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会

長

岡戸

利直君

昨晩、国際大会から帰国したば
かりでホットな情報満載であり
ます。私は、本日の例会がある
ために切り上げてきましたが、
榊原肇エレクトと次次年度会長
の都築利全君は分科会・閉会本
会議にも参加され研修を積み、
世界各国のロータリアンとも懇
親を深めて来ます。次週例会は
国際大会報告会であり、参加さ
れた方からそれぞれお話がありますからさわりだけ報
告します。
諸先輩から「国際大会に参加された方に退会者はいな
い」とのふれこみや、田中ガバナー・石川ガバナー補
佐の支援ということもあり参加しました。国際大会の
A・B・Cからのスタートでした。大会ホームページの中に、
奉仕の機会の中で現地の活動が幾つもあり、中から開
会本会議前日３１日に実施される「END POLIO NOW」
３K WALKに参加することにしました。山本慎治君と手
島嘉宏君も積極的に参加して頂くことが出来、１人だ
けでなくホッとしたところです。参加登録と参加費用
の支払いは、事前にWeb上で行い、参加費用１人３０＄
は全額寄付されます。石川ガバナー補佐夫人も賛同し
て頂き、当日登録し４人お揃いの「END POLIO NOW」
文字が入った黄色Tシャツを着て、各国から参加したロ
ータリアンとコミュニケーションを深めながらオリン
ピック公園周辺を散策しながら行進しポリオ撲滅の認
識向上を目指しました。特に遅れる事なく無事帰還し
４人それぞれがMAKE HISTORY TODAY 「FINISHER」の
賞を受け取りました。非常に多くのロータリアンが参
加されていましたが日本からの参加者との出会いは少
なく、逆に日本から交換留学生としてオーストラリア
に行っている北海道の女子高生から「日本人ですか？」
と微笑みかけられるありさまでした。３Kを１時間３０

石川

分かかりましたが、内半分ぐらい言葉がストレートに通
じないためのコミュニケーションを深めるために要した
時間です。国の垣根・線をまったく、そして自然と感じ
ずこれがロータリー家族なのかと体感しました。夜のビ
ビッド・ライトショウをはじめシドニー全体が温かく優
しくロータリーを迎えてくれていました。
開会本会議当日、受付場所を探すために四苦八苦し、よ
うやくその場所に着くや、すでに榊原肇君、都築利全君
が受付手続の順番待ちをしていたため、一緒にお願いを
して無事終了。会場への入場はセキュリティーチェック
が２重に実施され、登録してない方、登録ネームプレー
トを忘れた方、ハンドバッグ以上の大きさのものは絶対
持ち込ませないなどしっかりガードされていました。オ
ーストラリアの首相が出席されるのですから当然ではあ
りますが。来賓のマイクベアード州首相そしてトニー・
アッボト首相の挨拶は凄いの一言。何万人もいる聴衆
を引き付け鼓舞する話力、間合い、強弱、動作などわが
国の中には匹敵する人は見当たらないと思います。そし
て、余興には、ラスベガスで活躍している人気コーラス
グループのHuman Naturのワンマンショーです。日本で
もHuman Naturのショウを見るためにラスベガスへ行か
れる方がいるほどです。そのバックバンドを演奏しなが
ら大舞台ごと迫り出し、戻す舞台設備と演出など何事に
つけ一流でした。オーストラリア出身であるために首相
命令かもね？
次回ロータリー国際大会に参加する機会があれば、閉会
本会議まで出席するつもりです。ハンター・バレーのワ
イナリー視察や夜の帳が下りたシドニーのナイトライフ
も含めて豊かな人生を少し感じ、とても楽しい世界大会
でした。

幹 事 報 告
（幹事報告）
幹 事 鈴木 宏司君
１．理事会報告の件
２．ＲＩシドニー大会の件
３．南吉記念碑修理の件
（委員会報告）
委員会報告
●出席委員会
第1642回例会 ６月３日（火） 天気（晴）
本日の例会は30名の出席にて、出席率は76.92％です。
なお、前々回は６名のメーキャップにて89.74％に訂正
します。
●Smiling Box
加藤 金吉君 女房の誕生日忘れていました。年をとっ
ても、２人とも元気で過ごせる様。

勝彦君

昨夜シドニーから帰りました。当クラブ
始まって以来最大のご参加ありがとう。
お陰様でガバナーナイトも200余名の参
加で盛大に行なわれました。山本補佐
幹事に感謝！
榊原 邦彦君 奥様誕生日ありがとうございます。これ
のみが毎年プレゼントです。
岡戸 利直君 シドニー国際大会を、世界のロータリ
アンと共に楽しんできました。石川ガ
バナー補佐、山本慎治さん、手島さん、
川澄さんには特にお世話になりありが
とうございました。
鈴木 宏司君 半田警察署長 石川様本日は、わざわざ
おこしいただき、卓話していただきあ
りがとうございます。
山本 慎治君 石川ガバナー補佐、国際会議では、大変
お世話になりました。
榊原
英君 妻の誕生祝い、ありがとうございます。
川澄 哲裕君 シドニーの世界大会へ行ってまいりまし
た。充実した６日間でした。サンパウ
ロは遠いですが、ソウルへは是非参加
したいです。諸先輩のご好意に感謝申
し上げます。
河合 英樹君 本日は誕生日祝いありがとうございまし
た。いよいよ最後の40代です。心して
この一年過ごします。
中井民雄さん 在籍中は大変お世話になりました。退会
した後も結婚記念の美しい花、そして
退会の記念品と頂き重ねて感謝申し上
げます。
合計11名 25,000円

今月の祝賀
（今月の祝賀）
●６月の誕生日祝
河合 英樹君

●奥様誕生日祝
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ロ ー タリー 情 報

スピーカー
演

題

奥様
奥様

裕子様
洋子様

担当

ロータリー情報委員会

愛知県半田警察署長 警視正
石川 智之様
「半田警察署管内重点犯罪」

次回の例会
（次回例会）
第1644回例会
６月20日(金)

夜間同伴例会
於 望洲楼

第1642回

2014.６.３

２０１3−２０１4

■会長／岡戸

利直
■幹事／鈴木 宏司

●司
会
Ｓ.Ａ.Ａ 河合 英樹君
●ソングリーダー
河合 英樹君
●国
歌
「君が代」
●ロータリーソング 「奉仕の理想」
●ピアノ
中田美由紀さん
●ゲスト
愛知県半田警察署長 警視正
石川 智之様
●ビジター
松本 順子君（半田）

会 長 挨 拶
（会長挨拶）

会

長

岡戸

利直君

昨晩、国際大会から帰国したば
かりでホットな情報満載であり
ます。私は、本日の例会がある
ために切り上げてきましたが、
榊原肇エレクトと次次年度会長
の都築利全君は分科会・閉会本
会議にも参加され研修を積み、
世界各国のロータリアンとも懇
親を深めて来ます。次週例会は
国際大会報告会であり、参加さ
れた方からそれぞれお話がありますからさわりだけ報
告します。
諸先輩から「国際大会に参加された方に退会者はいな
い」とのふれこみや、田中ガバナー・石川ガバナー補
佐の支援ということもあり参加しました。国際大会の
A・B・Cからのスタートでした。大会ホームページの中に、
奉仕の機会の中で現地の活動が幾つもあり、中から開
会本会議前日３１日に実施される「END POLIO NOW」
３K WALKに参加することにしました。山本慎治君と手
島嘉宏君も積極的に参加して頂くことが出来、１人だ
けでなくホッとしたところです。参加登録と参加費用
の支払いは、事前にWeb上で行い、参加費用１人３０＄
は全額寄付されます。石川ガバナー補佐夫人も賛同し
て頂き、当日登録し４人お揃いの「END POLIO NOW」
文字が入った黄色Tシャツを着て、各国から参加したロ
ータリアンとコミュニケーションを深めながらオリン
ピック公園周辺を散策しながら行進しポリオ撲滅の認
識向上を目指しました。特に遅れる事なく無事帰還し
４人それぞれがMAKE HISTORY TODAY 「FINISHER」の
賞を受け取りました。非常に多くのロータリアンが参
加されていましたが日本からの参加者との出会いは少
なく、逆に日本から交換留学生としてオーストラリア
に行っている北海道の女子高生から「日本人ですか？」
と微笑みかけられるありさまでした。３Kを１時間３０

石川

分かかりましたが、内半分ぐらい言葉がストレートに通
じないためのコミュニケーションを深めるために要した
時間です。国の垣根・線をまったく、そして自然と感じ
ずこれがロータリー家族なのかと体感しました。夜のビ
ビッド・ライトショウをはじめシドニー全体が温かく優
しくロータリーを迎えてくれていました。
開会本会議当日、受付場所を探すために四苦八苦し、よ
うやくその場所に着くや、すでに榊原肇君、都築利全君
が受付手続の順番待ちをしていたため、一緒にお願いを
して無事終了。会場への入場はセキュリティーチェック
が２重に実施され、登録してない方、登録ネームプレー
トを忘れた方、ハンドバッグ以上の大きさのものは絶対
持ち込ませないなどしっかりガードされていました。オ
ーストラリアの首相が出席されるのですから当然ではあ
りますが。来賓のマイクベアード州首相そしてトニー・
アッボト首相の挨拶は凄いの一言。何万人もいる聴衆
を引き付け鼓舞する話力、間合い、強弱、動作などわが
国の中には匹敵する人は見当たらないと思います。そし
て、余興には、ラスベガスで活躍している人気コーラス
グループのHuman Naturのワンマンショーです。日本で
もHuman Naturのショウを見るためにラスベガスへ行か
れる方がいるほどです。そのバックバンドを演奏しなが
ら大舞台ごと迫り出し、戻す舞台設備と演出など何事に
つけ一流でした。オーストラリア出身であるために首相
命令かもね？
次回ロータリー国際大会に参加する機会があれば、閉会
本会議まで出席するつもりです。ハンター・バレーのワ
イナリー視察や夜の帳が下りたシドニーのナイトライフ
も含めて豊かな人生を少し感じ、とても楽しい世界大会
でした。

幹 事 報 告
（幹事報告）
幹 事 鈴木 宏司君
１．理事会報告の件
２．ＲＩシドニー大会の件
３．南吉記念碑修理の件
（委員会報告）
委員会報告
●出席委員会
第1642回例会 ６月３日（火） 天気（晴）
本日の例会は30名の出席にて、出席率は76.92％です。
なお、前々回は６名のメーキャップにて89.74％に訂正
します。
●Smiling Box
加藤 金吉君 女房の誕生日忘れていました。年をとっ
ても、２人とも元気で過ごせる様。

勝彦君

昨夜シドニーから帰りました。当クラブ
始まって以来最大のご参加ありがとう。
お陰様でガバナーナイトも200余名の参
加で盛大に行なわれました。山本補佐
幹事に感謝！
榊原 邦彦君 奥様誕生日ありがとうございます。これ
のみが毎年プレゼントです。
岡戸 利直君 シドニー国際大会を、世界のロータリ
アンと共に楽しんできました。石川ガ
バナー補佐、山本慎治さん、手島さん、
川澄さんには特にお世話になりありが
とうございました。
鈴木 宏司君 半田警察署長 石川様本日は、わざわざ
おこしいただき、卓話していただきあ
りがとうございます。
山本 慎治君 石川ガバナー補佐、国際会議では、大変
お世話になりました。
榊原
英君 妻の誕生祝い、ありがとうございます。
川澄 哲裕君 シドニーの世界大会へ行ってまいりまし
た。充実した６日間でした。サンパウ
ロは遠いですが、ソウルへは是非参加
したいです。諸先輩のご好意に感謝申
し上げます。
河合 英樹君 本日は誕生日祝いありがとうございまし
た。いよいよ最後の40代です。心して
この一年過ごします。
中井民雄さん 在籍中は大変お世話になりました。退会
した後も結婚記念の美しい花、そして
退会の記念品と頂き重ねて感謝申し上
げます。
合計11名 25,000円

今月の祝賀
（今月の祝賀）
●６月の誕生日祝
河合 英樹君

●奥様誕生日祝
榊原 邦彦君
榊原
英君

ロ ー タリー 情 報

スピーカー
演

題

奥様
奥様

裕子様
洋子様

担当

ロータリー情報委員会

愛知県半田警察署長 警視正
石川 智之様
「半田警察署管内重点犯罪」

次回の例会
（次回例会）
第1644回例会
６月20日(金)

夜間同伴例会
於 望洲楼

第1642回

2014.６.３

２０１3−２０１4

■会長／岡戸

利直
■幹事／鈴木 宏司

●司
会
Ｓ.Ａ.Ａ 河合 英樹君
●ソングリーダー
河合 英樹君
●国
歌
「君が代」
●ロータリーソング 「奉仕の理想」
●ピアノ
中田美由紀さん
●ゲスト
愛知県半田警察署長 警視正
石川 智之様
●ビジター
松本 順子君（半田）

会 長 挨 拶
（会長挨拶）

会

長

岡戸

利直君

昨晩、国際大会から帰国したば
かりでホットな情報満載であり
ます。私は、本日の例会がある
ために切り上げてきましたが、
榊原肇エレクトと次次年度会長
の都築利全君は分科会・閉会本
会議にも参加され研修を積み、
世界各国のロータリアンとも懇
親を深めて来ます。次週例会は
国際大会報告会であり、参加さ
れた方からそれぞれお話がありますからさわりだけ報
告します。
諸先輩から「国際大会に参加された方に退会者はいな
い」とのふれこみや、田中ガバナー・石川ガバナー補
佐の支援ということもあり参加しました。国際大会の
A・B・Cからのスタートでした。大会ホームページの中に、
奉仕の機会の中で現地の活動が幾つもあり、中から開
会本会議前日３１日に実施される「END POLIO NOW」
３K WALKに参加することにしました。山本慎治君と手
島嘉宏君も積極的に参加して頂くことが出来、１人だ
けでなくホッとしたところです。参加登録と参加費用
の支払いは、事前にWeb上で行い、参加費用１人３０＄
は全額寄付されます。石川ガバナー補佐夫人も賛同し
て頂き、当日登録し４人お揃いの「END POLIO NOW」
文字が入った黄色Tシャツを着て、各国から参加したロ
ータリアンとコミュニケーションを深めながらオリン
ピック公園周辺を散策しながら行進しポリオ撲滅の認
識向上を目指しました。特に遅れる事なく無事帰還し
４人それぞれがMAKE HISTORY TODAY 「FINISHER」の
賞を受け取りました。非常に多くのロータリアンが参
加されていましたが日本からの参加者との出会いは少
なく、逆に日本から交換留学生としてオーストラリア
に行っている北海道の女子高生から「日本人ですか？」
と微笑みかけられるありさまでした。３Kを１時間３０

石川

分かかりましたが、内半分ぐらい言葉がストレートに通
じないためのコミュニケーションを深めるために要した
時間です。国の垣根・線をまったく、そして自然と感じ
ずこれがロータリー家族なのかと体感しました。夜のビ
ビッド・ライトショウをはじめシドニー全体が温かく優
しくロータリーを迎えてくれていました。
開会本会議当日、受付場所を探すために四苦八苦し、よ
うやくその場所に着くや、すでに榊原肇君、都築利全君
が受付手続の順番待ちをしていたため、一緒にお願いを
して無事終了。会場への入場はセキュリティーチェック
が２重に実施され、登録してない方、登録ネームプレー
トを忘れた方、ハンドバッグ以上の大きさのものは絶対
持ち込ませないなどしっかりガードされていました。オ
ーストラリアの首相が出席されるのですから当然ではあ
りますが。来賓のマイクベアード州首相そしてトニー・
アッボト首相の挨拶は凄いの一言。何万人もいる聴衆
を引き付け鼓舞する話力、間合い、強弱、動作などわが
国の中には匹敵する人は見当たらないと思います。そし
て、余興には、ラスベガスで活躍している人気コーラス
グループのHuman Naturのワンマンショーです。日本で
もHuman Naturのショウを見るためにラスベガスへ行か
れる方がいるほどです。そのバックバンドを演奏しなが
ら大舞台ごと迫り出し、戻す舞台設備と演出など何事に
つけ一流でした。オーストラリア出身であるために首相
命令かもね？
次回ロータリー国際大会に参加する機会があれば、閉会
本会議まで出席するつもりです。ハンター・バレーのワ
イナリー視察や夜の帳が下りたシドニーのナイトライフ
も含めて豊かな人生を少し感じ、とても楽しい世界大会
でした。

幹 事 報 告
（幹事報告）
幹 事 鈴木 宏司君
１．理事会報告の件
２．ＲＩシドニー大会の件
３．南吉記念碑修理の件
（委員会報告）
委員会報告
●出席委員会
第1642回例会 ６月３日（火） 天気（晴）
本日の例会は30名の出席にて、出席率は76.92％です。
なお、前々回は６名のメーキャップにて89.74％に訂正
します。
●Smiling Box
加藤 金吉君 女房の誕生日忘れていました。年をとっ
ても、２人とも元気で過ごせる様。

勝彦君

昨夜シドニーから帰りました。当クラブ
始まって以来最大のご参加ありがとう。
お陰様でガバナーナイトも200余名の参
加で盛大に行なわれました。山本補佐
幹事に感謝！
榊原 邦彦君 奥様誕生日ありがとうございます。これ
のみが毎年プレゼントです。
岡戸 利直君 シドニー国際大会を、世界のロータリ
アンと共に楽しんできました。石川ガ
バナー補佐、山本慎治さん、手島さん、
川澄さんには特にお世話になりありが
とうございました。
鈴木 宏司君 半田警察署長 石川様本日は、わざわざ
おこしいただき、卓話していただきあ
りがとうございます。
山本 慎治君 石川ガバナー補佐、国際会議では、大変
お世話になりました。
榊原
英君 妻の誕生祝い、ありがとうございます。
川澄 哲裕君 シドニーの世界大会へ行ってまいりまし
た。充実した６日間でした。サンパウ
ロは遠いですが、ソウルへは是非参加
したいです。諸先輩のご好意に感謝申
し上げます。
河合 英樹君 本日は誕生日祝いありがとうございまし
た。いよいよ最後の40代です。心して
この一年過ごします。
中井民雄さん 在籍中は大変お世話になりました。退会
した後も結婚記念の美しい花、そして
退会の記念品と頂き重ねて感謝申し上
げます。
合計11名 25,000円

今月の祝賀
（今月の祝賀）
●６月の誕生日祝
河合 英樹君

●奥様誕生日祝
榊原 邦彦君
榊原
英君

ロ ー タリー 情 報

スピーカー
演

題

奥様
奥様

裕子様
洋子様

担当

ロータリー情報委員会

愛知県半田警察署長 警視正
石川 智之様
「半田警察署管内重点犯罪」

次回の例会
（次回例会）
第1644回例会
６月20日(金)

夜間同伴例会
於 望洲楼

