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　正月の風物詩の1つに福袋があります。
買い物運を試そうと百貨店等の初売りでは
開店前より行列が出来ます。ところでこの福
袋、起源は諸説ある様ですが、明治40年頃
神田今川橋松屋呉服店（現：松屋）が、紙袋
に福袋と書いて売った記録があります。価
格は当時で1円と2円で、中身は2～3倍相
当だった様で、大混雑をきたし一時販売を中止したほど人気を博
したそうです。最近は衣料品や小物など、さまざまな商品が入った
「総合福袋」だけでなく、中身を見せたり、商品群の中から選ぶ
「選抜型」も増えております。最近では、好みが細分化し、総合福
袋では得した気分にならないと、総合福袋を辞める百貨店も出て
きました。購入予定の価格は1～2万円で衣料品を買う人が多い
ようです。百貨店の福袋では、例えばカシミヤ製品といった具合
に、品目を絞る場合もあれば、「休日の外出シーン」を想定して商
品をコーディネートするケースもあるようです。福袋の中身は通
常4～5倍に相当する商品が入っていますが、運が良ければ10倍
以上の品物が入っている場合もあるようです。
　ところで百貨店の福袋の満足度ですが、今年2個以上購入した
人に100点満点で評価してもらった所、平均で69.5点だったと
日経新聞が調査しています。品目別で70点を超えたのは食品、下
着、靴下、化粧品など消耗品で、個人の趣味やこだわりがさほど
問題にならない商品が多かったそうです。価格は3千～5千円未
満、5千～8千、8千～1万円未満の3つが70点以上、1万～2万
円未満が65.8点と価格が高い分、目が厳しくなるようです。トイ
レ雑貨をトータルコーディネート出来た、95点。輸入チーズの詰
め合わせで普段買わない物が買えた、100点。子供服は良かっ
た、100点。など高得点をつけ、幸運な年初めを体験した人もい
る反面、要らない物が入っていたらムダになる、一度買って満足
出来なかったからもう買わないという人もいるようです。ただ最
近はネットでの換金も出来る様で、「ヤフーオークション」や「ビッ
ターズ」などのインターネットオークションサイトに出品すると開
始価格を安く設定しても思わぬ高値で売れる事もあるようです
が、出品料や登録料がかかる事に注意もいるようです。縁起物の
福袋、最後まで使い切ってこそ新年の運が試せるようです。

2004～2005年度 国際ロータリーのテーマ  ロータリーを祝おう  2004～2005年度　R.I会長グレンE・エステス・シニア

臨時例会変更のお知らせ

※は休会・その他理由につきビジター受付はありません。
◇はサイン受付時間が17：30～18：30となります。

（注）

会長挨拶 大島浩嗣会長

幹事報告 稲葉 徹幹事

次週12月9日（木）は「第3回クラブフォーラム（年次総会）」です。
12月は夜間例会が多く開催されますが、当初より終了時刻が
確認出来ていますので、極力早退しない様にお願い致します。

・
・

出席報告 稲垣豊出席委員

会員76名　出席55名  （出席計算人数56名）

出席率78.57％
11月25日は補填により
11月18日は補填により
11月11日は補填により

89.29％
92.86％
100％

クリスマス家族例会
於：ヒルトン名古屋5階「銀扇の間」
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（天野正明会場委員長）
「君が代」「奉仕の理想」

ニコボックス 　田口豊ニコボックス委員長

・

・

・
・

・
・

今月9日は小生の誕生日です。満60才です。また、25日は女房
の誕生日です。お祝い有難うございます。
12月1日は小生の誕生日でした。お花を有難うございました。

12月3日は娘の、12月23日は自分の誕生日です。
11月4日は30回目の結婚記念日でした。私も家内もすっかり忘
れていました！
12月2日は結婚記念日です。
先日は高村さんにお世話になりました。有難うございました。12月
は私の誕生月です。12月7日は結婚記念日です。

大和　哲郎君

橋本　　章君
泉　　憲一君

岩根　敬泰君
鈴木　圓三君

平野　好道君

Weekly
       Report



次週行事 12月16日（木）

今週行事 12月9日（木）

夜間例会（上期反省会）
　 　 於

第3回クラブフォーラム（年次総会）

：
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12月2日（木）は妻尚子の？回目の誕生日です。グルメ会、京都嵐
山吉兆では、野崎さんに大変お世話になり、有難うございました。

今月は妻の誕生月です。
11月27日のグルメ会、楽しく参加出来ました。ありがとうござ
いました。
1）先日自衛隊、愛知連で表彰されました。
2）次男に孫が生まれました。
クリスマス家族会、御家族の皆様を歓迎して。親睦活動委員会
の皆様、ご苦労様です。
先日の京都吉兆でのグルメ会には、奥様ご同伴の方々も含め、
多数のご出席を頂き誠に有難うございました。お陰様で楽しい
一夜でした。本日は家族会に家内共々出席させて頂きました。
関係者各位に厚く御礼申し上げます。
本日のクリスマス家族会、お楽しみ下さい。
本日のクリスマスパーティーをお楽しみ下さい。
本日は10ヶ月の孫が出席致します。よろしくお願いします。

家族と一緒です。よろしくお願いします。
本日は妻共々お世話になります。親睦活動委員会の皆様ご苦
労様です。
メリークリスマス。
クリスマス家族会、親睦活動委員会の皆様ご苦労様です。又、会
員の皆様、いつもニコボックスへのご協力有難うございます。

親睦活動委員会の皆様ご苦労様です。プライバシー・マーク取
得の申請が終わりました。
会場委員会、親睦活動委員会の皆様、ご苦労様です。

クリスマス家族会を祝して。親睦活動委員会の皆様、ご苦労様です。

稲葉　　徹君
八木沢幹夫君

倉澤　　寛君

岩田　吉廣君

大島　浩嗣君

野崎　洋二君
岩田　修司君
伊藤　　豪君

本多　清治君
宗宮　信賢君

天野　正明君
舘　　健吾君

田口　　豊君

遠山　堯郎君

松井　善則君

髙木　　勝君　　平野哲始郎君　　稲垣　　豊君
長坂　邦雄君　　宇佐美貞夫君　　江口　金満君
守谷　巌樹君　　景山　和明君　　中川啓二朗君
𠮷木　洋二君　　岩本　成郎君　　加納　　裕君
長瀬憲八郎君　　近藤　洋輔君　　内田　久利君
渡辺喜代彦君　　田中　政雄君　　岡本　忠史君
小林　幸男君　　岩崎　道夫君　　嶺木　一夫君

髙須　洋志君

開会の言葉：舘 健吾副会長

乾杯：守谷巌樹会長エレクト

アトラクション：金城学院大学ハンドベルクワイア

閉会の言葉：松井善則クラブ奉仕委員長

蛍の飼育に関する説明会が、平成16年11月25日、午後3時30分
から熱田神宮において行われました。熱田神宮から中野課長はじ
め、多くの方々がご出席頂き、大島会長、稲葉幹事、松井善則、鈴木
幹雄各会員も共に出席しました。小学校関係では、白鳥、大宝、高
蔵、旗屋、野立、船方の代表の皆さんが、飼育について勉強されまし
た。中野課長の言葉の中で、来年3月に行われるゲンジボタルの放
流式には、元気な幼虫がたくさん集まる事を期待し、熱田神宮の杜
に飛翔させると共に、小さな生き物を通じて自然環境の大切さを
謙虚に学んで下さい、と
の言葉が印象的でした。
説明会のあと、各小学校
に蛍の幼虫（21匹）砂、
餌のカワニナを配布し、
その後飼育現場と放流
現場を確認し解散とな
りました。

蛍の飼育に関する説明会の報告

クリスマス家族会 司会：内田久利親睦活動副委員長

皆さん、本日はようこそおいでくださいました。
私は本日のニコボックスに、メリークリスマス
と書きましたが、時期的には早いと思っており
ました。ですが我が家にとってはちょうど良
かったです。時期が早かったので家族そろって
参加する事が出来ました。本日は色々な催し
もありますので、楽しんで頂きたいと思います。

今日は1年の中で最も楽しいクリスマス家
族会です。ごゆっくりおくつろぎ下さると同
時に、交流の輪を広げて頂ければと思い
ます。そして今年度RIテーマ「ロータリー
を祝おう」を、この会においてお祝い頂け
ればと思います。それでは、本日ご出席の
皆様のご多幸と、瑞穂RCが益々発展する
事を祈念致しまして、乾杯！

皆様ご堪能頂けましたでしょうか？親睦活動
委員会の皆様、大変ご苦労様でした。奉仕の
精神で頑張って頂きました。本日はこれで終わ
りですが、お気を付けてお帰り頂きたいと思い
ます。皆様ご協力有難うございました。

ハンドベルを体験

モリゾーとキッコロ
実は中に…

演奏の合間に、ハンドベル
の演奏を体験しました。ハ
ンドベルクワイヤの皆様
に教えて頂きながら、「エ
ーデルワイス」を演奏しま
した。

モリゾーには倉澤寛君、キ
ッコロには八木沢幹夫君
が入り、奮闘して下さいま
した。会場は大変盛り上
がりました。


