２０１４年７月２８日（晴れ） 第３週 第２０７７回例会
Song

”それでこそロータリー”

Visitor

鎌田芳彰君（一宮RC）他2名

Guest

篠田耕伸氏（鈴木正徳君ゲスト）

タリーづけで忙しいと申されました。
さて皆さんもあまり良くＥクラブを理解できていないと
思い特色を説明させていただきます。
１．所在地域は愛知県を中心とする全世界

Attendance
会員

７９名

欠席

８名

出席率

８８．０６％

２．例会はウェブサイト上で24時間OK
３．例会場はウェブサイト上とする

President

Time

栗木和夫

会長

４．ウェブ、ネットの活用で行い固定事務所を置かず運営
する
５．メークアップ料は500円

カード払い

６．入会金１万円、年会費６万円
７．基本的にＥクラブも通常クラブと変わりなく地元や海
外の地域社会で奉仕活動、ロータリー財団支援、会員
同士の親睦活動も行う。
規定審議会で認められた愛知ロータリーＥクラブでメーク
アップしましょう。

６月の長雨、豪雨も限定された地域だけで、例年ほどで
はなかったように思いました。先週に梅雨明けし、毎日35
度という灼熱の太陽が照りつける今日この頃です。熱中症

Today

武藤正俊 プログラム委員長

演題

早朝例会

8:00～9:00

卓話「朝を活かす」

先日20日の日曜日に、国際ロータリー第2760地区84

ブが誕生し、加盟認証状伝達式に出席してきました。１時

４日（第２０７８回）

担当

にはくれぐれも注意してください。

番目のＥクラブとしては全国8番目の愛知ロータリＥクラ

８月

伊藤保德君（瀬戸北RC）

Next Week

８月１８日（第２０７９回）

担当

武藤正俊 プログラム委員長

演題

卓話「会員増強について」

間余りの式典で始まりチャーターナイトが２時間余り続き、
大変貴重な時間を過ごさせていただきました。式典が始ま
伊藤秀雄君（名古屋東南RC）
る前に近藤ガバナーから声をかけていただき、少しは会長
職が感じるようになりましたか？と言われ、私は毎日ロー

Secretary Report
１

２

３

臼井幹裕

幹事

６

第2回定例理事会のご案内

次週8月4日（月）例会は早朝例会です。8:00点鐘で

日時

8月4日（月）18:00

す。お昼の例会振替となります。

場所

尾州

吉田

勤君にPHF認証状とラペルピンが参りました。

７

第1回臨時理事会のご案内
日時

7月28日（月）13:45

場所

アイリス

浅野多喜男君に第23回米山功労者感謝状（メジャード
ナー）が参りました。
西尾張分区ゴルフ競技会実行委員長

鎌田芳彰君、伊藤幸

一君、伊藤光治君（一宮RC）

４

石田智彦君に第2回米山功労者感謝状が参りました。

ラオスより感謝状

ご投函有り難うございます
鎌田芳彰君、伊藤幸一君、伊藤光治君（一宮RC）
西尾張分区合同ゴルフ競技会のアピールに参りました。
栗木和夫

会長

高山年度、理事役員打上の会参加の皆様、お疲れ様で
した。修学旅行の気分でした。
５

栗木和夫君が第2回MPHF、第2回米山功労者に寄付
されました。

昨日、尾張津島天王祭りで、神職と同様な装束を着用
し、神様が祭りをご覧になった後、神殿に帰られる儀

式に参加させていただきました。加藤憲治君、有り難

唯唯感動と感激。あまRCが素晴らしいクラブである

うございました。

と言うことを実感いたしました高山年度理事会打上で

あまRC会長の職を指名されてから2人の孫が生まれ、

した。これで高山年度の幹事の仕事はすべて完了いた

合計5人になり全員男です。女の子が欲しいです。感

しました。役員・理事、各委員長、会員の皆様、1年

謝。

間本当に有り難うございました。

石田智彦君
高山年度の打上、大変楽しかったです。ご参加の皆様、
お世話になりました。北野パスト会長、写真有り難う

北島君、昨日は有り難うございました。お陰様で今朝
10㎞撃破してきました。
山田幸治君

ございます。

「こおーんな女にだあれがした」と言う歌が敗戦後に

加藤憲治君、夜中に京都からお電話をして大変ご迷惑

ありました 。「こんな背中に誰がした」－脊髄の関係

をかけました。心の底から反省しております。

です。2年前は姿勢の正しい90歳の水野君を目指して

渡辺均君、玉ノ井部屋へ連れて行って頂き、誠に有り

いましたが、井村君の体型になりました。背中が丸く

難うございました。ちゃんこ鍋、とても美味しかった

なった分、背が低くなりました。

です。
本日卓話をさせて頂きます。
栗本裕子君

伊藤正征君
荘川高原ゴルフクラブで清々しいゴルフを楽しんでき
ました。渡辺君、西川君、後藤雅光君、お世話になり

中西君、先日はお仏壇のクリーニングでお邪魔をいた

ました。

しました。仏様のご縁を頂き、心より感謝申し上げま

渡辺君、玉ノ井部屋ちゃんこ鍋、有り難うございまし

す。有り難うございました。

た。

田中正博君、岩島君、水谷君、立松君、先日は大変ご

東海君、うなぎ美味しかったです。

馳走になりました。久し振りにご一緒できてとても楽
しかったです。ご馳走様でした。
北島君、我が家での至福の一時、ようこそお越し下さ

後藤袈裟美君
ニコボックスの皆様、お疲れ様です。
後藤雅光君

いました。お優しいお心遣いも重ねてお礼申し上げま

先日は渡辺君、西川君、伊藤正征君、山田尊久君にお

す。

世話になりました。

中村普一君

稲垣秀樹君

私にとってこの1ヶ月余り、人として、ロータリアン

本日は藤田先生、石田君、卓話をよろしくお願いいた

として、色々と大きな出来事がありました。こういう

します。

時の友の助言は大変励みとなりました。古川君、後藤
雅光君、清水君、後藤眞君、横井君、黒川君、伊藤英
毅君、有り難うございました。これからもご指導よろ
しくお願いいたします。言葉の重さ、行動の重さを考
えさせられる1ヶ月でした。
東海広光君
金閣寺庭園をアルペンハットをかぶり、日傘をさして
さらっと散策する黒野パスト会長。深夜の部屋宴会の
後片付けを、翌朝さらっとやっていただきました北野

岩島裕芳君
田中正博君、有り難うございました。
川口信義君
ニコボックスの皆様、ご苦労様です。
北野庸夫君
夏は暑いね！当分ゴルフはお休みです！
児玉憲之君
ニコボックスの皆様、お疲れ様です。
黒川元則君

パスト会長。京都祇園の御茶屋さんや高級社交場をさ

先日ヒッティングに行き、ゴルフクラブをすべて入れ

らっと紹介していただきました渡辺パスト会長。さら

替えました。そしたらドライバーの飛距離が20ヤード

っと出来る格好良いパスト会長を拝見いたしまして、

延び、アイアンはピンにビシバシ。アメリカ西海岸ペ

ブルビーチゴルフにてアウト36、イン36で廻った…

せん。数回の入院生活も経験しましたが、いずれも短期間

…という夢を見ました。もう1度みたいです。

であり、メークアップ出来たためです。40年間、目立った

黒野晃太郎君

お役にも立てず大変申し訳なく、私の能力不足を痛感して

暑中お見舞い申し上げます。

おります。

酒井和雄君

この間私が最も印象に残っている事と言えば、当クラブ

2人のモンゴルの方を、弊社三重工場を案内し、帰り

から神戸ガバナーが選出された事でした。神戸ガバナー誕

に大相撲を観戦。白鵬関と記念写真をとってもらいま

生に関係された大竹初代会長以下、多数の諸先輩方には深

した。感激！

く敬意を表しますと共に、神戸さんには名ガバナーとして

田中正博君

ご活躍された後も今日まで、数々のご助言やご指導されて

暑中お見舞い申し上げます。

いる事には大変敬服しております。甚だ僭越ですが、今後

横井久雄君

も当クラブがこの地区の主要クラブであり続けるよう、全

ニコボックス 、「ネタ」はありませんが、栗本委員長

員で努力しようではありませんか。

に呼び止められ！
高山年度理事会一同

100%ホームクラブ皆出席

石田智彦君

高山年度理事会打上の会、皆様のご協力で10,511円
残すことが出来ました。大変多額にニコボックスに投
函させていただきます。参加の皆様、お疲れ様でした。

合

1

0

0

計 ７１，５１１円

%

出

席

賞

表

40年皆出席賞

彰
藤田淳士君

皆さん、今日は。本日卓話を仰せつかりました石田です。
私があまロータリークラブに入会させて頂いたのは、平成
5年6月14日でありまして、同じ町内にお見えになった柏
子見昌敏さんと毎週日曜日に、今は名前が変わりましたが
富士可児というゴルフ場へプレーをしに参りました。私が
運転して、実に一週も欠かさず、ある時は台風の真最中で
もご一緒しておりましたら、何年か経った時に車の中で柏
子見さんが私に「智ちゃん、僕は今度素晴らしいクラブに
入れて頂いて、毎週月曜日が楽しみでならない」というお
この世に生を受けて80年、その半分の40年間をロータ

話をされたので、相槌のつもりで「それは先輩良かったで

リアンとして過ごす事が出来、その上100％の出席を達成

すね」と喋っておりましたら、ある日突然、この間亡くな

出来た事は大変幸運であります。

られました稲垣孝憲さんが私の会社へ来られまして、今か

私が入会したのは、昭和49年7月1日、服部芳春年度の

ら面接をするからと言われ、何の事か判らずお相手をして

初例会日でした。田中清隆君の紹介で、大竹初代会長がス

おりましたら「君をあまロータリークラブへ入れてあげる

ポンサーです。ただ40年間、無病で過ごしたのではありま

から」とおっしゃったので、よくよく考えたらこの間柏子
見さんから、何かの書類に記入しなさいと言われ中身も確

認せず署名したのを思い出して、あちゃ、あの書類はロー

私は特殊な人間ですが、皆様もどうか、何か思い込みを持

タリーへの入会申込書だったのかと深く反省して、稲垣大

って頂いて100％皆出席を目指して頂きたいと存じます。

先輩には、私などロータリアンの資格は有りませんのでご

御無礼な事を申し上げましたが、私の卓話とさせて頂きま

勘弁下さいと申し上げたのですが、君のスポンサーは柏子

す。ご清聴有難う御座いました。

見さんと大竹初代会長さんだぞと言われ、（株）大竹製作所
様は私共の大事なお客様でしたので「宜しくお願いします」

親睦活動委員会

と稲垣大先輩に最敬礼しながら、柏子見さんに騙され入会
させて頂きました。
最初は柏子見さんのお顔を立てて、一年だけ頑張ろうと

８月の誕生日のみなさん
会

員

大竹 和美

誕生日

夫

T.11.8.28

人

山田多恵子

誕生日
S.27.8.7

思っておりましたら、周りの皆様の温かいお気持ちが嬉し

生沼

克芳

S.2.8.30

くて、もう一年だけと考えそのまま５年が経ち、ルビーの

木下

章吉

S.5.8.18

岩島

圭子

S.29.8.12

ラぺルピンを頂いたら嬉しくて胸がワクワクして、もう少

佐藤

明

S.9.8.1

家田

雅恵

S.34.8.19

し在籍しようと思ううちに、あっという間に22年が過ぎま

田中

正博

中村さとみ

S.35.8.8

した。

栗木

和夫

S.25.8.31 伊藤香屋子

私は皆様がご存知の通りのスピーチ下手の上り屋であり

神田

康史

S.26.8.30

まして、無能でただのおっちょこちょいで御座います。そ

黒川

元則

S35.8.18 谷川恵美子

んな私を副会長として登用して頂いたのが、第40代渡辺均

（尊久）

S.23.8.1

S.43.8.14

（正征）

敬称略

北島

聡

S.45.8.1
S.45.8.20

会長です。それまでは理事は数回経験しておりましたが、
私にはとても名誉な役職で有り、渡辺40代会長の為なら出

祝えや

来る事は何でもしようと心に誓いましたが、何のお役にも

いざ

君のバースデー

いついつまでも

健やかなれ

立てず、ご迷惑ばかりお掛けしてしまいましたが、一つだ
けやり遂げたのは、入会して初めてのホームクラブ100％
皆出席でした。
さて、今回2度目のホームクラブ100％皆出席を成し遂
げ、本日卓話をさせて頂くことになった高山年度は、高山
敏ちゃんが入会して半年程経った時に、彼から「智ちゃん、
俺は貴男のことが、世の中で一番嫌いだったけど、今は逆
に好きになったから兄弟のように付き合ってくれないか」
と言われ、20代の頃から年に2回程銀行のコンペで会うく

例会日
8/6（水）

クラブ名
名古屋南
名古屋名駅
8/7（水） 名古屋大須
名古屋丸の内
8/8（金） 名古屋みなと
8/11（月） 名古屋栄

場
所
名古屋観光ホテル
名鉄ニューグランドホテル
東急ホテル
名古屋クレストンホテル
マリオットアソシア
17:00
名古屋クレストンホテル

らいで、何て格好いい男だと憧れておりましたので、びっ
「玉川温泉に感謝、健康に感謝」
くりするやら嬉しいやらで、それから17年間、四六時中一
田中正博君
緒におりまして、どれ程私の心の支えになってくれ、助け
私が40歳を過ぎたころ、お客様から「お前さんはタバコ
て貰ったか数えきれません。そんな敏ちゃんからS.A.Aを
はたくさん吸うし、酒飲み、そろそろ体が悪くなるころだ
打診された時には、こんな男で良いのかと申しましたら、
よ」と忠告され、予防のために秋田の玉川温泉に1年に1回、
会長方針として100％例会出席を目指すからと言われ、腹
わずか1週間でいいから行っておいで。病気の予防になる
の中で絶対どんな事があってもホームクラブ100％皆出席
よ」と紹介されました。最初信じられず、半信半疑で妻と
をして恩返しをしようと決意して、会員の皆様の御協力の
妻の妹夫婦の4人で行きました。北陸高速道を走り所用時
お蔭で達成することが出来ました。ホームクラブ100％出
間9時間で到着。びっくりする山の中の寂れた温泉です。
席は、本当に余裕の有る方でないと難しいと思いますが、
この温泉は強酸性で化膿菌や大腸菌などは5分で死滅する
私は二人の人に惚れぬいたお蔭だと、確信しております。

ように、各種細菌類に対し、強力な殺菌力を発揮するため、
浴槽内は無菌状態が保たれています。
源泉の湯に10分ぐらい入っていると体の柔らかい部分が
ピリピリして長く入っておれません。また岩盤浴は温熱浴
ともいい温泉湯の吹き出ている周りの岩（北投石）にゴザ
を敷いて横になり岩の30度ぐらいの暖かい熱で気持ちよく
うとうとと寝る、なんと気持ちのいい所と毎回思います。
夜は空を見上げれば流れ星も見えるプラネタリウムのよう
な銀世界、これまたすばらしい、命の洗濯にはこんないい
場所は他にないといつも絶賛。今年のお盆も「健康に感謝」
とお礼に行ってきます。今回で9回目です。詳しくはホー
ムページをご覧ください。

ア ド リ ア 海 ・ エ ー ゲ 海 ク ル ー ズ
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山田幸治君
サンマルコ寺院の次はデュカーレ宮殿です。

宮殿入り口

階段の天井

デュカーレ宮殿の看板

大広間の一つ

天井画
天井を見ると素晴らしい彫刻が多々あります

