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’今日の例会 ．………….…………………・

第1544回平成27年4月13日（月）

6IHC合一同伊U会

（ﾎｽﾄ：名古屋和合ロータリークラブ）

ウエスティンナゴヤキャッスル

太田親睦委員長挨拶
~

本日は、会員の皆様とともに、

たくさんのご家族の方にもご参

加頂きました。

ありがとうございます。

このあとも引き続き、歌舞伎
「新・八犬伝」お楽しみ下さい。

異
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･･…………………………．．……先週の例会………･…………………………~

第1543回平成27年4月7日 （火）曇

春季壽乏方実害会

＜四月花形歌舞伎＞
於：中日劇場16：00

◆春季家族会 中日劇場

◆出席報告

会員39 （

出席率 62

前々回3／24

29）名 出席 18名

07％

（修正出席率） 93． 75％

小林幹事報告

1）次週例会は6RC合同例会で13日 （月) 12:30
ウエスティンナゴヤキャッスルが例会場です

|加藤会長挨拶’
1隠欝翻轡

染井ヨシノは､東京豊島区駒込が発祥といわれており
ますが、原産は日本ソ（と同じチベッ|､です。そして一

般の草木の花は上を向いて咲きますが、 「さくら」だけ
は下を向いて咲きます。ですから「さくら」の下で花見

をしても下からキレイに咲いているのを見ることが出

来ます。

どうぞ今日は春の家族会、歌舞伎を充分お楽しみ下さい。
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16：00開演

演目「新・八犬伝」

片|淵愛之助四役早替り並びに宙乗り相勤め申し候

17：25例会薙間「和香乃」にて
19：55終了
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会長ﾃｰ霧順一タリーを楽し遇う』 泰細儀職塗紙を舷翻しており講翫。



先々週の例会

第1542回平成27年3月31日（火）晴

友盲愛の日

霊見芳浩名誉教授を御存じか、と聞いたら最近はあまり

見かけなくなったと言っていました。私が先生の講演を

聞いたのは2001年でした。

窪見芳浩さんは熊本高校、一般的に熊本県では熊本工

業の方が有名です。これは元巨人軍の川上哲治さんがあ

まりにも有名で、ついつい熊本というと熊工と言ってし

まいます。地元では熊高（くまたか）と言って最高位の
進学校です。そして慶応大学経済学部からハーバード大

学、ここで経営博士号を取得、その後母校の慶応大学や

カリフォルニア大学コロンビア大学で教鞭をとり、ハー

バード大学のMBA経営学博士号取得講座時にジョー

ジ･W･ブッシュを教えた。 「彼は箸にも棒にもかからな

い、お金持ちのお坊ちゃまで、大統領になれるような男

ではなかった、25番中25番目の成績で点数はつけられな

かった」と言っておられました。

◆それでこそロータリー

◆四つのテスト

◆ゲスト紹介

宮本亜希子様 （牧野さんケスト）

牧野和佳奈様 （牧野さんゲスト）

◆出席報告

会員39 （ 34）名 出席27名

出席率 79． 41％

前々回3／17 （修正出席率） 96~ 97％

◆4月会員誕生日

牧野登志子さん（4／15） 和田正敏君（4/28）
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輯’ ＆ ◆米山奨学生ドルゴル,デルゲルマーさん

送別会 3月31日（火) 18:00
於:SQUAREGARDEN
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おめでとうございます

’ 小林幹事報告

1）次会例会は春季家族会で中日劇場にて開催致します

ご出席の皆様には､本日チケットをお渡ししておりま

す。お忘れなく、時間までに各自劇場にご入場下さい

2）次々週も例会変更で13日 （月) 6RC合同例会

になります。ウエスティンキヤッスルホテルが例会場

です。 12 30までにご入場宜しくお願い致します

3） 4月のロータリーレートは先月と変わらず

1ドル＝118円です
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|加藤会長挨拶’ 1

q】‘

皆さんこんにちは。

来年アメリカでは大統領選挙があ

ります｡今のところ民主党はあのヒ

ラリー・クリントンの前評判が高い

ようです。一方共和党は、ジョン・

マケインは出ないと思われていて

バラク・オバマの前の大統領ジョー

猟
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デギさん卒業おめでとうございます

渡邊カウンセラー1年間お疲れ様でした
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ージ・ブッシュの弟ジェブ・ブッシュが有力のようです。

今日はアメリカ合衆国第43代大統領ジョージ・ブッシュ

をハーバード大学MBA経営学博士号取得の講座で教

えた唯一の日本人霞見芳浩さんの話をいたします。
何故かと申しますと、昨年WFFの11月3日当クラブも

神楽家で例会を行いましたが、私はその後家族の居る所
へ移動している時に、知人の薬剤師から声をかけられロ

ータリーの財団奨学生としてニューヨークへ行きニュ

ーヨーク市立大で1年間学ばれた女性を紹介してもらい

ました。

2015学年度

米山奨学生の

グェンチャンさん
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次回例会 ； 平成27年4月21日 （火） 3階錦の間
講演 「箏と共に歩んだ40年」 箏曲奏者笹野大栄（岡田玉千栄都）様


