
２０１５年４月１３日（雨） 第２週 第２１０６回例会

”日も風も星も”Song

Attendance

７８名 １０名 ８５．０７％会員 欠席 出席率

３月分修正出席率の報告

100％ ０名３月 ２日出席率 欠 席

100％ ０名３月 ９日出席率 欠 席

100％ ０名３月１６日出席率 欠 席

100％ ０名３月２８日出席率 欠 席

栗木和夫 会長President Time

皆さん、こんにちは。本日の卓話を本田先生にお願いし

ました。よろしくお願いします。今日は今時の小学生の子

を持つ、PTAの考え方をご紹介申し上げます。私の友人が

卒業した小学校で、毎年夏休み期間中に、同窓会会費とし

て1戸に付き500円を徴収して、学校でのクラブ活動経費

や校庭の庭木剪定の経費に当てていたそうです。校庭と言

えば、ほとんどの小学校に二宮金次郎の石像が立てられ、

道徳の授業にも登場し、薪を背負い読書に励む姿は、苦学

と親孝行の象徴でした。しかし今年度のPTA役員は、夏休

みの暑い時期に、700戸もの会員宅を回ると日射病になり

倒れるといけないとの理由で、役員の賛成多数により同窓

会を解散してしまいました。何十年も続いた同窓会事業の

廃止を聞いた会員が、役員に確認をし、今後活動経費や庭

、 、木の剪定経費をどうするかと問いただすと 親が負担する

又は活動をやめればよいとの返答。庭木の剪定は？と聞く

と、木を伐採すれば良いとの事。したがって今後剪定の必

要がない。ひょっとすると二宮金次郎の石像も取り壊され

るのではないか？と、不安になったそうです。何でもわず

らわしいこと、無駄なことを排除する考えは、今時かと思

いますが、割り切れないというか理解できません。小学校

では道徳の授業が復活したのに残念でなりません。

臼井幹裕 幹事Secretary Report

１ あま市530運動のご案内

日時 4月29日（水）8:30集合

場所 あま市庁舎（旧美和町役場）

※汚れても良い服装でお願いします。

※メークアップ扱いとなります。

４月２０日（第２１０７回）Today

担当 加藤春視 雑誌委員長

演題 クラブフォーラム

「 」ロータリークラブと地域を結ぶには？

雑誌委員会

４月２７日（第２１０８回）Next Week

担当 黒川元則 会場委員長

演題 夜間友愛例会（お昼の例会振替）



２ 山田幹夫君に米山奨学生グエン・コン シン君のカウ

ンセラー委嘱状が参りました。

例会前のストレッチ体操

ご投函有り難うございます

栗木和夫 会長

本田眞哉様、卓話よろしくお願いします。

会員の皆様、会員増強のため、新入会員の推薦一人一

名、よろしくお願いします。

篠田正志 副会長

受教山了願寺元住職本田眞哉様、本日の卓話よろしく

お願いします。

東海広光君

渡辺均君、大変お世話になりまして有り難うございま

す。

高山敏君、次年度の件、色々ご指導いただきまして有

り難うございます。

先日玄関に鍵をさしたまま外出してしまいました。シ

ョック！私、7月から会長出来るかなぁ？ちょっと心

配！！

山田幸治君

先週、NHKのほっとイブニングで、私の作品が放映さ

れました。2回目です。

後藤雅光君

11日、八十八会参加の皆様、ご苦労様でした。加藤憲

治君にはお世話になりました。

家田安啓君

次女が卒業しました。板津君、お世話になりました。

河瀬文一君

栗木会長、先日はどうも有り難うございました。

栗本裕子君

山田幸治君 「NHKマイビデオ映像」再びのご出演お、

めでとうございます。熟練の腕と抜群のセンスに感動

しました。夜桜の素敵な事、さすがです！

前田重廣君

西川君、何時も有り難う。

北野君、後藤雅光君、八十八会でいつも妻がお世話に

なって有り難う。

紅谷幸政君

加藤憲治君、先日は貴重な体験をさせて頂き有り難う

ございました。八十八会参加の皆様、お世話になりま

した。

後藤 眞君

本田眞哉先生、卓話よろしくお願いいたします。

稲垣秀樹君

ニコボックスの関所を遠回りしようとしたら、栗本委

員長の微笑ビームが突き刺さってしまいました。

伊藤英毅君

皆様のお力添えで、チャリティーのお金をいただきま

した。ご協力有り難うございます。合掌。

岩島裕芳君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

北野庸夫君

八十八会参加の皆様、お世話になりました。加藤憲治

君、安養院にて貴重な品を閲覧させて頂いて、有り難

うございました。

カメラが壊れていて、八十八会の写真がピンぼけが多

かったです。修理しましたので、次回からはバッチリ



です！

児玉憲之君

本日の準備理事会の開始時間は17時です。お間違い無

きようよろしくお願いいたします。

黒野晃太郎君

後藤袈裟美君、木下君、光岡君、川口君、北野君、立

派なお花を有り難うございました。

水野 眞君

名古屋小唄大会西川右近師の踊りもあって、華やかに

無事終了しました。

酒井和雄君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

鈴木正徳君

うれしい事がありました。

田中正博君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

山田幹夫君

八十八会で家内がお世話になりました。北野君、写真

有り難うございました。

横井久雄君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

合 計 ４０，０００円

卓 話

「余録」

受教山了願寺 元住職 本田 眞哉氏

私は真宗大谷派了願寺の前住職（在職52年 。門徒の教）

、 、 、化 寺院経営 本山・教区の宗務等々の本来的業務に加え

学校法人同朋学園・社会福祉法人愛知育児院・東浦町教育

委員会・知多シニアライオンズクラブ等の事業活動にも及

ばずながら尽力させて戴きました。そうした業務遂行を側

面的に支えるとともに、私自身の人生に潤いを持たせ、楽

しさや喜びをもたらしたものは「余録 。」

印刷

学生時代「美術謄写部」でガリ版印刷の技術を取得。鑞

原紙を鑢板にのせ鉄筆を用いて製版し、大型の「美濃版」

。 「 」印刷機へ電気鏝で貼り付ける いわゆる謄写版の 半紙版

とは異なる。鑢板も、方眼面・斜面・絵画面・アート面・

罫線面等々数種類。インクも半固形の平版用インクをガラ

ス板の上でワニスを加えて捏ね、ゴムローラに均一塗布。

原紙保護のスクリーンにゴムローラを転じて印刷。

IT（Information and Technology 「情報通信技術」）

印字・製版方法等の進歩：ガリ版→和文タイプ→謄写フ

ァクス→ワープロ機→パソコン（Microsoft Word）→パ

ソコン（Adobe PageMaker 。印刷方法の変遷：手刷り）

→手回し輪転機→電動輪転機(原紙張付)→電動輪転機(自動

製版)。2001年4月インターネット上に了願寺ホーム・ペ

ージを開設。立ち上げ・月1更新とも手造り。知多シニアL

C、社会福祉法人愛知育児院のホーム・ページも手造り・

更新。

奉仕

1976（昭和51）7月、宇治谷祐顕・名古屋音楽大学長

とともにインドネシアはジャワ島中部のボロブドゥール仏

教遺跡の修復支援調査を実施したのが発端で、名古屋地区

。 （ ）を中心に修復支援活動を展開 海部俊樹・文部大臣 当時

や須山達夫・ボロブドゥール保存国際運動ユネスコ委員長

（当山門徒・永井家の婿殿）のご支援を得て募金活動を展

開。B707を4機チャーターして寄付金付きボロブドゥー

ル第2次調査団を派遣。650名余の参加を得て事業は大成

功。ユネスコを通じて総額1千万円余を寄付。

旅行

ボロブドゥール修復完工後は修復円成記念巡拝讃仰の旅

を14回実施する一方 「ボロブドゥール修復支援会」は19、



81（昭和56）年「アジア文化交流センター」に衣替え。

対象地域を拡大してアジア諸地域の文化の踏査に取り組む

ことに。そうした中、1999（平成11）年9月宇治谷祐顕

会長が逝去。会員各位に推されて小生が会長に。前会長の

遺志を受け継いで、アジア各地の文化の調査・交流を企画

実施。中国各地を数度訪れた後、他地域に目を転じ「ヨー

ロッパに“アジア”を訪ねる旅」を5回実施。

映像制作

初めて映像制作に関わったのは1962（昭和37）年。同

朋学園の「学園拡充竣工記念学園祭」の諸行事を収録した

8㎜映画の制作。フィルムは16㎜で「往」撮影が終わった

後フィルムをひっくり返して「復」撮影。フィルム会社に

郵送して現像、縦に2分すると8㎜映像フィルムが出来上が

という寸法。次に出たのがカセット入りの8㎜フィルム。

カメラにポンと入れてシャッターボタンを押すだけ。ズー

ム付きで露光も自動化。そして、革命的大変革をもたらし

たのが「デジタル化 。カメラも小型・軽量化、記録も媒体」

からカメラ本体へ。編集もPC化。完成作品はDVDに。手

造り作品の一例をご覧あれ…

4月20日MENU

マッシュルームスープ

牛フィレ肉のカツレツ

サラダ

デザート・コーヒー

ホテルメイドパン

例会日 クラブ名 場 所

4/22 水 名古屋守山 休会（ ）

4/23 木 名古屋丸の内 クレストンホテル（ ）

4/24 金 名古屋北 名古屋東急ホテル（ ）

名古屋みなと マリオットアソシア

4/27 月 名古屋空港 休会（ ）

名古屋昭和 休会

あ ま ク ラ ブ こ ぼ れ 草

2９ 故請井先生とタバコ

大竹和美君

故請井武士先生はヘビースモーカーで知られていた。或る

時先生が何度目か舌癌でがんセンターに入院された。良く

なられ退院されました。それから暫く経って、先生が、卓

話を担当され「僕が、舌癌で入院した時、或る方が見舞い

に来られ『先生、愈々タバコともお別れですね』と言われ

た。僕は退院したらジャンジャン吸いますよ。恐らくその

方は、僕が退院する事は無いだろうと予想されたのだと思

います」そしたらその方は「退院された時、トラックに一

杯、タバコをお祝いにお持ちします」と言ってくれた。2

年経つが未だトラックは来ていません…その方の名前は、

大竹和美さんです」と話された。松永年度の或る例会で、

僕がその話を持ち出し、玩具のトラックに山盛り一杯ピー

スをプレゼントし、お陰で大受けしました。空のトラック

は帰って来なかったので、お代わりは差し上げませんでし

た。

「新奨学生オリエンテーションがスタート」

2015学年度の奨学生は730人となりました。国・地域

別では中国が39.7％ 次いで韓国が14.4％ ベトナム11.、 、

1％、台湾4.8％の順となっています。中国・韓国籍の割合

が3年連続で減少しており、両国の来日留学生数そのもの

が減少しているだけでなく、地区選考委員会が国・地域の

偏りに配慮して選考していることが伺えます。プログラム

別では、学部・修士・博士課程ロータリー米山記念奨学金

689人（学部課程：257人、修士課程：253人、博士課

程：179人 、地区奨励奨学金14人、クラブ支援奨学金8）

人、海外学友会推薦奨学金5人、海外自由応募奨学金14人

となっています。

4月～5月中旬にかけて、各地区でオリエンテーションが

開催されます。米山奨学生としての義務やこの事業の意義

を理解してもらい、確約書に署名をした後、正式に米山奨

学生となります。また、オリエンテーションでは学友会メ

ンバーも受付や学友会の説明に活躍しています。どうぞ温

かくお迎えくださいますようお願いいたします。

ハイライトよねやま181より抜粋


