
２０２１年 １１月 １５日（曇り） 第２週 第２３６７回例会

Song ”君が代・奉仕の理想”

Attendance

会員 ７０名 欠席 １３名 出席率 ７７．１９％

President Time 家田安啓 会長

今日の卓話は、地区委員の方々に、地区委員としての役

割などを話していただきます。今日の話を聞いて、是非地

区委員になりたいという希望がありましたら、私か、次期

会長の臼井さんに申し出てください。

さて、今日は勤労感謝の日の話をします。皆さんご存知

のように１１月２３日は勤労感謝の日です。国民の祝日に

関する法律では、「勤労をたっとび、生産を祝い、国民たが

いに感謝しあう日」と定められています。アメリカの感謝

祭という祝日が、１１月の第４木曜日と決められているの

で、子供のころには、それに合わせて制定されたものだと

思っていました。ところが、この日は新嘗祭（にいなめさ

い）（シンジョウサイと音読みすることもある）という、日

本古来のお祭りの日というのが正しいようです。辞書等に

よると、「天皇が新穀を天神地祇（テンシンジギ）に供え、

自らも食する祭り」とされています。祭儀は、旧暦の１１

月の２番目の卯の日と決められていたものを、明治６年に

太陽暦に変えたときに、１１月２３日に決めたものです。

これ以後、太陽暦の１１月２３日が新嘗祭ということにな

りました。本来は、宮中祭祀であって、天皇家のお祀りで

あり、一般の人々には無関係のものです。この新嘗祭は弥

生時代に始まったとの学説もあるようですが、古くは日本

書紀に新嘗祭の記載があるそうです。歴史的には、642年

の皇極天皇が最初に新嘗祭を行った人物といわれています。

さらに、新嘗祭が毎年行われるようになったのは1688年

の東山天皇からだと言われています。なお、大嘗祭と言わ

れる祭りがありますが、これは新しい天皇が即位して、最

初に行われるに新嘗祭の事を特別に大嘗祭というものです。

また、似た言葉として、神嘗祭というものがあります。10

月17日とされ、戦前は祝日だったようです。今年は、10

月15日から25日頃まで、伊勢神宮で神事が行われました。

神嘗祭とは、その年に収穫された新穀を天照大御神にささ

げ、その恵みに感謝するお祭りです。この日は、収穫に感

謝して、神様にささげるだけで、神様と一緒に食事はしま

せん。稲作社会において、稲が実ったことをすぐに神に感

Today １１月２９日（第２２６８回）

担当 大竹敬一 ロータリー情報委員長

演題 新会員卓話

石原宏亮会員・伊藤 淳会員

Next Week １２月 ６日（第２２６９回）

担当 加藤春視 プログラム委員長

演題 卓話

プロゴルファー 菅沼 恭子氏



謝し、その後脱穀などして、食べられるようになったとこ

ろで、一緒に食事をするという流れだったのではないでし

ょうか。この日は、１年の収穫に感謝して、新米を家族そ

ろっていただき、神に感謝するのも良いのではないでしょ

うか。

Secretary Report 中島英之 幹事

１ 次週11月22日（月）は勤労感謝の日の振替による休

会です。次回例会は11月29日（月）になります。

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

家田安啓 会長

地区委員の皆様、卓話よろしくお願いします。

土曜日にトヨタの山奥のゴルフ場へ紅葉狩りに行って

きました。

谷川浩司 副会長

先日、得仙の会に参加させて頂き、北野君、西川君両

先輩のお元気さに感嘆いたしました。

中島英之 幹事

昨日は家庭サービス。妻と二人でゴルフでした。

栗木和夫君

11月13日（日）、豊川稲荷にて米山記念奨学生牟 桐

君と研修会に出席。座禅に写経。キツネは何処にいま

す？と言われた。

古川 宏君

久しぶりに出席です。

後藤 眞君

桟橋に尻から落ち。まだ海でなく良かった。ジジィの

証。

伊藤英毅君

昨日、久しぶりにコンサートに行きました。エフゲニ

ー・キーシンと言うピアニストでした。人間の指があ

んなに早く動くのにただただ驚きました。

北野庸夫君

加藤春視君、次々期会長おめでとう！ご苦労様！頑張

って下さい。

児玉憲之君

本日、会員卓話をさせて頂きます。どうぞよろしくお

願いいたします。

黒川元則君

本日の地区委員卓話、大変楽しみです。

黒野晃太郎君

地区委員の会員卓話、楽しみです。

小倉廣三君

11月誕生日の会員・パートナーの皆さん、おめでとう

ございます。いつまでもお元気で！

大西晃弘君

本日の地区委員卓話、楽しみにしております。

竹田竜一郎君

伊藤英毅君、御園座のチケット手配、有難うございま

した。母親もとても喜んでいました。

武井 正君

先日、中高の同級生と楽しいゴルフをしました。お互

いをよく知る古き友は宝物です。

東海広光君

山田幹夫君、伝統あるコーラス部への入部、有難うご

ざいます。Bassの厚みが増し、これで私も一安心です。

臼井幹裕君

本日、地区職業奉仕委員会の活動について、報告の機

会をいただきました。有難うございます。

山田幹夫君

この度伝統あるあまRCコーラス部へ入会させて頂き

ました。ハーモニーを乱さない様に頑張ります。

合 計 ３４，０００円



地 区 委 員 卓 話

地区国際奉仕委員会

委員長 鈴村與左衛門君

皆さま、鈴村與左衛門です。現在の地区の役職は国際奉

仕委員長をしています。

コロナ禍、海外へ出向く事は昨年の2月以降有りません

が、それに代わりZoomなどのweb会議へ移行し、海外へ

出向く事なく海外クラプとの打ち合わせが出来る事により、

前年度は地区国際奉仕委員会では2件のグローバル補助金

事業、インドネシア（3410地区）にフェイスシールド14

4,000枚、タイ・チャン名（3360地区９にICUなどの医

療器具、地区内クラブから支援金600万円余りを預かり、

インド（3291地区）フェイスシールド49,000枚を送り

ました。

今年度は名古屋錦RCにグローバル補助金事業をお願いし

て、フィリビン・ルソン島（3790地区）のサン・フェル

ナンドにある小学校10校に、各1基ずつ浄水ステーション

を設置する総額7万ドルの事業です。ルソン島の水が悪く

て、そのままでは飲用には使えません。安全な水を飲もう

とすれば、子どもたちはべットボトルの水を買って持って

いくしかありません。家庭にそのゆとりもない子どもたち

は非衛生的な水を飲んでいます。電気設備で水を濾過する

浄水ステーションを学校に設置すれば、子どもたちは全員、

安くて安全な水を飲むことができます。浄水ステーション

は1校につき1基必要で、1基作るのに米ドルで7000～8

000ドル（80万円～90万円）かかります。浄水ステーシ

ョンがあれば、子どもたちは毎日ペットボトルの水を買わ

なくともよくなり、1年間の水代だけで480万円（生徒20

00名の半数が1本10ペソ= 22円のペットボトルを買って

いるとすると、年間の水代は22円x 1000人x 220日=約

480万円）が節約できます。設置費用はたちまちに元が取

れ、その後は維持費として年間30万円かかるだけですから、

長期的に見ればどれほどの節約になるか、おわかりいただ

けると思います。さらにべットボトルを買わなくなるので、

1年で22万本（1000本x 220日）のプラスチックゴミが

なくなり、環境保全SDGｓにも大いに役だち、今年度沓名

ガバナーが進める「カーポンゼロ」につながります。

それから、私はクラブからの推薦、許可を頂き、2007-

09年に世界社会奉仕委員会に始まり、2011年RCC委員

会、2013-17年社会奉仕委員会、2019-20年会員増強

委員会委員、2020-21年国際奉仕委員会と多くの委員会

を経験し、ロータリーの奉仕活動を知り、勉強をさせて頂

きました。印象に残るのは私が社会奉仕委員会委員長の時、

平成28年4月16日（土）午前1時25分に発生した熊本地

震が印象に残ります。地震直後から支援物資を送らないと

思い、加藤陽ーガバナー、地区委員会委員長、地区の皆さ

んにお声がけをしたら、数日のうちにプルーシートや作業

服、地区資金を使い、トイレットペーパー、紙おむつ生理

用品などの生活用品を購人し、地震から一週間後、1人で

会社のトラックを運転し、羆本県内の交通規制のなか支援

物資を肥後大津RC（2720地区）に届けました、新聞や『ロ

ータリーの友』誌にも掲載されましたが、心に残る思いは

ロータリーの友情・連携・奉仕の思いを感じました。

ご静聴ありがとうございました。

地区公共イメージ向上委員会

委員 児玉憲之君





地区職業奉仕委員会

委員 臼井幹裕君

RI第2760地区の職業奉仕委員会に出向しております臼

井幹裕です。私は、2006年5月にあまRCに入会し、15

年余りのロータリアンです。クラブでは、2011-12年度

鈴木正徳会長の年度に職業奉仕委員長を務めました。その

際の幹事は大竹敬一君で、大竹君が会長を務める2018-1

9年度から2760地区の職業奉仕委員会に出向しています。

5大奉仕部門の中でも、｢職業奉仕｣は難しいとされ、その

勉強の機会を与えていただきました大竹君には感謝に堪え

ません。

さて、地区委員会の活動の紹介ですが、私の地区委員歴

は、4年程度ですので、理解に乏しいところはお許しいた

だきたいと思います。地区職業奉仕委員会の活動は、前年

度4月冒頭に第1回委員会が開催されることから始まり、1

0月のクラブ委員長会議、1月の職業奉仕月間の卓話担当、

4月の地区研修協議会の分科会担当を終えて年度の活動が

終了するサイクルで、それぞれの準備のために委員会が開

催されます。RIの変化に合わせて「職業奉仕とは何か」を

より深く理解していただくことを目的に活動しており、幸



い他の地区委員会に比べて、それほど過大な負担ではない

様に感じています。

ロータリーの根幹は職業奉仕にあるとされており、出向

の委員の皆さんは論客ばかりです。新参者はいろいろ教え

ていただくことも多く、いろいろ実りある会議です。難し

いとされる職業奉仕を分かりやすく各クラブの委員長に伝

えようと知恵を絞って活動しているところです。また、職

業奉仕委員会は、進取の気性で、2020-21年度（昨年度）

のコロナ禍にあってもライングループで連絡をとり、先駆

けてズームによるオンラインでの委員会やクラブ委員長会

議を開催し、岡部直前カバナーからは鋤柄委員長がガバナ

ー功労賞をいただいています。2021-22年度(本年度)も、

10月28日、ズームオンラインでクラブ委員長会議を開催

し、その際にはブレイクアウトルームを利用してグループ

デイスカッションを実施しています。是非、皆さんも、機

会があれば地区委員会に出向して、活躍していただくこと

を願っています。

第 4 5 3 回 ゴ ル フ 部 例 会

2 0 2 1 年 1 1 月 1 8 日 桑 名 C C

Rank N A M E OUT IN GROS H'C NET

優勝 武井　正 43 49 92 18.0 74.0

２位 河村昭利 45 49 94 19.2 74.8

３位 武藤正俊 41 45 86 108.0 -22.0

４位 北野庸夫 45 48 93 16.8 76.2

５位 西川広樹 45 51 96 19.2 76.8

６位 東海広光 43 41 84 7.2 76.8

７位 板津和博 45 50 95 18.0 77.0

８位 山田広明 52 48 100 22.8 77.2

９位 加藤春視 49 50 99 21.6 77.4

１０位 髙山　敏 45 53 98 19.2 78.8

１１位 後藤裕一 48 50 98 19.2 78.8

１２位 渡辺　均 50 50 100 19.2 80.8

１３位 鈴村與左衛門 52 53 105 24.0 81.0

１４位 伊藤正征 55 50 105 24.0 81.0

１５位 石原宏亮 55 50 105 22.8 82.2

１６位 大竹敬一 52 49 101 18.0 83.0

ＢＢ 古川　宏 53 58 111 27.6 83.4

１８位 伊藤英毅 64 63 127 36.0 91.0


