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＜点 鐘＞ 会長 橋本 修 

＜ソング＞ それでこそロータリー 

＜四つのテスト＞ 

 

＜会長の時間＞   会長 橋本 修 

 

ファーストレディについて、9/4 付中日の夕刊に記載され

ていました。要約してみました。 

共同通信（ワシントン、ローマ、ロンドン）からの発信で

す。 

①日本の次期首相は演説がつまらないことで知られてい

るが、彼の妻はまったく違う。 

②次期首相のニックネームは“宇宙人”だが、別の世界と

遭遇したと言っているのは妻の方だ。 

③「日本社会にとって型破りの人物」 

④元宝塚女優で離婚暦があることや、将来の夢はハリウッ

ドで映画を作ることだと紹介。 

⑤首相夫人は、ＴＶのインタビューでトム･クルーズと前

世で会ったことがあり、「前世で彼は日本人」と述べた

事がある。 

⑥オバマ米大統領のミシェル夫人や、サルコジ・フランス

大統領のカーラ・ブルーニ夫人に集まる注目を首相夫人

が奪うことになりそうだ 

と、報じました。 

 

その名は、「幸」と書いて「みゆき」 鳩山みゆきさんで

す。 

中央ＲＣのファーストレディも、美しい「幸」と書いて、

河上みゆきさんです。 

叉、高校生バンドの司会者も、美しい由（よし）紀（のり）

と書いてのみゆきさんです。坂中美由紀さんと言います。 

いづれにしても、みゆきさんの今後の言動が注目されるの

ではないかと、期待しております。 

 

 

ロータリーの友 ８月号 （ロータリーの基礎知識） 

<日本編> 

1920（Ｔ2）東京ＲＣが日本で最初に誕生 

1935（Ｓ10）ポールハリス夫妻が来日する 

1936（Ｓ11）大阪でニコニコ箱の実施が始まる 

1949（Ｓ24）復帰が承認される 

1951（Ｓ26）海外からのＲ財団学生第１号、東大に入学 

日本からのＲ財団奨学生女性第１号、緒方貞

子氏がジョージタウン大学へ留学 

1963（Ｓ38）初めてのインターアクト宮城、仙台育英高校

に創立される 

1989（Ｈ元）女性会員の入会が認められ、北海道の清水Ｒ

Ｃに日本初の女性会員が入会する 

2004（Ｈ16）日本で３回目の国際大会が大阪で開催される 

 

〔職業奉仕を重視する日本のロータリアン〕 

（例）小中学校などに出かけて自分の仕事について話した

り、具体的、地域の祭やイベントで法律や医学の無料相談

を行ったり、又海外へ医療奉仕に出かけたりする活動が挙

げられます。 

<会員の言葉> 

酒田ＲＣ 茂木栄一さん 

ロータリーは自分が努力しないと楽しくならないとこ

ろです。 

◆会長  橋本 修   ◆幹事  岩垣津 亘   ◆会報委員長  長瀬 栄二郎   ◆会報担当  今井 俊治 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率

本 日

809 回
50 名 45 名 38 名 － 84.44%

前々回

807 回
50 名 45 名 43 名 0 名 95.55%
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横浜南ＲＣ 中山義之さん 

魅力あるクラブは活気あふれた例会と意義あるプロジ

ェクトが基本要素です。 

 

中央ＲＣ 

1991 年（Ｈ3年）5月に創立 

1994 年（Ｈ6年） 2009 年（Ｈ21 年） 

第 5区分 〔現在〕濃飛分区 

下呂   47 名 22 名 -25 

加茂   47 名 20 名 -27 

可児   65 名 25 名 -40 

美濃加茂 75 名 36 名 -39 

◎加茂東  0 名 15 名 +15 

高山   59 名 39 名 -20 

中央   50 名 50 名 +-0 

西    68 名 47 名 -21 

計    411 名 252 名 -159 

 

〔中央ＲＣのみ、増減無 15 年前と同じ〕 

・退会・入会のバランスが保っている 

・一時的に多様の増減はあるが 

・運営しやすい!!まとまりやすいのか？ 

・（自然減少）増強のバランスがよいのか？ 

 

 

＜幹事報告＞ 幹事 岩垣津 亘 

 
◎国際ロータリー第 2630 地区 ガバナー事務所より 

・「第８回ロータリー全国囲碁大会」開催のご案内 

日時：１１月１４日(土)10：00～ 

会場：日本棋院会館１階対局ホール（東京都市ヶ谷） 

<国際ソロプチミスト高山より> 

・新事務局のお知らせ 

 高山市下岡本町 1219-1 梅村 さち子（会長） 

（2009 年 9 月～2010 年 8 月） 

 

 

＜本日のプログラム＞ 

 

「高校生 LIVE in 高山」について 

 

新世代/青少年育成委員会 

中田 学 委員長 

 今週末に、いよいよ高校生 LIVE in 高山が実施されま

す。一部の方にはすでに実行委員会に参画していただいて

いますが、 

本日は事業計画書に基づいて説明させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

針山 順一朗 運営責任者 

 今回のライブには 9つの団体が参加します。 

斐太高校では部活動として軽音楽を行っていますが、それ

以外では行っていないため、グループ間でかなりのレベル

差があります。 

高校生の皆さんの思い出に残るライブになればと思いま

す。 

演奏される曲は最近の若者らしいアップテンポのロック

などが中心となっていますが、スローな曲も数曲用意され

ているようです。 

今回作成された T シャツは参加する高校生や当クラブの

スタッフにも着ていただき一体感を感じていただくとと

もに、皆さんのよい思い出になればと思います。 

当日はお世話をかけますが、宜しくお願いいたします。 
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橋本 修 会長 

 高校生は、多分ロータリーやロータリアンを知らないと

思われますので、メンバーから積極的に声をかけてあげて

ください。 

また、中央ロータリーの会員としての自覚を持って接して

あげてほしいと思います。 

 

 

＜９月のお祝い＞ 
 

＊会員誕生日＊ 

下田 徳彦   Ｓ４２年 ９月 ４日 

坂家 賢司   Ｓ３７年 ９月 ５日 

中田 一男   Ｓ２３年 ９月 ９日 

平林 英一   Ｓ２６年 ９月１６日 

針山順一朗   Ｓ２４年 ９月１９日 

新井 信秀   Ｓ２６年 ９月２０日 

高原 武夫   Ｓ２１年 ９月２１日 

村瀬 祐治   Ｓ２８年 ９月２２日 

三枝 祥一   Ｓ２５年 ９月２５日 

 

 

＊夫人誕生日＊ 

足立 常孝   加代子   ９月１５日 

坂家 賢司   茂美    ９月２７日 

 

＊結婚記念日＊ 

都竹 太志   Ｈ１５年 ９月２１日 

高木 純    Ｓ６１年 ９月２７日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜ニコニコＢＯＸ＞ 

 早退致します。宜しくお願い致します。 

田中 雅昭 

 

 

初めて出席・ニコニコの発表をします。宜しくお願いし

ます。 

   和田 良博 

 


