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　今月は家族月間です。そして今日はクリス
マス例会です。奥様はじめご家族と大勢の
方のご出席を頂きありがとうございます。い
つもは男性ばかりの例会ですが、今日は明
るい温かい雰囲気に包まれています。本日は
親睦委員会の皆様が力を合わせて準備して
下さいましたので、楽しい趣向が用意されて
いると思います。きっと心に残るクリスマス
例会になると思います。ごゆっくりお楽しみく
ださい。今や日本人にとってクリスマスは無くてはならない行事に
なっております。家族で楽しむクリスマスの食事、子や孫へのプレゼ
ント、その他いろいろでございます。クリスマスはキリストの誕生日で
ある12月25日ですが、12月当初から年末近くまでクリスマスの名
を使っております。諸々の宗教行事を上手に楽しみ、心の安らぎを
得る事が出来るのは日本人の知恵と言えるのではないでしょうか。
お堅い話になりますが、キリスト教主流派の中心的な教義の1つに
三位一体があります。三位一体とは、「父なる神」・「子なるイエス・キ
リスト」・「精霊」。これらは一体で同一であるという意味だそうでござ
います。小泉総理の三位一体の改革。上手い言葉を使ったものと思
います。私たちも今日は、会員の皆様、ご家族の皆様、ロータリーの
精神、三位一体で楽しく親睦の輪を広げようではありませんか。

～家族月間～
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幹事報告
次週第1254回例会は、第3回クラブフォーラムです。各委員会
の委員長は上期の委員会報告をお願いします。ご欠席の場合、
委員長は必ず代理の委員にお願いして下さい。

・
鈴木幹雄幹事

司 会
斉 唱

：
：
（西本 哲会場委員長）
「我等の生業」

クリスマス家族会
於：ヒルトン5階「銀扇の間」

※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17：00～18：00となります。
◇はサイン受付時間が17：30～18：30となります。

（注）

臨時例会変更のお知らせ
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名古屋西
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尾張中央
西春日井
あま

豊山ー城北
1/4（火）※一宮中央

12/29（木）※1/5（木）※名古屋葵
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お花を有難うございました。
12月6日は妻の誕生日でした。大川さん、大和さん、いつもお世話
になります。
妻の誕生日にお花を頂き有難うございました。
12月5日は結婚記念日でした。金婚式は大分近くなってきました。

ご無沙汰しております。元気で活躍、嬉しく思います。
クリスマス家族会、楽しんで下さい。
デュオHIROで本日デビューします。井上さんにはご指導、大変有
難うございました。うまくいく事を願うばかりです。
倉澤さん、今日は頑張って下さい！期待しています。親睦活動委員
会の皆さん、今日はご苦労様です。
倉澤さん、井上さん、頑張って下さい。入江さん、譜めくり間違えな
い様に。
本日は妻も一緒なので無口でいたいと思います。皆様もあまり話
しかけないで下さい。

橋本　　章君

岩根　敬泰君
稲葉　　徹君

守谷　巌樹君
春日　良平君

親睦活動委員会 伊藤　　豪君

倉澤　　寛君

加納　　裕君

内田　久利君

堀　　慎治君
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孫娘が南山大学外国語学部英米科に入学が決定しました。

親睦活動委員会の皆様、ご苦労様です。急に会議が入りましたの
で、早退をお許しください。
今年もつつがなく無事過ごせそうです。この一年有難うございました。

クリスマス家族会お世話になります。
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ニコボックス 宇佐美貞夫ニコボックス委員

ROTARY CLUB OF NAGOYA MIZUHO

2005～2006年度
国際ロータリーのテーマ
超我の奉仕

2005～2006年度
カール・ヴィルヘルム・ステンハマー

1980年(昭和55年)1月10日

守谷　巌樹

鈴木　幹雄

長坂　邦雄

創 立

会 長

幹 事

会報委員長

：

：

：

：

毎週木曜日 PM12：30～

ヒルトン名古屋

460-0008

名古屋市中区栄1丁目3-3

ヒルトン名古屋910号

052-211-3803

052-211-2623

2760nagoya@mizuho-rc.jp

http://www.mizuho-rc.jp/

：

：

：

：

：

：

：

例 会 日

会 場

事 務 局

T E L

F A X

M A I L

U R L

超我の奉仕



今週行事 12月15日（木）

次週行事 　12月22日（木）

第3回CF（年次総会）
　 於

：
：
12：30より
ヒルトン名古屋

夜間例会（上期反省会）
　 於

：
：
18：00より
名古屋国際ホテル　「若竹の間」

開会の言葉：大島浩嗣直前会長
懇親会

 皆様こんばんは。師走の慌ただしいひとと
きではございますが、会員をはじめ奥様、ご
家族の皆様に多数ご出席を頂きまして誠
にありがとうございます。恒例の行事でござ
いますが、このクリスマス家族会は私共会
員と言うよりは、奥様、またはご家族の皆様
に日頃、私ども会員がロータリー活動が
しっかり出来る様に支えていただいている
皆さんに1年に1度ではございますが、お返
しをする会でございます。今日の主役は奥様、そして家族の皆様で
ございますので、ひとつ会員の皆様にはホスト役としてきちんと対
応していただけたらと思います。
　実は今日こちらへ来ました時に、直前会長は乾杯の音頭だけ仰
せ付かればいいかと思っておりました所、親睦活動副委員長の内
田さんからこの様な大役を突然言われまして、10分や15分で話
がうまくまとめられる訳もなく、何をお話ししたらよいかわかりま
せん。ただこの様に皆様のテーブルにもお食事やお酒といった準
備が整っておりますので、そちらをお楽しみ頂いて、暮れの慌ただ
しいひとときをお過ごしいただければと思います。大変簡単ではご
ざいますが、今日一日限られた時間ではございますがお楽しみ頂
きます様にお願いを申し上げましてご挨拶とさせていただきます。

司会：内田久利親睦活動副委員長

アトラクション

出席報告 天野正明副幹事
会員75名　出席46名  （出席計算人数55名）

出席率61.82％
12月
11月
11月

1日
24日
17日

は補填により
は補填により
は補填により

87.27％
94.55％
100％

乾杯：名誉会員 春日良平君
　お久しぶりでございます。約
半年ぶりとなります。25周年
の記念例会には出席させてい
ただきました。元気な皆さん
の姿に接して大変嬉しく思っ
ております。で、今日来ました
ら乾杯の音頭をとるという大
役を仰せ付かりました。それ
は直前会長の役目ではと申し
ましたが、久し振りに出てきたのでという事で、誠に申し訳ありま
せんが音頭をとる事となりました。ますます皆様方が元気で、そし
て瑞穂RCが益々の大活躍をされる事を祈念致しまして、乾杯！

ピアノ連弾：デュオHIRO（倉澤寛君、井上浩子さん）
　会員の倉澤寛君と事務員の井上浩子さんが、「デュオHIRO」とし
てピアノの連弾でTHE BOOMの「風になりたい」を演奏しました。
（会員の入江 理君が譜めくりを担当しました。また、船渡昭人君と堀 

慎治君がサンタクロー
スに扮し、会場内を盛り
上げました。）

アンサンブル演奏：夢歌　古屋さん挨拶
 名古屋熱田ローターアクトクラブの古屋佳菜子と申します。本日
はこの様な会にお招きいただきありがとうございます。私の音大時
代の友人であるクラリネット担当の奥田優子です。ピアノ担当は江
崎加奈です。本日はこの3人でアンサンブル演奏を致します。皆様
のテーブルに曲目リストを置いてありますので、ご覧になりながら
お楽しみください。

「赤鼻のトナカイ」や「ホ
ワイトクリスマス」な
ど、クリスマスにちなん
だ10曲を演奏いただ
き、最後にはアンコー
ルにもお応えいただき
ました。

手に手つないで：伊藤 豪ソングリーダー
参加された会員とその
ご家族で「手に手つな
いで」を合唱しました。

閉会の言葉：岩田吉廣副会長
 皆様こんばんは。今日は25回目のクリス
マスということでございまして、以前は皆さ
ん若々しかったですが、やはり寄る年波で
ございまして、45才であった私も70才を
超えました。今日はロータリー会員のピア
ノ演奏や、ローターアクトの方とそのご友
人の演奏で楽しい一時を過ごす事ができ
ました。明日は病院で検査がありますの
で、お酒は飲まないつもりでおりましたが、久し振りに春日さんが
いらっしゃいましたので、つい口にしてしまいました。またこういっ
た楽しいクリスマスを、来年も再来年も続けて楽しませていただけ
る様にお祈り申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。

ピアノ　　　　　　クラリネット　　　　  フルート
江崎　加奈さん　　奥田　優子さん　　  古屋佳菜子さん　
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