
２０１５年４月２０日（雨） 第３週 第２１０７回例会

Song ”我等の生業”

Guest 武藤道子さん（武藤正俊君ご夫人）

Attendance

会員 ７９名 欠席 １５名 出席率 ７７．６１％

President Time 栗木和夫 会長

皆さん、こんにちは。ゲストの武藤夫人、ようこそあま

RCにおいでくださいました。暖かい日が多くなりましたが、

まだ肌寒い日があり風邪をひきやすいので、体調管理には

気を付けてください。

長野市の善光寺で５日、数え年で７年に一度という前立

本尊の御開帳が始まり多くの参拝者が訪れているという新

聞記事が載っていたので、寺院のことについてお話しさせ

ていただきます。日本で1番お寺が多い都道府県は？私は

京都、奈良が1番２番かな？と思い調べると、なんと寺院

が最も多いのは愛知県で、4605ヵ寺もありました。しか

し10年くらい前は4853ヵ寺あったそうです。約250ヵ

寺減少しています。地域の寺を支えてきた檀家の数が減っ

ているせいか、「坊主丸儲け」という言葉とはほど遠い、経

済的に厳しい状況におかれている寺院が増えているそうで

す。一般企業と同様格差が広がっているようです。それで

京都はどうかというと3084ヵ寺で第5位、奈良県は183

8ヵ寺で番外でした。第2位は大阪、3位兵庫でした。反対

に少ない県は、ダントツが沖縄県、南九州や愛媛以外の四

国、北東北などの各県も少ない。宮崎や高知、鳥取などで

は明治時代、廃仏毀釈（はいぶつきしゃく）が徹底的に実

施され、多くの寺院が破壊され神社になったそうです。

Secretary Report 臼井幹裕 幹事

１ 次週4月27日（月）例会は夜間友愛例会です。お昼の

例会振替となります。

２ 5月4日（月）は祭日による休会です。

３ 2014～2015年度会員向け研修会のご案内

日時 5月12日（火）18:00～

場所 寿司会館 喜多八 栄・国際ホテル西隣

℡ 971-1335

Today ４月２７日（第２１０８回）

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）

Next Week ５月１１日（第２１０９回）

担当 東海広光 次期会長

演題 地区研修・協議会報告



氏 名 北澤 英一
きたざわ えいいち

生 年 月 日 昭和３９年６月２５日

事 業 所 名 （株）北沢製作所

同 上 英 文 Kitazawa Seisakujyo Co.Ltd.

所 在 地 〒454-0971

中川区富田町千音寺川上西784-1

ＴＥＬ ０５２－４３９－０５１０

ＦＡＸ ０５２－４３９－０５１１

職 業 分 類 金属プレス加工

ス ポ ン サ ー 栗木和夫、臼井幹裕

所 属 委 員 会 ニコボックス

最 終 学 歴 玉川大学工学部 機械工学科卒

趣 味 ゴルフ

ご投函有り難うございます

栗木和夫 会長

北澤英一君、あまRC入会おめでとうございます。

台湾汐止RC記念式典参加の皆様、楽しい反省会有り

難うございました。

加藤春視君、本日よろしくお願いします。

臼井幹裕 幹事

北澤英一君の入会を歓迎します。

汐止RC訪問の方々の反省会、楽しかったです。後藤

雅光君、有り難う。

東海広光君

米山奨学生オリエンテーション出席の山田幹夫カウン

セラー、鈴木正徳次期米山奨学委員長、有り難うござ

いました。奨学生のコン君は、非常にしっかりしてい

て自分の考えを持った素晴らしい学生でびっくりいた

しました。

北島次期会場委員長、IDM開催有り難うございました。

出席の皆様、お疲れ様でした。活発なご意見をいただ

きました。有り難うございました。1年間よろしくお

願いいたします。

次期委員長会議出席の皆様、有り難うございました。

よろしくお願いいたします。

山田幸治君

今年は昭和90年、生まれて80年、戦後70年、会社設

立50年、徹子の部屋40年。今日は交通事故0の日、

二十四節季の穀雨、雨です。

伊藤正征君

ゴルフ部幹部会議、お疲れ様でした。西川会長、イタ

リア料理美味しかったです。有り難うございました。

神戸政治君

ニコボックスの皆様、ご苦労様。

福嶋敏雄君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

後藤 眞君

盟友（ポンユー）と メッツェン語る 花の下

後藤雅光君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

家田安啓君

あと3日で59才になります。まだまだ若輩です。

今西邦弘君

今週から研修を終えた新入社員を迎え、また若返りた

いと思います。

稲垣秀樹君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

加藤春視君

本日は雑誌月間でクラブフォーラムです。皆さんのご

協力よろしくお願いいたします。



川口信義君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

北島奈穂子君

次期会場委員会IDMにご出席の皆様、お疲れ様でござ

いました。

北野庸夫君

先週、3度もゴルフをしました。花粉症で喉をやられ

ましたが、無事完走出来ました。

児玉憲之君

第5回準備理事会にご参加の役員・理事の皆様、お疲

れ様でした。有り難うございました。

栗本裕子君

次期会場委員会IDMにご出席の皆様、お疲れ様でござ

いました。

黒野晃太郎君

後藤袈裟美君、詩吟四段合格おめでとうございます。

光岡 朗君

後藤袈裟美君、四段昇進おめでとうございます。

宮下忠克君

先週、京都都をどりと平等院へ行って来ました。舞妓

さんにうっとりです。

水野 眞君

敗戦後70年、軍人遺族会出席僅かで解散。立派な慰霊

碑が空しく立っています。桜散る寂しい春でした。

水谷安紀君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

中西 巧君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

高山 敏君

次期会場委員会IDM出席の皆さん、ご苦労様でした。

田中正博君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

谷川浩司君

ゴルフ部西川会長、幹部会有り難うございます。

横井久雄君

ニコボックス前、目を閉じて通ろうとしたが、呼び止

められた。しまった。次週より耳栓持参で例会に出席

することといたします。

合 計 40，０００円

雑 誌 月 間 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

委員長 加藤春視君

副委員長 中島英之君

委 員 古川 宏君

山田謹一君

グループ１

・尾張地区においてクローバーTV通じてあまRCの１年間

の活動を記録し、DVD化してクローバーTVに流してい

く。今年度から来年度継続してやっていく。

・ボーイ・ガールスカウトの活動に継続して長く支援して

いる。

・５月14日にあま市302号の美化運動で花を植える。ク

ローバーTVで流してもらう。

グループ2

・蟹江警察にLEDのディスプレイを作った。あまRCのマ

ークを玄関先に取り付けたが外された。目立ちすぎたか

も知れない。

・野球・サッカーチームなどの活躍に寄付して、あまRCの

活動を広報する。

・音楽祭などもよいのでは。

・スポーツ・音楽活動への協力は、大人～子どもまで、広

く知る機会になる。

・地域のスポーツ大会にあまRC賞として協賛。昔はLCが

上記のような活動を積極的にしていたが、RCは1人1人

がそのような土台を育てて行くという考えに立つならば、

もっとやり方があるのではないか。あまRCを知らせるの

か、あまRCの活動を知らせるのかをはっきりさせるべき

だ。

・ボーイスカウトを育てる活動。1人1人が地域で活動して

いけば、ロータリーを知って貰うことに繋がるのではな

いだろうか。

グループ3

・ゴミ清掃活動運動。発祥は2760地区豊橋RCである。（全

国で最初）

・ふれあいフェスタ、栄で3日間開催された。RC広報活動。



・（社会奉仕委員会）東急ホテルでその後幹部が食事会、あ

まRC鈴村君が設営主体で大変感謝された。

・ポリオ撲滅運動への疑問。

・地域への徹底したPR。個別の活動に際し、地域にもっと

アピールすべきである。

グループ4

・人口の激減で、地域で活動するのが大変難しい。

・地元クローバーTVにあまRCの事を流す。

・LCとくらべ、奉仕活動が少ない。

・ふれあい、ゴミゼロ運動は良い。

グループ５

・「チャリティーと奉仕」をテーマに地域還元イベントの活

動をする。

・既存の活動を見直して、それを充実・拡大させていくこ

とが第一！

・ゴミゼロ他、まず地域の活動に参加して、その報告を通

じて新規活動を考える。

・地域で暮らしている人が少ないのがネックでもある。

・地区の音楽会（子供達）を復活させたら？

・金を出すだけでなく、会員が参加に自ら協力する。（ライ

オンズは体、ロータリーは金ではまずい）

・あま地域の野菜を、他地区へ販売して知名度を上げる。

・具体的にはないが、公共的なチャリティーイベントを行

う。

・少子化とか個人的行事が多くなったので難しい。

・すでにある催し物を利用してアピールする。積極的に参

加して発表して貰う。

・地域に乗り込んで積極的に参加する。

・特に若い人は参加して、行ってきた事を発表して勧誘す

る。

・地区の音楽会とかイベントに寄付をして参加すること。

汗をかく。

グループ6

・ライオンズの方が、見せ方が上手い。

・職業奉仕 ロータリーの組織として、会員独特の隠れた

貢献も重要。

・フェイスブックなどで外からアピールするといいのでは

ないか？

・ロータリーの伝統を守りながら、PRはフェイスブックな

どで、他の方より行って貰うと言いと思う。

グループ８

あまRCはテリトリー外の会員が約半数いるため、地域へ

の活動は理解しにくい部分が多いが、あくまでテリトリー

はあま地区であるのでその他の地域の人は協力すべきであ

る。今までに、ごみ0運動・蟹江川の清掃・高速道路下の

植樹・蛍の会・ボーイスカウトの協賛・蟹江少年野球の優

勝メダル・その他などでRCの活動アピールしてあるもの

の、ライオンズクラブに後れを取っているのが現実である。

その主な原因は各事業が単年で終わるものが多く、継続す

ることが重要である。また今年はケーブルTVを使った広

告活動をしているが、これも継続することが必要と考える。

グループ7＆9

・クローバーTVに有料で来てもらって、地域で放映する

ことは大変良い。これからは何を流すのか？対外的にど

うしていくか？楽しい家族会を中心では逆効果。

・あまRCは地域が広いので、今後どうしていくか。（あま

市、名古屋市等で全員がいる）

・当クラブの問題点、あま市（愛西市、津島を除くあま市）

の人が半数。

・青少年への奉仕を大切にする。

・駅前でフラワーバスケットにRC名を入れてつける。

・クローバーTVで活動報告。

・病院への図書やAEDを寄付していく。

・ロータリーのマークをつけたものをPRで使う。

・新聞やマスコミで広めて貰うようにする。

4月20日MENU

スモークサーモンとポテトサラダ

小龍包

オマール海老とアヴォカドのグラタン

本日のパスタ

豚ヒレのカツレツ コルドンブルー

牛ヒレののグリル オリジナルソース

ビーフカレーとライス

コーヒー・デザート

他


