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９月２２日は彼岸の中日でした。

例会報告

寺の境内では彼岸花が毎年咲くのですが、 お日中にはどこにも見

本日の例会 （第１８７２回） １０／７ （水）

当たりません。 「果て岸」 の日にようやく白い茎が延びピンクの花が

◆米山月間卓話
◆スピーカー 国際ロータリー第２７６０地区米山記念奨学委員会

咲きました。

米山委員 市岡 正蔵様

明日は、 １０月１日、 神無月です。 鳥取県出雲では、 神有月とい
うそうです。

次回の例会 （第１８７３回） １０／ １４ （水）

―神々は出雲におあつまりだそうです。 また、 日は旧暦８月１５日―

◆社会奉仕月間卓話
◆スピーカー 社会奉仕委員長 玉置 正樹君

中秋です。

第１８７１回例会記録

夕刻東天に満丸い大きな月が望めるとよいと思います。
拙寺では中庭に満開のピンクの萩と薄茎を花瓶にかざり、里芋と一

９／３０ （水） 晴

緒に南縁側にお供えして月の出を待ちます。

◆司
会 加藤 昌之君
◆斉
唱 ＲＳ／それでこそロータリー
◆ゲスト紹介 小林 久敏様 水野 寿花様

そして、 新芋の煮っころがしで一杯を楽しみます。

幹事報告
1. 国際ロータリー第２７６０地区ガバナー公式訪問を無事終えるこ
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とができました。 皆様ご協力いただき、 ありがとうございました。
2. 本日は、 阿部美男君の追悼例会を行います。 後ほど、 横井
登君に卓話をいただきます。 よろしくお願い致します。

８９.６６％

卓

話

阿部 美男君の追悼例会を行いました。

会長挨拶

◆スピーカー 横井
会 長

登君

遠藤 友彦

前回はガバナー訪問でしたし、 夕刻プロジェクト５０の会ももたれ、
大変ご苦労様でした。 今日は、 ゆったり例会ですので、 過日逝去

１９９５～１９９６年度に横井登君が会長をされ、 阿部美男君が幹事

された阿部美男君を追悼して思い出を語っていただきます。

をされました。 その頃の思い出のお話をしていただきました。

◆スピーカー 柴山 利彌君

価格で計上してあるが、 機器備品の価値は０円に近いため勘定科
目から基本財産科目とともに削除したと説明した。 持ち時間がない
ため、 金銭の出入りについて特に説明した。
疑問があれば後日申出て下さい。
説明をさせていただきますと説明し終了した。

誕生日 結婚記念日
誕生日
◆スピーカー 渡邉 泰彬君

９月１日 遠藤 友彦君

９月４日 伊藤 晋一君

９月４日 西村

９月８日 玉置 正樹君

努君

９月１３日 宇都木 寧君

９月１７日 石黒

勉君

９月２１日 杉浦 定文君

９月２９日 吉村知紗さん

結婚記念日
９月４日 平子 明資君
９月２６日 林

９月２５日 玉置 正樹君

功君

例会は、 本来クラブフォーラムであるが、 クラブ会員阿部美男君
が去る９月８日に逝去されたことに伴い、阿部美男君の追悼例会に
一部変更し行った。 卓話者に横井登君及び柴山利彌君が指名さ

ＨＡＰＰＹＢＩＲＴＨＤＡＹ

れ、 それぞれの思い出を語った。
横井登君、 阿部美男君は当クラブのチャーターメンバーで、 ロー

ニコボックス

タリーをこよなく愛していた。
創立１５周年の折、 横井が会長、 阿部君が幹事で周年記念事業、
IM ・ 姉妹クラブシンガポールラッフルズシティＲＣ、韓国大邱東瑞
ＲＣとの日本での交流事業、 名古屋錦 RC の新規設立事業を共
に行った。 創立２０周年の年に阿部君が会長、 池野君が幹事と
言うことでした。

梅村

篤君 本日は、例会体験参加で水野寿花さん、小林久敏
さんに来て頂いております。 ありがとうござ います。

梅村美知容さん 水野寿花さん、 小林久敏さんごゆっくりどうぞ。
渡邉

泰彬君 小林さん歓迎いたします。

宇佐美 太郎君 いつもありがとうございます。

２０周年事業の後体調を崩し横山記念病院に入院手術をし、６ヶ月

【明日は中秋—お月見です。】

の休会後クラブ例会に出席したが、 かってのような爽快な話しぶり

遠藤 友彦君

杉浦 定文君

塚本

隆君

宇都木

が消え無口に近い状態へと変化したと語った。

横井

登君

河東 広樹君

西村

努君

尾關實津成君

柴山利彌君、 同じチャーターメンバーで阿部 ・ 佐々木 ・ 柴山 ・

梶川 久雄君

玉置 正樹君

加島

光君

祖父江佳乃さん

井村 ( ライオンズ ) の 4 人でつるんで行動を共にした。

香田 研二君

平子 明資君

近藤

朗君

足立陽 一郎君

思い出は、ベトナム戦争終結直後ベトナムホーチミンに共に旅行し

伊藤 晋一君

加藤 昌之君

柴山 利彌君

加 藤あつこさん

た。 宿泊施設がなく日本大使館に、 一週間宿泊し苦労を共にし
た話を語った。
追悼卓話が終了後わずかな時間で渡邉前会計による前年度会計
報告が行われた。 貸借対照表 ・ 決算書 ・ 特別会計報告書及び
決算付属明細について説明した。
例年と大きく変わったのは貸借対照表の貸方固定資産の内、有形
固定資産 ( 機器備品 ) 及び借方基本金 ( 基本財産 ) の勘定科目
を削除した。 理由は機器備品はクラブ設立から４０年経過し、取得
価格で計上してあるが、機器備品の価値は０円に近いため勘定科

寧君

