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”君が代・奉仕の理想”Song
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栗木和夫 会長President Time

皆さん、こんにちは。皆様に悲しい報告をしなくてはな

りません。先週28日に、あまRC第22代会長の佐藤明さん

が逝去されました。大変残念なことです。家族葬というこ

とで10月1日に葬儀が行われ、後日お別れの会が予定され

ているとのことです。只今から佐藤さんのご冥福を祈って

黙とうを行います。有り難うございました。

今日はロータリーと国旗と題してお話しさせていただき

ます。我が国において一般の住宅でも40年位前には、祝日

には日の丸の国旗を掲げていました。式典などでは正面に

掲げられ、またRCの例会場にも当たり前のように掲げられ

ています。当時は小中学校での行事には国旗掲揚の時間が

ありました。赤い日の丸は日の出の太陽を象徴し、博愛と

活力を表し、白地は神聖と純潔を表しているそうです。さ

て戦時中にRCの例会を開くことは、米国に本部があるとい

うことで、国家に逆らう団体、スパイ活動をしているとみ

られていたそうです。当時、最高の権力をもつ軍部が解散

に追い込むことは最高の勲章であったそうです。そのRCと

は京都RCで、対策として壁に掲げた日章旗、例会の初めに

君が代の国歌を斉唱して愛国心を表したそうです。そして

より強くRCの存続を願ってロータリーソングを作り、奉仕

の理想、我等の生業が全国に広がったそうです。又外国人

との晩餐会会場では、国旗については見る人から左側が自

国、右側が相手国、部屋に飾る三脚の置く位置は外から見

て右奥だそうです。もう一度私たちも国旗を掲揚する習慣

をつけましょう。

臼井幹裕 幹事Secretary Report

１ ロータリーレートが10月1日より1ドル106円（現行

102円）に変更となります。

１０月２０日（第２０８６回）Today

担当 宮下忠克 職業奉仕委員長

演題 卓話「飛騨とらふぐに懸ける男」

飛騨海洋科学研究所

所長 深田哲司氏

１０月２７日（第２０８７回）Next Week

担当 栗木和夫 会長

演題 ガバナー補佐訪問

野杁章夫ガバナー補佐



２ 西川広樹君が第7回米山功労者に寄付し、感謝状が参

りました。

３ 鈴木和彦君がベネファクター、第17回米山功労者に寄

付されました。

４ 第4回定例理事会のご案内

日時 10月6日（月）13:45

場所 アイリス 名鉄GH18

ご投函有り難うございます

栗木和夫 会長

秋の家族会「浜名湖たきや漁体験」参加の皆様、有り

難うございました。

横井国際奉仕委員長 「モンゴル新地区補助金事業視、

察報告 、よろしくお願いします。」

佐藤明君がご逝去されました。心からご冥福をお祈り

します。

篠田正志 副会長

秋の家族会参加の皆さん、お疲れ様でした。親睦活動

委員の皆さん、有り難う。

横井君、モンゴルの報告、よろしくお願いします。

孫の七五三参りを若宮神社でしてきました。私達だけ

で、親切にしていただきました。

臼井幹裕 幹事

横井国際奉仕委員長、モンゴル訪問報告を楽しみにし

ています。

大西君、お互い健康に留意して頑張りましょう。

大竹和美君

先週、中村の日赤で、東海次期会長のご子息のお嫁さ

ん（絶世の美女）に声を掛けて頂きました。桜満開の

季節に、津島天王川公園で、素晴らしい日本舞踊を見

せて頂いた事を思い出しました。

西川広樹君

大竹敬一君、お世話になります。

後藤雅光君

甚目寺小学校アートパネル助成金、日本ボーイスカウ

ト愛知連盟に助成金を渡しました。参加の会長・幹事

方々ご苦労さんでした。

大竹敬一君

浜名湖家族会（家族はいないけど･･･）楽しかったで

す。親睦活動の皆さん、有り難うございました。

石田智彦君

皆様、大変ご無沙汰しております。鈴木正徳君、9月2

2日米山記念奨学会、大変お世話になりました。心よ

り感謝申し上げます。

横井君、モンゴルのお土産有り難うございます。本日

のモンゴルの補助金事業報告、楽しみにしています。

頑張って下さい。

中西 巧君

秋の家族会を突然欠席してしまい、申し訳ありません

でした。親睦活動委員会の皆様にはご迷惑おかけしま

した。

鈴村與左衛門君

ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

高山 敏君

加藤徹親睦活動委員長はじめ委員の皆さん、秋の家族

会では大変お世話になりました。

田中正博君

、 。 、秋の家族会 楽しかったです 親睦活動委員会の皆様

ご苦労様でした。たきや漁、面白いです。

東海広光君

後藤袈裟美君、先日は有り難うございました。

昨日、地区次期会長研修会に参加いたしました。9時

から５時までの６コマは結構きつかったです。講師の

鈴木正徳先生、お疲れ様でした。大変勉強になりまし

た。

山本輝幸君

27・28日たきや漁とケントスで気分転換が出来まし

た。有り難うございました。



紅谷幸政君

加藤徹親睦活動委員長、委員の皆様、貴重な体験有り

難うございました。

藤田淳士君

後藤雅光君、過日はお心遣い有り難う。

後藤 眞君

本日早退いたします。よろしくお願いします。今宵前

々十三夜です。酒にて一献めでるかなぁ。

家田安啓君

今月のニコボックスの発表担当です。よろしくお願い

します。

今西邦弘君

家族会では楽しい思い出が出来ました。有り難うござ

いました。

板津和博君

加藤徹委員長をはじめ、親睦活動委員会の皆さん、家

族会お疲れ様でした。エアパークにたきや漁、楽しい

体験ができました。どうも有り難うございました。

伊藤英毅君

秋の家族会はとっても楽しい時間でした。企画された

皆様、お世話下さった皆様、有り難うございました。

合掌。

伊藤正征君

渡辺均君、ご縁いただき有り難うございます。

岩島裕芳君

ひっかかれました。

加藤 徹君

先日の家族会、ご参加いただいた皆様、そして名古屋

駅お見送りいただいた皆様、有り難うございました。

天候に恵まれ、楽しい一時をすごせました。

川口信義君

台風一過、涼しくなりました。何事もなく良かったで

すね。

北野庸夫君

航空自衛隊のブルーインパルス、浜名湖のたきや漁、

初めての体験でした。親睦活動委員会の皆様、有り難

うございました。

児玉憲之君

ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

黒野晃太郎君

台風、無事に通過。よかったですね。

水野 眞君

10月19日合唱のチラシを置きました。半田地区大会

の新美南吉を唄います。無料です。

水谷安紀君

台風、無事で良かったです。

中村普一君

ご無沙汰してます。バースデープレゼント、有り難う

ございます。

大西晃弘君

秋の家族会にご参加いただいた皆様、有り難うござい

ました。

田邊正紀君

横井君のモンゴル報告楽しみです。

山田幹夫君

モンゴルで飲んだ馬乳酒にあたり、1週間ゲーリー・

クーパーになりました。おかげで体重が2㎏減。ダイ

エットのお供にモンゴルの馬乳酒を是非どうぞ。よく

効きます。

横井久雄君

本日モンゴル・ウランバートル補助金事業の報告をさ

せていただきます。

10月誕生日をお迎えの方々より

合 計 ９１，０００

10月20日MENU

和定食

例会日 クラブ名 場 所

10/21 火 名古屋錦 名古屋ガーデンパレス（ ）

10/22 水 名古屋名北 APAホテル（ ）

名古屋守山 マリオットアソシア

10/23 木 名古屋丸の内 クレストンホテル（ ）

10/24 金 名古屋みなと マリオットアソシア（ ）

10/27 月 名古屋東 ウェスティンナゴヤキャッスル（ ）



地 区 補 助 金 事 業 視 察 報 告

「地区補助金事業を終えて」

国際奉仕委員会

委員長 横井久雄君

会員の皆様の協力により、地区補助金事業として9月15

～19日、10名でモンゴル・ウランバートル59番学校の視

察に行って参りました。まず準備に大変な苦労をいたしま

した。栗木年度開始前に計画。

１，対象はどこか

２．事業内容をどうするのか

また、地区補助金申請納期が2月末日となっており、少な

くとも1月末までに決定しなければ実施出来ない。寒い時

期（-25℃）ではありましたが、1月にモンゴルへ下見に

行き、支援学校は59番学校に決めており直行。校長先生の

要望はとにかく「教室」が足りない 「勉強道具が不足して、

いる」の2点に集中。改築材料の提供、学習道具の寄贈を

決定したが、一校長先生に勉強室改築（増設）の決定権が

あるのに驚いた。改築は予算の有効活用のため、先生・事

務・用務員の勤労奉仕（手作り）とし。極力学習用品の支

援にまわした。視察時、校長先生の説明の中で約束通り実

行、また納期（7～8月工事）もきちっと守られ、先生方の

苦労話もお聞きし、ホロっとしました。また何時かこの学

校を支援したいと思い帰って参りましたが、今回の事業は

大成功であったと自負しております。それとフレーRCの応

援なくしてありえなかった事も追記しておきます。有り難

うございました。

最後に報告会でも申し上げましたが、委員長として3点

提言いたします。

１．新会員（入会5年未満）の事業参加のお願い

ロータリーとは何か実践出来る。また自身の考え方、

視野も拡大する。

２．海外支援の継続性（2～3年に同一場所）期待

、 。一過性でなく相手目線で実行 自己満足で終わらない

３．フレーとあまの交友の継続

日本とモンゴルは友好国でもあり、良い友人は個人で

も団体でも多く持った方が良いと思う。

委 員 会 報 告

青少年奉仕委員会

委員長 後藤雅光君

甚目寺小学校 エコキャップアートパネル助成金贈呈式

2014年9月24日 10:30

甚目寺小学校 校長室

参加者 校長 栗木一郎氏、県教育委員会次長 湯沢裕幸

氏、甚目寺小学生６名

あまRC 栗木和夫会長、 臼井幹裕幹事、堀江承元君、後

藤雅光青少年奉仕委員長、山田尊久青少年奉仕副委員長

栗木一郎校長より開会の言葉、アートパネルの経過、効

用、説明がありました。生徒たちの参加、協力、団結力等

の育成効果等、各学年別に製作する作品の出来上がりなど

を参考にして、学年別の仕上がりを取り入れて次回の反映

にさせていただき、輪を拡げていきたいと思います。


