


２０１５年８月１０日（晴れ） 第２週 第２１２０回例会

”日も風も星も”Song

Attendance

７９名 １０名 ８３．８７％会員 欠席 出席率

７月分修正出席率の報告

100％ ０名７月 ６日出席率 欠 席

100％ ０名７月１３日出席率 欠 席

100％ ０名７月２０日出席率 欠 席

東海広光 会長President Time

皆さん、こんにちは。今年の夏は特別暑い日が続きます

が皆様いかがおすごしでしょうか？十分水分補給を行いく

れぐれもご自愛ください。

さて、今月は会員増強・新クラブ結成推進月間です。ロ

、 （ ）ータリーの創始者ポールハリスが 1905年2月23日 木

に第1回の会合を開いたのがロータリーの始まりです。こ

の会合に石炭商のシルベスター・シール、洋服商のハイラ

ム・ショーレ、鉱山技師のガスターバス・ローアの四人が

2週間後の3月9日に仲間を増やそうと約束をして散会して

います。そして現に第二回目の会合の時には印刷屋のハリ

ー・ラグルス、不動産屋のウイリアム・ジェースンが入会

し、更にその2週間後の3月23日の第3回目の会合の時に

は洗濯屋のアーサー・アーウイン、オルガン製造業者のア

ル・ホワイト、保険業者のチャールズ・A・ニュートンの

3名が入会しているのであります。このように最初の会合

から毎例会ごとに会員が増えていきました。発足当初から

会員を増やすという増強はロータリーの最も基本的原則で

あり第1回会合を開いた日から一日としてたゆむことなく

続いている道なのです。ロータリーでは何故に増強を強調

するのかと疑問に思ってみえるロータリーアンがおられる

。 、と思います その理由は第1回例会以来の基本理念であり

ロータリーの目的冒頭の第一項にも「知り合いを広めるこ

とによって奉仕の機会とすること」とあります。ロータリ

ーの理想を実現するために増強は欠くことのできないこと

なのです。全ての生物も組織も成長が止まった時は衰退が

始まるとの原理から逃れることはできません。企業も技術

革新に懸命に努力し、新しい人材の養成確保に務めてこそ

発展進歩が望めるのです。ロータリークラブも増強なくし

て成長はありません。増強がなければ毎年平均年齢は高ま

っていずれは高齢化クラブとなってしまいます。通常平均

して年10％の減少があると言われております。しかも自然

増はあり得ないのです。ここに若い会員さんの増強が必要

となるわけであります。私たちは皆、先輩ロータリアンに

よって推薦されて入会しております。今度は私たちが新会

員を推薦することであります。もっと多くの人々に親睦と

奉仕の機会をさしのべるためにロータリーを分かち合う義

務があります。会員を増やす義務は必ずしもクラブの役員

や増強委員会に限りません。全会員が当たるべきでありま

す。クラブの将来は会員増強によって決まると言っても過

言ではないのです。今年度目標は5名の増強とさせていた

だきました。もう1ヶ月が過ぎてしまいましたので、あと1

1ヶ月しかございません。現状のままですと会員さんが減

り続けてしまします。どうか皆様会員増強にご支援をいた

だきますようお願いいたします。ご紹介いただけるような

方がおみえになりましたら加藤会員増強委員長までご連絡

ください。会員の皆様一人一人が一人づつご紹介いただけ

れば随分会員は増えると思います。我がクラブは3年後に5

0周年を迎えます。その時には100名の会員さんを確保し

８月１７日（第２１２１回）Today

担当 東海広光 会長

演題 ガバナー公式訪問

加藤陽一ガバナー（瀬戸RC）

津島RCと合同

８月２４日（第２１２２回）Next Week

担当 真木伸一 R情報委員長

演題 新会員卓話

北澤英一君、青本道春君



たいと栗木直前会長も宣言されました。私もその思いを引

き継いでまいりますので、どうか皆様のご協力をよろしく

お願いいたします。

本日はこの後、神戸PDGの卓話でございます。一年の始

まりに当たり第一回卓話を神戸パストガバナーにお願いい

たしました。演題は「ロータリーライフについて考える」

でございます。どうかよろしくお願いいたします。

児玉憲之 幹事Secretary Report

１ 次回例会は8月17日（月）ガバナー公式訪問です。津

島RCとの合同例会です。

２ 事務局お盆休みのお願い

8月13日（木）～16日（日）

例会前のストレッチ体操

ニコボックス委員長 臼井幹裕君

会 員 卓 話

「ロータリーライフについて考える」

神戸政治 PDG

我々のクラブも創立50周年を間もなく迎え、当地区では

中堅以上に位置するロータリークラブであることをまずご

理解いただきたい。創立時の大竹和美初代会長、歴代会長

・幹事の皆様には、感謝のほか言葉がありません。

最近入会の諸兄に改めて自己紹介いたします。

神戸政治

昭和5年6月15日生まれ

学歴 昭和28年3月名古屋大学工学部 電気学科卒

職業 フルエング（株）

ロータリー歴

1970年7月 入会

1985年 会長

1992～93年 地区ガバナー就任

現在は地区指名委員会委員

最近のクラブ活動について気になること

１．委員会の活動をもう1度見直してください。マンネリ

になってオリマセンカ。

２．マンネリ化防止のため、一番必要なことは何ですか。



例会日 クラブ名 場 所

8/18 火 名古屋城北 栄東急REIホテル（ ）

8/19 水 名古屋名北 APAホテル（ ）

8/20 木 名古屋大須 名古屋東急ホテル（ ）

名古屋丸の内 クレストンホテル

8/21 金 津島 ツシマウール会館（ ）

8/24 月 名古屋昭和 名古屋東急ホテル（ ）

8月17日MENU

本日のスープ

牛ヒレ肉のロースト 野菜入りマスタードソース

季節のサラダ

デザート・コーヒー

パン

わ が 街 あ ま 地 区 文 化 財 ４

「冨吉建速神社本殿・八剱社本殿－蟹江町須成－」

向かって右側にある冨吉建速神社（とみよしたけはやじ

んじゃ）は一間社流造桧皮葺（ひわだぶき 、向かって左側）

にある八剱社（はちけんしゃ）は三間社流見世棚造桧皮葺

（さんげんしゃながれみせだなづくりひわだぶき 。それぞ）

れの祭神は素戔嗚尊（すさのおのみこと）と熱田五神であ

る。ともに室町時代後期の建築とされ、前流れの美しい屋

根の曲線と桃山時代への推移を示す蟇股（かえるまた）は

特に優れている。なお、国の重要無形民俗文化財である須

成祭は、当神社の大祭として行われるものである。

冨吉建速神社本殿・八剱社本殿

「甘強味淋旧本社事務所－蟹江町城－」

昭和12年（1937）竣工、蟹江町で最初の鉄筋コンクリ

ート造建築である。外壁は当時よく普及した引っかき傷を

つけて焼かれたスクラッチタイルで覆われている。立地は

蟹江川の堤防に接して建ち、川側に正面入り口が設けられ

ており、蟹江川の水運を利用して原材料や製品の運搬をし

ていたことがうかがえる。登録名称は甘強味淋旧本社事務

所となっているが、今は現役の甘強酒造本社事務所として

再び活用されている。

甘強味淋旧本社事務所

「ロータリーの歴史 ２」

弁護士ポール・ハリスは、大都会の多くの異業種の中か

ら1名だけの最良の会員を選び、そのメンバーだけが集う

社交クラブを設立するという考えをもって、1905年2月2

3日、石炭商のシルベスター・シール、洋服業のハイラム

・ショーレーに語りかけ、さらに鉱山技師のガスタバス・

ローアの事務所で、その構想を語りました。

この一業種一会員制の基本はポール・ハリスのオリジナ

ルな考えですが、街中で普通には面識のない多くの人々と

知り合いになるという大きなメリットがあり、長年にわた

ってロータリーの基本にされてきました。

しかし実のところは、複数の同業者が集まって、その中

で利害関係が生じると、クラブ内で騒動が発生するため、

それを避けるための手段であったということです。これが

ロータリーの最初の目的であった“相互扶助”とぴったり

マッチして、ロータリーが発展する基礎となりました。



ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

東海広光 会長

・神戸PDG、本日の卓話よろしくお願いいたします。

・来週はロータリークラブのビッグイベント、ガバナー公式訪問です。大勢の会員さんのご出席をよろしくお願いいたしま

す。

・秋の家族会へのご参加をよろしくお願いいたします。

・暑い日が続きます。くれぐれもご自愛下さい。

西川広樹 副会長

・清水君、久し振りです。

・神戸君の卓話、楽しみです。

児玉憲之 幹事

・第2回定例理事会参加の皆様、お疲れ様でした。

・西川君に頂いた歯ブラシの使い勝手、とても素晴らしいです。有り難うございます。

大竹和美君

・8月28日に、生きていれば93才になります。

大竹敬一君

・木曽駒のゴルフコンペで、何故か千円札が増えたので。

加藤 徹君

・昨日、蟹江町観光協会沖縄読谷村交流大使任命式でした。中学生のいきいきした表情がとてもよかったです。

高山 敏君

・ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

山田幸治君

・ニコボックスの前を素通り出来なくて。

・錦織、優勝オメデトウ。

青本道春君

・千葉よりいただいた大賀ハスが咲きました。ニコニコ。

藤田淳士君

・本日所用のため早退します。

藤田隆志君

・無事、初盆を迎える事が出来ました。

福嶋敏雄君

・ニコボックスの皆さん、ご苦労様です。

家田安啓君

・ヒロシマ・ナガサキに合掌。

今西邦弘君

・8月3日、ミラノ万博で開催された愛知・名古屋DAYに参加してきました。

伊藤英毅君

・本日も無事です 「無事」は本当に幸せな事です。合掌。。

岩島裕芳君

・いい天気が続きますね。

河瀬文一君

・ニコボックスの皆様、ご苦労様。

黒野晃太郎君

・家族でお墓参りに行って来ました。暑かったです。

水野 眞君

・山口市きらら浜世界ボーイスカウト大会、34,000名参加。1971年の朝霧高原の時は台風で散々でした。今回は酷暑。

在籍80年の老スカウト90才、応援に行って来ました。スカウトは素晴らしいです。何時も後援有り難うございます。



水谷安紀君

・暑中お見舞い申し上げます。皆様、お体を大切に。

篠田正志君

・ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

大西晃弘君

・ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

田中正博君

・盆休みに入った人が多いようです。私も12日より休みに入ります。楽しい盆休みになりますように！！

臼井幹裕君

・我が家の明るい話題は錦織、全米オープンテニスの前哨戦に優勝です。

山田尊久君

・誕生祝いの花、ステキですね。家内の笑顔を見て、こちらまでうれしくなりました。

投函件数2５件 合 計 ６４，０００円


