
２０１５年５月１８日（曇り） 第２週 第２１１０回例会

”日も風も星も”Song

Attendance

７９名 １２名 ８１．２５％会員 欠席 出席率

４月分修正出席率の報告

100％ ０名４月 ６日出席率 欠 席

100％ ０名４月１３日出席率 欠 席

100％ ０名４月２０日出席率 欠 席

100％ ０名４月２７日出席率 欠 席

栗木和夫 会長President Time

皆さん、こんにちは！今日はクラブフォーラムです。ク

ラブ奉仕委員長の田中正博君よろしくお願いします。また

、 。 、武藤夫人 今日もピアノ演奏よろしくお願いします 本日

私は静岡県浜松市の舘山寺温泉からの出席です。

舘山寺温泉は開湯50年という事で 「古き良き時代があ、

ります」というスローガンで盛り上がっていました。お湯

は塩泉で適度に沸かし、神経痛やリュウマチに効能がある

という事でした。温泉には国が「温泉法」で定めた定義が

あり意外な温泉の定義があります。

１．源泉温度が25℃以上であること。または２．リチウム

イオン、水素イオン、フッ素イオン等の19種類の特定の成

分が一つ以上規定値に達しているもの。つまり、源泉温度

が25℃以上あるか、それより冷たくとも19の特定成分が

、「 」 。1つでも規定値に達していれば 温泉 と名乗れるのです

どこの温泉もあたたかく効能成分たっぷりというイメージ

とはかけ離れてますね！一般的に気持ちの良いと言われる

風呂の水温は、42℃に設定されているのですね。また、浜

松と言えばフラワーパークで、ゴールデンウィーク期間中

は大変な人出であったそうです。2013年前後の入場者数

は年間30万人に満たなかったが、その後2年で77万人に

、 。まで増加 近年は100万人の集客を誇る人気スポットです

その立役者は、前あしかがフラワーパーク理事長塚本こな

みさんで、彼女が経営に参画し断行した改革は次のことで

した。１．経営改革は人材改革！従業員のやる気を引き出

す独自の仕組み。２ “いろいろある”でなく“圧倒的”を．

一つ作ればいい。３ “感動分岐点”を超えろ！リピーター．

続出の驚きを再生 （夏場の「入園無料」を断行。徹底した。

お客様目線でお客を虜にして、リピーターを続々生み出す

５月２５日（第２１１１回）Today

担当 武藤正俊 プログラム委員長

演題 会員卓話

中島英之君、谷川浩司君

６月 １日（第２１１２回）Next Week

担当 武藤正俊 プログラム委員長

演題 卓話「防災について」

あいち防災リーダー会 早川澄男氏



業界の常識を打ち破った経営センス）等。今回の温泉旅行

はいつも以上に学びの旅行となりました。

臼井幹裕 幹事Secretary Report

１ 次年度会報ファイルご希望の方は事務局までお知らせ

ください。

ご投函有り難うございます

栗木和夫 会長

入会5年以内の会員向け研修会に、台風6号が迫ってい

るにもかかわらず多数の方に参加していただき、有り

難うございました。

津島・あま合同ゴルフコンペに参加の皆様、お疲れ様

でした。クラブ対抗戦は津島RCに圧倒されました。

篠田正志 副会長

孫が相撲大会で3回戦まで進みましたが、優勝できな

くて残念。

ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

臼井幹裕 幹事

田中正博君、本日のクラブフォーラム、よろしくお願

いします。

大雨の中、職業奉仕に関する研修会へご参加の皆様、

有り難うございました。ベテラン会員に対しても、鋭

い質問を投げかける鈴木正徳君に感動しました。

渡辺君、酔っぱらって電話してご免なさい。

中西 巧君

1年間のダイエットが終わりました。102.8㎏が87.8

㎏になり、15㎏の減量に成功しました。栗木会長、賭

け金のご準備を！

先週の新入会員研修会に参加された皆様、お疲れ様で

した。熱い講習をして頂きました鈴木正徳講師、有り

難うございました。

藤田淳士君

家内の誕生祝い、有り難う。

東海広光君

西川君、高山君、児玉君、お世話になりました。

津島・あま合同ゴルフ例会に出席の皆様、お疲れ様で

した。武藤君がベスグロで1人頑張りましたが、津島R

Cに完敗でした。来年はあまRCの担当です。大勢の皆

様の参加をよろしく。

本日第6回準備理事会をグランコート名古屋で開催い

たします。お忘れの無いよう、よろしくお願いいたし

ます。

山田幸治君

大阪都構想は反対多数で否決されて、良かったと思い

ます。

古川 宏君

。 、津島RCとの合同ゴルフ会に出席 スコアはともかく

グリーンが素晴らしく、空気も美味しくいただいてき

ました。

後藤雅光君

ボーイスカウトあま第1団スカウト育成会創立40周年

記念式典に出席して参りました。

稲垣秀樹君

昨日、父の3回忌法要を行いました。月日が経つのは

早いものですね。時々父のことを思い出しながら、子

供の成長を感じている毎日です。

車で家族揃って移動中、我が3歳の子供が運転席の後

で、私の髪の毛を引っ張ったり、足で蹴ったり、じゃ

。 。じゃ馬にも程がすぎます おかげで妻もぐったりです

栗本裕子君

栗木年度最後の研修会にご参加の皆様、お疲れ様でご

ざいました。鈴木正徳講師に導かれ、深く楽しいRC

を学ばせて頂き、感謝の気持ちで一杯です。喜多八女

将より伝言を預かりました 「あまRC紳士の皆々様、。

先日は賑々しくお運び頂き、大変嬉しくお礼申し上げ

ます」女将に成り代わり、お伝え申し上げます。

高山 敏君

渡辺君、先日は大変お世話になりました。

東海次期会長、ご馳走様でした。西川君、児玉君、ご

苦労様でした。

田中正博君

今日はクラブ奉仕委員会のフォーラムです。皆様のご

協力をいただき、フォーラムを盛り上げてください。

よろしく！！

山本輝幸君

伊藤正征君、研修報告代読、有り難うございました。



横井久雄君

紅谷君、中村君、5月14日環境緑化整備活動への補助

金贈呈式参加、ご苦労様でした。大治町長も大変喜ん

でみえました。

本年度も残すところ1ヶ月強、ニコボックス栗本委員

長、予算達成のため頑張っております。皆様応援して

ください。

福嶋敏雄君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

後藤袈裟美君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

家田安啓君

先週は代読していただき、有り難うございました。

伊藤英毅君

昨日、名古屋能楽堂へ出勤しました。先輩の大野先生

ともご一緒出来ました。鑑賞いただいた皆様、有り難

うございます。

北島奈穂子君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

北野庸夫君

6月の全日本ロータリークラブ合唱祭函館に向け、練

習に励んでいます。北海道まで聴きに来ませんか！

児玉憲之君

藤田先生、先週アドバイスを頂き、有り難うございま

した。

東海君、西川君、高山君、先週の会合でご指導頂き有

り難うございました。

第4回新人研修会に参加の皆様、お疲れ様でした。

宮下忠克君

株主総会が近づいて参りました。首が繋がるか？賭の

ネタにしないでください。

水谷安紀君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

酒井和雄君

伊藤英毅君、能楽堂での出演、おめでとう。

立松絹久君

ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

冨田喬司君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

山田幹夫君

伊藤英毅君の舞台を拝見して、家内が感激していまし

た。有り難うございました。

合 計 ５４，０００円

ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム

「心に残るロータリー体験を語ろう」

クラブ奉仕委員会

グループ１

・クラブの会長をする中で、他では得難い体験をした。

・米山奨学委員会の活動を通じて、奨学生とのふれ合いが

心に残る。

・国際奉仕の活動で、タイのチェンマイでの支援が印象に

残っている。

・後にスポンサーとなった会員からロータリーの入会のお

誘いを受けたが、多忙を理由にお断りしたところ、ロー

タリーの会員の中には、あなたより忙しい人がいくらで

もいるが、皆、時間の使い方を工夫して活動していると

言われ 「何くそっ！」と思って入会したことが思い出さ、

れる。今では感謝している。

・自分は後輩から訊かれれば 「こうだったよ」と答える気、

持ちは持っているが、フォーラムの場でお話しするのは

控えたい。

・モンゴルや台湾との交流を通じて、異国の地での歓待ぶ

りに驚かされた。

グループ２

・例会に出席し色んな人と話をする事も大切だが、オフィ

シャルで無い場、家族会等で、個々に話をする時にその

人の本音の話が参考になった。

・自分だけが仕事で苦労をしているのではないか？と苦悩

している時、人それぞれ色んな苦労をしている事に気づ

かされる。また、若い人の思いを応援してあげたいと思

う。

・鈴木正徳会員の会議等での話し方、話の進め方、会員の

一人一人の話を聞く事が参考になった。



グループ3

・人の出逢いの素晴らしさ。

・ロータリーの世界大会での感激。

・毎年の親睦の下見。

・会長になって友愛を感じた。

・モンゴルロータリーの橋渡しが出来た。

・思いっきり会長をやることが出来た。

グループ４

、 「 」 。・仕事等で判断が必要な時 常に 四つのテスト を行う

・名古屋港ナイトクルーズで妻が喜んでいた。

・多くの立派な人と知り合えたのが何よりの財産。

・ロータリー入会前より、ロータリーのすごさを感じる体

験をしたことがある。

・心に残るロータリアンに出会うこと出来た。

・パリのロータリークラブに、入会当初伺った時、話をし

てくださいとお願いされた。

・フィリピン視察において、現場に踏み込んだ奉仕活動に

感動した。

グループ５

・会員選考の時にパンチパーマをかけていたため反対があ

り、入会の時にトラブルがあった。

・会員選考でトラブルが起きることが時々ある。

・家族会が楽しかった。

・あまり経験出来ないことに参加出来る。

・世界が広がった・

・勉強することが一杯あることに気付かされた。

・未知の世界が広がる。

グループ６

・海外へ行くと普段では経験出来ない事を体験出来て感動

する。

・他クラブへ参加する事が大事だし、必要だと思う。

・卓話で近鉄バスガイドさんの古事記の話を聞いたとき。

伊勢神宮の話を聞いて感動しました。

・モンゴル大臣に会って、お礼の中身に感激した。

グループ７＆８

・ロータリーの野球部で、甲子園やナゴヤドームのマウン

ドに上れた事。

・台湾との交流。

・全日本ロータリー合唱祭に参加した事。

・全員参加でロータリーの大会他例会等々、運営されてい

る事。

・座右の銘は出会い是財産。多くの人に出会えた事。

グループ９

・保健委員を通じ、健康寿命の大切さを実感し、予防を推

進し、アピールしたいと感じた。

・ワインフォーラムの楽しさ、和やかさ、楽しい時間。

・通常の仕事や生活だけでは知り合う事の無い人との出会

いが月々ある事が感動する事。

・飛騨で河豚を食べ、語り合った事。

委 員 会 報 告

あま市530運動

環境保全委員会 委員長 中村普一君

総勢8名で参加しました。

例会日 クラブ名 場 所

5/27 水 名古屋和合 ウェスティンナゴヤキャッスル（ ）

名古屋守山 マリオットアソシア

名古屋アイリス グランコート名古屋

5/28 木 名古屋大須 休会（ ）

5/29 金 津島 ツシマウール会館（ ）

6/1（月） 名古屋東 休会

訂 正

第2109回例会の週報に、下記のとおり誤りがありました

ので、お詫びして訂正します。

1頁右段13行目 栗木和夫会長挨拶の欄

【誤】 その原因の一つは、

【正】 その原因の一つは、消費者のコメ離れです。

4頁左段下から５行目 山本輝幸君報告の欄

【誤】 １業種から５業種案も可決？

【正】 １業種から５人もＯＫ？


