の”松屋”へ行っ
てわたりがにを食べてきました。
美味しかったですよ。ニコニコ

○坂上　安夫君
この一年お喋り（卓話）免除してほしい！
元気ナ～アイ

○阪上　栄樹君
あっという間に11月末、会員の皆様会員増強
にご協力下さいますよう、お願いします。

　　　　本日の合計　　     38,000円
　　　　本日までの累計　　413,000円

◆本日のソング
「それでこそロータリー」

田村　久子　会員
◆出席報告

◆幹事報告
①2680地区ホームページを作りました。
投稿宜しくとのこと。（ガバナー事務所）
②本日、臨時理事役員会を開きますので、宜
しくお願い致します。

◆臨時理事役員会報告
①次期役員の件　那須会長ｴﾚｸﾄより→承認
②作田会員退会の件　　　　　→承認
③次期会費の件　　　　　　　→承認

☆☆12月のお祝い☆☆
会員誕生日
　11日　桑田昭世会員　22日　矢野浩臣会員
　25日　前田正明会員　28日　那須範満会員
　　　　　　　　　　　　　　川添裕照会員
奥様（ご主人様）誕生日
　 9日　森信恵美子様　12日　竹原満登里様
　19日  大門勝史様
結婚記念日
　 1日　　竹原　善記・満登里様
　16日　　小山　八郎・一子様

　

員の「われら洞窟探検隊」について、若かり
し頃のお話しを楽しませて頂きました。
本日は坂上会員でございます。楽しみに致し
ております。

Ｅ（笑顔）・Ｈ（拍手）・Ａ（握手）、今夜
も盛大によろしくお願い致します。

★閉会点鐘挨拶　今夜の卓話は先だって最愛
の奥様を亡くされた坂上会員でございまし
た。「あなたの面倒は私が見て差し上げるか
ら」と常々仰っていたそうで、ご無念とお寂
しさに涙致しました。
ご冥福を皆様と共にお祈り申し上げます。
皆様お連れ合いを大切に！　又来週…

■卓　話
　　　　　　　　　　　　坂上　安夫会員
テーマ　　　　　
　　　「奥様の思いで」

　

会長の時間

プログラム
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保険業界でトップの座を走り続けてきた日
本生命保険を、第一生命保険が戦後初めて
抜き去りました。主要生命保険１３社の２
０１４年９月中間連結決算で、売上高に当
たる保険料等収入は第一生命が前年同期比
２２．１％増の２兆５８６９億円となり、
２兆４６８２億円だった日本生命保険を上
回ったそうです。銀行窓口を通じて販売し
た保険商品の売れ行きの差が逆転の主な要
因だとか。どの分野でも世代交代ですね。
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