
２０１４年１０月２０日（曇り時々雨） 第２週 第２０８６回例会

”日も風も星も”Song

伊藤義久氏（清水明俊君ゲスト）Guest

Attendance

７９名 １５名 ７８．５７％会員 欠席 出席率

９月分修正出席率の報告

100％ ０名９月 １日出席率 欠 席

100％ ０名９月 ８日出席率 欠 席

100％ ０名９月２２日出席率 欠 席

100％ ０名９月２７日出席率 欠 席

篠田正志 副会長President Time

皆さん、今日は。2週間の間隔が有りましたが、本日は

栗木会長に成り代わり挨拶をさせて頂きます。

先週の木曜日に春日井CCで行なわれた分区合同ゴルフ

大会に、あまRCより14名で参加してきました。優勝こそ

逃しましたが、あまＲＣの受賞者は8名で、中でも北野さ

んがベスグロ賞をとられました。又、先週の土曜日に美和

かしの木会の20周年記念事業が行なわれ、地域で幅広い奉

、 、仕活動をしている かしの木会に少しでも貢献できる様に

あまRCを代表して紅谷社会奉仕委員長が寄付目録の贈呈を

され、会員の西川さんがチャリティゴルフへの寄付の功績

をたたえられ、感謝状を頂かれました。

さて今話題に成っております、ノーベル賞の起源につい

て少しお話をさせて頂きます。皆様方ご存知の方が多いと

思いますが、アルフレッド・ノーベルは、1833年10月2

1日にストックホルムに生まれ、スウェーデンの発明家・

起業家で、ダイナマイトだけではなく、あらゆる爆薬の開

発生産で巨万の富を築いたとされています。起源は1888

年兄のリュドビックがカンヌで亡くなり、この時にアルフ

レッドが死亡したと、フランスのある新聞会社が勘違いを

して 「死の商人死す」と言う見出しで報道してしまいまし、

た。自分の死亡記事を読んだノーベルはとても困惑し、自

、分の死後についてどの様に記憶されるのか考える様になり

そこで考えたのが「遺言」です。1896年12月10日に63

歳でノーベルは死去しますが、遺言には「基金を設立し、

遺産は人類に最も役立つ研究や発明をした人に分け与える

様に」と言う内容のものでしたが、ノーベルの財産は、約

3100万クローナ、今の日本円で207億円というとんでも

１０月２７日（第２０８７回）Today

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

１１月１０日（第２０８８回）Next Week

担当 栗木和夫 会長

演題 ガバナー公式訪問

近藤雄亮ガバナー



ない額で、当時誰も信じなく認められませんでした。しか

し1897年4月26日ノルウェー国会でようやく遺言が承認

され、その後ノーベル財団設立委員会を結成し、1900年

にノーベル財団の設立法令がスウェーデン国王オスカル2

世によって公布され、1901年第1回ノーベル賞授与が行

なわれました。

臼井幹裕 幹事Secretary Report

１ ガバナー補佐訪問のご案内

日時 10月27日（月）

場所 名鉄GH 11F

※例会終了後、クラブアッセンブリーがあります。

２ 鈴木和彦君に第17回米山功労者感謝状が参りました。

ご投函有り難うございます

栗木和夫 会長

、 、本日の卓話者 飛騨海洋科学研究所所長 深田哲司様

よろしくお願いします。

ゴルフ部会長西川君、お世話になりました。

西尾張分区ゴルフ参加の皆様、お疲れ様でした。

篠田正志 副会長

栗木会長の代理で挨拶させていただきます。

飛騨海洋科学研究所長の深田哲司様、卓話よろしくお

願いします。

、 。分区の合同ゴルフコンペ参加の皆様 お疲れ様でした

かしの木会20周年記念式典で、多額のご寄付にお礼申

し上げます。また参加の紅谷君、臼井君、西川君、有

り難うございました。

臼井幹裕 幹事

飛騨海洋科学研究所 深田哲司様の卓話を楽しみにし

ています。

大治まちおこしの芋掘りに参加して、子供らと一緒に

美味しくいただきました。

地区ゴルフ競技会ご参加の皆様、お疲れ様でした。ブ

ービー賞を逃しました。

前田重廣君

10月18日のあま市かしの木会20周年記念式典に、栗

木会長、紅谷君、臼井幹事、西川君出席有り難う。今

後ともよろしく。感謝感謝。

山田幸治君

例会に出席する機会に恵まれず、永らくご無沙汰しま

した。御嶽山噴火、皆既月食、高校の同期会、リニア

モーターカーの許可など色々ありました。新幹線開業

、 。から50年 東京オリンピックから50年も過ぎました

明日からカナダに行きます。11月10日は高校の同期

会で例会を休会します。不良会員より。

清水明俊君

本日はあま市観光協会の「観光マップ」が出来上がり

ましたので、皆様にご紹介させていただきます。

栗木会長には、先日は誠に有り難うございます。

後藤雅光君

NPOの芋掘り会に参加の皆さん、ご苦労様です、青少

年の育成に大いに貢献していると思い、感謝していま

す。またボーイスカウトの皆さんにも交通整理に協力

してくださって有り難うございます。

神戸政治君

光岡会計事務所開設50周年おメデトウございました。

高山 敏君

先日、あま市美和かしの木20周年式典が盛大に開催さ

れました。前田君、篠田君、大変お疲れ様でした。

渡辺君、石田君、大変お世話になりました。

東海広光君

山田尊久君、黒川君、先日は有り難うございました。

北島君、大変お世話になりまして有り難うございまし

た 「効いた！」･･･今日は体が非常に軽いです。。

、鈴木正徳ワイン会会長就任第1回ワインフォーラムで

美味しいワインと素晴らしいお料理をいただき有り難

うございました。

横井久雄君

NPO元気おおはるです。10月18日青少年育成事業と

して、親子130名でチビッ子農園イモ収穫祭を行いま

した。栗木会長、臼井幹事、後藤雅光青少年奉仕委員

長、有り難うございました。

本年も大治町2ヶ所に11/30～1/末まで、イルミネー

。 「 」、ションを点灯します 大治町ユルキャラ はるちゃん

町長も参加予定です。ご協力よろしくお願いします。

紅谷幸政君

前田君、あま市美和かしの木会20周年おめでとうござ



います。

稲垣秀樹君

本日の出席状況の報告は、急遽冨田君にお願いしまし

た。よろしくお願いします。風邪でで美声がでません

ので･･･。

板津和博君

ワインフォーラム参加させていただき、美味しくワイ

ンいただけました。有り難うございました。

伊藤英毅君

先週東北の秋を楽しんでまいりました。東北の温泉は

とてもいいものと思いました。皆様も東北でお金を落

としてください。

川口信義君

ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

北野庸夫君

分区のゴルフ大会に参加しました。久々の30台が出ま

した。

児玉憲之君

、 。鈴木正徳君 ワインフォーラム有り難うございました

ワイン、大変美味しくいただきました。

東海君、山田尊久君、黒川君、先週は有り難うござい

ました。

黒野晃太郎君

大分寒くなってきました。秋冬物が売れるといいな！

松井英治君

チョットだけ良い仕事が出来たので。

宮下忠克君

本日の卓話を「飛騨とらふぐに懸ける男」深田さんに

お願いしました。

水野 眞君

、 。16回銀の鈴音楽フェスティバル 一杯のお客様でした

ゴスペル児童と2000名、皆さんも何か唄ってみませ

んか。

田中正博君

ニコボックス委員の皆さん、ご苦労様。

立松絹久君

ワインフォーラム参加の皆様、お世話になりました。

岩島君、有り難うございました。

山田幹夫君

北野君、西尾張分区ゴルフ大会でのベスグロ、おめで

とうございます。日頃の精進の賜物です。

合 計 ６０，０００円

10月27日MENU

本日のスープ

ハンバーグステーキとエビフライの盛り合わせ

サラダ

デザート・コーヒー

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



例会日 クラブ名 場 所

10/29 水 名古屋南 名古屋観光ホテル（ ）

10/30 木 名古屋西 休会（ ）

名古屋大須 名古屋東急ホテル

11/4 火 名古屋城北 東急イン（ ）

名古屋錦 名古屋ガーデンパレス

11/5 水 名古屋和合 ウェスティンナゴヤキャッスル（ ）

委 員 会 報 告

青少年奉仕委員会

委員長 後藤雅光君

日本ボーイスカウト愛知連盟 あまRC助成金贈呈式

日 時 2014年10月2日（木）18:30

場 所 あま市甚目寺須原 喫茶店（ローリホップ）

参加者 スカウト団員委員長 佐藤益美始め12名

あまRC 栗木和夫会長、臼井幹裕幹事、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

あまRC発足以来45年にわたり、スカウトの理解と資金

援助に感謝をしています。以前はRCの家族会や地区大会等

に、交通整理や案内活動、障害者とのふれあい活動等に参

加し、活動の機会を作る事に感謝しています。今後も活動

の機会をせひお願いします。また10月13日には大治町い

も掘り会に交通整理の依頼をしました。心良く引き受けて

頂きました。

食事とお酒を頂き、45年間の苦労話を聞きました。団員

の減少、自分の子供がスカウトに参加した事で、大きく成

長して大変感謝しています。そのような事でスカウト活動

に大きく活動をしている団委員長が、時間とお金を使い奉

仕活動に力を注いでいます。あまRCも45年間の資金援助

ですが、喜んでいます。今後益々の活動を応援します。

あま市美和かしの木会20周年記念式典報告

社会奉仕委員会

委員長 紅谷幸政君

平成26年10月18日、かしの木会20周年記念式典に出

席し、あまＲＣを代表してお祝い金10万円をお渡しして参

りました。同会のクリーンコミュニケーションIN大江川及

び蟹江川の清掃事業を初めとする地域の環境保全活動の理

解を深めるとともに、今後の活動の発展を期待せずにはい

られません。


