脇町ロータリークラブ
第 2670 地区
徳島第 2 分区 脇町ロータリークラブ
2015 年 12 月 10 日
第 25 回定例会 No,2542
会員総数：
会員総数：46 名 出席率 68.2％
68.2

メイクアップ
笠井会員、浜口会員、六車会員
会長挨拶

宮本会長

今年も残り少なくなってきました。来週にはクリスマス例会がございます。
是非ふるってご参加下さい。
今回の会長挨拶ですが、
今回の会長挨拶ですが、この後は
この後は私的（オフレコ）な事を話されました
私的（オフレコ）な事を話されました。会
私的（オフレコ）な事を話されました
場は大変盛り上がりましたが、ここでの紹介はできません。
ここでの
できません。申し訳ありません。

幹事報告

鎌田幹事

到着週報

阿波池田、鴨島、洲本 RC
阿波池田、鴨島、洲本

到着書類

職業奉仕リソースのご案内 職業奉仕のヒント、情報、職業分類に関する説明
会員増強ガイド等参考資料

連絡事項

１～10＄

MY Rotary 会員リスト更新
地区大会の案内 5/13 記念ゴルフ 5/14 会長幹事協議会 5/15 本会議

委員会報告
南由起子
親睦委員長

来週の夜間移動例会について
場所：清流の郷 ブルーヴィラ あなぶき
場所：清流の郷
日時： 月 17 日（木）18:00
日時：12
18:00 受付 18:30 開始
会費：
会費：5,000
円
送迎バス：阿波銀行脇町支店 17:45 出発
新年会について
場所：The Destino Garden
場所：The
日時： 月 14 日（木）
日時：1
日
チャリティー･オークションを行いますので 1 月に入りましたら搬入をお願いします。

須藤ゴルフ部長

月例： 月 20 日四国カントリー
月例：12
今回より FAX で出欠確認をしています。もし届いていない方はご連絡ください。

定時総会

議長 : 笠井エレクト

宮本会長

次次期ノミニー：小笠政義会員

笠井エレクト

次期役員・理事

会長

笠井 博

理事（直前会長）

宮本 隆

会長エレクト

小笠 政義

理事（クラブ奉仕）

小笠 政義

副会長

平山 公博

理事（会員増強・維持）

南 善幸

幹事

六車 功二

理事（会員選考）

遠藤 尚生

副幹事

南 由起子

理事（会報）

南 由起子

SAA

藤原 武志

理事（世界社会奉仕）

小野 誠治

副 SAA

橋本 隆文

理事（職業奉仕）

須藤 俊彦

副 SAA

秦 正二

理事（インターアクト）

千葉 恒乗

会計

田村 俊明

理事（親睦）

橋本 隆文

卓話

小笠会員

ただ今、会長ノミニーに選出されました小笠です。
一年半後には会長が待っていると言う事で緊張しています。
54 代目となる訳ですが歴代会長をみますと私たちの父が会長をしています。
3 代目が平山会員の、
が平山会員の、8
8 代目が門田会員の、
が門田会員の、14
14 代目が森会員の、
が森会員の、15 代目
目が古川会員、
が古川会員、16 代目が私の父。
が私の父。
17 代目は片山会員
は片山会員ご本人
ご本人、18 代目
目が内田会員のお父様がなさってい
が内田会員のお父様がなさってい
ます。
先代たちが居て私たちがいるという歴史を感じずに居れません。
先代たちが居て私たちがいるという歴史を感じずに居れません。
洲本 RC60 周年大会へ先日行った事を。
この日、女優の
この日、女優の綾瀬はるかが羽ノ浦中学に来ることになっていまし
綾瀬はるかが羽ノ浦中学に来ることになっていまし
た。
パナソニックのキャンペーンだったので徳島会長の私に出席依頼が
ありましたが洲本へ行く事になっていたので断っていました。
懇親会の途中で電話が掛かり来て欲しいという事でしたので岡本さんにお願いし送ってもらい会ってきまし
懇親会の途中で電話が掛かり来て欲しいという事でしたので岡本さんにお願いし送ってもらい会ってきまし
た。会話をしたり写真を撮ったりしましたが、非常にきれいな女性で緊張してしまいました。
私と言えば、駅伝です。
駅伝という言葉ですがロードリレー、マラソンリ
駅伝という言葉ですがロードリレー、マラソンリレーと海外では言われ
レーと海外では言われたります。しかし日本が発祥なので
レーと海外では言われ
。しかし日本が発祥なので
EKIDEN で
で通用します
します。
一番最初の駅伝は東京奠都
一番最初の駅伝は東京奠都（てんと）
（てんと）50 周年を記念し
周年を記念し、京都の三条大橋から東京上野不忍池まで
、京都の三条大橋から東京上野不忍池まで 500 キロを
三日間かけて行われました。大正 6 年のこの大会は「東京駅伝徒歩競争」といわれたそうです。
そして大正 9 年に箱根駅伝が始まっています。
年に箱根駅伝が始まっています。95 年続くこの大会は今では正月の風物詩ですが当初は 4 校し
か出場していませんでした。
私の母校である東洋大学がここ 7 年間で 4 回優勝してうれしく思っています。徳島県から出場している美
回優勝してうれしく思っています。徳島県から出場している美
馬商業出身の上村和生選手ですが過去 2 回出場し今年は副キャプテンです。
エントリー選手が発表される
エントリー選手が発表される今日は私にとって
今日は私にとって
今日は私にとって神聖な日です。
神聖な日です。（笑
出雲、全日本、箱根を 3 大駅伝と言います。

出雲は選抜、全日本は予選を勝ち抜いた大学の、箱根は言わば地方大会で関東校だけしか出られません。
しかし、知名度は箱根ですね。正月に日本テレビが全勢力を傾けた結果ですが大学はこれのおかげで受験生が
増え経済効果も上がっているそうです。
さて、54 代会長の話にもどすと幹事は初の女性登用で南由起子さんにお願いしようと考えています。片山会
員がいつもお話しされています「身体が元気で、家業が元気で、家族が元気で」
。この教えにならって一年半
後には体調も整え、頑張って行きたいと思います。
ニコニコボックス

次回例
会

2015 年 12 月 17 日（木）18：00（受付）18:30 開始
清流の郷 ブルーヴィラ あなぶき
会費：5000 円

次の会員は例会欠席でした。メークアップしてください。
（次回の出欠を六車出席委員長もしくは鎌田幹事まで連絡してください。）

内田会員、小野会員、門田会員、川原会員、北川会員、郷司会員、坂元会員、佐藤忠則会員、佐藤公義会員、
白川会員、千葉会員、冨本会員、鳥海会員、藤村会員、古田会員、南善幸会員、三宅会員
週報編集者 談
・ 小笠会員の卓話は久しぶりのマイクに冗舌が止まりませんでした。楽しく拝聴させていただきました。ただ、
母校を紹介するときに東大と言うのは紛らわしいので止めてください（笑。上村選手はお父さんが脇町出身
で私の同級生です。小笠さん、サインで良ければもらっておきます。お安くしてきますので。
（笑
・ 今週の４つのテストは片山会員が音頭を取られましたがこの日がちょうど誕生日で 85 歳になられたそうで
す。65 歳の定年だと冗談でおっしゃっていましたが背筋の伸びたお姿や切れの良い頭脳は現役ばりばりで
す。これからもお元気でご指導ください。
・ 時事通信によるとマレーシアのクアラルンプール国際空港に３機のジャンボ機が放置されて困っていると
いうことです。１年以内の着陸記録は残っていますがそれ以上の事が解らないようで、航空会社に問い合わ
せても持ち主が解らないそうです。２週間以内に所有者が名乗り出なければ売却するそうです。放置自転車
はよく聞きますが放置ジャンボには驚きです。
・ 週報につきましてはひな形を一新し、欠席された会員の皆さんや他クラブの方に少しでも伝わる様にと作っ
ています。長文となりますことをお詫びしますと共にお読み頂きます事に感謝申し上げます。
では、また来週・・・

