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ニュートンのリンゴの木 ニュートン科学館 

本日のプログラム 
           司会   青山 博徳君 
・点 鐘            志水ひろみ君 

・ROTARY SONG  「四つのテスト」 

・今月の歌    「もみじ」 

・ビジター紹介         志水ひろみ君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・会長挨拶           志水ひろみ君 
・福祉のつどい 

・幹事報告           長谷川英輝君 

・点 鐘            志水ひろみ君 

今月の歌 

もみじ 

秋の夕日に 照る山もみじ 

濃いも薄いも 数ある中に 

松をいろどる 楓や蔦は 

山のふもとの 裾模様 

 

先週の記録 

会長挨拶      会長   志水ひろみ君 

東港ＲＣ ４５周年のお祝いに参加してきました。 
１０月３１日 セントレアより CATHAY 
PACIFIC AIRWAYS CX 531にメンバー7名
が搭乗し一路TAIPEI へ その日は台北に泊 
翌朝 台北から新幹線に乗り左螢（Zuoying）高

雄に到着東港ＲＣ 呉國忠会長さんを始めたくさ

んの会員さんとファミリーの出迎えを受け、それ

ぞれ 花のレイをかけていただき大歓迎をうけま

した。 
用意してあったバスをカラで走らせ、私たちは東

港ＲＣさんのバスに乗り昼食予定のレストランを

キャンセルし、長野県富士見ＲＣさんと合流して 

２０１５年１１月７日（金）第２２５５回（１１月第２例会） 
 
大鵬灣國際休間特區（THE  PEN  BAY 
NATIONAL LEISURE ZONE）の東方渡假酒

店にてビュッフェスタイルの歓迎昼食会に招待さ

れました。 
その後３クラブ会員さん一緒に遊覧船に乗り、湖

を周遊し、牡蠣の殻で出来た人口島の 殻島に上

陸し 楽しみ、春日井ＲＣメンバーは大鵬灣大飯

店にチェックイン。ホテルでドレスアップ（？）

し東港ＲＣ45 周年式典に出席定刻 18：00 から点

鐘東港ＲＣ  呉國忠会長さん（Ｐ.Ｓｕｓｈｉ）

のご挨拶３５１０地区ガバナー 蔡堡鐺さん（Ｄ.
Ｇ.Ｇａｓ）のご祝詞スポンサークラブ屏東ＲＣ 

陳朝鎔会長（Ｍａｓｔ）のご祝詞 
姉妹クラブ 富士見ＲＣ 河角清一会長のご祝詞 
      春日井ＲＣ 志水ひろみの祝詞 
兄弟クラブ 東勢ＲＣ  張正平会長（Ｊｕｉｃ

ｅ）のご祝詞 
      鹿港ＲＣ  謝應祥会長（Ｆｏｒｅ

ｖｅｒ）のご祝詞 
      高雄五福ＲＣ 頼炳巧会長（Ｖｏｌ

ｖｏ）のご祝詞 
東港ＲＣ 青年服務 創 綬 式（インターアク

ト伝達式？） 
初代会長は呉國忠のご子息 呉維斌さん（Ｂｅｎ） 
式典終了後は懇親会  参加者は４００名 
ちなみに毎年 会長交代式は近隣のクラブを招待

し、５００名という盛況その後、カラオケへ行き

ＰＭ11：00 にはホテルに帰還したはず（？） 
台湾パワーには終始、圧倒されました 
翌朝、呉國忠会長さんをはじめ会員さんのお見送

りを受け、左螢（Zuoying）から台北へお昼は小

龍包をいただき dutyfree へ寄りお買物、龍山寺 
中正記念堂、小川長会員さんお奨めのお茶屋さん 

会      長 ： 志水ひろみ 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30

副  会  長 ：名畑  豊 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 
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会報委員長 ：成瀬 浩康  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 
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に寄り 
圓山大飯店 THE GRANND HOTEL にチェ

ックイン。 
夕食は三徳大飯店にて北京（台湾？）ダックの晩

餐を満喫 
無事、１１月４日定刻にセントレアに帰国しまし

た。 
追、圓山大飯店 THE GRANND HOTEL で

帰国する朝、ホテルで 
３４８０地区 台北錫（シャク、セキ？）口ＲＣ

の朝例会が開かれていました。 
私たちの突然の訪問にも関わらず、会員の皆さん

は歓迎をしてくださいました。 
台北錫口ＲＣのバナー、ウイークリー、メーキャ

ップカードをいただきました。 
会長の陳東煌（コウ、オウ？）さんはたいへんフ

レンドリーに 
「記念写真を撮りましょう」とおっしゃってくだ

さり、3 ショットをゲット！ 
出来大変有意義な訪問になりました。 
 
幹事報告      幹事   長谷川英輝君 

理事会報告 

以下の議案につき、審議・承認いただきました。 
第 1 号議案：開始貸借対照表並びに 10 月度収支

表の件 
第 2 号議案：クリスマス家族会開催の件 
第 3 号議案：セブＲＣ姉妹クラブ締結に向けての

協議の件 
第 4 号議案：セブＲＣ訪問日程の件（2016 年 3
月 16 日～19 日） 

次週予告    

11 月 7 日（土） 春日井福祉のつどい  
11 月 13 日（金） 福祉のつどいへの例会変更な

ので、通常例会はありません。 
 
出席報告       委員長  古屋 義夫君 

会員 59 名 欠席 17名 出席率 71.2%

先々週の修正出席 欠席 0名 出席率 100% 

 

ニコボックス報告    委員長   岡嶋 良樹君 

〇台湾（東港ＲＣ）に訪問してきました。全員無

事帰還です。          志水ひろみ君 
〇東港ＲＣ訪問、無事に行ってきました。 
                川瀬 治通君 
〇東港ＲＣに行ってきました。  小川  長君 
〇東港ＲＣよかったです。    朽本 正樹君 
〇夫人誕生の祝福ありがとうございました。 
                社本 太郎君 
〇祝福の皆様おめでとうございます。 

                山田  治君 
〇祝福の皆さんおめでとうございます。 
                近藤 太門君 
〇祝福の皆様おめでとうございます。 
                古屋 義夫君 
〇福祉の集い晴天を願って。   青山 博徳君 
〇明日がんばります。      大原 泰昭君 
〇いつも有難うございます。   大橋 省吾君 
〇祝福おめでとうございます。 
足立 治夫君  磯野 俊雄君  伊藤 一裕君

梅田 英夫君  梅村  守君  太田 弘道君  

小野寺 誠君  大原 泰昭君  加藤  茂君  

風岡 保広君  加藤 宗生君  貴田 永克君  

北  健司君  川瀬 治通君  近藤 秀樹君 
清水  勲君  芝田 貴之君  名畑  豊君  

成瀬 浩康君  中川  健君  野浪 正毅君

早川 八郎君  長谷川英輝君  林  憲正君

速水 敬志君  蓮野 美廣君  場々大刀雄君  

屋嘉比良夫君  和田 了司君 
〇御協力、ありがとうございます。岡嶋 良樹君 
 
 

会員誕生のみなさん 

 

 

結婚記念日 

 

 



アテンダンス表彰 

 

東港ＲＣ帰国報告 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 


