
    

    

第第第第 1076107610761076回例会回例会回例会回例会    

【日   時】2017年11月02日（木） 

【会   場】フレックスホテル 3F『平安の間』 

【プログラム】板橋西區扶輪社訪問合同例会 

【出   席】会員数37名 

       出席者24名 出席率64.86％ 

 

 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶『坂本 昇』                                                                

台湾板橋ロータリーブの皆様こんにちは。 

本日は、台湾から遠路はるばるお越しくださいまして誠にありがと

うございます。 

論語に「朋有り 遠方より来る 亦楽しからずや」という言葉があ

ります。「有朋自遠方来不亦楽」遠方より朋が来て、酒を酌み交わし

ながら歓談することは、この上ない幸せであります。台湾と日本、

遠く離れていますが、このように交流できることは、ロータリーク

ラブならではだと思います。 

我々は、ロータリー精神を共有し、ロータリー道に励む同志であり

ます。まさに「朋有り 遠方より来る 亦楽しからずや」です。 

本日、短い時間ではございますが、互いに親交を深めご歓談いただ

ければ幸いです。末永い友好関係が続きますことを祈念して歓迎の

挨拶とします。 

本日は、皆様のテーブルに伊勢赤福が製造しました朔日餅を橋本幹

事の厚意によりご用意致しました。 

11月は、日本では商売繁盛を 

祝うまつり「ゑびす講」 

のある月です。 

商人（あきんど）にとっては 

大切なゑびす月です。 

今月の朔日餅は、商いの神様 

ゑびす様にちなんだ 

「ゑびす餅」です。 

商売繁盛と開運招福を祈願しお召し上がりください。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告『橋本 悟』                

①2018年3月1日(木)開催「日台ロータリー親善会議」の案内。 

②2018年6月23～27日に開催トロント国際大会の登録案内。 

ゲストゲストゲストゲスト                                               

【板橋西區扶輪社】22名様と【元 松阪山桜ＲＣ会員ご夫妻】2名様 

鍾祥明＆魏麗玉、簡世卿＆賴金貂、簡珮如＆簡珮鈞、 

劉炳杉＆游淑芳、汪佩玲＆洪猷翔、陳啟洧＆ 美慧 

林同仁＆王麗珍、張永達＆王麗雪、王進祥＆李淑菁 

葉木圡＆陳梅桂、蔡永冬＆李清秀、長井原基＆千賀子ご夫妻 

ニニニニコニココニココニココニコＢＯＸＢＯＸＢＯＸＢＯＸ                                                                        

台湾板橋西區扶輪社の皆様, 長井 原基 様,坂本 昇,橋本 悟, 

植松 悦子,太田 正隆,奥村 清隆,川口 好宏,小濱 彰男,越山 明, 

清水 三昭,田中 和弘,西谷 満,林 菖蒲,林 まさ子,鴻原光, 

福本 和也,前川佳久,村田 耕一,山下 茂紀 

                                                         合計金額：合計金額：合計金額：合計金額：65656565,000,000,000,000円円円円でした。でした。でした。でした。有難うございます。有難うございます。有難うございます。有難うございます。    

プログラムプログラムプログラムプログラム                                                                                    

台湾板橋西區扶輪社訪問台湾板橋西區扶輪社訪問台湾板橋西區扶輪社訪問台湾板橋西區扶輪社訪問    合同例会合同例会合同例会合同例会    
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第第第第 1077107710771077回例会回例会回例会回例会    

【日   時】2017年11月03日（金曜日・文化の日） 

【会   場】氏郷まつり・お祭りブース 

【プログラム】社会奉仕委員会担当例会『氏郷まつり参加』 

 

 

●●●●第５６回第５６回第５６回第５６回    氏郷まつり氏郷まつり氏郷まつり氏郷まつり    

商都まつさかの礎を築いた蒲生氏郷公を偲んで開催する氏郷まつり

は、今年で56回目を迎えます。 

●●●●募金額・・・・・・・・・・・１１３，５６４円募金額・・・・・・・・・・・１１３，５６４円募金額・・・・・・・・・・・１１３，５６４円募金額・・・・・・・・・・・１１３，５６４円    

●グッズ売上金・・・・・・・・・３４，０４０円●グッズ売上金・・・・・・・・・３４，０４０円●グッズ売上金・・・・・・・・・３４，０４０円●グッズ売上金・・・・・・・・・３４，０４０円    
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第第第第 1078107810781078回例会回例会回例会回例会    

【日   時】2017年11月09日（木） 

【会   場】フレックスホテル 2F『ベルホール』 

【プログラム】Ｒ財団委員会担当例会 

【出   席】会員数37名 

       出席者25名 出席率67.57％ 

 

 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶『坂本 昇』                                                                

会員の皆様、こんばんは。今月は、例会変更が有り月の前半に例会

が重なっており大変ご迷惑おかけしております。 

台湾板橋訪問例会につきましては、たくさんの会員の皆様に参加し

てくださいまして誠にありがとうございました。会長のＣＰＡも甚

く感謝しておられました。台湾板橋西区扶輪社の来年5月3日に開

催されます記念例会は、25周年という節目の例会になります。節目

の記念例会は、通常の時より多くの会員の参加を先方の方も期待し

ています。是非、都合のつく方、少し無理をすれば参加できる方、

ご家族ご友人もお誘いのうえ台湾板橋西区扶輪社の25周年記念例

会に参加して下さい。尚、今回は台湾板橋西区扶輪社訪問例会旅行

につきましては、台北滞在型と高雄観光の2通りを企画しておりま

す。皆様のご協力により姉妹提携の台湾板橋西区扶輪社記念例会に

花を添えたいと考えておりますのでご協力願います。 

また、氏郷祭での盲導犬育成のための募金活動にもたくさんの会員

の皆様にご協力いただき誠にありがとうございました。おかげさま

で、募金も沢山集まり、盲導犬のグッズもたくさん売り上げること

ができました。さらに、昴学園のインターアクト部が製作し、松阪

商業高校の生徒が商品説明書を作成した松阪木綿のグッズもすべて

完売ができ、皆様の友情とご厚意に感謝します。その中で、一番大

変だった林まさ子社会奉仕委員長には、下準備から新聞報道の対応、

当日の運営まですべてに責任感を持って対応してくださった事に感

謝しております。誠にありがとうございました。 

皆様ご存知だと思いますが、日本には公益財産法人ロータリー米山

記念奨学会がございます。勉学または研究のために来日し、彼らの

留学を支援するとともに、ロータリーの理想とする国際理解と親善

に寄与することを目的にしています。 

今年度は、北出誠会員が 

特別寄付をされました。 

後程、皆様の前で表彰させて頂きます。 

先月の米山月間においてＤＶＤを 

放映しましたので皆様の記憶の片隅に 

残っていると思いますが、 

少し捕捉説明をさせていただきます。 

~パンフレトより~ 

本日、皆様のテーブルに少しですが、李文博さんより天津のお土産

を頂きましたのでお裾分けさせて頂きました。李文博さんは2009

年4月から2010年3月まで米山奨学生として当クラブが受け入れを

して、私がカウンセラーとして李さんの里親としてお世話させて頂

きました。今でも、交流が続けられている事に感謝しております。

当クラブにも近々、カウンセラーの担当が回ってきます。是非カウ

ンセラーになって世界との懸け橋になって下さい。 

以上で会長あいさつを終わります。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告『橋本 悟』                

①例会後、理事会開催します。 

②11月ロータリーレートは、1㌦＝114円です。 

③トロント国際大会の登録が始まりました。 

④三重県インターアクト協議会のお礼状が届きました。 

⑤台湾板橋西區扶輪社社長ＣＰＡさんからのお土産をお持ち下さい。 

ゲストゲストゲストゲスト                                               

【松阪青年会議所】2018年度理事9名様『青年の船 ＰＲ』 

 

 

 

 

 

ニニニニコニココニココニココニコＢＯＸＢＯＸＢＯＸＢＯＸ                                                                        

坂本 昇,橋本 悟,北出 誠,小濱 彰男,佐藤 光宏,清水 三昭, 

鈴木 正之,田中 和弘,板東 正,鴻原 光,山下 茂紀,脇 文彦 

         以上以上以上以上12121212名・名・名・名・合計金額：合計金額：合計金額：合計金額：20202020,000,000,000,000円円円円でした。でした。でした。でした。有難うございます。有難うございます。有難うございます。有難うございます。    

プログラムプログラムプログラムプログラム                                                                                    

Ｒ財団委員会担当例会Ｒ財団委員会担当例会Ｒ財団委員会担当例会Ｒ財団委員会担当例会            

『太田『太田『太田『太田    正隆正隆正隆正隆    Ｒ財団委員会Ｒ財団委員会Ｒ財団委員会Ｒ財団委員会    副委員長』副委員長』副委員長』副委員長』    

 

～ロータリーの偉業を支えるもの～～ロータリーの偉業を支えるもの～～ロータリーの偉業を支えるもの～～ロータリーの偉業を支えるもの～    

当クラブでも、毎年Ｒ財団への寄付を募っている。 

Ｒ財団に資金を集める事により、 

世界中で行われている、 

ポリオプラス等の 

ロータリー奉仕事業の為の資金に 

42％くらいが使われている。 

その用途として、 

グローバル補助金が 

25％を占める。(7,000万㌦) 

この補助金は、 

各クラブから上納された資金を 

其々のクラブが企画する事業の 

補助として返納されるものだ。寄付をしても、補助金を要求しなけ

れば、その財源は、活発な活動をしているクラブの補助金として使

われる事となる。活発に事業をして、地域に対する貢献をしている

クラブを応援する事も一つだが、どうせなら、自分のクラブでも事

業を計画し社会に貢献する事は、もっとやり甲斐のある事ではない

だろうか？では、どれだけの補助金が地区から得られるかというと、

前々年度にクラブから寄付された、年次寄付額に一定の計算式を当

てはめる事により、寄付額の上限が計算出来る。 

因みに当クラブでは、2015-16年度に520,000円程の寄付額がある。 

地区から戴けるのは半額補助なので、来年例えれば当クラブで60

万円の事業を企画すると、30万円の自己負担で事業を遂行する事が

出来るという事となる。他所のクラブ事業の為に、自クラブの寄付

金が使われるのは、あまり嬉しく無い事で、近隣のクラブでは、毎

年の様に地区の補助金を利用して事業を行っている。 

“是非とも皆さんのご協力で、我が松阪山桜ロータリークラブでも

自主的な奉仕事業を行って行きたいと考えます。” 
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第第第第 1079107910791079回例会回例会回例会回例会    

【日   時】2017年11月30日（木） 

【会   場】フレックスホテル 3F『平安の間』 

【プログラム】出席委員会担当例会 

【出   席】会員数37名 

       出席者28名 出席率75.68％ 

 

 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶『坂本 昇』                                                                

少し前になりますが、スイスの山岳路をバイクで1週間ほどツーリ

ングしてきました。 

山岳路の峠道が人気なのは世界各国共通なのか、バイク乗りがたく

さん集まってきます。 

標高2,000メートル前後の峠道を登ったり下ったりしてツーリング

を楽しんできました。 

時にはカーブがあまりにも急なためカーブの前後で立ち往生して渋

滞することもありました。 

ヨーロッパのバイク乗りは、結構飛ばします。私も何度か抜かれま

した。 

ある上り車線でバイクより体のでかい2台の巨漢ライダーに抜かれ

ました。 

抜かれてから少し走ったところで、ライダー達に追いつきました。

下りのバスを通過させるためにカーブ手前で待機している。 

バスはなかなかカーブを曲がることができずに立ち往生していまし

た。 

待機していた先頭の車がバスを通過させるため、後方を確認せずバ

ックし始めました。 

突然車がバックしたため、2台のバイクは対応できず車になぎ倒さ

れてしまいました。 

1台のバイクが少し車の下敷きになったところで車の運転手は気付

き車を停車しました。 

私は、近いところで待機していましたのですぐさま駆けつけバイク

を起こしてあげ、下敷きになったバイクを車から離し、車とバイク

の下敷きになっていた巨漢ライダーを助け起こしました。 

起こしてびっくり、私の倍もあろうかという巨漢ライダーは、年配

の女性でした。 

もう一人のライダーも年配のライダーでおそらく夫婦でツーリング

を楽しんでいたのだろうと思います。 

カウル付きのバイクのため、バイクはすり傷だらけでしたがエンジ

ンはすぐかかりましたし、挟まれていた足も無事であったのでその

場を離れて見守っていました。 

その後、車の運転手とバイクの中年夫婦が転倒したバイクの損害に

ついての弁償金の示談をされるのかと思いきや、何事もなく中年夫

婦はバイクにまたがりその場を立ち去り、車の運転手も何事もなか

ったかのように立ち去っていきました。 

日本では、ありえない光景を目の当たりにしました。 

根本的なダメージを受けなければ、お互いさまで流してしまうヨー

ロッパの交通事情に感動を受けました。 

少しぐらいのことは寛容な気持ちを持って対処すべきかと思いまし

た。 

 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告『橋本 悟』                

①12月ロータリーレートは、1㌦＝112円です。 

②次週例会にて、Ｒ寄付を受付けます。 

 松阪山桜ロータリークラブの推奨金額はＪＰＹで20,000円とし

ます。 

◎年次寄付   ＄150    【￥16,800】 

◎ポリオプラス ＄28.57相当 【￥ 3,200】 

③ガバナー事務所及び、松阪山桜ＲＣ事務局の年末年始休暇は、 

12月28日（木）～1月5日（金）まで。 

④伊勢南ＲＣから記念誌「50年のあゆみ」が届きました。 

ニニニニコニココニココニココニコＢＯＸＢＯＸＢＯＸＢＯＸ                                                                     

坂本 昇,橋本 悟,井口 篤,岡井 功,川口 好宏,小濱 彰男,越山 明

清水 三昭,鈴木 康,田中 和弘,辻 真理子,林 菖蒲,林 まさ子, 

板東 正,鴻原 光,前川 佳久,宮園 隆貴,村田 耕一,山下 茂紀, 

脇 文彦 

         以上以上以上以上20202020名様・合計金額：名様・合計金額：名様・合計金額：名様・合計金額：27,00027,00027,00027,000円でした円でした円でした円でした。。。。有難うございます。有難うございます。有難うございます。有難うございます。    

プログラムプログラムプログラムプログラム                                                                                    

出席委員会担当例会出席委員会担当例会出席委員会担当例会出席委員会担当例会    

『『『『鈴木鈴木鈴木鈴木    康康康康    出席出席出席出席委員会委員会委員会委員会    委員長』委員長』委員長』委員長』    

発言者：宮園発言者：宮園発言者：宮園発言者：宮園    会員・林会員・林会員・林会員・林    菖蒲菖蒲菖蒲菖蒲    会員・北出会員・北出会員・北出会員・北出    会員・奥村会員・奥村会員・奥村会員・奥村    会員会員会員会員    
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