
２０１４年１１月１７日（晴れ） 第３週 第２０８９回例会

”我等の生業”Song

鈴木文勝地区ロータリー財団委員長（小Visitor

牧RC 、森 初男君（一宮RC））

Attendance

７９名 １３名 ８１．４３％会員 欠席 出席率

栗木和夫 会長President Time

皆さん、こんにちは。先週はガバナー訪問という事で大

変緊張しました。ひとつ肩の荷がおり、その後２日間ゴル

フをし、２日間北陸山代温泉、会社の健康診断・インフル

エンザ予防接種・バーベキュー大会、学校区の自主防災訓

。 。 、練と多忙な毎日でした そして今日は会長挨拶です また

気持ち新たに１週間を迎えたいと思います。

さて、本日は「あるバッタの話」をしたいと思います。

ある町に１匹のバッタがいました。名前を「いき当たりバ

ッタリ」と言いました。毎日、そのバッタは気ままに生き

ていました。ある日気が付くと体中にシミが出来ていまし

た。お医者様は「苦シミ」と「悲シミ」のシミだと言いま

。 。 。した 果物を食べなさいと言われました 柿を食べました

でも治りません。お医者さんは「あなたの食べた柿の名前

が悪い」と言いました。それは「もガキ」と「あガキ」と

。 、いう柿だと言うのです もうバッタリいかんということで

「それではどうすれば良いか」と尋ねると 「この裏山の崖、

を登りなさい」と言われました。その崖の名前は「命崖」

と言います。苦労してやっとの思いで登ると、素晴らしい

景色が見えて気持ちが爽やかになりました。すると、不思

議にその時から体のシミがスーと消えました。そのバッタ

の名前は「ガンバッタ」という名前に変わったそうです。

私も60代半ばではありますが、まだまだ崖を登って「ガン

バッタ」を目指します。

今月はロータリー財団月間であります。吉田財団委員長

が一生懸命勉強をしてみえます。皆さんにも、との思いで

本日地区ロータリー財団委員長の鈴木文勝さんに「改革」

。～新しいロータリー財団～と題し卓話をしていただきます

本日はよろしくお願い申し上げ会長挨拶とさせていただき

ます。

１２月 １日（第２０９０回）Today

担当 後藤 眞 地域社会委員長

演題 「食物アレルギーについて」

海南病院小児科医 田中伸幸氏

１２月 ８日（第２０９１回）Next Week

担当 栗木和夫 会長

演題 卓話「相続のお話」

(株)ライフテーブル 伊藤久夫氏



臼井幹裕 幹事Secretary Report

１ 第6回定例理事会のご案内

日時 12月1日（月）13:45

場所 アイリス

森 初男 西尾張分区ＩＭ実行委員長

ご投函有り難うございます

鈴木文勝地区ロータリー財団委員長

本日は財団の卓話をさせて頂きます。よろしくお願い

いたします。

森 初男 西尾張分区ＩＭ実行委員長より

栗木和夫 会長

鈴木文勝地区ロータリー財団委員長、本日は卓話、よ

ろしくお願いします。

入会5年以内の会員向け研修会が、本日18:00、名鉄

ＧＨにて、地区で活躍されている鈴木正徳君、鈴村君

を講師にお願いし、総勢21名で勉強会を行います。

篠田正志 副会長

鈴木財団委員長、卓話をよろしくお願いします。

加藤憲治君、津島税務署長表彰授賞、おめでとうござ

いました。

山田幸治君

カナダに行って来ました。ヴィクトリアとバンクーバ

ーです。ビクトリアのブッチャートガーデンに1934

年の木を見に行った所、1934年生まれは夫婦共に入

場無料で、2回も行き昼食もご馳走になりました。

、 、先週月曜日は高校の同窓会で 傘寿のビデオを撮影し

これが最後の撮影です。編集が大変です。

加藤 徹君

本日中日新聞さんで、企業の取り組み紹介いただきま

した。自然との共生を実現する建設業を目指します。

渡辺 均君

ニコボックス委員会の皆様、ご苦労様です。

栗本裕子君

IDMにご出席のニコボックスの皆様、お疲れ様でござ

いました。

山田幸治君、有り難うございます。

西川広樹君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

河瀬文一君

会員の皆様、ニコボックスにご協力いただき、有り難

うございます。

黒野晃太郎君

チョット良いことがありました。

旅行帰り。ノーネクタイでごめんなさい。

清水明俊君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

東海広光君

刻々と近づくプレッシャーを日々実感し、眠れない毎

。 。日を送っています 皆さんよろしくお願いいたします

後藤雅光君

ニコボックスの方々、何時もご苦労さんです。

今西邦弘君

。 。寒くなりました 体に気をつけて行きたいと思います

伊藤英毅君

先日、小原村へ小さな春と秋を見つけに行って参りま

した。桜の花は満開でした。

加藤憲治君

20年ぶりに県PTAのOB会で旧交を深め、楽しい一刻

を過ごしました。

北野庸夫君

、 。ゴルフのHCPを２つ下げてもらい 12になりました

100叩きしないように頑張ります。

児玉憲之君

ニコボックスの皆様、お疲れ様です。新会員研修会に

飛び入り参加させていただきます。よろしくお願いし

ます。



黒川元則君

次男が婚約しました。嬉しいですが大変です。

水野 眞君

お陰様で先週楽しいことが続きました。

中村普一君

ご無沙汰しております。久し振りの例会参加です。

酒井和雄君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

鈴村與左衛門君

ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

田中正博君

ニコボックスの皆さん、ご苦労様。

立松絹久君

栗木会長、昨日は有り難うございました。今後共々よ

ろしくお願いします。

山田幹夫君

鈴木文勝地区ロータリー財団委員長、ようこそ。卓話

よろしく。

山田尊久君

堀川沿いの歴史のある、簡素な和室でのニコボックスI

DM有り難う。出席する度に新しい発見があります。

横井久雄君

モンゴル補助金事業、地区への報告が11月14日に完

了。ほっとしております。

吉田 勤君

鈴木ロータリー財団委員長、ようこそおいで下さいま

した。

合 計 ６７，０００円

12月1日MENU

割子弁当

例会日 クラブ名 場 所

12/3 水 名古屋和合 ウェスティンナゴヤキャッスル（ ）

12/5 金 津島 津島ウール会館（ ）

12/8 月 名古屋空港 キャッスルプラザ（ ）

卓 話

「改革」～新しいロータリー財団

鈴木文勝 地区ロータリー財団委員長

常日頃よりロータリー財団の活動に大変ご理解とご協力

を賜り誠にありがとうございます。

ロータリーの果たさなければならない役割とは？ロータ

。リーの存在意義とは？大きく問われる時代になっています

貧困や飢餓、教育もろくに受ける事が出来ない人々、負の

連鎖で生きることも難しい人々のいる国があり地域があり

ます 「未来の夢計画」はまさにそこから生まれた「改革」。

であります 「未来の夢計画」の特徴は “選択と集中”で。 、

す。世界には多くの様々な問題があることは言うまでもあ

りませんが、様々な問題の中から重要度の高いものとそれ

ほどでも無いものに選別し、明日を生きることが難しい人

達のため、中長期的な視点から効果的で持続可能で自立を

促すことができることに、支援の重点を置くことにしまし

た。それが、重点6分野です “平和と紛争予防／紛争解決。

“疾病予防と治療 “水と衛生 “母子の健康 “基本的向” ” ” ”

上と識字率向上 “経済と地域社会の発展”この重点6分野”

において集中的に支援をしようと考えた訳です。ロータリ

ー財団のプログラムには、ポリオ撲滅を筆頭に、平和フェ

、 、 、 、ローシップ 財団奨学生 職業研修チーム 他人道的奉仕

教育的奉仕、経済的自立支援奉仕などなど、さまざまな形

はありますが、その役割を担う中心はロータリアンであり

ます。ロータリー精神の矜持をもって、ロータリーの存在

意義を高め、慈善団体として広くロータリーが理解され、

仲間や理解者が増えることは、人間パワーが充実し資金パ

ワーも集まることにつながります。

“世界で良いことをしよう！”のスローガンのもと、皆様



が世界で地域で、ますますご活躍されんことをお祈り致し

ます。

プロフィール

電子部品製造／㈱美鈴工業／代表取締役社長

1998.4 小牧ＲＣ入会

2007-08 東尾張分区ガバナー補佐幹事

2009-10 地区研究グループ交換（ＧＳＥ）委員長

2010-13 地区職業研修チーム（ＶＴＴ）委員長

2012-14 第45代、第46代クラブ会長

2013-15 地区ロータリー財団委員長

ポール・ハリス・ソサエティメンバー

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

ベネファクター

米山功労者

親睦活動委員会

１２月の誕生日のみなさん

会 員 誕生日 夫 人 誕生日

水野 眞 T13.12.7 後藤 和子 Ｓ22.12.3

（ ）浅野多喜男 S10.12.21 眞

紅谷 幸政 S22.12.16 篠田 啓子 S24.12.16

（ ）篠田 正志 S23.12.13 正志

岩島 裕芳 S26.12.24 宮下 幸江 S24.12.27

吉田 勤 S31.12.７ 東海小夜子 S25..12.5

宇津山 弘 S31.12.11 横井 昌子 S28.12.23

飯田幹実子 S33.12.8

吉田 裕子 S41.12.28

田邊 昭華 S43.12.13

敬称略

祝えや いざ 君のバースデー

いついつまでも 健やかなれ

あ ま ク ラ ブ こ ぼ れ 草

佐藤 明君の思い出

大竹和美君

1989年（平成元年）に名駅近くにオータケパーキング

がオープンした。分速90メートル、7角形の展望形で、勿

論彼が設置してくれた。三菱電機の作品で、図面は同社永

久保存。恐らく日本では他に例を見ないであろう。

ある年に当地が大きな地震に見舞われた。エレベーター

。 。はビクともしなかった その事をニコボックスに投函した

彼は喜んでくれたが、僕の言わんとするところは、ビクと

もしないと言うのは、客をのせたままストップしてしまっ

て、全然動かなかったと言う事だった。

、 。彼は高山の近くに別荘を持っており 何度か招待された

高山カントリークラブでゴルフを楽しんだが、最初のボー

ルは僕がオーバードライブした。ニッカボッカ姿の彼もチ

。 、 。ョロではなかった 考えてみると 頂いたボールのようだ

名古屋のふぐ料理の老舗「博多」の大株主（40％）で良く

ご馳走してもらった。


