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”手に手つないで”Song

Attendance

７９名 １１名 ８３．５８％会員 欠席 出席率

東海広光 会長President Time

先週の新会員卓話では、北澤さん、青本さんには大変内

容の濃いお話をいただきまして、誠に有り難うございまし

た。お二人の事を一層知ることができ、大変素晴らしいイ

ニシエーションスピーチだったと思います。今後は私も含

め、何かお話しするきっかけができましたので、どんどん

お二人に対しましてお声掛けをいただきますようお願いい

たします。できることであれば新しい会員さんと先輩会員

さんとの融合を図ることが出来ればと思います。そして順

番待ちの篠田耕伸さん、藤田秀樹さん、藤田隆志さんには

今回のスピーチを参考にしていただき、更なる素晴らしい

新会員卓話を期待するところであります。

さて、8月26日（水）に新会員歓迎会を開催いたしまし

たところ、新会員の北澤さん、青本さん、藤田秀樹さん、

藤田隆志さんを含めて19名の皆様にご参加をいただきまし

た。チャーターメンバーの大竹初代会長より新会員の皆様

に対しまして歓迎の言葉をいただき、同じくチャーターメ

ンバーの後藤袈裟美さんよりあまロータリークラブ創立当

初のエピソードを交えた乾杯のご発声をいただきました。

新会員の皆様のあまロータリークラブへ入会した感想や、

先輩方々からの非常に優しい歓迎の言葉をいただき、大変

和やかに、また、あまロータリークラブらしいアットホー

ムな歓迎会となりました。歓迎会の前には直前入会の５名

の皆様にお集まりいただき、鈴木正徳地区研修委員よりご

指導をいただきました。短い時間ではありましたがロータ

リーの目的、四つのテスト、ロータリーの行動規範などご

説明いただき、またチャーターメンバーの後藤袈裟美SAA

補佐にもご出席をいただきまして、元RI会長ビチャイ・ラ

クタル氏のテーマ「慈愛の種を播きましょう 、その年度の」

2760地区ガバナー岡部快圓さんのお話を、そしてもう一

つロータリーにとって大事なもの、それは「慈愛の心」で

ある 「慈愛の心」とは相手をよく理解し、相手の立場にな。

って考え、相手に優しい心を投げかけること。この難しい

ことを実践することがロータリー活動の神髄ではないだろ

うかと述べられました。新会員の皆様にとりましては大変

多くを学ぶ機会となり、非常に有意義な研修会となりまし

た。鈴木正徳さん、後藤袈裟美さん、本当に有り難うござ

いました。

９月 ５日（第２１２４回）Today

担当 伊藤正征 親睦活動委員長

演題 秋の家族会

伊勢神宮方面（9/7例会振替）

９月１４日（第２１２５回）Next Week

担当 立松絹久 プログラム委員長

「 」演題 卓話 食事で変わる良い人生悪い人生

（株）ハンナプロジェクト

代表取締役 伊藤華づ枝さん



さて、今月は会員増強・拡大月間でございます。加藤徹

会員増強委員長にお願いいたしまして、会員増強の卓話を

計画いただきました。三菱東京UFJ銀行 蟹江支店 支店

長加藤康章さんにお越しいただきました。後ほど卓話をい

ただきますので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9月5日 土 秋の家族会です 9月7日 月

の例会振替となります。

２ 後藤雅光君が第2回マルチプル・ポール・ハリス・フ

ェローに寄付されました。

３ 第3回定例理事会のご案内

日時 9月7日（月）18:00

場所 蛤料理「日の出」 ℡ 0594-22-0657

４ 第1回臨時理事会のご案内

日時8月31日（月）例会終了後

場所 例会場

ロータリー財団よりお礼状

海部地区子ども会スポーツ大会よりお礼状

卓 話

「私が思うロータリーの魅力」

三菱東京UFJ銀行蟹江支店

支店長 加藤康章氏



会員増強月間にあたる本日の例会で卓話をさせていただ

。 、きます加藤康章と申します 加藤徹会員増強委員長の中学

高校の1学年先輩にあたり、中学時代はともに陸上部で４

×100リレーを走った間柄であります。当時の同級生には

「今でしょ」で話題となり、今やテレビで見ない日はない

ほどの人気となりました林修君がいて、大親友ですので、

今回や銀行の講演会などでも話してもらおうかと連絡して

みましたが、講演料が現在１時間150万円と高騰しており

断念いたしました。私自身は高校卒業後早稲田大学商学部

に入り昭和63年に旧の東海銀行に入行、東京を皮切りに各

地７ヶ店を経て昨年より蟹江支店支店長をしております。

豊川支店勤務時にはロータリーにも所属させていただき、

他店勤務時にはもちろん各地のロータリーに在籍してみえ

る企業経営者の方々と交流させていただきました。その経

験をもとに銀行家という外部の目線で見たロータリー像を

伝えさせていただき、会員増強活動の参考にしていただけ

たら幸いです。

ロータリーで活躍されている方々の印象として真っ先に

思い浮かぶのは、考え方、生き方の真面目な方が多いとい

うことです。奉仕の精神に裏打ちされているからでしょう

か地元愛が強く、地元でのイベントなどでは必ずと言って

いいほど中心となって活躍されております。その姿は心に

ゆとりのある毅然とした佇まいで、企業経営者としての安

心感がうかがえます。このような方々の社交の場でありま

すロータリークラブが会員増強に悩まれているのは少し信

じがたく感じております。このように、例会として毎週集

まられている場をうまく発信して、まだ入会されていない

。方々にみてもらうのが一番手っ取り早いのではと思います

ただ一つだけ歴史伝統を上手に継承されているイメージは

あるのですが、先進性を感じさせてもらえる場面が少した

りないように思います 「温故知新」ではありませんが重ね。

られた伝統の上でさらに新しいロータリーのかたちを考え

続けていかれるとさらに魅力あふれるクラブへとなってい

くのではないかと思います。

最後になりますが今回のご縁を大切にして、社の都合上

私が入会することはできませんが仕事上でお会いする方々

には「あまロータリークラブ」の魅力についてお伝えさせ

ていただくことを約束しまして、本日の締めくくりとさせ

ていただきます。

親睦活動委員会

９月の誕生日のみなさん

会 員 誕生日 夫 人 誕生日

川口 信義 S..11.9.3 河瀬千賀子 Ｓ.17.9.15

東海 広光 Ｓ.25.9.1 鈴村 玲子 S.26.9.15

栗本 裕子 S32.9.27 黒川 康代 S35.9.25

稲垣 秀樹 S33.9.4 今西久美子 S.38.9.16

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

委 員 会 報 告

「東海年度第1回新会員研修会＆新会員歓迎会」

開催日：2015年8月26日（水）

報告者：鈴木正徳米山奨学委員会委員長兼地区研修委員

平成27年8月26日（水 、名鉄グランドホテル11階に）

おいて、入会1年未満の新会員を対象に、東海年度第1回新

会員研修会と新会員歓迎会を開催いたしました。

研修会の参加者は、新会員（名簿順に青本道春君、藤田

秀樹君、藤田隆志君、北澤英一君、篠田耕伸君の5名）と

先生役の東海会長、鈴木正徳君の2名、及び後藤袈裟美君

以下5名の総勢12名でした。

チャーターメンバーの後藤袈裟美君は、急遽資料を用意

していただき、ロータリーの神髄「慈愛」について熱心に

語っていただきました。続いて東海会長より東海年度の主

。要行事とロータリーの基本事項を説明していただきました



最後に、わたくし鈴木正徳がロータリーの歴史などを説明

いたしました。

研修会終了後、18:45より隣室で新会員歓迎会を総勢1

9名で開催いたしました。初代会長大竹和美君より新会員

に向けての温かいエールをいただきました。また、後藤袈

裟美君に乾杯の発声をしていただいた後、和気あいあいと

した懇談会がはじまりました。

最後に、初代会長やチャーターメンバーも参加して実施

できた研修会及び歓迎会を企画していただきました東海会

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、大変有意義な勉強会及び歓

迎会となりましたことに改めて感謝申し上げます。

わ が 街 あ ま 地 区 文 化 財 ６

「宮崎いん圃邸址 －弥富市鳥ケ地－」

宮崎いん圃は江戸時代

の中ごろに活躍した旧

十四山村出身の漢学者

・文化人で 享保２ 1、 （

717）年に鳥ケ地で

生まれた。幼い頃から

聡明で、10歳で漢詩

を作ったと伝えられ、

この頃に父とともに名

古屋へ移り学問に励ん

だ。17歳の時に京都

に移って儒学者の伊藤

東崖に学び、その傍ら

で書画を修めた。特に

竹を描くことに優れ、

浅井図南らとともに

「平安四竹」と称えら

れた。この碑は大正2年に建てられ、現在は十四山中学校

のグラウンドの片隅にある。また弥勒寺には、文化11年に

建てられた、宮崎家のいわれを記した碑が残されている。

「津金文左衛門銅像 －飛島村南枕江－」

享保12年（1727年）に名古屋で生まれた津金文左衛門

は、尾張藩の熱田奉行、船奉行の要職に就いていたが、寛

政9年藩主宗睦の命を受けて飛島新田の干拓事業に心血を

注いだ。この飛島新田の生みの親である津金文左衛門の偉

業を顕彰するため、平野清次氏、日泰寺方丈吉田鉄心師、

木村直一氏ら地元建設委員が中心となって浄財を集め、昭

和28年5月に建てられた。

「ロータリーの歴史 ６」

文責 東海広光会長

第３回会合で初代会長に選ばれたシルベスター・シール

は、そのとき自身の職業である石炭業界の話をしたと記録

されていて、これがロータリーの卓話の始まりと伝えられ

ています。

第７回例会以降、例会が食事付きになると、ロータリー

が欧米の習慣であるafter-dinner speech＝卓話を取り入

れたのも、ごく自然な成り行きだったと考えられます。従

、 、って卓話は ロータリー関連の話に限らず職業や業界の話

時事問題など、会員が広い知識を得るための手段となって

います。昼食時に開催される多くの例会では、例会場に到

着した人からそれぞれに昼食を始めるというクラブが多い

ようです。



ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

東海広光 会長

・加藤康章さん、ようこそあまロータリークラブへ。本日卓話をよろしくお願いいたします。

・新会員歓迎会ご参加の皆様、お疲れ様でした。充実した会を開催でき、大変有り難うございました。大竹初代会長・後藤

袈裟美両チャーターメンバーにご参加いただき、会長として非常に心強かったです。

・篠田耕伸君、北澤英一君、青本道春君、藤田秀樹君、藤田隆志君、新会員研修会にご参加、有り難うございました沢山友

人を作って、ロータリーライフを楽しんで下さい。

西川広樹 副会長

・地区研修委員の鈴木正徳君、研修会有り難うございました。

児玉憲之 幹事

・新会員研修会に参加の皆様、お疲れ様です。

・三菱東京UFJ銀行蟹江支店長加藤康章様、本日の卓話、よろしくお願いいたします。

高山 敏君

・先日は会員の皆様に大変お世話になり、有り難うございました。

・東海会長はじめ、児玉幹事、親睦活動委員会の皆様、お手伝い有り難うございました。

大竹和美君

・8月28日に、満93才になりました。感謝。

加藤 徹君

・本日UFJ銀行蟹江支店加藤支店長に会員増強のためのヒントに繋がるお話をしていただきます。

光岡 朗君

・長らく入院していました。やっと出られ、喜んでいます。

藤田秀樹君

・新会員歓迎会、どうも有り難うございました。

藤田隆志君

・先日は新会員研修会、講師の皆様有り難うございました。

板津和博君

・ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

伊藤英毅君

・長女の孫が帰りました。孫は来てよし、帰ってよしです。疲れました。

伊藤正征君

・秋の家族会参加の皆様、集合時間A班・B班、間違えないよう。当日は晴れます。

川口信義君

・高山君、ご母堂様のご逝去、誠にご愁傷様です。

北野庸夫君

・先日、細い一方通行で自転車の若い女の子が、警笛を鳴らしても脇へ避けないので、追い抜きざまに「何しとんじゃ！」

って言ったら「ルッセイ！」って言われました。

栗木和夫君

・今日は誕生日です。明日は東海会長です。いくつになったかな？55才だった。

宮下忠克君

・今さらドラゴンズですが、情けない限りです。少し期待した私がバカでした。

水野 眞君

・忙しい8月が無事終わりました。大竹和美先輩の言われる次のことは解らない言葉が口に出てくる。暑い、切ない、楽し

い終活の月でした。

大西晃弘君

・秋の家族会、仕事の都合で欠席させていただきます。申し訳ありません。

篠田正志君

・孫達と台風が来ている中、海がめの放流に行って来ました。疲れました。



田中正博君

・8月も今日で終わります。9月も楽しいことが沢山ありますように！！

山田幸治君

・アウヤン・テプイに行きたかったのですが、行く方法が分かった時は70歳を超えていました。エンジェルフォールの滝の

落ち口まで、片道15日掛かります。滝の下なら小型のボートで行けます。

投函件数27件 合 計 ７２，０００円


