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 天候 曇

く司 会》  新間桂子 君

《グスト》

く合 唱》  「それてこそロータリー」

くBCM》      「BLUE NOTE NONNSTOP 60 TRAXJ

第 2741回例会

てお世話になりました中

島会員ゴルフ幹事を引き受

けて頂いた自利会員、急

遠 10名以上のホテルを確保

してただいた大村会員に

は改めて御オし申し上げま

す.

《ビジター》 なし

くホ日のお祝い》

お誕生曰

11月 21曰 河原崎宏之 君
11月 24日 久野義彦 君

《会長代行挨拶要旨》

翌日、新潟の

方々は新富士

から新幹線で

帰郷されると

のことでした

ので静岡で失

ネししました。

交流会の準

備から司会ま

結婚記念ロ

11月 24日 高柳正雄 君
ll月 24日 鈴木洋一 君

先週末 11月 13日 ～14日

にわたり新潟東,タツクラフ

のメンハーll名 の方々が静岡

においでになりました。ハ

ルシェ6階の魚がし鮨で交流

会が開かれました。

静岡東,タリクラフからは

ξ
ld
19名 と多数の会員の方々に参力0していただきました。皆様

お忙しい中を参カロしていただき大変有難 うございました。

中島さんの司会で楽しい交流会となりました。翌日の天

候は霧雨程度との予報で,・ ルフを予定している方々は、コ・ルフ

のお話で盛り上がっていました。

2011～ 2012年度CSEオ ランダ

高橋知子 様 1963年 昭和 38年 11月 22日 (日 本時間 23日 )の早朝に

通信衛星テルスターを利1用 して初の日米衛星中継がありました。

突然「特別フ,ク・ラムをお送りしますJと いう手書きのテゥフ

が画面に現れてアナウンサーは「この電波でこのような悲しいニュー

スをお送りしなければならないのは誠に残念です。Jとクネテ・ィ

大統領の暗殺を伝えました。

大統領が乗つていた乗用車は,ンカーンコンチネンタルの特男1仕様

車で乗員は 運転手のほかにはホテ・ィカート・が前後に 2名 、車

体の後方に取り付けてある踏み台に 2名 、そして真ん中の座

席に大統領とン
｀
キクリヌ夫人という7名 です。この時は大統領

夫妻の後ろには,ナリ テキサス州知事夫妻が座つていました。大

統領が群衆に向かって手を振るような必要がある時には後

部座席が 3 5cm上昇することができます.特別1仕様車です

ので、勿論防弾ガラスで完全に座席を覆 う事が出来る装備があ

りましたが、大統領の希望と 11月 とはいえテキリスの高温のた

め取り外されていました。もし屋根を降ろしていたらという

歴史上の `も し"の一つの出来事でした。

またケネティ大統領の健康状態がそれにど健全でなかつた

ことが 死後の司法解割で明らかになりました。少年時代か

らの腰痛は先天性の異常が原因と言われており、二度の手術

にもかかわらず軽快していなかったようです.扇1腎は萎縮 し

ていて、ホルモン剤を飲み続けなければならない状況で甲状腺も

同様で殆ど機能していない状態で、やはリホルン剤を常用しな

ければならない状態が認められたと報告されています.

公私ともにエルキ・ッン,な行動は、薬によつて維持されていた

様です。
「健全な精神は健全な肉体に宿るJと いう格言がありま

すが ケネテ・ィ大統領が暗殺されずにアメ

'か

を,と していつたら

どの様なアメリかになつたのでしょうか ?

また、どの様な世界になったのでしょうか ?



《地区財団学友小委員会颯告》 《社会奉仕グループ》

松下 陸朗 リーダー

きさやかなホランティア活動の一環で会員の皆様の善意で頂いた

夕I IIを 去る 11月 12日 佐橋会長代行 新間幹事 由利1奉仕

フ|シ ェクト委員長とで社会福祉法人「厚寿園Jに贈皇しました.

弓き続き御協力 (2枚程度/半年/会員)をお願いします。

《スマイル報告》

中鳴 達朗 君   11月 13, 14日 2日 間に亘 り新潟東 RC

との交流懇談会を無事終了しました。多

くの会員の皆さんに協力を頂き感謝申し

上げます。新潟の皆さんが大変喜んで帰

りました。

上田 菫弘 委員長

ll月 が,― ,た財団月間と

い うこともあり本 日は学友

の方に卓話をお願いするこ

ととな りました。ちょっと

前にな りますが 8月 23日

に地区,―タツー財団セミナーがク ラ

ンシッフにて開催されました。

|タ リ財団の活動全般 とい

うことで。タリー財団委員会にある6つの委員会から それぞ

れの活動報告がありました。私はその中の 1つの財団学友小

委員会の委員長を拝命していて 国際親善奨学生とGSEの方

は学友となり、山静学友会に入会いただき活動しますので、

そのフォ,を行つています.本年度山静学友会の代表幹事の植

松さんから、学友会活動の報告をしていただきました。

また、11月 7日 に福岡学友会が泊1立 50周年となることか

ら 倉1立 50周年記念祝賀会が福岡で開催され 参加してま

いりました。最初の祝辞は福岡県の」り 1知事がなされ 記念

講演では ュニク,の,7ス トリテイリンク会長 社長の柳井様がなされ

出席者が 300名 を超えるなど とても盛大な祝賀会でした.

山静学友会は 1974年 に創立されましたので、本年で創立 41

年となります。翌日 ll月 8日 福岡で第 5回 日本,タリー学友

会全国大会が開催されました。各地区の学友会の活動報告が

なされましたが、当地区からも代表幹事の植松さんから活動

報告をしていただくとともに、この山籠学友会議を配布しま

したが、これは 1980年 に創千」され 昨年で第 31号 となつて

いますが、全国でも唯―整備された学友 ,タリアン向けの情報

交換誌となっています。

高lll正雄 君 結婚記念のお祝いをありがとうござい

ます。t闊にもその日に飲み会を入れて

しまいました。リカバリは,｀ ルフより難しそ

うです。

河原崎 宏之君  先週に引き続き、今週は 61才の誕生日

祝いを頂き、感謝してスマイルします.

《来賓卓話》

2011～ 21112年 虔 eSEオランダ

『オランダで見聞きして学んだこと』

ソフト,ヽ ンクの,ホ・ット ヘッハー君が今週から

来ました。バ■あいきつ お客様 とケ ム

をしたり 新人より使えるかもしれませ

ん (笑 )。 かわいいので見に来て下さい !

|―タリー貝オ団のクラフ   フォーラムに  CSEオランタ

の高橋知子様の卓話を聴ける事に感謝 し

てスマイル致 します。

11月 は,―タリー財団月間とい うことで

本日の来賓卓話に 2011～ 2012年度の CSE

の高橋さんに来ていただきました。オランタ

での体験・・
|を お話いただけるとのこと

で、高橋さんに感謝 してスマイルいたします。

また 次女に 11月 1日 第 2子 (長男)が誕

生しました。無事に生まれたことに感謝

してスマイル します。

高石 優子 君

ホームステイ期間

H24 4 8-5 3

古精 知子 機 戸塚 敦雄 君

上国 直弘 君

会員数

《クラノ会報グループからの連絡事項》

クラフ会報グループリーダー

会報作成について「卓話原稿が無い場合は写真 画像データ

など工夫して 原稿起こしの作業無しに会報作成作業を効率

化するJこ とを 9月 3日 の理事会にてご承認いただきまし

た.ご理解ご協力よろしくお願い致します。

鈴木寿人

スキホ ル空港 クリニック  1癸ヱ肇センター

≪出席報告≫
欠 席

12l1/19

lFl会参加
く会報作成 :長島秀親>


