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栗木和夫 会長President Time

皆さん、こんにちは。秋の全国火災予防月間は11月9日

から11月15日でした。火災が発生しやすい気候となる時

期を迎えるに当たり、火災予防の思想の普及を図り、火災

発生を防止し尊い命を守る意図です。11月29日午後4時1

7分に、蟹江町の運送会社５階建て倉庫の火災は4日間、燃

、 。え続け 東海地方でのビル火災では最近にない火災でした

火は激しく燃え上がり、地元の消防に加えて隣の弥富市、

愛西市、あま市、名古屋市等から40台近い消防車が消火に

務めました。その鎮火から間もない12月10日午後1時30

分に、私の自宅から300メートルほどの民家も出火し全焼

しました。火災原因は74歳の婦人が、一人昼食の準備で煮

物をたいていたが、テレビに夢中になり鍋のことを忘れた

ことにありました。天井に火が移り、気が動転し119番通

報が遅れ全焼しました。私の住む町内では、毎年4月の第

一日曜日までに静岡県袋井市の秋葉総本殿可睡斎に、役員

が町内の恐ろしい火災や火難が起きないよう、常に人々を

守って下さる秋葉神社にご祈祷と全戸（480枚）のお札を

受けて来ます。このような信仰は、江戸時代中期から遠州

秋葉参りとして盛んになったそうです。しかし江戸時代の

庶民には、遠州秋葉参りの旅費は経済的負担が大きかった

ため、秋葉講という宗教的な互助組織（講）を結成しお金

を積み立てて代表が交代で火災予防祈願をしていた名残が

あります。それでも今回のように町内で火災が起きた場合

は、出火元及び親戚が、再度秋葉総本殿へお参りし、今後

火災が起きないよう祈祷しお札を受けてもらいます。お札

は町内の秋葉神社に納める慣わしです。空気が乾燥してい

ます。くれぐれも火の元には注意しましょう。

１２月２０日（第２０９３回）Today

担当 加藤 徹 親睦活動委員長

演題 年末家族会

（ ）於 名鉄GH 11F 12/22例会振替

１月 ６日（第２０９４回）Next Week

担当 加藤 徹 親睦活動委員長

演題 新春夜間例会

於 名鉄GH 18:00

（ ）熱田神宮参拝 15:15 1/5例会振替



臼井幹裕 幹事Secretary Report

１ 次回例会は12月20日（土）年末家族会です。12月2

2日（月）の例会振替となります。

２ 12月29日（月）は定款による休会です。

ご投函有り難うございます

栗木和夫 会長

20日の年末家族会、楽しみにしています。親睦活動・

会場委員の皆さん、よろしくお願いします。

ニコボックスの皆さん、有り難うございます。

東海年度第1回準備理事会、よかったですね。

篠田正志 副会長

彫刻家、寺澤孝明様、本日の卓話よろしくお願いしま

す。

東海年度第1回準備理事会が始まりました。ご指導よ

ろしくお願いします。

栗木君、東海君、北島君、よい品を有り難う。

前田君、昨日は有り難うございました。

臼井幹裕 幹事

彫刻家、寺澤孝明様の卓話を楽しみにしています。

大竹和美君

栗本裕子君より「羊の匂い袋はじめ色々の羊」をいた

だきました。大切にいたします。

大竹敬一君

計らずも、昨日涼仙でのゴルフ会で優勝してしまいま

した。谷川・板津両君に感謝！

東海次期会長はじめ次期理事の皆さん、申し訳ありま

せんでした。

手洗い、うがいを励行しましょう。

清水明俊君

昨日、第418回あまロータリークラブ栗木年度ゴルフ

部会、涼仙カントリー倶楽部にて準優勝。感謝を込め

てニコボックスへ寄付させて頂きます。

上田博行君

娘が結婚することになり、昨日自宅へ結納を頂き、そ

の後両家で花水木で祝い膳を囲みました。男親として

淋しい思いですが、2人で良き家庭を築いて欲しいと

願うばかりです。

栗木会長の気遣いに恐縮しています。

加藤 徹君

今週土曜日の年末家族会、多くの申し込みいただき有

り難うございました。楽しんでいただける様、委員会

一同頑張ります。

栗本裕子君

谷川君有り難うございます。黒川君感謝です。

前田重廣君

昨日、第418回あまロータリークラブ栗木年度ゴルフ

部会、涼仙カントリー倶楽部にてドラコン・ニアピン

各1本獲得しました。嬉しい気持ちをニコボックスへ

寄付させて頂きます。

後藤袈裟美君

東海君、結構な物有り難う。

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。風邪を

ひかないように。

後藤 眞君

ハニーに対し、お祝いを頂き有り難うございました。

新しい恋を求めて美容整形して参りました。メガネを

お許し下さい。

鈴村與左衛門君

、 。 、ニコボックスの皆様 ご苦労様でございます 栗本君

有り難う！

北野庸夫君

準備理事会に出席しました。次年度も頼もしいメンバ

ーが揃いました。東海君、児玉君、頑張って下さい！

前田君、ベスグロまであと一打、すごいですね！私は

100叩きました。前重君に負けないよう頑張ります！

高山 敏君

栗木会長、東海次期会長、児玉次期幹事、有り難うご

ざいました。

栗本君、北島君、先日は有り難うございます。

東海広光君

第1回次年度準備理事会ご出席の皆様、有り難うござ

いました。お陰様で素晴らしいスタートを切ることが

出来ました。

家田安啓君

東海年度の準備理事会が始まりました。よろしくお願

いします。



伊藤英毅君

会員増強の委員会を開きました。是非皆様、ご協力を

お願いします。

伊藤正征君

東海年度準備理事会では大変お世話になりました。頑

張ります。

岩島裕芳君

栗本君、有り難うございました。

加藤春視君

風邪の治療費がかさんでいます。

加藤憲治君

後藤雅光君、色々お世話になっております。

川口信義君

ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

木下章吉君

ニコボックスの皆さん、ご苦労様です。

児玉憲之君

第1回準備理事会に出席の理事・役員の皆様、お疲れ

様でした。スムーズな運営、有り難うございました。

西川君、東海君、差し入れ有り難うございました。

黒川元則君

東海年度準備理事会では、皆さんに大変お世話になり

ました。有り難うございました。児玉君、ロータリー

の友情に感謝します。栗本君、何時もお心遣い有り難

うございます。

黒野晃太郎君

今年も1年無事に終われそうです。

水谷安紀君

河瀬君の顔を見て。

生沼克芳君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

田中正博君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

谷川浩司君

第418回あまRCゴルフ部例会、ハゲある優勝！おめ

でとうございます。

立松絹久君

ニコボックスの皆様、お疲れ様です。栗本委員長と目

が合ってしまいました。

冨田喬司君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

横井久雄君

1年は早い。悔いのない人生を送りたいものです。

合 計 ７６，０００円

卓 話

彫刻家 寺澤孝明氏



プロフィール

1948年1月18日生

岐阜県多治見市出身

日展会友

日本彫刻会会員

1981年～1989年 名古屋芸術大学彫刻科講師

寺澤美術鋳造研究所所長

2014年現在 日展入選33回

第 4 1 8 回 ゴ ル フ 部 例 会

2014年12月14日 涼仙CC

Rank N A M E OUT IN 前回 GROS H'C NET

優勝 大竹敬一 46 43 89 14.4 74.6

２位 清水明俊 48 51 99 24.0 75.0

３位 西川広樹 52 49 101 25.2 75.8

４位 北野庸夫 50 52 -1 102 26.0 77.0

５位 板津和博 45 44 89 12.0 77.0

６位 前田重廣 43 47 90 12.0 78.0

７位 伊藤正征 58 50 108 25.2 82.8

８位 栗木和夫 46 49 -3 95 15.0 83.0

BB 谷川浩司 51 55 106 22.8 83.2

１０位 篠田正志 52 54 -3 106 24.6 84.4

　　ベスグロ 大竹敬一

伊藤正征 (No4)

前田重廣 (No７)

谷川浩司 (No12)

西川広樹 (No16)

　　ドラコン賞 板津和博 (No3)

前田重廣 (No11)

　　ニアピン賞

「27年間の想い」

後藤雅光君

あまロータリークラブに入会できて感謝しています。私

は1986年12月に入会しました。入会時は39歳で１番年

下でした。その時の１番年少者は杉戸さんでしたが、私が

。。 、入会して私の方が6ヶ月ぐらい年下になりました 最初は

会場委員に配属されましたが、その後は親睦活動、会報、

国際奉仕、青少年奉仕などたくさんの委員会を経験しまし

た。色々なことをロータリーを通じて勉強させていただき

ました。

１番勉強になり、１番の仕事量は幹事でした。幹事の仕

事は会員、会長との両方の意見を尊重してロータリー活動

を進める事ですので、私の幹事の時は大阪国際大会、あま

ロータリークラブ35周年など色々な行事があり国際大会の

時にはバス２台で大会に参加をしました。大会参加後、え

、 、 、 、びす橋 グリコ広告塔 水掛地蔵 大会以外の食事会など

皆さんで楽しい時間を過ごしました。35周年行事には大野

会員はじめ野村万作氏などを招いて、名古屋の能楽堂で盛

大な記念式典ができました。これもロータリークラブ会員

の協力と友情があってのことと思います。

ロータリー精神は奉仕、感謝、思いやりなど人を思う心

が通った事業です。今後もロータリー精神をもっていきた

いと思います。

12月20日MENU

海の幸カクテル

本日のスープ

鯛とオマールのポワレニース風

シャーベット

牛ヒレ肉のポワレ

サラダ

デザート

コーヒー

パンとバター


