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例会場
例会日
役 員

4

つのテスト

●真実かどうか

第1483回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

井上隆パスト会長（1996〜1997）がご逝去

平成25年1月21日

卓話 「私の職業」

●みんなのためになるかどうか

されました。慎んで哀悼の意を捧げますとと
もに、心からご冥福をお祈りいたします。

瀬川会員
山岡会員

今週の歌「四つのテスト」

先週内容
会長挨拶

坂口会長

米山奨学生 楊煜凱 さんに奨学金授与

新年あけましておめでとうございます。寒
くなり、インフルエンザが流行しています。健
康にご留意下さい。ウイルスも人間も歴史も
70〜80年周期でらせん状に発展しています。
明治維新・太平洋戦争の次にくる大きな変革
の時代に私達それぞれが貢献しましょう。

幹事報告

ロータリー理解推進月間
次週 第1484回 例会予告

青少年交換学生 エスカロナフェリペ 様
（チリ・プラヤアンチャ RC）バナー交換

阿部幹事

◦地区大会にて表彰されました、前年度RI会長

平成25年1月28日

賞並びに「毎年あなたも100ドルを」
クラブ（世

卓話 「高等教育機関、職業教育を考える」 宮川パスト会長
Weekly No. 1483は𠮷田委員が担当しました。
Weekly No. 1484は西村委員長が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）

界で2114クラブのみ）の表彰バナーが届きま
したので回覧致します。
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◦ロータリー財団のポールハリスフェロー、マル
チプルフェローのバッジが届きましたのでお
渡しします。
ポールハリスフェロー
阿部会員、本田会員
マルチプルフェロー
瀧川会員、梶山会員、小林会員、坂口会員

ロータリー財団委員会

清水委員長

本日、長屋会員、木田会員より特別寄付を頂
きました。ご協力ありがとうございました。
2013年1月のロータリーレートは1ドル＝
82円と本部より連絡がありましたのでお知ら
せ致します。

ニコニコ箱

山岡副SAA

◆坂口会長
あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
◆阪本会員
新年おめでとうございます。
「何となく 今年は良い事 あるごとし
元旦の朝 晴れて風なし」
石川啄木
◆阿部会員
第2回坂口会長杯ご出席の皆様ご苦労
様でした。成績報告です。
第3位 村井パスト会長
第2位 鈴木パスト会長
優勝 阿部幹です。次回は4月3日㈬です。
以上です。

◦1月度誕生日お祝いの方を発表します。
◦ロータリーの友１月号配布しました。

ゲ

ス

ト

榎原委員長

米 山 奨 学 生

楊 煜 凱 様

青少年交換学生
チリ・プラヤアンチャRC

エスカロナフェリペ 様

出席報告

郷上委員長

●会 員 数 48名 ●来
客
2名
●出席会員数 42名 ●本日の出席率 88.89％
●12月3日の出席率（メーキャップを含む） 100％

◆毛利会員
謹賀新年。
5日で74才。
ずっとおいしくビールを飲める様に。

誕生御祝−１月

◆郷上会員
明けましてお目出度うございます。
年賀状戴きながら失礼して申し訳有りま
せん。今年もよろしくお願いします。
◆宮川会員
初春のお慶びを申し上げます。
本年もよろしく！

結婚御祝−１月
昭和 44 年 1 月13 日

阪本会員ご夫妻

昭和 62 年 1 月17 日

阿部会員ご夫妻

平成 7 年 1 月22 日

荻田会員ご夫妻

昭和 32 年 1 月30 日

中堀会員ご夫妻

◆仲辻会員
新年おめでとうございます。
本年もどうぞよろしく。
◆青木会員
あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。

以上4組
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◆長屋会員

◆木田会員
あけましておめでとうございます。

新年おめでとうございます。
素晴らしい年となります様に。

◆井伊会員
本年もどうぞよろしくお願いします。

◆山岡会員
新年明けましておめでとうございます。

◆河邊会員
正月早々の遅刻お詫び致します。

◆小林会員
オメデトウゴザイマス。

◆澁谷会員
新年おめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。

◆家村会員
あけましてお目でとうございます。

◆尾家会員
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。

本年もよろしく！
──────────────────

◆田中（慶）会員
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
◆田中（孝）会員
あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。

卓

本日のニコニコ箱

73,000円

累計のニコニコ箱

737,591円

話

「私の職業」

梶山パスト会長

◆石﨑会員
謹賀新年。
本年もよろしくお願いします。
◆紙谷会員
明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。
◆村井会員
皆さんお目出とう御座居ます。
年賀状いただいた皆さん、ありがとう御
座居ました。

１．業種＜株式会社ビケンテクノ＞
①BM（ビルメンテナンス）業

◆清水会員
新年あけましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりました。
本年も何卒よろしくお願い致します。

②FC（フランチャイズ）業
ミスタードーナツ、プロント、TSUTAYA
SALVATORE CUOM & The BAR

◆瀬川会員
本年もよろしくお願い申し上げます。

③PM（プロパティマネジメント）業
株式会社ベスト・プロパティ

◆梶山会員
新年おめでとうございます。

FM（ファシリティマネジメント）業
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④医療関連事業

国

内

（病院、健診、訪問診療、看護介護リハビリ）
医療法人聖授会、医療法人良善会ひかり病院

①中之島フェスティバルタワークリニック
平成25年4月オープン

⑤不動産事業

人間ドック

株式会社マイムコミュニティー

スタッフ全員女性

４．後継者育成

⑥実験動物飼育管理業
株式会社ラボテック

社長を

⎫
⎬5年かけて育てる
番頭さんを⎭ …経営、人の引継ぎ＝世代交代

２．株式会社東洋商事
東京海上日動火災保険代理店業務
損害保険、生命保険
①ビジネスホテル経営・マンション経営

−クラブ俳句同好会−

②人材スカウト
Point

牛

み か よ

タイ、マレーシア

初夢を枕につめて眠るとす

インド、ベトナム、ミャンマー、インドネシア、

あ き ら

市場開拓中

これだけは主の役と注連飾る

①シンガポールビケン（SPB）立上げ

ときよし

外

煩悩の未だ消えざる除夜の鐘

海

山

３．今年力を入れている事業

羽子替へて空の高さを変へにけり

株式会社MGファシリティーズ

①人間関係・知人
②ビジネスチャンス

【今後の予定と兼題】
第三百十回句会 平成25年2月18日
兼題 「節分」「白魚」当季雑詠

③自分が移住
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兼題 ﹁歳末﹂﹁新年一切﹂及び当季雑詠

第三百九回句会

②マンション管理代行、リフォーム、営繕工事

※出句は5句

