
２０１５年１２月１４日（晴れ） 第２週 第２１３４回例会

”日も風も星も”Song

山内 登君・岩田勝義君（尾西RC）Visitor

池崎晴美さん（北島君ゲスト）Guest

Attendance

７８名 １０名 ８４．８５％会員 欠席 出席率

１１月分修正出席率の報告

100％ ０名１１月 ９日出席率 欠 席

100％ ０名１１月１６日出席率 欠 席

100％ ０名１１月３０日出席率 欠 席

東海広光 会長President Time

皆さん、改めましてこんにちは。今年度ロータリー財団

地区補助金事業といたしまして、フィリピン・ケソン市路

上生活児支援事業といたしまして 特定非営利活動法人 ア、 「

イキャン」と合同で「こどもの家」という児童養護施設を

、 、 （ 、 、建設し あまRCは その施設の中の水場 足洗場 洗濯場

トイレ、シャワースペース）を別棟で建設いたしました。

このこどもの家は、路上生活のこども達を児童養護施設で

保護し、就学や自立を長期的に支援する取り組みをすると

ころです。入居するこども達は親に虐待されたり、捨てら

れたり、親と死別したりして路上生活を余儀なくされたこ

ども達です。一時保護施設での限定的な支援ではこども達

が再び路上生活に戻ってしまい、犯罪に巻き込まれたり、

犯罪に手を染めしまう例もあり、この施設を「交流の場」

とし、路上生活から立ち直ったこども達の健やかな心身の

成長を促す場所となることが期待されます。引渡式の後、

路上生活から立ち直ったOB、OGの皆さんと、今回訪問い

たしました大竹敬一国際奉仕委員長、中西国際奉仕副委員

長と奥様、児玉幹事、私、そしてアイキャンスタッフさん

と意見交換をすることができ、彼らの夢や目標を聞くこと

が出来ました。路上生活をしている時、路上で物を売る際

に所場代を警察官に払わないとできないとか、言うことを

聞かないと連れていかれ殴られる、そんな経験から自分は

。 、いい警察官になりたいと言う子がいました また神父さん

看護師、ソーシャルワーカー、お医者さん、子どもたちの

指導者、学校の先生、そして大金持ちになり皆を助けたい

という子もいました。彼らは過去に辛い生活を送ってきた

故にこのような夢に向かって笑顔を絶やさず、私たちに真

剣に話をしてくれました。今回彼らの話す言葉がタガログ

語で、その間に立って通訳をしていただいたのが中西さん

。 、の奥さんでした 微妙な表現に的確な通訳をしていただき

本当に生の声を聴くことが出来、和やかな雰囲気の中でフ

ォーラムを開くことができました。25万人の路上生活児が

１２月１９日（第２１３５回）Today

担当 伊藤正征 親睦活動委員長

演題 年末家族会

於 名鉄GH 17:00

（12/21例会振替）

１月 ７日（第２１３６回）Next Week

担当 伊藤正征 親睦活動委員長

演題 新春夜間例会

於 名鉄犬山ホテル 18:00

（1/4例会振替）



いると言われているフィリピンで、このような奉仕活動を

したことは、太平洋に目薬を一滴垂らしたようなものかも

しれません。が、世界中のロータリークラブが国を超え、

このような活動をすることが将来世界平和・親善・国際交

流に繋がることと信じ、この引渡式に参加いたしました５

人で、素晴らしく達成感を共有できた三日間でございまし

た。後日、国際奉仕委員長から報告をしていただきますの

でよろしくお願いいたします。

さて、いよいよ今週の土曜日には年末家族会を開催させ

ていただきます。203名という大勢の皆様にご参加いただ

きますこととなり、誠に有り難うございます。伊藤正征親

睦活動委員長、稲垣親睦活動副委員長、親睦活動委員会の

皆さんが準備万端でお待ちいたしておりますので、楽しみ

にお越しください。髙山クラブ奉仕委員長のお世話で、シ

ンガーソングライターの小田純平さんをお迎えしまして、

団魂世代の圧倒的な支持を持つ歌をお聞きいただきます。

そしてその間子供たちは道化師集団「クラウン」に来てい

ただき、別室で楽しんでいただこうと企画いたしておりま

す。福引も会長賞、副会長賞、幹事賞、クラブ奉仕委員長

賞、親睦活動委員長賞など寄付もたくさんいただきました

ので、大変充実したものとなります。楽しみにお越しくだ

さい。

児玉憲之 幹事Secretary Report

１ 次回例会は12月19日（土）年末家族会です。12月2

1日（月）の例会振替となります。

西尾張分区IM実行委員長 山内 登君、ガバナー補佐副幹

事 岩田 勝義君（尾西RC）

卓 話

「人間関係とコミュニケーションが劇的に変わる

たった1つのコツ」

メットライフ生命保険株式会社

中京第二エイジェンシーオフィス 堀江 明彦氏

過去30年間、企業が採用選考時に最も重視する要素の第

一に挙げているのが「コミュニケーション能力」です。逆

に、退職する理由の第一に挙げているのが、社内の人間関

。 、 、係の不満があることと言われています 人材の育成 活用

適材適所など、多くの企業様においては、人の問題を抱え

ています。なぜ、人の問題が長年に渡り、解決されないの

、 、か？なぜなら コミュニケーションやその能力に関しては

誰もが「過去、ちゃんと教わったことがないから」と言わ

れています。御社では、いかがでしょうか？「コミュニケ

ーション能力」について、社員は同じ定義をお持ちでしょ

うか？

、 、 、つまり 感覚的にその意味合いは分かっていても いざ

自分の言葉で発するとなるとどのようにまとめたらよいの

か、うまく答えられない人が多いのです。コミュニケーシ

ョンの定義がなんとなくのため、ある人は野球、ある人は

サッカーなど、ルールが違うゲームをしているような感じ

なのです。これは、算数の九九のように、体系的に習って

いないのが原因です。ですから、その都度違う答えや表現

になってしまうのです。では 「コミュニケーション能力」、

に関して、体系的に学べるものはあるのでしょうか？残念

ながら概論は学ぶことはできても、コミュニケーション能

力やその伸ばし方について学べるところはありそうで、な

いのが、現実と言われています。

私は数年前に、日本人の中に“コミュニケーション能力



という言葉をよく使うが、それについてはまったく理解し

ていないという矛盾“があることが分かりましたので、ア

メリカの成功者が学んだ“コミュニケーション能力”につ

いて、またその能力の伸ばし方について研究し、そしてこ

れらの全容を掌握しました。その結果、保険の営業におい

て、驚くべき結果を出すことができました。

コミュニケーション能力とその伸ばし方を学ぶことは誰

にもできます。しかし、これまでは、そうした環境や教え

てくれる人がいませんでした。でもこれからは違います “。

一部の例外”がここにあるからです。実際、私自身もこう

した研究、実践をする過程で、 これまでまったく目に見え

なかった人生での指針や 人生におけるコミュニケーション

能力の体系が 目に見えて分かるようになりました。

皆様には、この機会にコミュニケーション能力とその伸ば

し方について共に学んでいただければと思います。

わ が 街 あ ま 地 区 文 化 財 １２

「元松地蔵 －飛島村元起之郷－」

文政6年（1823年）に建立され、未敷蓮華と数珠を持

つ。百姓惣代の金左衛門が陣屋に据え付けを願い出た記録

が残っており、川面に映える船提灯もここを出発点とした

とされている。余った母乳をお返しするという子育てに近

い信仰もあった。当時近隣にはまだ寺院もなく、厳しい農

作業の後の欣求浄土の祈りを捧げ、心の支えとなってきた

飛島村の中でも最も古い地蔵のひとつである。

「鳥の池 －弥富市神戸－」

海の中に堤防を築き新田を開発してきたこの地域では、

高潮や地震で堤防が切れ洪水になることが多く、堤防の切

、 。 、れた跡に 澪と呼ばれる池が各所に残されていた しかし

現在はほとんどが埋め立てられ、この「烏の池」が唯一の

澪の跡となった 「神戸家文書」に宝暦７年（1757年）の。

大水でこの場所に澪ができたという記録がある。また、こ

の池には八大龍王の伝説が残っている。



「銅造阿弥陀如来坐像 －弥富市鳥ケ地－」

龍華山弥勒寺の本尊で、背面の刻銘に、明応９年（150

0年）藤原宗次作とある。宗次は梵鐘や鰐口の鋳工として

、 。知られ 仏像の専門でない鋳工が作った貴重な仏像である

弥勒寺は、仏像と同じ明応９年の創立で、もともとあま市

伊福にあったが、戦国時代の戦禍により寺は失われ、仏像

だけが伝えられていた。寺は元禄４年（1691年）に鳥ケ

地新田に再興され、同12年に現在地へ移された。

「 （ ） 」間取り花鳥文大花瓶 七宝焼 －あま市七宝町遠島－

七宝作品の中では大型に属し、高さ152㎝、最大径67.

8㎝ある。他の多くの七宝作品同様に、作品自体に作者の

落款銘はないものの、本作の下絵（現物は名古屋市博物館

蔵）が林小傳治宅に伝え残されていたことから、現在では

本市七宝町遠島出身の名工林小傳治の作品で、製造は明治

20～30年代と判断される。当時海外で開催される万博へ

七宝を出品するために、こうした大型の花瓶や皿を製造す

ることが当地でも盛んに行われた。本作自体も海外向けに

製造されたものと考えられ、実際に海外の万博に出展され

たとも伝わっている。平成26年度にあま市有形文化財に指

定される

「ロータリーの歴史 12」

文責 東海広光会長

我が国の社会では、手芸クラブ、スイミングクラブとい

えば、手芸や水泳をすることを目的として集まった会のこ

とを意味します。これに対して欧米では、歴史的に、club

とは趣味であれ、スポーツであれ、それらを行うために集

まった人々が、話し合い、接触を深め、人間的交流を楽し

むことを目的としています。即ち、我が国では趣味やスポ

ーツを行うことそのものが目的となってしまっていて、人

間的交流がクラブの本質的な目的であるという意識が失わ

れていることが多いのです。そこで最初期の条文｢２｣を改

めて見てみましょう

２．社交クラブに付随する親睦その他の必要事項を推進す

ること。

後世のロータリーでは何度にもわたって “親睦か奉仕か”、

などと問われつづけましたが、ここでは明確に、ロータリ

ーが“クラブ”と称する以上は、必然的に、それに付随す

る｢親睦｣を推進すると、明記されています。



ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

西尾張分区IM実行委員長 山内 登君・ガバナー補佐副幹事 岩田 勝義君（尾西RC）

・IMのお知らせのため、貴クラブを訪問させていただいたお礼として。

東海広光 会長

・堀江明彦さん、ようこそあまRCへ。卓話、楽しみにしています。よろしくお願いいたします。

・ロータリー財団地区補助金を使用してのフィリピン・ケソン市路上生活児支援事業現地引き渡し式に参加の皆さん、有り

難うございました。

・中西国際奉仕副委員長ご夫妻には大変お世話になりまして、有り難うございました。お二人の協力がなければ出来ない支

援事業でした。何時か成長した子供達の笑顔を見たいですね。

・年末家族会に、大勢の皆様のご参加申し込みを頂きまして有り難うございます。伊藤正征親睦活動委員長、稲垣副委員長

が頑張って準備いたしておりますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

西川広樹 副会長

・12月14日は忠臣蔵の討ち入り日。最近テレビで見ませんね。

児玉憲之 幹事

・12月11日より2泊3日の行程にて、地区補助金事業をフィリピン国ケソン市にて支援して参りました。皆様の浄財を使っ

て、立派な水道施設が完成し、子供達は大変喜んでいました。式典に参加の皆様、お疲れ様でした。

中西 巧君

・12月12日、フィリピン・サンメテオの国際支援の引き渡し式に参加頂きました東海会長、大竹敬一国際奉仕委員長、児

玉幹事の皆様、お疲れ様でした。予算が無く質素でしたが、心温まる式典となりました。応援頂きました皆様、有り難う

ございました。

伊藤正征君

・年末家族会のご案内です。12月19日（土 、名鉄グランドホテル、受付16時、入場16時30分です。企画ショータイム）

・シンガーソングライター小田純平さんの歌声。クラウンによるパフォーマンス。参加の皆さん、よろしくお願いいたし

ます。

篠田正志君

・次年度の役員・理事をご承認頂き、有り難うございました。伝統あるあまRCの名に相応しい活動をして行きたいと考えて

おりますので、暖かいご支援・ご協力をよろしくお願いします。

・今日から準備理事会が始まります。次期役員・理事の皆様、よろしくお願いします。

山田幸治君

・NHKのマイビデオで、今年6回目の放送をしてくれました。12月10日 「祖父江の銀杏」です。、

家田安啓君

・東海君、有り難うございました。名鉄の山本君、昇進おめでとうございます。

前田重廣君

・ニコボックスの皆さん、ご苦労様です。

田中正博君

・例会も今日と週末の家族会の2回になりました。今年1年、大変お世話になりました。来年もどうぞよろしく！！

・藤田淳士先生の卓話のDVDを、山田幸治君にいただきました。健康管理をしっかりしたいと思います。

板津和博君

・ニコボックスの皆さん、ご苦労様です。

加藤 徹君

・今朝、久し振りに流れ星を見ました。双子座流星群、明日がピークだそうです。

川口信義君

・年末家族会は都合により欠席。親睦活動委員としてお世話出来ず、申し訳ない。

北野庸夫君

・毎年年末になると、気が緩んで風邪を引いています。今年は気を引き締めて頑張ります。

北澤英一君

・さすがに師走です。久し振りの出席になりました。



黒川元則君

・篠田正志年度の次期準備理事会が、いよいよ本日から始まります。よろしくお願いします。

黒野晃太郎君

・山内君、ご苦労様です。

田邊正紀君

・本日の準備理事会、欠席させて頂きます。申し訳ありません。

山田尊久君

・東海会長の弛み無い気持ちに触れ、ロータリーがますます好きになりました。

吉田 勤君

・山田幹夫君、先週は楽しい企画にお誘いいただき、有り難うございました。

東海広光 会長・高山 敏君、児玉憲之 幹事

・ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

投函件数22件 合 計 ８５，０００円


