２０１７年１１月２７日（晴れ） 第３週 第２２１５回例会
Song

”それでこそロータリー”

モンゴルとの懸け橋になってくれたらと思います。また、

Visitor

西村利夫君、松浦正義君（尾張中央RC）、

次回は日本の子供たちもモンゴルに行っていただき、モン

堀田徹君（名古屋城北RC）

ゴルの文化に触れあっていただけたける機会があればと思
います。ショートステイを受け入れていただく皆様には大

Attendance
会員

７９名

欠席

９名

出席率

８２．２６％

変ご苦労をおかけしますが、よろしくお願いします。ご協
力有り難うございます。このような有意義な関係を続ける

President

Time

立松絹久

会長

ことで、フレーRCとの関係が深まっていくことが出来たら
と考えます。フレーRCもわがあまRCとの姉妹関係を望ん
でいます。出来れば皆様のご理解をいただき、姉妹提携を
実現できたらと思います。
今回の卓話は、11月18・19日で開催されました地区大
会の報告をしていただきます。担当の皆様よろしくお願い
します。地区大会は2760地区が集う唯一の機会です。新
会員の皆様にはロータリーを知る大切な機会になったので
はないかと思います。また、11月15日には栗木クラブ情
報委員長の企画の元、黒野パストガバナー補佐と臼井パス
ト幹事を講師に迎え、新会員の研修会が開催されました。

皆様、こんにちは。ビジターの皆様、ようこそあまRCの
例会にお越しくださいました。ごゆっくりおくつろぎくだ
さい。
11月も最終例会を迎え、いよいよ年末も近づいて参りま

親睦も含め、とてもいい時間が持てたと思います。入会3

Today

１２月

担当

藤田淳士

演題

卓話「歯と糖尿病について」

保健委員会

ます。また、12月13日から17日にかけて、モンゴルのフ

生は3日間ですが、あまRCのメンバーのお宅にショートス
テイさせて頂きます。また年末家族会にも参加していただ
きますのでよろしく御願いします。日本の文化に触れ、日
本のことを理解していただき、友好関係を深めることが出
来たらと思っています。この機会を通して、将来の日本と

保健委員長

篠田耕伸君

した。12月の年末家族会には皆様の参加をお待ちしており

レーRCのメンバー3名と6名の中高生が来日します。中高

４日（第２２１６回）

Next Week

１２月１１日（第２２１７回）

担当

児玉憲之 プログラム委員長

演題

卓話

「地域のつどいについて並びに県立稲沢高校の紹介」
愛知県立稲沢高等学校
校長

宇佐美

望氏

年未満の皆さんがロータリーを理解していただき、ロータ
リーを楽しい会だと思い、そのことをまわりに伝えていた

の四季のメドレーを歌うことが出来ました。
田邊正紀

幹事

だくことが会員増強の要になってくると思います。会員拡

地区大会参加の皆様、ご苦労様でした。

大といいながらなかなか進んでいませんが、私も頑張って

新会員歓迎会参加の皆様、有り難うございました。

行きたいと思っていますが、皆様のお力をぜひお借りした

先週、角膜の濁りを削る手術を受けました。世界が明

いと思っています。ご協力よろしくお願いいたします。

るくなりました。
栗木和夫君

Secretary Report
１

２

田邊正紀

京都、有り難うございました。

幹事

ロータリーレートが12月1日より１ドル112円（現行

長年あたためてきた夢がもうすぐ実現します。有り難

114円）に変更となります。

うございます。
渡辺均君、東海広光君、大竹敬一君、高山

第6回定例理事会のご案内

敏君

日時

12月4日（月）18:00

鈴 木正徳パ スト会 長の1周忌に、渡邊 ・東海・大竹

場所

炭火割烹

（敬）・高山で行って参りました。皆さんによろしく

大嶋

と言っている気がいたしました。
木下章吉君
体調不良で例会を連続欠席しました。健康回復し、1
ヶ月ぶりに出席します。
青本道春君
後藤雅光君、「特別養護老人ホーム希望の郷」で手品
を披露していただき、大変有り難うございました。「希
望の郷」のお年寄りも大変評判が良く、またの訪問を
期待しております。私達には世界一の手品です。
前田重廣君
寒い日が続きました。お互い気を付けましょう。

西尾張分区IMのPRに
西村利夫ガバナー補佐と松浦正義君（尾張中央RC）

中西

巧君
地区大会にご参加された皆様、休日返上されての参加、

ニ

コ

ボ

ッ

ク

ス

お疲れ様でした。
山田幹夫君

ご投函有り難うございます
西村利夫ガバナー補佐・松浦正義君（尾張中央RC）
本日は、西尾張分区IMのお知らせに、IM実行副委員長
松浦正義君とお邪魔しました。本日お世話になります。
堀田徹君（名古屋城北RC）
横井君、篠田正志君、黒川君にお世話になります。
立松絹久

会長

本日は地区大会の発表です。発表の皆様、よろしくお
願いします。
山田尊久

副会長

地区大会出席の皆様、ご苦労様でした。当日午後の部
では、RI2760地区大会記念合唱団として、ふるさと

洛西長岡京市の光明寺で先祖供養。市内の永観堂で紅
葉見物。昼食は美味なる日本料理と、晩秋の京都を十
分に楽しんできました。グルメでおしゃれな水谷君、
有り難う。
紅谷幸政君
水谷君、先日は大変お世話になりました。
藤田淳士君
本日所用のため早退します。
池﨑晴美君
11月前半、ニューヨークに行ってまいりました。NY
日本人学校と、日系人会でハッピートーク講座を行い
ました。現地の新聞にも紹介していただきました。日

頃の皆さんとの発声のお陰で、緊張せずに出来ました。

地

区

大

会

報

告

有り難うございます。
伊藤英毅君

田邊正紀君

何となく慌ただしくなりました。色々お気をつけ下さ
い。
川口信義君
ニコボックスの皆様、ご苦労様です。
河瀬文一君
地区大会報告、ご苦労様。
児玉憲之君
地区大会にご参加の皆様、お疲れ様でした。池上彰の
の講演、トランプ大統領ファーストがわかって良かっ
たです。
黒野晃太郎君

李東建RI会長代理の拍手による入場で、地区大会は始ま

水野君、地区大会合唱の写真入りお葉書、有り難うご

りました。それに続いて、尾張学園名古屋大谷高等学校吹

ざいました。

奏楽部の演奏で、雰囲気は盛り上がります。曲目は、重々

三木勝也君

水野

しい「アレキサンドル・オフスキー」に続き、爽やかな「あ

11月7日付藤田隆志君、社長就任おめでとうございま

すという日が」、最後は、聞き覚えのある曲ばかりの「嵐の

す。

メドレー」でした。コントラバスやエレキベースも入った

眞君

重低音のサウンドで、通常の吹奏楽部の域を超えた迫力で

71回名古屋邦楽大会、56回邦楽名吟会終わりました。

した。コーラスや踊りも入っており、まるで「のだめカン

芸術の秋、他の催しも目白押しです。

タービレ」のようでした。高校生から元気をもらった気分

水谷安紀君

でした。

京都・粟田山荘会議出席の皆様、お疲れ様。
篠田正志君

大須ロータリーの地区大会実行委員長尾上昇君の挨拶に
続き、神野重行ガバナーより、李東建RI会長代理の紹介が

本年もイルミネーションが、あま市美和文化会館で盛

ありました。李東建RI会長代理は、韓国の財界では有名な

大に行われております。是非とも見に来てください。

実力者だそうです。1996年に地区ガバナーになった際に

田中正博君

は地区内に32のクラブを新たに発足させ、1800名以上の

京都紅葉見物素晴らしかった。水谷君、ご苦労様。
臼井幹裕君

新たなロータリアンを生み出したそうです。
IR会長代理の挨拶では、当クラブの米山奨学生権貞恩君

京都にて紅葉狩りを楽しみました。水谷君、色々お手

が通訳を務めました。イアン・ライズリー会長は、オース

配有り難うございました。

トラリアで最も大きな会計事務所を経営しており、その中

山本輝幸君

でも有名な会計士だそうです。イアン・ライズリー会長は、

本日、来年内定者懇談会で欠席させていただきます。
横井久雄君

ロータリークラブは112年の歴史の中でいろいろな変化が
あったが、まだまだ変化できる部分があると考えているよ

栗木君、いちご狩り農園「いちご夢ファーム愛西」12

うです。変化をもたらすとは、心を込めた奉仕活動をする

月2日プレオープン、おめでとうございます。

ことだとも考えているようです。李東建会長代理自身の経
験から言っても、児童養護施設を訪問する際にも、ただ寄

合

計 ８１，０００円

付金を授与するのではなく、自ら奉仕活動に取り組むこと
が必要だと考えているようです。支援を受ける方は、お金

をもらっても覚えてはいませんが、ロータリアンと話をし

加藤文彦君

て直接支援をしてもらったことは忘れることはありません。
社会的に阻害された人々の側から考えて奉仕活動をしてき
ましょうとのことでした。
RI会長代理歓迎晩餐会は、ピアニスト神野すなほさんの
演奏で始まりました。神野さんは、各種コンクールに入賞
している新進気鋭のピアニストですが、今地区大会のホス
トクラブである大須ロータリーの副会長のご令嬢だそうで
す。曲目は、演奏が難しいことでも有名なリスト作曲の「ラ
・カンパネッラ」、スケーターの荒川静香さんで有名になっ
た「トゥーランドット」より「誰も寝てはならぬ」でした。
迫力のある演奏で、歓迎晩餐会の始まりを告げるには最高
の演出でした。

６月にあまロータリークラブに入会し、早いもので半年
の月日が流れました。ようやく皆さんのお名前とお顔がわ

神野重行ガバナーから特別出席者の紹介があった後、李

かるようになってきました。臼井委員長の下、会場委員と

東建RI会長代理の挨拶が日本語で行われました。もちろん

して本日は、4回目の司会をすることとなり、例会にも大

原稿を作成していましたが、とても流ちょうな日本語でし

分と慣れてきました。田邊幹事より地区大会二日目の午前

た。普段は英語で挨拶されるそうですので、３か国語が話

の部の報告をしてほしいとの要望、わたくしの座右の銘で

せることになります。当クラブの権貞恩君の通訳が聞けな

ある「頼まれごとは試されごと！」ということで先週の日

かったのは残念ですが、やはり日本語だと伝わってくるも

曜日、早朝より夕方まで参加して参りました。

のがあります。私たちも、外交を訪問した場合には、でき

会場入りして「天守の間」の広さに驚き、ここから世界

る限り現地の言葉で現地のロータリアンに挨拶すべきであ

につながっているのだなとRCのスケールの大きさを実感い

ると痛感しました。

たしました。最初に神野ガバナーによる点鐘があり、続い

晩餐会では、尾張中央・一宮中央・名古屋清州ロータリ

て「国家、ロータリーソング」の斉唱、大きな歌声に魂が

ークラブの会長・幹事が同じテーブルとなりました。テー

しびれました。その後、尾上地区大会実行委員長の開会あ

ブルでは会費の話となり、尾張中央ロータリークラブは、

いさつ「おもてなし」を全面に出した大会とのことでした。

月２回は名鉄グランドホテルを使っていますが、残りの２

RI会長代理のD,K,Leeパスト会長の挨拶及び30分にわたる

回は会場費が無料のところを使い、会費を年間30万円に抑

熱のこもった現況報告が行われました。ポリオ撲滅まであ

えているとのことでした。一宮中央ロータリークラブは、

とほんの少しとの報告が印象的でした。その後の昼食時、

約40名の会員数にもかかわらず、年会費は約26万円との

カレーが大行列の人気でしたが、名鉄グランドカレーのほ

ことで、握り飯で例会をやっているという笑い話もありま

うが美味でした。丸一日参加したことで新米ロータリアン

した。それぞれのクラブで年会費については、努力をして

として大きな大きな学びとなりました。

いることが垣間みれました。
晩餐会の最後は、私たちのクラブもモンゴル・フレーク

加藤

徹君

ラブを初めてお迎えした際に来ていただいた「名古屋おも

午後の部をあまRC目線にて報告いたします。2760地区

てなし武将隊」の演武で締めくくられました。私たちのク

大会記念合唱団の、とても美しいハーモニーから始まった

ラブへ来ていただいた際には、女性武将はいなかった覚え

午後の部。われらがあまRCより最前列に黒野さん、東海さ

ですが、今は女性の武将がいてより華やかな雰囲気でした。

ん、山田尊久さんが陣取り、３名をまとめるがごとく北野

晩餐会は、
「手に手つないで」の合唱で盛会に終わりました。

さんがその後方に位置し、とても堂々としてかっこよく目
立っていることがとても誇らしく感じられました。東海会
員ご婦人、武藤会員ご婦人もメンバーに加わられていたこ

RI2760地区大会記念合唱団
ともご報告させていただきます。その後、大村愛知県知事、

写真

水野

眞君

河村名古屋市長がロータリーへの感謝状贈呈で相次いで登
壇、愛知県は防災協定締結の名古屋市は高校生の夢実現事

親睦活動委員会

業への感謝状という事でロータリーの社会への貢献度、そ

１２月の誕生日のみなさん

のステータスをあらためて確認。続いてのＷＷＦ報告では

会

員

誕生日

フェスタを楽しんでいる一般市民の方々の笑顔の映像を通

水野

眞

T13.12.7

じて、ロータリークラブの公共イメージ向上に大きく役立

浅野多喜男

S10.12.21

っていることがわかりました。続いてはロータリー内の表

紅谷 幸政

S22.12.16 篠 田

彰。ここでの感銘は在籍50年表彰。半世紀にわたる活躍を

篠田 正志

S23.12.13

された皆様の姿は見事でした。昨年の大竹初代会長の受賞

吉田

S31.12.７

の様子が思い出されました。そして会はガバナーエレクト

宇津山 弘

の紹介へと移ります。村井ガバナーエレクトは気象予報士、

竹田竜一郎

勤

夫

人

後藤 和子

誕生日
Ｓ22.12.3

（眞）
啓 子 S24.12.16

（正志）
宮下

幸江

S31.12.11 東海小夜子

S24.12.27
S25..12.5

S.46.12. 10 横井

昌子

S28.12.23

ビオトープ管理士の資格を有しているとのこと。来年の地

吉田

裕子

S41.12.28

区の活動には環境保全活動のエッセンスが多くちりばめら

田邊

昭華

S43.12.13

れるかもしれません。そして休憩をはさんで池上彰さんの

敬称略

記念講演。さすがにとても分かりやすく楽しく拝聴。国際
事情通になれた気がしました。内容に関しては私では伝え

祝えや

いざ

君のバースデー

きれませんので講演の機会がありましたら是非参加してみ

いついつまでも

健やかなれ

てください。一つだけナチスの負を一掃しようとしている
ドイツでは手を挙げてタクシーを呼び止めないでください

委

とのことでした、来年度のドイツにおける世界大会の耳寄
り情報ですので、多くご参加いただけるであろうあまロー

員

会

「日本ボーイスカウト愛知連盟

報

告

尾張南地区と

タリーの皆様にお伝えしておきます。

あまRCとの懇談会」
日

時

平成29年10月18日（水）

場

所

あま市甚目寺須原41

18:30～20:30

喫茶 「ローリーポップ」

出席者
あまRC
山田尊久

板津和博青少年奉仕委員長、後藤雅光
副会長、中島英之

日本ボーイスカウト愛知連盟

会報委員、

青少年奉仕副委員長
尾張南地区

あま第１団
長

団委員長

佐藤益美様、あま第２団

永津勝彦様、あま第３団

大治第１団

団委員長

団委員長

山崎之孝様

団委員

大倉義美様、

ロ

シ

ア

紀

行

他8名

１３
山田幸治君

これから皆さんが良くご存じの、クレムリンを紹介します。

助成金贈呈式を行いその後、懇談会を行いました。ボー

国立歴史博物館

イスカウトの皆さんと、あまRCとの互いの理解が深まり、
とても有意義な会となりました。

「お礼の挨拶」
ボーイスカウト代表

あま第1団

団委員長

佐藤益美氏

昨晩の助成金の贈呈と懇談会の開催に際し、何かとご多
忙の中ご出席を賜り、誠に有り難うございました。頂戴し
ました助成金は、スカウト装備の補充と指導者の育成に有
効に活用させていただくことをお誓い致します。その懇談
会を通じて、スカウト運動の活動内容が少しでもご理解頂
けたものと勝手ながら認識をしております。特に、ロータ
リアンの皆様方からの青少年の健全な育成に対する情熱は

クレムリンの地図

相当なものであリ、スカウト運動に携わる立場としてとて
も心強く気分を一新する機会となり、明目に繁がる有意義
なひと時でありました。有難うございました。また、あま
ロータリークラブ様も、来年は50周年をお迎えになること
もお聞きしました。折角の機会であることから、記念事業
の中で私どもボーイスカウトが何かお手伝いをさせていた
だくことがあれば気軽に仰って下さい。日頃の恩返しとボ
ーイスカウト運動の啓発する機会の場あればと思っていま
す。今後とも、スカウト運動に対する一層のご理解とご協
力を重ねてお願い申し上げ、御礼の挨拶とさてさせていた
だきます。

グム百貨店の中からクレムリンを撮す

