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”それでこそロータリー”Song

ボーイスカウト大治第1団 山崎之孝氏Guest

Attendance

７７名 ９名 ８６．１５％会員 欠席 出席率

東海広光 会長President Time

皆さん、こんにちは。明日2月23日はロータリー創立記

念日です。1905年2月23日木曜日の夜は、身を切るよう

な風が吹き荒んでいました。ポール・ハリスはマダム・ガ

リの店で夕食を摂りながら、彼の顧客でもあるシルベスタ

ー・シールに、兼ねてから話していたロータリークラブ結

成の構想を具体的に説明しました。ポール・ハリスの構想

に全面的に賛同したシルベスター・シールは、共にシカゴ

市ディアボーン街127N.ユニティビル711号室にあるガス

ターバス・ロアの事務所に赴き、既にその場で待機してい

たガスターバス・ロア、ハイラム・ショーレと共に、ロー

タリークラブ設立のための初の会合が開かれたのです。こ

の日の会合では 「一人一業種で親睦を深める会を作る」と、

いう設立の主旨を熱っぽく語り合われ、クラブには実業人

だけではなく法律家、医師、宗教家と、あらゆる職業の人

を集めることにして、次回の会合の日程を決定したといわ

れています。2週間後の3月9日の会合は、ハリー・ラグル

ス、ウイリアム・ジェンスン、アルバート・ホワイトが加

わってポール・ハリスの事務所で開かれ、ロータリーの語

源ともなった、例会場持ち回りの原則が決められました。

3回目の会合は、3月23日にシルベスター・シールの会社

で開催されました。新たにチャールズ・ニュートンとアー

サー・アーウィンを加えたこの日の会では役員人事が決定

し、例会場を持ち回りすることから、この会にロータリー

クラブという名前がつけられました。シルベスター・シー

ルの会社で会合を開いたことを記念して、ポール・ハリス

の指名によって初代会長にシルベスター・シールが就任し

たことは、実質的な主催者であるポール・ハリスの謙虚な

人柄が忍ばれると共に、依頼されたことはどんなことでも

快く引き受けるというロータリーの伝統として、現在に引

き継がれています。この何れの日をもってロータリークラ

ブ設立とするかについては、法律的にいくつかの解釈があ

りますが、RI理事会は1905 年2月23日に開かれた会合

を最初の会合と認めて 「ディアボーン街の奇跡」と呼び、、

この日をロータリー創立の日と定めています。そしてこの

23日に始まる1週間を「世界理解と平和週間」と呼び、ロ

ータリーの奉仕活動を強調することを決定しています。ポ

２月２９日（第２１４３回）Today

担当 真木伸一 ロータリー情報委員長

演題 新会員卓話

篠田耕伸君、藤田秀樹君

３月 ７日（第２１４４回）Next Week

担当 立松絹久 プログラム委員長

演題 卓話

「路上生活児童の現状とアイキャンの活動」

NPO法人アイキャン事務局長 井川定一氏



ール・ハリスの波乱万丈は学生時代だけに留まらず、189

1年の夏より、アメリカ全士とョーロツパを放浪する冒険

の旅「五年間の愚行」が始まり、1896年2月27日に、シ

カゴに弁護士事務所を開設して9年の歳月が流れていまし

た。因みに日本のRCの承認年月日は、東京RCが1921年

（大正10年）４月１日No.1、名古屋RC1925年（大正1

4年）２月７日No.3、一宮RC1949年（昭和24年）12

月31日No.37、津島RC1953年（昭和28年）6月22日

No.101、あまRC1969年（昭和44年）6月23日No.93

8です。

児玉憲之 幹事Secretary Report

１ 地区よりロータリー財団感謝状が参りました。

ボーイスカウトへ助成金進呈

例会前のストレッチ

卓 話

「心をぎゅっとつかむ話し方」

有限会社フロム・サーティ 代表取締役

池崎晴美さん

はじめまして、フロム・サーティ代表池崎晴美です。私

は蟹江町に住み、名古屋と東京に事務所を構えています。

仕事はフリーアナウンサーと企業向けの研修、小学校で言

葉の大切さを伝える「ハッピートーク」授業を行っていま

す。今日は「☆開運☆話し方で人生を切り拓く！」＝別名

「モテモテ話し方レッスン」を紹介します。

大切なことは「声 「笑顔 「言葉」この３つです！まず」 」

は声と笑顔についてです。声は人それぞれ特徴があります

が、発声練習をして声を磨くと、どんどん声年齢は若くな

ります。私は若いころから声の仕事をしているので、実年

齢より10～20歳は声が若いといわれます。男性は日ごろ

おしゃべりではないので、どんどん声がこもってきて滑舌

が悪くなり暗いイメージになります。笑顔も同じで、笑い



が日頃少ないと表情筋はどんどん衰えて笑えなくなります

ので、実践あるのみです。

次は、言葉の選び方です！日頃どんな言葉を話している

かでご自分の人生を決めているという話です。ここからは

言葉と脳の密接な関係をお話しします。人は一日に２万～

３万語の単語を話すといわれています。その言葉、実は、

脳の中の言葉が入っている部分が引き出しのようになって

いて、一番上の段から優先的に言葉を選んで人は話してい

るのです。学習机を思い出していただくと、一番上の段に

良く使うものを入れて、下の段に行けばいくほど使わない

物が入っていた方が多いですよね！そのイメージをそのま

ま言葉の引き出しとして当てはめてみると、一日に何度も

、 、使っている 口癖のような言葉は一番上に段に入っていて

逆に使わない言葉は一番下に入っています。そしてその言

。 「 」葉は自分に一番影響があるのです 口癖で毎日 疲れた～

というとその言葉が、自分自身を疲れさせているというこ

。 、とです 私も以前はマイナス言葉を多く使っていましたが

。今では自分が元気になる言葉を多く話すようになりました

すると運はどんどん良くなるし、体もどんどん元気にパワ

ーアップしていきました。おかげで趣味のマラソンで100

。キロマラソン完走という信じられないことが起こりました

私自身も一日に何万語も話す言葉が未来の自分を作ること

を意識して毎日の会話をした結果です。

言葉のパワーは自分だけでなく、周りにも影響します。

今日は家に帰ったら、まずご家族にプラスのワードをプレ

ゼントしてみてください。開運のキーワードは言葉です。

「 」同性にも異性にもモテモテになるための ハッピーワード

を毎日たくさん使ってください。今日の言葉が未来の自分

を作ることをお伝えして、私の時間を終わらせていただき

ます。

最後にこの言葉を紹介します。

マザーテレサの言葉で、

思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。

言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。

行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから。

習慣に気をつけなさい、それはいつか性格になるから。

性格に気をつけなさい、それはいつか運命になるから。

委 員 会 報 告

「第３回新会員研修会」

開催日：平成28年2月17日（水）

報告者：鈴木正徳 RLI地区研修委員

（ ）、 「 」平成28年2月17日 水 名古屋観光ホテル2階 呉竹

において、入会3年未満の会員を対象に、東海年度第3回新

会員研修会を開催いたしましたので報告いたします。

昨年の8月・11月に続き、第3回目の開催です。今回も

1回目・2回目と同様に東海広光会長・私が先生役となり、

（ 、 ）参加者の新会員 名簿順に藤田秀樹君 藤田隆志君の2名

、 、 、と入会3年未満の今西邦弘君 板津和博君 北島奈穂子君

山本輝幸君の合計6名が受講し、参加人数はオブザーバー

を含めて総勢18名でした。

18時からスタートし、最初に会長ノミニーの立松絹久君

から 「私が入会した当時は、このような新会員研修会は開、

、 」催されておらず 私も皆さんと一緒に勉強をしていきたい

と温かいエールをいただき、開会いたしました。続いて東

海広光会長の会長挨拶の後、私がRLI地区研修委員会の研修

スタイルに準じたフェイス・ツー・フェイスの質問形式に

て ロータリーの先駆者の解説をさせていただきながら 四、 、「

つのテスト 「奉仕の理想－２つの奉仕哲学 「決議23-」、 」、

34 「職業奉仕とは」などを参加者全員で確認していきま」、

した。また、会歴の長い短い関係なく、一人ひとりに質問

をランダムにあてていきますので、誰一人眠気を生じる会

員はいません。質問に回答できてもできなくても、また、

参考資料を見て回答をしてもよいので、時間経過を忘れて

しまう緊張感のある研修会となりました。

研修の最後に、東海会長より「あいまいさが大切」と東



松山RC卓話を引用したお話しをいただき、終了いたしまし

た。

19時10分より質疑応答を兼ねた懇談会を総勢18名で開

催いたしました。渡辺均ロータリー財団委員長の乾杯の発

声の後、和気あいあいの雰囲気のもと、多くの質問や疑問

点が出され、東海会長はじめ先輩会員が丁寧に回答してい

きました。

最後に、歴代会長が多数参加していただきました研修会

及び懇談会を企画していただきました東海会長、真木伸一

ロータリー情報委員長に感謝を申し上るとともに、多数の

参加をいただきましたクラブ会員のみなさんにも、大変有

意義な会となりましたことに改めて感謝申し上げます。

次回の研修会は、５月開催の予定です。東海年度最後の

新会員研修会となりますので、研修を体験していただきま

す様、お願い申し上げます。

わ が 街 あ ま 地 区 文 化 財 16

「下之森オコワ祭（市指定無形民俗文化財）

－あま市七宝町下之森－」

コモ網と呼ばれる荒縄で編んだ網の内側に オコワ飯 一、 （

升）を入れたお櫃をおさめ、それを境内にある岩に叩き付

け、餅状になったおこわ飯やお櫃の破片を参拝者が奪い合

う神事で、現在はあま市南部の下之森地区と愛西市勝幡地

区にのみ伝わる神事。おこわを食せば病気にならず、お櫃

の破片は雷除けのご利益がある。かつては村の青年団をは

じめとした若者衆が中心の荒々しい祭りで、そこに子ども

が近寄ることはできなかったという。しかし現在は地区周

辺の厄年連中の主体で行われ、オコワの奪い合いに関して

は地域の子どもたち中心で執り行っている。

「柴ケ森 －弥富市荷之上－」

柴ケ森は、平治元年（1159年）の平治の乱に敗れた源

義朝らが、知多の野間に逃げる途中に立ち寄ったことに由

。 、来する 舟に積んだ柴の下に隠れてこの地まで来た一行が

もう安心だと舟荷を川岸に上げたことから「二之上村」が

「荷之上村」に改められ、川辺に積み上げた柴が芽を出し

森になったことから、柴ケ森と呼ばれるようになった。記

念碑には旧佐屋町（愛西市）出身の元内閣総理大臣加藤高

明の題字「柴ケ森」が刻まれている。

例会日 クラブ名 場 所

3/2（水） 名古屋南 名古屋観光ホテル

名古屋名北 APAホテル



ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

東海広光 会長

・池崎晴美さん、ようこそあまRCへ。本日の卓話をよろしくお願いいたします。

・新会員研修会ご参加の皆さん、お疲れ様でした。鈴木正徳先生、ご指導有り難うございました。

・後藤眞君、美味しいお酒を有り難うございました。

・後藤雅光君、新会員入会勧誘、ご協力いただきまして誠に有り難うございました。

・昨日のゴルフでダイヤモンドを2回取りました。ニコニコです。ご同伴いただきました皆様、有り難うございました。ニ

コボックスへ入れましたよ。

西川広樹 副会長

・鈴木正徳君の研修会、素晴らしかった。第4回目もよろしくお願いします。

児玉憲之君

・第3回新会員研修会にご参加の皆様、お疲れ様でした。

伊藤正征君

・はだか祭、無事に終える事が出来ました。今年は本当に寒かった。感謝。

北野庸夫君

・ゴルフ部会にて、明日、明後日と宮崎くんだりまで行って、ゴルフをしなければなりません。無事を祈ってください！

神戸政治君

・先週のニコボックスで、ほめ方を間違えました。

前田重廣君

・ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

中西 巧君

・財団補助金管理セミナーに参加させていただきました。黒川次年度幹事、お疲れ様でした。

田中正博君

・今週末土曜日の私の祝賀会には、多数の会員の皆様の参加、有り難うございます。

藤田隆志君

・新会員研修会、有り難うございました。次回は質問にこたえられるように頑張ります。

伊藤英毅君

・今週の25日に電気文化会館で、コーラスの発表会があります。お時間のある方は、お出かけ下さい。6時よりです。

ゴルフ部幹事 伊藤正征君

・明日からRCゴルフ部宮崎遠征ゴルフ、集合はセントレア、朝7時です。参加の皆様、遅刻なきようお願いいたします。

加藤 徹君

・昨日は京都マラソンでした。終了後、元会員の國元君と焼肉に行って来ました。とてもお元気でした。

河瀬文一君

・ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

北島奈穂子君

・池崎さん、本日は卓話、よろしくお願いします。

黒野晃太郎君

・新会員研修、勉強になりました。北島君、楽しくお話しできました。

黒川元則君

・先日は大変貴重な場を設けて頂き、有り難うございました。何時も感謝しています。

・先生、またご協力の程、よろしくお願いいたします。

宮下忠克君

・寒くて月1ゴルフになっています。春よ来い春よ来い。

水野 眞君

・足指を痛めて自転車に玄関横付けで助かってます。冷房完備マイエネルギー。

大西晃弘君

・ニコボックス委員の皆様、お疲れ様です。



立松絹久君

・池崎様、本日の卓話、よろしくお願いします。

山田幸治君

・良いことは何もありません。まだ生きています。

山田尊久君

・ボーイスカウト山崎之孝団委員長、ようこそ当クラブへ。

投函件数23件 合 計 ５６，０００円


