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”君が代・奉仕の理想”Song

Attendance

７９名 １２名 ８２．６１％会員 欠席 出席率

栗木和夫 会長President Time

皆さん、こんにちは。本日卓話をしていただきます、海

南病院小児科の田中先生、よろしくお願い致します。

只今より、あまロータリークラブ細則第5条会合の第1節

により年次総会を開催します。内容は年次総会において次

年度の役員及び理事の選挙を行わなければならないとなっ

ています。皆さんのお手元に配布させていただきました、

次期東海年度の役員・理事候補者（案）をご覧になり、ご

承認いただきたく思います。賛同の方は拍手をもってご承

認ください。有り難うございました。次年度のご活躍を心

からお祈りします。これにて年次総会を終わります。

さて先月17日（月）名鉄グランド12Ｆスカイダイニン

グGにて、入会5年未満会員向け研修会（第2回）が参加者

21名で、地区社会奉仕委員長の鈴村君、地区研修委員で活

躍されている鈴木正徳君をゲスト講師に迎え 「厳しく、楽、

しい」勉強会が行われました。終了後は皆さん「ほっとし

て」素晴らしい懇親会が行えました。カラオケのトップバ

ッターは、やはり講師である鈴木君で英語の曲でした。稲

垣君の若々し歌声、板津君、福島君、山本君の普段見えな

い一面が感じられました。極め付きはやはり臼井幹事の音

域の広い歌声？聞く人を楽しませるパフォーマンスは拍手

喝采でした。又新入会員の篠田耕伸君の入会を祝し、サプ

ライズが黒川君、栗本君により演出されました。内容はケ

ーキが用意され“耕伸さん歓迎”というチョコレートのプ

レートが載っていました。ケーキにされたのは栗本君の発

案で、歯科医の耕伸君のお祝いに出すのは、ケーキを食べ

て虫歯を増やし、患者として耕伸君に治療してもらうとい

う洒落だそうです。大変楽しい時間が過ごせましたが、次

回の勉強会（2月16日）は少し優しくしてください、鈴木

正徳講師。これで会長挨拶を終わります。

１２月 ８日（第２０９１回）Today

担当 栗木和夫 会長

演題 卓話「 円満かつ円滑な相続」への挑戦」「

(株)ライフテーブル 伊藤久夫氏

１２月１５日（第２０９２回）Next Week

担当 武藤正俊 プログラム委員長

演題 卓話「日展の裏側」

彫刻家 寺澤孝明氏



臼井幹裕 幹事Secretary Report

１ ロータリーレートが12月1日より1ドル112円（現行

106円）に変更となります。

２ 年末家族会のご案内

日時 12月20日（土）17:00

場所 名鉄GH 11F

※12月22日（月）の例会振替となります。

３ 臼井幹裕君がポール・ハリス・フェローに寄付されま

した。

スポンサーバッジを受け取る鈴木正徳君

ご投函有り難うございます

栗木和夫 会長

本日の卓話者、海南病院 田中伸幸医師、よろしくお

願いします。

山田幸治君、横井君、ほっぺが落ちそうでした。有り

難う。

篠田正志 副会長

今年もイルミネーションが始まり、屋台でしのだうど

ん、串カツ等の販売をし、とても盛況でした。

石田智彦君

久し振りの例会出席です。やはりホームクラブは良い

ですね。

鈴木正徳君、米山奨学委員会、ご迷惑をお掛けして申

し訳ありません。栗木会長、ごめんなさい。

山田幸治君、海外のお土産有り難うございます。

渡辺君、高山君、京都の八瀬離宮に一泊しての紅葉狩

り、永観堂禅林寺から始まり、大徳寺、高台寺、翌日

には大原三千院を巡る旅、素晴らしい紅葉に驚愕の思

いです。夜の祇園も心底堪能しました。

今、出かけた妻とすれ違ったので、耳に手をやり携帯

に℡してほしいとジェスチャーしてもかかってこない

ので℡したら、妻は私が頭が痒いと誤解をしたようで

す。

後藤 眞君

スーパードクター田中先生、本日はよろしくお願いし

ます。

伊藤正征君

栗木年度もスタートして11月、ロータリーメンバーの

例会メッセージを読み上げさせて頂き、心より感謝申

しあげます。

先日、IDMを鮟鱇料理得仙にて行い、更なる笑顔を約

束するため精気を養いました。

西川広樹君

ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

東海広光君

鈴木正徳君、ボジョレーの会有り難うございました。

来年も楽しみにいたしておりますので、よろしくお願

いします。

いよいよ来週より次年度準備理事会が始まります。皆

様、どうかよろしくお願いいたします。

山田幸治君

皆さーん！！年賀状は蟹江にお願いしまーす。蟹江に

別宅を建てて11年になります。住所変更もしました。

でも半分は名古屋に来ます。

29日から蟹江インターの近くで大火があり、今も燃え

ています。家の前は大渋滞です。会場に来るのに10時

15分に家を出ました。

神戸政治君

ニコボックスの皆様、ご苦労様。

後藤袈裟美君

ニコボックスの皆様、ご苦労様。

家田安啓君

12月になりました。早いものですね。

稲垣秀樹君

大治町ちびっ子広場のイルミネーション点灯式に参加

し、キラキラがとても綺麗で家族大喜びでした。



伊藤英毅君

熊沢君の顔を今年初めて拝見して。お元気で何よりで

す。

岩島裕芳君

ニコボックスの前を通らないようにするにはどうした

らよいでしょう？

黒川元則君

釣り部忘年会参加の皆さん、お疲れ様です。有り難う

ございました。

黒野晃太郎君

。 。師走になりました 風邪をひかないようにしましょう

児玉憲之君

2014年も残り1ヶ月となりました。ニコボックスの

皆様、お疲れ様です。

熊沢 登君

久し振りの出席です。ニコボックスの皆様、お疲れ様

です。

前田重廣君

西川君、何時も有り難う。ニコボックスさん、ご苦労

様。

水野 眞君

、 、30年前 佐藤君に家庭用エレベーターの第1号が出て

つけてもらい感謝しています。

生沼克芳君

ニコボックスの皆様、こんにちは。

大西晃弘君

年末家族会、是非是非多くの皆様のご参加をお待ちし

ております。

清水明俊君

ニコボックスの皆様、何時もご苦労様。

田中正博君

12月に入りました。年末商戦が活発になりますように

願っています。

立松絹久君

釣り部会忘年会出席の皆様、有り難うございました。

ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

冨田喬司君

久し振りに皆さんにお会いできて。

山田尊久君

京都国立博物館に茶室堪庵を前にして、雲一つない青

空の中でこけの緑と赤いモミジの絨毯に囲まれて水彩

スケッチをしました。平成知新館のギャラリーも目を

楽しませてくれました。

横井久雄君

NPO元気大治主催にて、昨日バス通り2ヶ所に大治町

長及びユルキャラの「ハルチャン」を特別ゲストに迎

え、イルミネーションの点灯式を実施しました。参加

、 。及び協賛いただいた方 どうも有り難うございました

１２月誕生日をお迎えの方々より

合 計 ８５，０００円

卓 話

「食物アレルギーについて」

海南病院 小児アレルギー科部長

田中 伸幸氏



プロフィール

平成13年03月 名古屋市立大学医学部医学科卒業

平成13年04月 名古屋第二赤十字病院勤務

平成17年04月 旭労災病院勤務

平成18年04月 いなべ総合病院勤務

平成22年04月 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院

勤務

日本小児科学会認定 小児科専門医

日本アレルギー学科認定 アレルギー専門医

委 員 会 報 告

「入会５年以下の会員向け研修会（第２回 」開催）

幹事 臼井幹裕君

栗木年度 入会５年以下の会員向け研修会 第２回が 社「 」 、「

会奉仕の活動とは？」をテーマに下記の日時・場所にて開

催されました。

日時 平成２６年１１月１７日

午後６時～午後６時４５分

場所 スカイダイニングＧ

今回は、鈴村地区社会奉仕委員長及び紅谷あまRC社会奉

仕委員長をゲストにお迎えし、次期会長東海広光、同幹事

児玉憲之の両会員のオブザーバー参加を含めて19名の参加

でした。鈴村委員長からロータリーの社会奉仕活動全般に

つき、篠田副会長から「かしの木会」の発足からの活動内

容につき、それぞれお話しいただいた後、研修参加者は、

益々パワーアップした鈴木正徳DL（ディスカッションリー

ダー）からRLI方式での厳しい質問を受けました。鈴木DL

「 、 」 、から 英語の得意なＯ会員 分かるか？ との問いかけに

すかさず「アイムソーリー」と当意即妙に答えたＯ会員に

将来性を感じました。研修後は、緊張感から解放され、サ

。 、プライズありの懇親の時間を楽しく過ごしました その折

K会員は、入会5年を過ぎたので卒業のはずですと申し出

がありましたが、鈴木DLからは即座に却下される一幕もあ

りました（笑 。）

さて、第3回は、2月16日に「ロータリー財団・米山奨

学会」をテーマに開催を予定しています。

第 4 1 7 回 ゴ ル フ 部 例 会

2014年11月19日 スリーレイクスCC

優勝は栗木会長

12月8日MENU

本日のスープ

タラのイルドフランス風 温野菜添え

季節のサラダ

デザート・コーヒー

ホテル特製パン

例会日 クラブ名 場 所

12/10 水 名古屋南 名古屋観光ホテル（ ）

12/12 火 名古屋北 名古屋東急ホテル（ ）

12/15 月 名古屋昭和 名古屋東急ホテル（ ）

Rank N A M E OUT IN GROS H'C NET

優勝 栗木和夫 46 44 90 18.0 72.0

２位 武藤正俊 39 43 82 7.2 74.8

３位 北野庸夫 53 55 108 30.0 78.0

４位 前田重廣 53 46 99 20.4 78.6

５位 清水明俊 52 55 107 27.6 79.4

松井英治 55 58 113 33.6 79.4

７位 中島英之 54 49 103 20.4 82.6

BB 谷川浩司 53 52 105 21.6 83.4

９位 後藤雅光 61 55 116 30.0 86.0


