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本日本日本日本日のののの行事予定行事予定行事予定行事予定    ((((2009 年年年年 11 月月月月 13 日日日日))))    第第第第 2762 回回回回例会例会例会例会 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：滝川林一君滝川林一君滝川林一君滝川林一君 演演演演        題題題題：：：：｢｢｢｢山山山山 etc …｣｣｣｣          先回先回先回先回のののの記録記録記録記録（（（（例会例会例会例会））））    第第第第 2761 回回回回    ‘09 年年年年 11 月月月月 6 日日日日（（（（金金金金））））晴晴晴晴れれれれ ≪≪≪≪ロータリーロータリーロータリーロータリー財団月間財団月間財団月間財団月間≫≫≫≫ 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：伊藤彰浩伊藤彰浩伊藤彰浩伊藤彰浩ロータリーロータリーロータリーロータリー財団委員長財団委員長財団委員長財団委員長 講講講講        師師師師：：：：地区地区地区地区ＲＲＲＲ財団年次寄付委員会委員財団年次寄付委員会委員財団年次寄付委員会委員財団年次寄付委員会委員                         山田謹一君山田謹一君山田謹一君山田謹一君（（（（あまあまあまあまＲＣＲＣＲＣＲＣ））））                     地区地区地区地区ＲＲＲＲ財団補助金委員会委員財団補助金委員会委員財団補助金委員会委員財団補助金委員会委員                         加藤憲治君加藤憲治君加藤憲治君加藤憲治君（（（（あまあまあまあまＲＣ）ＲＣ）ＲＣ）ＲＣ） ロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング            ｢我等の生業｣ ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー        鈴木吉男君 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数  71 名  10 月 9日例会分訂正 出席免除会員出席免除会員出席免除会員出席免除会員  18 名  欠 席 会欠 席 会欠 席 会欠 席 会 員員員員    15 名 本日出席会員本日出席会員本日出席会員本日出席会員     51 名   M A K E U PM A K E U PM A K E U PM A K E U P 会会会会 員員員員      8 名 本日本日本日本日のののの出席率出席率出席率出席率        71.83%  訂 正 出 席訂 正 出 席訂 正 出 席訂 正 出 席 率率率率        94.20% 超 過 出超 過 出超 過 出超 過 出 席席席席 清水裕行君（清林館高校インターアクトクラブ例会）   会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    清水裕行清水裕行清水裕行清水裕行会長会長会長会長    今日は。本日は介護の話をしようと思っています。 全国で介護の必要な人は約 400 万人ぐらいいるといわれています。意外なことに、介護している人の 3 割が男性である。信じられないだろうが、本当なのである。男たちは本を読んで理論武装し、介護の勉強をよくしている。日本の戦後の豊かさを築きあげたモーレツ・サラリーマンたちである。年をとって介護にまわっても、やはりモーレツ介護や、がんばる介護がお好きなようである。完璧主義で社会的サービスをあまり受け入れようとしないパターン、あるいは反対に初めから無理とあきらめて、施設に親や妻を入れてしまう。諦めが早いのも、男の介護の特徴

のひとつである。 頑張りすぎて、介護に疲れきった果ての悲惨な話も少なくない。介護殺人や介護心中を起こすのは、7 割が夫や息子だという。今までの日本の社会構造では、男たちは、“いのち”に触れる経験が少ない。子育ては女の仕事と思ってきた男が多いのだ。働くこと、稼ぐことが、男の大事な役割だった。そんな男達にとって、介護というのはいのちに触れる初めての経験なのである。子供を育てるときには、2 つの性の役割が大切だ。すべてを受け入れ包む母性、社会のル－ルを教え、生き抜く力を育てる父性。男が介護にまわると、一生懸命になりすぎて「いい加減」わからなくなってしまう。子供を教育するがごとく、認知症になった妻を教育しようとすることがある。妻を叱咤し、教えたじゃないかと時には殴ってしまう。父性の中に危険が潜んでいる。 また一般に男性のほうが、女性よりまわりに助けを求めるのが下手で、そのためギリギリまで一人で背負いこんで頑張ってしまう。精神的にも、肉体的にも追い詰められてしまう。「いい加減」に皆に話をして、相談をして、自分自身を追込まないように。頑張ればいいと思います。     幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    伊藤基伊藤基伊藤基伊藤基幹事幹事幹事幹事    1. 11 月はロータリー財団月間です。 2. ガバナー公式訪問時の記念寄付に対して、地区の深谷ロータリー財団委員長よりお礼状が届きました。 3. 11 月第一例会は内規により、清水会長より次期役員・理事候補者指名委員の委嘱を発表いたします。後ほど会長より発表致します。 4. 11 月 3 日、事務局・佐藤和絵さんのご尊父様がご逝去されました。心よりご冥福をお祈り致します。クラブよりご仏前をお届けしまし
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た。 5. 明日 7日午前 8：30～9：15 に、ツシマウール会館周辺で｢秋の５３０運動｣を実施します。メークアップ対象です。 6. 7 日（土）、8 日（日）は、ホストクラブ豊橋ＲＣの主催で地区大会が豊橋で開催されます。登録対象者の方はご出席ください。なお、二次会の案内を本日配布させていただきました。8 日（日）の大会終了後に、名駅前の「座座はなれ」で 5:45 から行ないます。懇親会のみ参加ご希望の方は、本日例会終了時に私幹事までお知らせください。 7. 本日『ガバナー月信』11 月号と、前年度の地区報『奉仕の理想』の合冊本を回覧いたしました。 8. 先日のガバナー公式訪問記念写真が届きましたので、お持ち帰りください。 9. 本日例会終了後、第 6 回役員理事会を開催いたします。該当の方は出席をお願いします。     ニコボックスニコボックスニコボックスニコボックス報告報告報告報告    第第第第 2762762762761111 回分回分回分回分    田中正明田中正明田中正明田中正明ニコボックスニコボックスニコボックスニコボックス委員委員委員委員長長長長    加藤憲治君、山田謹一君（あまＲＣ） ①本日、財団月間の卓話におじゃましました。よろしくお願いします。（②お車代をそのままいただきました） 清水裕行会長、浅井彦治副会長、伊藤基幹事 あまＲＣの加藤憲治さん、山田謹一さんをお迎えして。 伊藤彰浩君 ①地区から加藤さん、山田さんをお迎えして。②浅井副会長に大変お世話になります。ありがとうございます。 寺田晏章君、寺島淳一君 けんちゃん、きんちゃんを講師にお招きして。  余郷利彦君、根崎健一君、篠田廣君、児玉昭君 あまＲＣの加藤憲治さん、山田謹一さんをお迎えして。 相羽あつ子君 ①先日は皆様のおかげで無事（卓話を）終えることができました。ありがとうございました。②ウィークリーに写真が載りました。 滝川林一君 ①卓話取材中!! ②加藤憲治さん、山田謹一さんを卓話にお招きして。 加藤則之君 堀田勝さんに大変お世話になりました。 服部昭三君 山田明洋さん、お父様のご葬儀の折には大変お世話になりました。お疲れ様でした。 日比一昭君 米山功労者で感謝状をいただきました。ありがとうございます。 余郷利彦君 浅井さん、大変ありがとうございました。おいしかったです。 野々山勝也君、水野憲雄君 先週お花をいただい

て帰りました。 鈴木吉男君、伊藤哲朗君、加藤隆朗君、佐竹敦君 ウィークリーに写真が載りました。 服部貴君、佐藤栄一君、佐竹敦君、稲川明俊君、城正憲君、稲垣宏高君 その他。 佐藤和絵事務局員 11 月 3 日に実父が永眠し、身内だけで見送りました。お世話になった皆様に感謝申し上げます。クラブより弔慰金をいただきましてありがとうございました。  卓卓卓卓    話話話話 ≪≪≪≪ロータリーロータリーロータリーロータリー財団月間財団月間財団月間財団月間≫≫≫≫ 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：伊藤彰浩伊藤彰浩伊藤彰浩伊藤彰浩ロータリーロータリーロータリーロータリー財団委員長財団委員長財団委員長財団委員長 講講講講        師師師師：：：：地区地区地区地区ＲＲＲＲ財団年次寄付委員会委員財団年次寄付委員会委員財団年次寄付委員会委員財団年次寄付委員会委員                         山田謹一君山田謹一君山田謹一君山田謹一君（（（（あまあまあまあまＲＣＲＣＲＣＲＣ））））                     地区地区地区地区ＲＲＲＲ財団補助金委員会委員財団補助金委員会委員財団補助金委員会委員財団補助金委員会委員                         加藤憲治君加藤憲治君加藤憲治君加藤憲治君（（（（あまあまあまあまＲＣ）ＲＣ）ＲＣ）ＲＣ）     「ロータリー財団」は 1917 年 第 6 代 RI会長アーチ・クランフ氏が「全世界的な規模で、慈善･教育的･その他の社会奉仕の分野で、より良くことをするために基金を作ろう」と提案され始まり、その後、発展的に改革され今日に至っております。  ①①①①ロータリーロータリーロータリーロータリー財団財団財団財団のののの使命使命使命使命    ロータリー財団の使命は「ロータリアンが、健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済することを通じて、世界理解、親善、平和を達成できるようにすること」と決定された。 ロータリー財団の標語『世界でよいことをしよう』  ②②②②ロータリーロータリーロータリーロータリー財団財団財団財団ののののプログラムプログラムプログラムプログラム    １．教育的プログラム ・国際親善奨学金プログラム、国際問題研究のためのロータリー・センター・プログラム、大学教員のためのロータリー補助金プログラム、研究グループ交換（ＧＳＥ）プログラム ２．人道的補助金プログラム ・地区補助金、ボランティア奉仕活動補助金、マッチング・グラント、３－Ｈ補助金 （3Ｈとは Health 保健、Hunger 飢餓追放 and Humanity 人間尊重） ３．ポリオ・プラス・プログラム  ③③③③2760276027602760 地区財団委員会組織地区財団委員会組織地区財団委員会組織地区財団委員会組織    さてここでわかりやすくご理解いただくため、2760 地区のロータリー財団委員会の組織別役割を例にとってお話しさせていただきます。 ロータリー財団委員会の活動は 3 つあります。
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寄付金を(1)集める、(2)管理・運用する、(3)活用するの 3つでありますが、(2)は地区の仕事ではなく RI本部の仕事です。 (1)集める 寄付金を集める委員会には年次寄付委員会、恒久基金委員会、ポリオ・プラス委員会があります。 (3)活用する 寄付金を活用する委員会には、補助金委員会、 財団奨学委員会、世界平和フェローシップ委員会、研究グループ交換委員会、財団学友委員会があります。  ④④④④地区地区地区地区ロータリーロータリーロータリーロータリー財団委員会事業計画財団委員会事業計画財団委員会事業計画財団委員会事業計画    ［［［［2009200920092009----2010201020102010 年度年度年度年度］］］］    財団財団財団財団テーマテーマテーマテーマ：：：：ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの未来未来未来未来はあなたのはあなたのはあなたのはあなたの手手手手のののの中中中中にににに    １．地区内各ロータリークラブの寄付目標達成 (1)「毎年あなたも 100ドルを」のモットーを周知徹底する。（EREY） (2)クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕委員会との連携と交流を深め、ロータリー財団のＰＲをする。 (3)各クラブの財団委員長が、クラブ計画の目標達成に協力する。 (4)地区内 3 人以上の大口寄付者をお願いする。 ２．地区補助金（54,480ドル≒約 540 万円）の活用と地区内各クラブの教育的・人道的補助金の支援 ３．国際親善奨学生の海外派遣 ４．研究グループ交換（ＧＳＥ）受け入れ派遣の支援 ５．ポリオ撲滅キャンペーンへの積極的協力と参加 ６．財団学友の自立と支援・学友による新ロータリークラブの支援 ７．「地区内財団セミナー」、「次年度のための地区内各クラブロータリー財団委員長会議」、「ＤＤＦプログラム選択会議」等の開催 ８．その他必要と思われる活動の支援  ⑤⑤⑤⑤地区地区地区地区ロータリーロータリーロータリーロータリー財団委員会活動重点目標財団委員会活動重点目標財団委員会活動重点目標財団委員会活動重点目標    １．ロータリー財団未来の夢計画パイロット地区への挑戦 ２．財団寄付の使途を明確化（地区財団監査制度の確立） ３．地区内委員会との情報交換と広報活動（地区補助金、マッチング・グラント） ４．地区内クラブ財団委員会の情報収集と卓話要請（全クラブ） ５．財団小委員会への支援  ⑥⑥⑥⑥年次寄付委員会年次寄付委員会年次寄付委員会年次寄付委員会    「毎年あなたも 100ドルを」は 2001 年の規定審議会の決議であり「EREY」は 2003 年４月の財団管理委員会の決定です。日本においては「EREY」の訳文を「毎年あなたも 100ドルを」とし統一したス

ローガンとしています。昨年度 2007-08 年度の当地区総額で641,127.5ドル、１人当り126.38ドル、 年次寄付・使途指定寄付・恒久基金の合計は732,094.24ドル、年次寄付は 87.6％をしめています。おかげ様で当地区は 2006-07 年度より寄付ゼロクラブがゼロになりました。  ⑦⑦⑦⑦恒久基金委員会恒久基金委員会恒久基金委員会恒久基金委員会    恒久基金は財団の強固な将来を確実なものにするため、寄付の元金は決して使いません。投資をしてその収益を財団プログラムの支援に使います。 「年次寄付は毎日庭に水をまき花々に水分を供給するようなもので、恒久基金はいつでも水がまけるように十分な水を用意している貯水池の様なものです」とたとえています。  ⑧⑧⑧⑧ポリオポリオポリオポリオ・・・・プラスプラスプラスプラス委員会委員会委員会委員会    ロータリーは 1979 年に初めてポリオのプロジェクトに携わりました。1980 年代初め、ロータリーは史上最も意欲的なプログラムを計画し始めました。世界中の児童にポリオの予防接種をしようというプログラムです。 1985 年にポリオ・プラス・プログラムを設け、ポリオと共にハシカ、ジフテリア、結核、百日咳、破傷風の 5 つをプラスして同時追放を目的としているためポリオ・プラスと呼んでいましたが、現在では「プラス」の意味は最初の頃と変わり世界的なポリオ撲滅運動がもたらした遺産のことを指しています。  ⑨⑨⑨⑨補助金委員会補助金委員会補助金委員会補助金委員会    補助金は2003年～04年から、新しい制度で「地域の振興」や「経済的に恵まれない人々の生活を向上させるため」に各地区が地元地域社会や国際レベルで行う人道的プロジェクトに対し、地区財団活動資金（ＤＤＦ）を使うことを認めるものです。 補助金はシェアシステムにより、3 年前の年次寄付の 50％にあたるＤＤＦの 20％までで、2009年～10 年度の当地区の補助金額は 54,480 ドル≒5,400,000円になります。  ⑩⑩⑩⑩財団奨学委員会財団奨学委員会財団奨学委員会財団奨学委員会    国際親善奨学金はロータリー財団発足以来、民間レベルとしては世界最大規模の奨学制度です。ロータリー財団奨学金の目的は、男女を他国の教育機関で勉学させることによって、相異なる国民間の理解と友好関係の増進に寄与することにあり
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ます。毎年約 800～1300 名くらいの財団奨学生がロータリークラブと地区、学校や市の機関、その他のフォーラムへの公式、非公式の参加を通して、受け入れ国の人々に対する優れた「親善使節」として行動しています。財団の国際親善奨学金には次のようなものがあります。  ⑪⑪⑪⑪研究研究研究研究グループグループグループグループ交換交換交換交換（（（（ＧＳＥＧＳＥＧＳＥＧＳＥ））））委員会委員会委員会委員会    1965 年に発足したロータリー財団の「国際交流プログラム」で、ＧＳＥの発足年度は、34チームが参加し、2006～2007 年度には 558チームが参加するまでに発展。年を追うごとに参加者が増え、人気の高いプログラム。 具体的には、(1)国を異にする 2つの地区がペアを組んで行います。(2)メンバー構成はロータリアン以外で、事業または専門職に携わる年齢を 25～40 歳の選ばれた４名とリーダーのロータリアン１名を加えて編成、相手地区に派遣します。派遣もしくは受入期間は 4～6週間。発足以来 100ヵ国以上から 60,000 人（12,500チーム）が参加。  ⑫⑫⑫⑫財団学友委員会財団学友委員会財団学友委員会財団学友委員会    財団学友活動は「教育的プログラム」の１つであり、学友による学友のためのロータリークラブを支援する活動もしております。学友会は、ロータリー財団奨学生（国際親善学生）として外国で学問を終了した学生と、これも教育的プログラムですが、研究グループ交換（ＧＳＥ）を終了したチームメンバー、ロータリー平和奨学生、大学教員のためのロータリー補助金受領者で構成されています。 特に奨学生は選考合格が決まった時点で自動入会となり終身学友会員となります。学友数は 2008年 6月末現在世界で 110,000 人、日本で 7,530 人の財団学友が活躍しています。元国連難民高等弁務官の緒方貞子さん、作家の牧野高吉さん、指揮者の松尾葉子さん最近では宇宙飛行士になる角野直子さんも学友会の一員です。ロータリアンになった学友は世界で 17,789 人です。 学友委員会の仕事は奨学生への「ガイダンス」「オリエンテーション」「壮行会」等を行い個別の相談にも応じています。  ⑬⑬⑬⑬世界平和世界平和世界平和世界平和フェローシップフェローシップフェローシップフェローシップ委員会委員会委員会委員会    ポール・ハリス没後 50周年と財団の教育的プログラム創立 50周年を記念して、財団管理委員会は、国際関係を研究するためのロータリー・ポール・ハリス・センター設立計画を立てました。これは、異なる地域の評価の高い 8 つの大学と提携して行われる計画です。どの大学も世界問題、紛争解決、国際的研究などで優れた教育課程と教授陣を備えています。ロータリー世界平和フェローの費用は世界中のロータリアンの惜しみない寄付によって調達されています。 

日本の多くの地区が１期生と２期生の世界平和フェローのために、50,000 ドル（一括 50,000 ドルまたは１年 25,000ドルずつ２年で支払う方式）のＤＤＦを寄贈して、パイオニア地区になりました。３期生以降のために 50,000ドルのＤＤＦを支援しますと、平和推進地区（ peacebuilder district）になります。両方を支援しますと、平和推進パイオニア地区（pioneerpeacebuilder district）と呼ばれます。しかし、地区は必ずしも 5 万ドルとは限らず、金額を問わず 1,000ドルでも 2,000ドルでも、ＤＤＦを寄贈することができます。その DDFをプールして世界平和フェローを支援することができます。当地区は 2006 年 4月に「ロータリー・センター平和推進地区」になりました。第１期生以降毎年 25,000ドルを寄贈しています。  表表表表    彰彰彰彰                            誕生日誕生日誕生日誕生日祝福祝福祝福祝福（（（（11111111 月月月月））））    服部貴親睦活動委員長服部貴親睦活動委員長服部貴親睦活動委員長服部貴親睦活動委員長     堀田力男君 ( 8 日)  高木輝和君（12 日） 後藤 務君（15 日） 根崎健一君（22 日） 前田昭生君（28 日） 夫夫夫夫        人人人人    浅井賢次夫人（ 4日）  山田勝弘夫人（11日）     佐藤栄一夫人（21日）     結婚記念日祝福結婚記念日祝福結婚記念日祝福結婚記念日祝福    和出泰夫君（ 3 日）       伊藤彰浩君（ 3日） 野々山勝也君（4日）     稲川明俊君（ 5日）   服部  貴君（10 日）       住田由純君（13日）   佐藤敬治君（16日）       加藤隆朗君（18日）  根崎健一君（23 日）       三谷栄一君（25日）    

加藤・山田両地区委員より、ポール・ハリス･フェロー認証状が三谷栄一君に授与され、先週に引き続き、米山功労者の感謝状が清水会長より横井知代君に授与されました。 

 

↑PHF のバッジ 
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    そのそのそのその他他他他              何を想うか高木輝和  浅井彦治副会長の写真、 次年度ガバナー補佐。 久しぶりに登場!!     委員会活動報告委員会活動報告委員会活動報告委員会活動報告    ――――    社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会    津島市美化デーの 11 月 7 日（土）、午前 8：30～9：15 に、｢秋の５３０運動｣として、ツシマウール会館から商工会議所近辺までの清掃を実施。加藤則之社会奉仕委員長始め、24名が出席しました。お疲れ様でした。                                     

 地区大会地区大会地区大会地区大会    2009～10年度地区大会が11月7 日（土)にホテルアークリッシュで、8日（日）に豊橋市総合体育館で、豊橋ＲＣがホストクラブをつとめ開催されました。津島ＲＣからは 26名が登録。川勝平太静岡県知事が「日本の文化力が世界を導く」と題して、記念講演をしました。                  （以上写真提供:伊藤誠君携帯）                         （以上写真提供:鈴木吉男君） 

7日夜のＲ.Ｉ.会長代理ご夫妻歓迎晩餐会のガラ･コンサートでは、木下侑さんのソプラノと、Ｒ財団奨学生出身の松下雅人さんのバス、そして元ＧＳＥ派遣メンバー鈴木雅子さんのピアノ、エンディングでは、和太鼓「志多ら」の演奏を楽しみました。 

秋晴れの下、昼休みにお弁当を広げ寛ぐ参加者達。 
会議に参加して真剣な表情の参加達者達。 

内助の功発揮? あつ子さん 

マジメマジメマジメマジメなななな二人二人二人二人 

種が、びっしり
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◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 『『『『友友友友』』』』インターネットインターネットインターネットインターネット速報速報速報速報    2009 年年年年 11 月月月月 10 日日日日        
No.404 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ユーモアユーモアユーモアユーモアあふれるあふれるあふれるあふれる募金活動募金活動募金活動募金活動 ノルウェー人は物語、特にコメディが好きです。笑い話やジョークを集めた本を作って、ロータリーの 2億ドルのチャレンジの募金を集めよう、というガムレビェン・フレドリクスタロータリークラブのアイデアは、たちまち現実のものとなりました。『Humorleksikonet Skrattkammeret（笑いの部屋）』と題したこの本には、ノルウェーの 330クラブから集められた 1,201 話が収められ、発行から数週間で 1,500部を売り上げました。定価 50ドルのうち 12ドルがチャレンジに寄付されます。プロジェクトは約 1 年かかり、出版には他クラブの会員が力を貸しました。 クラブの元会長でプロジェクトを監督したヤン A. バトンさんによると、最初の目標はノルウェーの全会員に本を買ってもらい、7 万 2,000 ドルを集めることでしたが、反応は期待以上。複数冊買ってくれる人が多く、今はノルウェーの全クラブで 10万ドルの寄付を目標にしています。本を翻訳する計画は今のところありませんが、バトンさんは、他国のロータリアンもその国の言語で笑い話を集めた本を作ってほしいと考えています。「このアイデアについて商標は取っていませんから」と。  『『『『ロータリージャパンロータリージャパンロータリージャパンロータリージャパン』』』』ホームページホームページホームページホームページ情報情報情報情報    2009－10 年度の地区大会の日程を、「地区順」「開催順」で掲載しています。今年度、すでに開催した大会の様子を写真とともに順次紹介していくとともに、過去に開催した大会も紹介していますので、ご覧ください。『ロータリージャパン』の日本語ホームページ 

http://www.rotary.or.jp/contents.html から入り、画面左側下方にある「地区大会（予定・写真）」をクリックしてください。                 

 「「「「菊菊菊菊」」」」                     中国では、菊は不老長寿の薬効があるとされています。陰暦の 9 月 9 日の「重陽の節句」には菊酒を飲み、長寿の祈願をしました。これが日本にも伝わり、菊の花を酒に浮かべて飲み、花を観賞する「重陽の宴」が催されるようになったと言われます。中国の四君子（竹、梅、菊、欄）の 1 つでもあります。       画画画画・・・・文文文文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三 
 次週次週次週次週のののの    11111111 月月月月 20202020 日日日日（（（（金金金金））））はははは、、、、    定款定款定款定款 6666 条条条条----1111----CCCC によりによりによりにより休休休休会会会会ですですですです。。。。    

 姉妹クラブ台北滬尾ＲＣ訪問及び祝日のため、 11 月 19 日（木）から 23日（月・祝）まで、 津島ＲＣ事務局はお休みとなります。 
 次回例会次回例会次回例会次回例会       第第第第 2763 回回回回    ’’’’09 年年年年 11 月月月月 27 日日日日（（（（金金金金）））） 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：小林啓子小林啓子小林啓子小林啓子君君君君 演演演演        題題題題：「：「：「：「自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介とととと光老化光老化光老化光老化についてについてについてについて」」」」 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 


