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”それでこそロータリー”Song

元青少年交換学生 サリさんGuest

Attendance

７９名 １３名 ７９．３７％会員 欠席 出席率

栗木和夫 会長President Time

皆さん、こんにちは！最近夏を思わせるような30℃近い

気温になるときがあるので、体調管理には気を付けてくだ

さい。田植えが始まるこの季節には、あまRCでは昨年に引

き続き、海部郡蟹江町の学戸小学校を中心にして、地域の

人々が平家ほたるの住める環境整備に取り組んでいる人々

を支援しています。蟹江町も他地域と同様に住宅がたくさ

ん建設され、地域を流れる川が汚染されるようになりまし

た もう一度 水郷の里 と言われているこの蟹江町で ホ。 「 」 「

タルを飛ばしたい」という気持ちから地域の皆さんが“学

戸ホタルの会”を立ち上げ、水のきれいな住みよい街を目

指し頑張っています。あまRCは今後も環境保全委員会を通

ところで、あまRCは、平成24年じて支援していきます。

に、津島神社境内に災害時の生活用水確保等のため、井戸

掘削の支援を行ったことがありました。現在では、直径15

㎝、深さ150mの井戸が完成し、水が流されています。井

戸からくみ上げた水は、枯れたお堀の保水と浄化効果も

ありますが、昨年度から「津島ホタルの会」から約500匹

の幼虫を譲り受け、キレイな水で育て、５月下旬から６月

中旬まで淡い光を放ち、地域の人々の心を癒やす場にもな

①ホタルは、暗いところ・静かな環境を好みっています。

。 、 。ます ②ホタルは 水がキレイでないと死んでしまいます

③ホタル成虫の寿命は約１週間です。何かと気忙しい環境

で普段過ごしているので、ホタルがふわふわと飛んで幻想

、 。的な光を放っているのを眺め 気分転換をしたく思います

ホタルが光るのは生殖活動の一環で、オスとメスが光で信

号を出し合いながら、気の合った相手を見つけて交尾する

そうです。人間もよく似ていますね

６月 １日（第２１１２回）Today

担当 紅谷幸政 社会奉仕委員長

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

６月１５日（第２１１３回）Next Week

担当 加藤 徹 親睦活動委員長

演題 創立記念夜間例会

（お昼の例会振替）



臼井幹裕 幹事Secretary Report

１ 第6回臨時理事会のご案内

日時 5月25日（月）例会終了後

場所 例会場

元青少年交換学生 サリちゃん

ご投函有り難うございます

栗木和夫 会長

5月23日（土）18時「菊水」にて西尾張分区2014

～2015年度第2回会長・幹事会がありました。残す

ところ1ヶ月と1週間になり、皆さん安堵の様子が感じ

られました。

、 、 、 。本日の卓話者 中島君 谷川君 よろしくお願いします

中西君、ダイエット頑張りましたね！すごい。私がお

願いしたおコメの消費拡大、忘れないでね。

篠田正志 副会長

本日は会員卓話です。中島君、谷川君、よろしくお願

いします。

先日の総会に、黒川君、立松君、中村君、松井君、北

島君、忙しい中出席有り難う。マイナンバー制度の講

習会を行いますので、またよろしくお願いします。

臼井幹裕 幹事

中島君、谷川君、ご無理を申し上げました。会員卓話

をよろしくお願いします。

東海広光君

北島君、栗本君、ミニIDM有り難うございました。

西川君、お世話になりました。サリーと友人3人、そ

して我が家族も大満足でした。

日本の大好きなサリー、ようこそあまRCへ。早く日

本人のいい人見つけなさいよ。

生沼克芳君

、 。あま市の530運動に参加頂き 誠に有り難うございます

高山 敏君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

後藤 眞君

海部地区心身障害児者保護者会連合会総会へ、会長代

理として協賛金を贈呈して参りました。感謝状を頂い

てきました。

稲垣秀樹君

なにげにスーツのポケットにチョコレートが入ってい

。 、 、「 」。ました 帰宅後 3歳の娘に聞いたところ 入れたよ

どうして入れたのか聞いたら 「サービス」だそうです。、

川口信義君

本日、化成品組合の総会の為、中退します。

北島奈穂子君

ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

北野庸夫君

久々に、三好の西コースを歩いて廻りました。昔、竹

内パスト会長がプレイ後、浴室でしゃがみ込んでおら

れたのがよく解りました。

児玉憲之君

第6回準備理事会に出席の皆様、お疲れ様でした。

栗木会長、次年度広報委員長加藤憲治君、クローバー

TVとの打ち合わせ、お疲れ様でした。

前田重廣君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

田中正博君

、 、先週 クラブ奉仕委員会のフォーラムを行いましたが

ロータリーライフの体験を語っていただき有り難うご

ざいました。

立松絹久君

本日、次期プログラム委員会のIDMです。皆様よりの

卓話者の紹介、よろしくお願いします。

冨田喬司君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

横井久雄君

今年度も最終コーナーにさしかかりました。スムース

に栗木丸が着船できます様、みんなでもり立てて行き



ましょう。

合 計 ３１，０００円

会 員 卓 話

「25年ほど前」

中島英之君

私は平成15年6月16日に入会しました。早いものでま

もなく13年目に入ります。

久しぶりに若い頃の話をします。

大学を卒業して、松坂屋に入社しました。まず本店の婦

人服売場に配属されました。婦人服ではいろいろな売場が

あり、その中のヤングレディスに配属されました。ヤング

レディス売場と聞いて、若い女性のお客様相手だと喜んで

いました。上司から倉庫へ来るよう言われ倉庫へ行くとこ

のダンボールもってついて来て、と言われついて行くとそ

こは7階大催事場でした。7階の大催事場を担当するよう命

ぜられました。催事場ですから、わずかに若い女性客も来

ますが、そのほとんどがおば様相手でした 「何がヤングレ。

ディスだ」とてもがっかりしました。催事初日や土曜、日

曜日ともなれば、来店客数も増え、自分の担当する売場の

売上を上げるため、大声を張り上げて、お客様を勧誘する

わけですが、スーパーの大安売りのような感じで、私のイ

メージしていたデパートの姿とはかなり離れていました。

催事の中でも特に印象に残った催事は、LサイズSサイズ

バーゲンのときでした。開店時、女性社員は通常通りお出

迎えですが、男性社員は服を吊るしてあるハンガーラック

を持って構えています。何を構えているかといえば、Lサ

イズのおば様たちがいっせいにエレベーターから飛び出し

てくるので、せっかくの商品がぐちゃぐちゃにならないよ

うハンガーラックで、おば様たちの勢いを抑えてお出迎え

です。2年間売り場にいました。

入社3年目から外商に配属され、四日市方面が担当とな

りました。四日市以外にも湯ノ山方面や藤原方面も担当で

した。山の麓ですので、雪が降ろうものなら納品等に行け

ないことも何度もありました。また、中元・歳暮期になり

ますと、休日なしで毎日深夜1時2時頃まで残業でした。中

元期には日中の暑さと残業とで体調を崩し、医者のお客様

宅を訪問した際、ついでに点滴を打ってもらい仕事を続け

たこともありました。

外商ツアーというのがあります。宝石や呉服を旅行しな

がら購入していていただくツアーです。外商2年目に海外

ツアーに添乗しました。スイス、フランス、モナコを周る

ツアーでした。添乗といってもお客様の召使のようなもの

です。外商のお客様ですから、それも、海外のツアーまで

、 。来ていただけるお客様ですから それは大層わがままです

あれがしたい、これがしたいといわれれば、私自身フラン

ス語は話せない、英語もろくに話せないなか、いろいろ現

地の人に聞いてやらなきゃならない。実際の添乗員はそん

、 。なお客様ばかりですから なかなかつかまらない状態です

そうした状況でしたので、途中から胃が痛くなってきまし

た。そんな私を見た先輩がてんぷら食べに行こうと誘って

くれて、大変おいしく、少々気分も回復しました。それで

も胃の痛みは治まらず、帰りの飛行機が日本に近づくたび

胃の痛みが治まっていきました。とにかく楽しかったけれ

。 、ど大変疲れた仕事でした 今でもやっているそうですので

皆さんもいかがでしょうか。

このように外商には約4年間、売場と合わせると約6年間

松坂屋に勤めていました。

「私のスポンサー」

谷川浩司君

私のスポンサーは鈴木孝則さんと仰いまして、残念なが

ら3年ほど前にお亡くなりになりましたが、あの方の事を

よく御存じの方は理解されると思いますが、大変な社交家

で交友関係も広く、また様々なお役目も積極的に引き受け

られておりましたので我々の業界の中でも大変有名な方で

ありました。



当時、私の亡父が鈴木さんに私の指南をお願いしたこと

はよく理解できます。ところが鈴木さんのところにお邪魔

しても仕事の話はほとんどなく、来る日も来る日もロータ

リーです。彼はロータリーが大好きであまクラブの人たち

を絶賛するものですから入会後しばらくして、もしかして

「この人あまり人気無い？」と分かったときは驚きました

ね。でも私にとって格別な存在であったのは間違いありま

せん。

私もすでに入会9年、来年度で10年目になります。ここま

でロータリーを続けてこられたのもスポンサーによるとこ

ろが多いと思います。

まず、入会直後から歓迎会だけでも4・5回して頂き、何

かにつけて事あるごとにお誘いをいただきました。また、

趣味の会などの部活動にも積極的に参加して交友関係を広

げる様に指示されたりもしました。お陰様で、例会以外で

皆様とお付き合いをさせていただき、沢山の友人ができま

した。昔、谷川君なぁ俺と付き合うようになったら人生変

わるぞっと自信満々に仰ったのあのお顔を僕は忘れること

ができないでしょう。

今回栗木会長から卓話の依頼がまいりました時、栗木会

長も例会以外でのお付き合いがあり、色々可愛がって頂い

。 、ておりますから断りたくても断れないのです みなさんは

あまクラブの中でこの人には協力しないといけないとか、

逆にこの人は僕の頼みを断らないだろうとか、そんな友人

がいますか？仮に一人でもいればこの場に集う価値がある

と思いますがいかがでしょう。まだ、入会間もない方は是

非積極的に部会などに参加されて沢山友達を作ってくださ

い、またスポンサーになった人も入会後のフォローも大切

にしていただきたいと思います。

親睦活動委員会

６月の誕生日のみなさん

会 員 誕生日 夫 人 誕生日

後藤美智子 S.9.6.1神戸 政治 S5.6.15

光岡 朗 S9.6.4 （袈裟美）

山田 旬子 S.14.6.3冨田 喬司 S15.6.15

清水 明俊 S16.6.17 （幸治）

宮下 忠克 S22.6.3 清水千鶴子 S.17.6.23

立松 絹久 S31.6.6 古川香代子 S.20.6.20

今西 邦弘 S.36.6.１ 舩原 里子 S.22.6.22

S.26.6.13
北澤 英一 S.39.6.25 田中 裕子

中島 英之 S40.6.26 （正博）

加藤 徹 S41.6.14 石田真理子 S.29.6.16

鈴木 恵子 S.29.6.20田邊 正紀 S44.6.7

（正徳）

S.41.6.28大西 恵子

稲垣美由紀 S53.6.2

（秀樹）

敬称略

祝えや いざ 君のバースデー

いついつまでも 健やかなれ

例会日 クラブ名 場 所

6/5（金） 名古屋北 休会

6/9（火） 名古屋錦 休会

6/10 水 名古屋和合 ウェスティンナゴヤキャッスル（ ）

委 員 会 報 告

ボーイスカウトあま第１団スカウト育成会

創立40周年記念式典訪問

後藤雅光 青少年奉仕委員長

日 時：平成27年5月17日（日）

場 所：あま市美和文化会館

育成会40周年記念式典に栗木会長、後藤雅光で参加して

きました。10時より開会式があり、あま市長と県会議員な

らびにあま市議員の方々からの来賓挨拶がありました。

。あまRCが40年間にわたり助成金への感謝状を頂きました

初代会長のボーイスカウトへ「助成金援助はするが、口は

出さない」という基本スタイルに大変感謝をしておりまし

た。スカウトの功績者は林一夫さん、大竹和美さん、村上

医院です。美和文化会館に関係者約400人が集まり40周

年式典にふさわしい式となりました。


