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≪司 会≫  高田雅司 君

≪合 唱≫  「君が代」
「奉仕の理想」

≪ BGM≫   「SING EVERYONE SING」

≪ゲス ト≫  なし

≪ビジター≫ なし

≪本 日のお祝い≫

お誕生 日 結婚記念 日

1月 5日 杉山雄吉郎1月  1日 上田直弘 君

1月 4日 杉山雄吉郎君
1月 4日 望月康弘 君
1月 10日 串山正幸 君

明けましておめ

でとうございます。

今年もよろしくお

願い致します。

新年にあた りそ

れ らしいお話をし

たいと思 うのです

が、今年は年男・

年女の当た り年 と

でもい うのか、今 日だけで 4人の方に年男 。年女スピ

ーチをしていただきます。12年にたつた 1度の機会を

邪魔 しては申し訳ないので、新年 らしい挨拶は後 日に

譲 り、今年がいい年でありますようにと、ただそれだ

けをお伝えして、私の挨拶 とさせていただきます。

平成 26年 1月 9日  天候 晴れ

≪年男 口年女スピーチ≫

君

題も発生 しました。今年は外交

が真剣に考える年になるでしょ

最後に、サミエル・ ウルマン

介 します。

肥田隆輔 君

昨年は、アベノミ

クス効果、富士山の

世界遺産登録、2020

年の東京オ リンピッ

ク決定で大いに盛 り

上が りました。 しか

し同時に、歴史認識

において他国と見解

が相違するなどの問

防衛についても国民

つ。

「青春」の一節をご紹

ス″信念と共/_~若 く、ス″″ 共/_~若 ζ

希望ある″ グ若 ぐ、疑惑と寿 _~老´る

膠″と共/_~老ゆる。失望と共/_~老ιl″ちる

私もこの詩のとおり、若々しく生きて生きたいと思
います。

中嶋達郎 君

1942年 生まれ の

老馬が元旦を迎え今

年の抱負はと思いま

したが、結局特別な

ものは無 し。いつも

のように健康に留意

し、酒を呑み、ゴル

フをし、時々家族サ

―ビスを…が結論です !

馬に纏わる言葉で私が一番好きなものは「馬に乗つ

てみよ、人には添うてみよ」です。

これまでの午年は"午尻下がり"と 言われます。バ

ブルがはじけ、中部銀行が破綻。今年は消費税が 5～

《会長挨拶要旨≫



8%に !新年は手綱を一層引き締め「天馬空を行くが

如く」の成長を期待します。

足羽商治 君

子供の頃、馬はお堀

端、御幸通 り、御用

邸、市役所前にも沢

山居ましたが、今は

全 く見当た りません。

しかし今年は十頭身

近に居ました。私達

のクラブの午年生ま

れの方々です。

1930年生まれの私は、もの心が付いた時には戦争が

すでに始まつていました。この戦争で全国の農村から

集められた馬は百万頭といわれています。その馬たち

は、門司港から戦地に送られたのですが、そこには馬

たちが日本で最後に水を飲んだ「出征軍馬の水飲み場」
があり、その傍らには碑があります。この碑には以下

の「馬」という詩が彫られており、その作者は「メダ

カの学校」の茶木滋さんです。

月認まえた寿って戦/_~″っ/_P。 混認またた声つ教 燿死7ι 1/_‐。

帰 〃_Pおれ /_‐ 御国の/_‐ ″/_~。 それでる起とうと″アタご

″ヽι/_P。

兵隊ル 錫 すゞぐ彗//よ っ/_‐ 。それでる馬″るタラご

かなιち 馬繊 霧 /_― 醗 物 ごとを。己理たガ中 舞 蓼

で死んん

もの言 えぬ馬への愛情の詩です。百万頭の馬は、た

だの一頭 も日本 に帰国す ることはなかったのです。

柴田啓之助 君

今年 72歳にして

初孫が生まれます。

大変期待 してお り、

今から気持ちが高揚

しています。

また、今年最大のイ
ベン トは 10月 に国

立劇場で行 われ る

小唄 田村派の新家

元披露会で、小唄を唄 うことです。新 しい唄を披露し

ようと考えていますので、お時間のある方はいらして

下さい。

最後に、本 日は静岡東ローター リークラブの今年初

日とい うことにちなみ、出初め式の小唄を歌います。

初出見よとで 出を″け て 麦ヴ頭取の 特 警 μ l

道具″ち 粋ノ ンフ
゜
組み ええ %と 立っ/_Pる ″子

乗 グ腹亀εゃ 吹流ι芝材 rでぇノのf~ぶ:ら ボ～

ら がのぞき

《清掃活動日変更のご案内》

浅畑川の清掃活動は、当初 2014年 3月 22日 (土 )

に予定していましたが、3月 29日 (土 )に変更となり

ます。ご了承ください。

≪体例会のお知らせ》

2014年 2月 9日 (日 )が 地区大会 (全員登録)の ため

2月 13日 (木 )は振替体例会です。

≪スマイル報告》

冨井一矢 君    明けま しておめで とうござい

ます。新春スマイルです。平成

26年 も月一スマイルを目標にが

んばりたいと思います。皆様もご

協力の程 よろしくお願い申し上

げます。

串山正幸 君 誕生 日のお祝いを頂きありが

とうございます。特に思うところ

はありません。「また、一歳、年

をとったのか」ぐらいです。

新年早々、裁判のため途中退室

致します。スマイルします。

新年明けましておめでとうご

ざいます。本年も宜しくお願いし

ます。あと半年、頑張ります。

お誕生日のお祝い、ありがとう

ございます。来年還暦となります

が、もう一年がんばります。また

1月 1日 付けで、静岡支社から本

社へ異動し、例会場まで歩いてこ

られるようになりました。今年も

よろしくお願いいたします

今年は年男、あまり喜びとしな

いとも、あれ今日はスマイルが少

ないとの事、さみしいと思つて祝

います。

あけましておめでとうござい

ます。今年もどうぞよろしくお願

い致します。

昨年会員卓話にご協力いただ

いた皆様ありがとうございまし

た。本年もよろしくお願いいたし

ます。尚、まだ空枠がありますの

で、まだの方は是非声をかけて下

さい。

6回 目の年男スピーチさせて

いただきます。

上田直弘 君

中嶋達郎 君

佐橋徹 君

中田盛之 君

肥田隆輔 君

伊藤洋一郎 君

高田雅司 君

≪出席報告≫

会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率
56(55)

12/26 57(56) 5 7 87.50%

12/19 57(55) 7 7 87.27%


