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＜司会＞本間 健一郎 SAA  
＜斉唱＞ソングリーダー：親睦委員 早福 孝憲 君 
•国　歌「君が代」
•ロータリーソング「奉仕の理想」

 

片山 政博 会長 挨拶

皆さん、あけましておめでとうございます。 3 週間ぶりのご無沙
汰でした。皆さん、お元気そうで何よりです。 今年も引続きご
協力をよろしくお願いいたします。 
今日は年頭ですので、はじめに乾杯をしたいと思います。 乾杯
のご発声を年長者の五十嵐忠司君にお願いしたいと思います。 
（五十嵐忠司君：新年あけましておめでとうございます。 今年も
皆さんにとって良い年でありますように。今年は亥年というこ
とで、猪突猛進で頑張っていきたいと思います。では、乾杯。 
どうもありがとうございました。 ）
五十嵐君、ありがとうございました。 12 月 29日から、大半の
会社は 9連休だったのですね。年末年始は、今年は雪のない日
が続き穏やかなお正月を迎えることができたのではないでしょ
うか。昨年の大雪が嘘みたいですね。なんだったのでしょう
か・・・ 。
今、五十嵐君からお話がありましたが、今年の干支は亥です。

東クラブで年男・年女が何人いるのか調べてみましたところ、10名いらっしゃいました。そのうち昭和 22年生まれで、御年めでた
く 72歳になる方々が半数いらっしゃいました。 亥年の方の性格を調べてみました。 勇気があって物怖じしないタイプで、辛抱強く何
事も最後までやり遂げる意志の強い責任感のある人なので、周囲からの信頼があります。 他人は言いにくいような事も、ハッキリ言う
ので、反感もかいやすいのですが、言ってしまえば、あとは全く根に持たないので、不思議と友人も多いでしょう。 どちらかといえば、
お人好しで人を簡単に信じて、コロッと騙されたりする事もあるのですが、根に持たない性格のため、すぐに忘れてまた人を信じて
しまいます。 辛い事があっても忍耐をしているという自覚がなく、飽きっぽく見えても、実は 1つの事を長く続けています。 物事をハッ
キリというため、利益追求型の頑固者に見られがちですが、実は人間関係を重視して物事を進める心の暖かい人だそうです。 クラブの
亥年の皆さんを見てみますと、おおよそ当たっているような気がします。 また、亥年は自然災害が起きやすい傾向がある年だそうです。
過去を振り返ってみますと、江戸時代には富士山の大噴火、大正には関東大震災、そして阪神淡路大震災、さらに新潟県の中越沖地
震も亥年に起きています。 災害は、いつどこで起きるかわかりません。備えあれば憂いなしということで、心に止めて、心の準備だけ
はしておいたら良いのではないのでしょうか。 この辺で年頭の挨拶を終わらせていただきます。ありがとうございました。 
本日のゲストとビジターを紹介いたします。 ゲストは卓話講師の株式会社はあとふるあたご 事業企画本部の弥久保忠男さん 。後ほど
卓話よろしくお願いします。 東海東京証券の加藤貢太さんと 米山奨学生のグエン ダン コア君です。ビジターはいらっしゃいません。

新年の乾杯

●ご発声
五十嵐 忠司 君



●（株）はあとふるあたご
事業企画本部　弥久保 忠男 さん

●東海東京証券（株）新潟支店
加藤 貢太 さん

ゲスト・ビジターの紹介

伝達事項

●米山奨学
委員長　真島 光雄 君
宮川 忠和 君　1万円寄付

近況報告

●米山奨学生
グエン ダン コア さん

●米山奨学生　グエン ダン コア さん
片山会長より奨学金贈呈

第2560地区　委嘱状伝達

●野澤 修 君
米山記念奨学委員会 奨学生・学友委員会委員

●佐藤 真介 君
青少年奉仕委員会委員
インターアクト委員会委員

本年の各種お祝い贈呈

●卒寿：五十嵐 忠司 君

●還暦：安藤 幸夫 君●古希：河端 信雄 君、近藤 彰 君

●ご長寿：五十嵐 忠司 君、栗山 清 君、市川 務 君、寺嶋 一夫 君、宮川 忠和 君



委員会・同好会報告

●会員の誕生日
真島 光雄 君
有野 芳弘 君
中村 勝治 君
齋藤 誠一 君
鈴木 龍雄 君

●会員の配偶者の誕生日
山田 克明 君ご夫人
寺嶋 一夫 君ご夫人
高橋 英樹 君ご夫人
根岸 亨 君ご夫人
五十嵐 忠司 君ご夫人
安達 博 君ご夫人

【紹介】親睦委員会
早福 孝憲 君

●社会奉仕委員会
有野 芳弘 君

●青少年奉仕委員会
委員長　安達 博 君
IAC献血キャンペーンについて

●成人のお祝い：小林 文浩 君（ご長男）、野沢 慎吾 君（ご三女）、村山 栄一 君（ご長男）、林 伸哉 君（ご次男）

●当たり年：河崎 順昭 君、水本 直弥 君、志田 常弘 君、高橋 英樹 君、真島 光雄 君、根岸 亨 君、孫 犁冰 君

お祝い



【ニコニコBOX】
齋藤 誠一 君

次回例会　1月18日　会員スピーチ「心に刻む話」　早福 孝憲 君
本日の出席率 72.73% ／ 2 週間前メークアップ後 84.75%

五十嵐 忠司 君
色々の御祝を戴きました。御礼申上げます。

野沢 慎吾 君
明けましておめでとうございます。昨年、良
い事がいっぱいありました。今年も良い事が
いっぱいありますように。ニコニコします。

野澤 修 君
明けましておめでとうございます。今年もよ
ろしくお願いします。いい年でありますよう
に。

那須野 幸作 君
明けましておめでとうございます。昨年はニ
コニコ頂き有難うございました。本年も引続
き皆様方のご協力お願いします。社会奉仕
事業に役立っております。サンキュ～。

村山 栄一 君
あけましておめでとうございます。うちの息
子があさって成人式です。「鼻たれ小僧が」
という感じですが、ニコニコと見守りたいと
思います！

片山 政博 君
あけましておめでとうございます。本年もよ
ろしくお願いします。あと、半年緊張感を持っ
てがんばります。

真島 光雄 君
1月9日で2＋7=9カブの年になりました。
イノシシのような一年になりますように！

安藤 幸夫 君
今年は年男。猪突猛進で頑張ります。

●（株）はあとふるあたご
事業企画本部　弥久保 忠男 さん

卓話「認知症の人と取り巻く環境」

幹事報告

●村山 栄一 幹事

【紹介】孫 犁冰 君

保科 義則 君
本年もよろしくお願いします

市川 務 君
新年おめでとうございます。


