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山口会員卓話 「書」について

第 1999 回例会

2019. １.17

晴

司会

三浦会員

ロータリーソング 「我らの生業」
◎本日の出席状況
出席：29 名中（27 名）中 20 名

74.10％

欠席：藤代・伊東・松本・守屋・三須・斉藤（守）・輪湖（相澤・柴田）各会員
◎メークアップ

１／ 17 ～三須～米山Ｅクラブ

会 長 挨 拶

水庫会長

先週はインフルエンザにより大事な第１例会を欠席し、大変申し訳ありませんでした。
健康には留意しているつもりでしたが、去年からの心労が一機に出てしまったようで、皆様にご迷惑をお
かけし心苦しい限りです。岡田副会長をはじめ、皆様にご協力いただいたとお聞きし、感謝の気持ちでいっ
ぱいです。本当にありがとうございました。
今年の干支は猪（イノシシ）です。会員の中に年男・年女の方はいらっしゃるのでしょうか。イノシシは
十二支の一番最後ですが、２年前の調査では日本の人口でイノシシ年が占める割合は６位とちょうど真ん中
となっておりました。 下は平成 19 年生まれの 12 歳、上は大正 12 年生まれの 96 歳です。
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さていよいよ来週１月 24 日は記念すべき 2000 回の記念例会となります。
当日は田中一邦ガバナー補佐にもお越しいただきます。希望の風奨学金への寄付を、どうぞよろしくお願
い致します。

幹 事 報 告

鈴 木（ 隆 ） 幹 事

１．米山奨学生の世話クラブ及びカウンセラー引き受けのお願い
2019 年度、新規米山奨学生 19 名を迎えます。
継続奨学生６名をあわせて 25 名となります。標記お引き受けいただけるクラブ・会員が決まりましたら
２月 15 日（金）迄返信ください。
２．地区財団委員会よりクラブ寄付の一覧表が届いております。ご覧ください。
３．ロータリーの友委員会より

友１月号の読書感想をお寄せください。

４．米山奨学会より「ハイライトよねやま」が届いております。回覧します。
５．第２グループ IM の出欠表を回覧いたします。ご協力をお願いいたします。
日

時：２月６日（水）
登録：13：30

場

点鐘：14：00

所：船橋グランドホテル

※会員負担金：2,000 円

懇親会：16：30 ～ 18：00

登録料：5,000 円

出欠は懇親会も含めて記入ください。

テーマ：「平和フェローシップについて」 発表者：度会会長エレクト
６．船橋東 RC 第 125 回ゴルフコンペのお知らせ
日

時：２月７日（木）（第２グループ IM に振り替え休会） 受付：８時までに

場

所：総武カントリークラブ

印旛コース

参加費：5,000 円（賞金・パーティー費）※申し込みはゴルフ会迄
７．次週１月 24 日（木）は新年家族会：2000 回例会です。
場

所：ニューオータニ幕張「シェルルーム」１Ｆ

時

間：集合時間：17：00
受付：17：30

駐車場隣接

SAA・親睦委員会・プログラム委員会・会長・幹事・事務局
点鐘：18：00

終了：20：40

お間違いの無いようご出席をお願いします。
８．2000 回例会を記念して「希望の風奨学金」に寄付を致します。
１名 3,000 円以上でお願いしております。
まだの方はどうぞご協力をお願い申し上げます。
９．2019 ～ 20 年度

ターゲット「ロータリーは世界をつなぐ」

RI 会長：マーク・ダニエル・マローニ氏です。
◎各委員会報告
１．財団統括委員会
「希望の風奨学金」協力について：度会委員長
２．出席委員会
出席奨励について：遠田委員長
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本日の卓話
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「漢字のなりたち」・「ハトレース」について

山口習明会員

・本日 1999 回例会で、いよいよ次週は 2000 回の記念例会となります。希望の風奨学金の寄付をどうぞよろ
しくお願いいたします。

水庫

直子

・山口会員、書道の卓話ありがとう。先週のニコニコ読めないと西川さんからクレームあり、今後は読みや
すい文字としたい。

岡田

敏男

・山口会員の卓話を聴いて最近読んだ日本国紀を思い出します。万世一系の天皇が続く「日本」を大切にし
たいと思います。
・山口会員へ、伝書鳩の話楽しく拝聴いたしました。70 歳、益々お元気で！！

山本

宏子

山﨑

新一

・山口会員の“書”にまつわる卓話感謝、上手い字より読みやすい字を目指して努力します。ハットする話
も面白かったです。

遠田

毅

・山口さんの卓話、勉強になりました。そのまま次回の「りん」の原稿にしてください。よろしく。
藤井

仁毅

・山口会員、新年に格調高い「文字」の話ありがとうございました。まず、読みやすい字を書くよう頑張っ
てみます。
・裁判手続きにより例会に遅れました。申し訳ありません。

山本

宏子

大家

浩明

・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いたします。出来るだけ出席します。
・山口会員、卓話ありがとうございます。字が上手な人は羨ましいです。

斉藤

英明

鈴木

隆男

・山口会員、卓話ありがとうございます。会葬、その他で筆を持たされるときに困ります。どうにかしたい
ものですが、もう遅いかな～
・卓話を聴いていただきましてありがとうございました。

今 週 の ニ コ ニ コ BOX

１月 17 日

12,000 円

累計

織戸

豊

山口

習明

576,000 円

次週予告
新年家族会：2000 回例会

ホテルニューオータニ「シェルルーム」 点鐘：18：00

１・２月のプログラム
１月24日（木） 新年家族会
ホテルニューオータニ幕張
2000回記念例会
31日（木） 第３回ガバナー補佐訪問
２月２日（土）・３日（日） ライラ
６日（水） インターシティミーティング
７日（木）
14 日（木） 三つのお祝い・会員スピーチ・
理事会
週報今週の担当

度

会

終了：20：40
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