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Song ”手に手つないで”

Attendance

会員 ６８名 欠席 １１名 出席率 ８０．７０％

President Time 谷川浩司 副会長

今日は、節分の話をさせていただきます。

節分とは、季節の分け目を表すことですから、本来年に

何度もあるわけですが、現在は二四節気の始まりである立

春、その前日に鬼を追い払って新年を迎える、またその年

を締めくくる行事のことを言います。主に煎り大豆を使用

しますが北海道など地方によっては殻付き落花生をまく地

域も御座います。なぜ豆かと申しますと『魔を滅す』に通

じ語呂がいいとか、五穀の中で使いやすいとか言われます。

また豆まきには豆打ちと言って鬼を打ち払う意味と、餓え

た鬼に豆を恵みお静まりいただく2つの意味があります。

発祥は、おにやらい（追儺）という宮中行事のようです。

殿上人と呼ばれる身分の高い貴族が鬼に扮した家来たちを

桃の弓、葦の矢で追い払うというものでしたが、今はこの

行事は廃り、これが各地の寺社が受け継ぎ今に至るという

わけです。さて、ここで桃の弓、葦の矢が出てまいります

が、もちろん怪我をさせないのも大事ではありますが、弓

に使われております桃は、神話で国生み、神生みに登場し

ます伊邪那岐・伊邪那美の話から来ております。伊邪那美

は国生みを終えた後、森羅万象の神たちを生む中でカグツ

チという火の神様を生んだ時に大やけどを負い、お亡くな

りになります。大いに悲しんだ伊邪那岐は、黄泉の国まで

会いに行きますが、変わり果てた伊邪那美の姿を見た伊邪

那岐は急ぎ逃げ帰るわけですが、伊邪那美が鬼たちととも

に追いかけてまいります。地上へと続く洞窟を駆け上がり、

ようやく黄泉の国との境目に来た時、そこに桃の木が生え

ており、伊邪那岐はこの木の桃を黄泉の国の住人達に投げ

ます。すると桃の持つ魔よけの神力によって鬼たちは逃げ

帰り難を逃れます。この時投げた桃から桃の弓なので、桃

の節句や桃太郎伝説など桃には不思議な力があるようです。

ですから、節分祭に使用する豆を祈祷する際はこの伊邪那

岐の投げた桃の神力をこの豆に宿したまえと祝詞を上げる

Today ２月１４日（第２３７６回）

担当 中澤浩一 職業奉仕委員長

演題 クラブフォーラム

於：中部電力MIRAI TOWER（旧テレビ塔）２F

レストラン リリィ

職業奉仕委員会

Next Week ２月２８日（第２３７７回）

担当 家田安啓 会長

演題 ガバナー公式訪問

沓名俊裕ガバナー（安城RC）

津島RCと合同（ホスト：あまRC）



のです。

ところで、あまRCで節分と申しますと、甚目寺観音・大

徳院であります。先のご住職は当クラブのパスト会長であ

ります堀江承元さんでありますが、最近は参拝客が少なく

なったとお嘆きのところにこの流行病ですから大変ご苦労

されて居るようです。今年は甚目寺観音が恵方ということ

もありますので皆様、お誘いあわせの上是非ご参拝くださ

い。

最後に蒔いた豆を年の数だけたべるのですが、残った大

豆は如何なさいますか？私は炊飯時にお米と一緒に炊き上

げるのをお勧めします。お出汁で炊いても良いですし、そ

のままお塩をふって豆ごはんとしてもよろしいかと思いま

す。またかやくご飯のアクセントとしてもお使いいただけ

ます、炒った大豆がふっくら柔らかく炊き上がりますので

おいしくいただけます。

Secretary Report 中島英之 幹事

１ 次週2月7日（月）は建国記念の日の振替による休会で

す。

２ 次回例会は2月14日（月）職業奉仕委員会クラブフォ

ーラムです。場所は中部電力MIRAI TOWER（旧テレ

ビ塔）２Fレストラン・リリィ、11時30分点鐘とな

ります。お間違えないようお願いします。

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

家田安啓 会長

本日、クラブアッセンブリーです。各委員会委員長、

よろしくお願いします。

谷川浩司 副会長

本日、家田会長のかわりに会長卓話をいたします。よ

ろしくお願いいたします。

中島英之 幹事

栗木君、有難うございました。

先日もう少しで死ぬところでした。

大竹敬一君

また来月、別件で入院します。3月に皆さんとお会い

できることを祈ります。

神野恭寿君

ゴルフ・懇親会楽しかったです。皆様を代表して、神

野が残ボックスへ。

後藤 眞君

スマホテストです。

北野庸夫君

検診の結果、努力の甲斐あり、数値が正常に戻りまし

た。

児玉憲之君

本日、クラブアッセンブリーで報告させて頂きます。

しかし内容が無くて困っております。

黒川元則君

先日は伊藤淳君、お世話になり有難うございました。

参加の皆さん、大変楽しかったです。次回も楽しみで

す。

光岡正彦君

年末家族会残念賞4枚中3枚当選していました。1360

0円の超高額当選です。有難うございました。

中澤浩一君

2月14日の職業奉仕クラブフォーラムご参加の皆様、

こんな時期です。くれぐれもご自身の体調でご参加く

ださい。

小倉廣三君

本日クラブアッセンブリーです。よろしくお願いいた

します。

田中正博君

家田年度も半期が終わり、今日はクラブアッセンブリ

ーです。各委員長の発表楽しみです。

竹田竜一郎君

今年もあま市美和かしの木会主催の川掃除事業を中止

する事となりました。有志のみで実施します。あまR

Cの皆様には毎年お世話になっており、有難うござい

ます。来年は実施する予定ですので、またよろしくお

願いいたします。

谷口充子君

コロナの感染者が増え続けています。感染しないのが

一番です。万一感染された場合は、自宅療養でも医療

保険から入院の給付金が支払われる可能性が高いので、

保険会社にお問い合わせください。ご存じない方が多

いので、お知り合いにも教えて差し上げてください。



横井久雄君

もうすぐ梅が咲く頃となりましたね。春が待ち遠しい

です。

合 計 ２８，０００円

ク ラ ブ ア ッ セ ン ブ リ ー

会計 青本道春君

コロナが下げ止まりと思

われたが、ここにきて著

しく感染者が増加し、予

定していた予算が消化で

きない事もありますが、

おおむね例年通り推移し

ていると思われる。

職業奉仕委員長 中澤浩一君

家田年度職業奉仕委

員会では令和4年2月1

4日（月）に【ICTと職

業奉仕】と銘打って、

民間企業（教育産業株

式会社）がモデルショ

ウルームとしてオープ

ンした、ウェブ環境会議室をサテライトスタジオとし、地

区職業奉仕委員長 青山博徳氏の職業奉仕卓話と、クラブフ

ォーラムをウェブ上で実施します。会場となるモデルショ

ウルームは、延べ350㎡のスペースに、3室のジャンル別

ウエブ会議室に加え、2画面合成投影の立体プロジェクタ

ー設置のエントランスホールと、220インチ4K・LEDデ

ィスプレー設置のホールがあります。これを全室、貸し切

りで使用し、ルーム間と卓話者をZOOMで繋ぎ、卓話を拝

聴した後、クラブディスカッションを実施します。付帯行

事として近郊の久屋パーク内、旧テレビ塔（未来タワー）

２Fのレストラン・リリィでフレンチ風ランチをご賞味い

ただき、展望階を見学いただきます。感染防止措置の発令

中も想定して、広く天井高の高いレストランスペースで4

人テーブルとしソーシャルディスタンスを確保し、透明間

仕切り壁等の感染防止処置を十分取って、密を避けて会食

いただく予定をしております。

職業奉仕委員会では今年度2回のIDMと2/4予定のリハ

ーサルを経て、職業奉仕クラブフォーラムが印象深い例会

になるよう、親睦を深めながら準備を実施しております。

社会奉仕委員長 児玉憲之君

新型コロナウィルス蔓

延の影響を受け、例年支

援をさせていただいてお

ります団体などの活動が

中止及び延期となってお

ります。そう言った状況

を踏まえて、社会奉仕委

員会の活動も自粛となっております。

上期は全くと言えるほど活動ができておりませんが、下

期については関係団体と密な連絡と調整を図って参ります。

コロナ禍の真っ最中でありますので、会員の参加が厳しい

場合はどうぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。

支援できなかった事業については、次年度に申し送りをし

て継続していきたいと思います。

また、地域社会の発展に当クラブが少しでも貢献して地域

からの認知度があがり、会員の増加につながるようにして

いきたいと考えております。

青少年奉仕委員長 山田広明君

今年度、青少年奉仕

委員長を仰せつかって

おります山田広明です。

活動報告ですが、コロ

ナ禍でありますので、

なかなか思い描いた活

動が出来ないのが現実

でありますが、これまでの活動内容としましては、海部津

島納税貯蓄組合、尾西地区地域共同生徒指導、ボーイ・ガ

ールスカウトまた、ハッピートークアカデミーに助成金を

出させていただきます。また、3月に行われます地区RYL

Aセミナーに協賛します。卓話もボーイスカウトの方に行

って頂きます。まだ、少々不透明でありますが、あまロー

タリーのメンバーの皆様のご支援とご協力を賜りますよう



よろしくお願い申し上げます。

国際奉仕委員長 後藤裕一君

例年であれば国際大

会参加登録の時期です

が、世界的新型コロナ

ウィルス感染症の蔓延

により本年度世界大会

参加は非常に難しい状

況で家田年度の参加は

見送ることとなります。

今年は姉妹クラブの台湾汐止ロータリークラブの40周年

で6月10日に記念行事が開催される予定であり、台湾との

時差を考慮し当日は夜間例会としてオンライン形式での参

加を計画しており、汐止ロータリークラブと打ち合わせ中

であります。詳細が決まり次第ご報告致します。

ロータリー財団委員長 大竹敬一君

コロナ禍に加え、私

自身の怪我のため、上

半期にロータリー財団

委員長としての責めを

果たせていないことを、

まずお詫びをいたしま

す。そんな中、現在ま

でに財団への寄付としてポール・ハリス・フェローにご協

力いただいた家田会長はじめ皆様に感謝申し上げるととも

に、引き続き下半期にも更なるご協力をお願いしてまいり

ます。また、12月13日例会では、栗木副委員長にご主導

いただき、地区補助金委員会の藤野直子副委員長による卓

話を開催していただきました。

米山記念奨学委員長 渡辺 均君

代読 中島英之幹事

米山記念奨学会への温かいご理解を賜り、上半期で15名

のあまRCの皆さんにご寄付を頂きました。大変有り難く、

厚く御礼申し上げます。下半期もご寄付のお話を頂いた方

もございましたので、再度特別寄付金の免税制度について

機会があればお話ししたいと存じます。

クラブ奉仕委員長 伊藤正征君

代読 副委員長 神野恭寿君

日頃より8委員会の委員長には大変お世話になっており

ます。特に、例会では会場委員会の臨機応変な対応、一番

に会場入りし設営をする鈴村会員には頭が下がります。ニ

コボックス委員会の皆様も、11時30分には会場入り準備

も整い明るく対応して頂いています。プログラム委員会の

皆様にも卓話者との調整を密に行いスケジュール通りの進

行となっています。そして親睦活動委員会の動きでは小倉

委員長を初め、秋の家族会の企画・下見等、時間を多く掛

けて頂いています。コロナ禍により企画は中止となりまし

たが、春の企画への移行となれば良いと思っています。年

末家族会での試食会を２回IDMの数も多くとり事前の取り

組みもコロナ禍の終息を期待してとなりますが、今年度の

テーマ「ロータリーの原点を見つめなおそう」に沿って各

委員会活動にクラブ奉仕委員会として引き続き寄与してい

きます。

ロータリー情報委員長 大竹敬一君

今年度は、昨年度今年度の会員増強委員会初め皆様のご

努力により、8月2日に3名の新入会員を迎え、会員増強で

は順調なスタートを切ることができました。しかし、その

後はコロナ禍と私自身の怪我もあり、ロータリー情報委員

会として、会員への充分なフォローができておらず、申し

訳なく思います。そんな中、12月1日には、田中副委員長

にご主導いただき、新入会員歓迎会を元海さんにて開催し

ていただきました。下半期には、新入会員研修会を充実し

た形で開催したいと思います。引き続きよろしくご指導を

お願いします。

会員増強委員長 加藤 徹君

会員皆様のご協力を

いただき、将来のロー

タリアン候補を含む一

般の方からアンケート

という形でご意見をい

ただきました。現段階

でいただいたものを集

計したところ、世間はあまロータリークラブに対してどの

ように思っているか、どのような期待感を持っているかが



少し見えてきたように思われます。引き続き将来の会員候

補との会話のきっかけのツールとして本アンケートの活用

をお願いするとともに、委員会としては「是が非でも入り

たくなる魅力あふれるあまRC」づくりの一助となるように

アンケート結果を分析し増強活動につなげてまいりたいと

思います。

公共イメージ向上委員長 稲垣秀樹君

クローバーTVとは3

回分契約をしています。

1回目は年末家族会、2

回目は2月28日に予定

しておりますガバナー

公式訪問、3回目は未

定ですが、年度後半は

社会奉仕活動の記録・放映を考えています。先日、アーチ

ェリーの武藤選手の卓話にクローバーTVの取材がありま

したが、無料です。取材の枠があれば、無料で来てくれま

すので、上手に活用したいと思います。

クラブ会報については、家田会長、中島幹事とともに、校

正を共有して行っております。年度後半におきましても、

引き続きしっかり行ってまいります。

「ロータリーの友」は、新しく会員になられた方は、な

ぜこの雑誌が強制的に毎月渡されるのか、ご存じない方も

お見えだと思いますので、少し説明いたします。「ロータリ

ーの友」の第1号は69年前の1953年1月。現在の最新号

が71巻№１ですので、通巻841号ということになります。

日本国内のロータリーが、1952-53年度の7月に2地区に

分割され、それぞれ独自に動き始めます。それぞれのロー

タリーをつなぐために創刊されました。

最後にMy Rotaryについて触れさせていただきます。M

y Rotaryは、登録することによってロータリーの活動や地

区・クラブ運営に必要な情報を入手できる便利なツールで

す。スマホで登録できますので、よろしくお願いいたしま

す。また、過去の会報もあまRCホームページより取得でき

ますので、ぜひご活用ください。

年度後半もよろしくお願いいたします。

親睦活動委員長 小倉廣三君

上半期は9月25日開

催予定の秋の家族会（日

間賀島）は中止となり

ましたが、12月18日

の年末家族会は無事開

催することができまし

た。下半期は1月10日

新春友愛例会・1月17

日年男・年女放談を開催。今後の予定は、３月26日春の家

族会（信州不動温泉）・6月20日創立記念夜間例会となり

ます。会員・ご家族のたくさんのご参加をお願い申し上げ

ます。

ニコボックス委員長 黒川元則君

ニコボックス委員会

上半期の活動報告をい

ます。

上半期15回の例会の

中、皆様から多数の投

函、善意金を頂きまし

た。そうした中、事業

計画に年2回のニコボ

ックス賞と言う事で、上半期、最多額投函者賞大竹会員、

最多投函者賞小倉会員、最スマイル投函者賞山田幹会員、

3名の方を発表させて頂きました。

下半期も委員会一同明るく笑顔でお迎えしたいと思います

ので皆様からの好意と友情の熱き善意金、投函を心よりお

願いいたと思います。

プログラム委員長 加藤春視君

上半期は、家田会長

のご協力で卓話者を厳

選して幅広いジャンル

からの選定に心がけら

れました。沖縄・ダイ

ビング・プロゴルファ

ー４スタンス理論、地

元出身の2020東京オ

リンピックアーチェリー団体銅メダル獲得者の武藤選手に



も来て頂けました。

また、新会員による卓話と貴重な経験をされた会員の卓話

として「地区委員卓話」「年男・年女放談」で大いに盛り上

がりました。そして、なんといっても久しぶりの年末家族

会では、コーラス部の豊かな歌声から始まり福引で盛り上

がりました。クラブフォーラムでは、メリハリある例会が

できました。会長、幹事、会員の皆様のご協力で休会も少

なく順調に進んでいます。後半は、異例になりますがガバ

ナー公式訪問も控えていますので皆様のご協力をよろしく

お願いいたします。

会場委員長 神野恭寿君

家田会長年度のテーマ

である、「ロータリーの

原点を見つめなおそう。

親睦と奉仕、そして４つ

のテスト」を基本理念と

して、会員・ゲスト・ビ

ジターをお迎えする。そ

して、更なる感染症対策

の充実を図る。を、会場委員会指針として掲げました。

１．しっかりできて当たり前、落ち度のない例会運営を目

指す。

新型コロナの為、前年と変わらずスクール形式での例会

開催となりました。クラスター発生することなく、無事半

年が過ぎました。皆様のご協力に感謝致します。引き続き

ご協力のほどお願い致します。司会についても委員会事業

として、全員担当で進めていきたいと思います。

２．メリハリのある食事の提供。

コロナ対策の為、弁当形式の例会開催が続きました。今

後もコロナの状況を見ながら、食事の形式を考えていきた

いと思います。

３．委員会内親睦を重視した、月1回のIDM開催。

目指しましたが、数回しか実施できず。こちらについて

も、コロナ状況を勘案しながら継続的に実施していきたい

と思います。

会長 家田安啓君

早いもので、上半期が

終了して、中間報告です。

各委員長の皆様、ありが

とうございました。年末

家族会が無事に開催され

ましたことに深く感謝い

たします。次年度の準備

理事会も始まり、時の流

れる速さを痛感しておりますが、下半期も心を引き締めて

頑張りたいと思っております。特に、6月10日に台湾汐止

ロータリークラブの４０周年の記念行事が行われますが、

それに合わせて、名古屋で夜間例会を同時開催したいと考

えております。ネット環境に詳しい方や海外とのウェブ会

議の経験がある方に協力をお願いしたいと思っております

ので、よろしくお願いします。

親睦活動委員会

２月の誕生日のみなさん

会 員 誕生日 夫人＆主人 誕生日

山田 尊久 S.24.2.11 浅野加洋子 2.17

高山 敏 S.28.2.3 伊藤 雪江 2 .6

松井 英治 S.31.2.17 （英毅）

前田 由幸 S.33.2.８ 渡辺 福美 2. 8

臼井 幹裕 S.38.2.23 （均）

清水 栄達 S.39.2.8 小倉 明子 2. 9

大西 晃弘 S.42.2.15 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


