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クラブテーマ

仲間を増やし、

思いやりの心を育もう

本日のプログラム

司会 加藤久仁明君

・点 鐘 風岡 保広君

・ROTARY SONG 「我らの生業」

・今月の歌 「我は海の子」

・ビジター紹介 風岡 保広君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶

・卓 話 高橋 理江君

・幹事報告 北 健司君

・点 鐘 風岡 保広君

今月の歌

われは海の子

我は海の子 白波の

さわぐいそべの 松原に

煙たなびく とまやこそ

我がなつかしき 住家なれ

先週の記録

幹事報告 幹事 北 健司君

報告事項

① ガバナー公式訪問のお知らせ

日時：2011年10 月25 日

ホストクラブ：名古屋城北RC

場所：名古屋栄東急イン

② 地区大会開催の案内

日時：2011年 11月 19日、20日

場所：ウェスティンナゴヤキャッスル

③ 地区職業奉仕委員長会議

日時：2011年8 月25 日

場所：名鉄ニューグランドホテル

出席予定者：太田弘道 職業奉仕委員長

２０１1 年７月２２日（金）第２０５５回（７月第４例会）

④ 地区米山奨学委員長会議

日時：2011年 9月 15日

場所：ホテルキャッスルプラザ

⑤ 地区第 2回会員増強セミナー

日時：2011年 7月 30日

場所：名鉄ニューグランドホテル

出席予定者：小島啓冶 会員増強委員長

◎例会変更

愛知長久手 ８月 2日(火) ８月２日（火）

ＲＣ 例会場都合の為 ござらっせ

尾 張 中 央 ８月３日(水) ８月３日（水）１２：３０

ＲＣ 例会場都合の為 商工会館

名古屋丸の内 ８月４日(木) ８月５日（金）

ＲＣ 家族会の為 青森ねぶた祭り

名 古 屋 葵 ８月４日(木) ８月４日（木）

ＲＣ 移動例会の為

◎例会休会のお知らせ

○津島ＲＣ 7月 29日（金）は休会

◎ビジター紹介 会長 風岡 保広君

○名古屋城北ＲＣ 多田 通夫君

〃 岩田 佳之君

出席報告 委員長 蓮野 美廣君

会員 ５１名 欠席 16 名 出席率68.6%

先々週の修正出席 欠席 1名 出席率96.0%

ニコボックス報告 委員長 中川 健君

○一年間よろしくお願いします。

名古屋城北 RC 様

○女房の誕生日祝いに、可愛い胡蝶蘭をいただき

たいへん喜んでいました。



ありがとうございました。 宅間 秀順君

○祝福を受ける喜びで。

本日卓話をさせて頂きます。 北 健司君

○祝福ありがとうございます。 志水ひろみ君

○誕生祝いを頂いて。 加藤 茂君

○夫婦で祝福を受けるよろこびで！！

近藤 太門君

○家内のお祝いをいただきまして。場々大刀雄君

○祝福ありがとうございます。 早川 八郎君

○アテンダンス表彰を受けた喜びで。

小島 啓冶君

○アテンダンス表彰 1 年 ありがとうございます。

高橋 理江君

○アテンダンス表彰を受けありがとうございます。

伊藤 一裕君

○祝福のみなさん おめでとうございます。

風岡 保広君

○祝福おめでとうございます。

足立 治夫君 長谷川英輝君 蓮野 美廣君

林 鑛三君 磯野 俊雄君 伊藤 正之君

加知 康之君 加藤久仁明君 貴田 永克君

松尾 隆徳君 成瀬 浩康君 大畑 一久君

太田 弘道君 清水 勲君 塚本 兼光君

梅田 英夫君 屋嘉比良夫君

○いつもニコボックスをご利用ありがとうござい

ます。 中川 健君

卓 話 北 健司君

皆さんこんにちは。本日は会員誕生の祝福とアテ

ンダンス表彰をありがとうございます。私は昭和

24 年 7 月 13 日生まれで一昨日、満 62 歳になり

ました。また当クラブには平成 12 年 7 月第 1 例

会より入会させていただき、満 11 年を迎えまし

た。入会以来幾度か卓話はさせていただきました

が、祝福の卓話は本日が初めてあります。私は今、

春日井ロータリークラブに入会できたことは私の

人生にとって本当に良かったと思っています。ロ

ータリークラブに入って素晴らしい方々との出会

いを頂きました。事業への向き合い方も学びまし

た。毎週の例会において皆さんにお会いできるこ

とが楽しみであります。また趣味の世界でもいろ

いろなお誘いを頂きました。特に私のライフスタ

イルを変えたのは、ゴルフと謡曲であります。私

は入会時、登山やスキーあるいはバラ作りを趣味

としており、ゴルフにはほとんど関心がありませ

んでした。入会翌年の春に春日井 CC で開催され

ました屋嘉比良夫さんのホールインワン記念コン

ペにビギナーながら参加させていただきました。

当日は快晴で、満開の桜吹雪のまことに美しいコ

ースに感動し、ゴルフもいいもんだなぁと思った

ことが始まりであります。ゴルフ部会にも入れて

頂きました。やってみるとこれがなかなか楽しい。

早速妻を誘って練習を始めたというわけでありま

す。現在のオフィシャルハンディは 18。年間のプ

レー回数は 10 回程度ですが、年を重ね体力の低

下と共に山には行けなくなったとしても、妻と共

に自宅から車で 10 分の名門春日井 CC やオール

ドレイク GC でゴルフを楽しみたいと思っていま

す。また謡曲については私が貴田永克さんに、織

田信長が好んで舞ったと言われる「人生 50 年、

化天の内をくらぶれば、夢幻のごとくなり。･･」

の幸若舞「敦盛」を舞ってみたいと思っていると

つい口を滑らせたことから、謡曲を勧められまし

た。貴田さんから紹介された師匠は関根祥六とい

い日本を代表する観世流の重鎮で、この素晴しい

師匠との出会いが私を夢中にさせてくれました。

とっつきにくい世界ではありましたが知れば知る

ほどに魅力の大きさを感じています。今ではすっ

かりはまっていて現在 4 つの同好会で毎月声を張

り上げています。先月も瀬戸市の文化の祭典で仕

舞「天鼓」を舞ってまいりました。大変奥の深い

世界にお誘い頂いたことに感謝しています。謡曲

の世界で 10 年はまだまだひよっこではあります

が、これからも研鑽を積んで行きたいと思ってい

ます。最後に私の持論の一つを紹介させていただ

きます。「片手間でも 10 年続ければ様になり、20

年続ければものになる」であります。何歳になっ

ても新しいことを始めることに何の躊躇が要りま

しょうか。人生を豊かに送りたいものであります。

ご静聴ありがとうございました。

卓 話 志水ひろみ君

「今とても楽しんでいます」

祝福のお祝いをいただきましてありがとうござ

います。 今年もｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｲｰｸの 5 月に娘夫婦ﾌｧﾐ

ﾘｰと母と総勢 6 名でﾊﾜｲに行ってきました。

わたくしは麻雀、ｺﾞﾙﾌ、釣りが大好きです。子ど

も達 3 人にはｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞを与え、その教室にも入れ

てﾗｳﾝﾄﾞﾃﾞﾋﾞｭｳｰもさせました。

麻雀も学生の頃から教え、釣りも長男が 10 か月

の頃より毎年、三重県の賢島へ行きﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄに

乗せ、また幼稚園に行くようになってからは

夏休み中、賢島で私の母と 4 人で過ごしていまし

た。もちろんわたくしは仕事があるので、週末に

そこへ行って楽しんでおりました。

娘たちが嫁ぐことになり、わたくしは「婿さんた

ちを巻き込んで・・・・・」とﾏｯｸｽに期待しまし

た。

ところが、彼たちいわく「お母さん・・僕たち

釣りもｺﾞﾙﾌも麻雀もやりません・・・・」

とてもがっかりしました。こんなことなら結婚が

きまる前にそのことを確認しておくべきだった

と・・確認しても、娘たちには一蹴されたでしょ

うけど。長男は15 年前から千葉県へ行っており、



こちらに帰ってくるつもりはないようです。

前置きが長くなりましたが、そんなことでﾊﾜｲ

に行っても毎日、ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞだけでつまらないとぼ

やきましたら婿さんが「おかあさん、乗馬しませ

んか！」といって手配をしてくれました。以前、

観光で乗馬したことがありましたが、ﾒﾘｰｺﾞｰﾗﾝﾄﾞ

の馬が本物になっただけの経験ですのでその提案

には躍り上がって喜びました。

最初に簡単なﾚｸﾁｬｰを受けまして、イザ！乗馬で

す。ｵﾊﾌ島ですので本格的な牧場ではなかったので

すが、わたくしにとっては海からの風がなんとも

心地よく、ひとときの乗馬が本当に楽しくて ず

うーとこのままここにいたいと思いました。動物

が大好きで家には犬を 2 頭飼っています。それに

飽き足らず、ご近所で飼われているの犬の世話を

毎日行ってしています。この話をしますと、長く

なりますので別な機会にお話し出来たときにとっ

ておいて本題に進めさせていただきます。

ﾊﾜｲから帰りまして、あの乗馬がどうしても忘れ

られなくて、ARC 空港乗馬倶楽部に入会し、毎週

乗馬ﾚｯｽﾝに通っています。

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰの先生は「志水さん、暴れん坊将軍みた

いに走れるようになりますよ！」と励まされ、こ

の暑い炎天下の中で楽しんでいます。

来年、1 月に中学の同級生たちとまたﾊﾜｲ島へ行

く予定をしていますので、本格的な乗馬を楽しん

できます。わたくしの同級生の一人が、今は退職

をいたしましたが 森林公園の乗馬倶楽部で指導

をしていましたので、一緒に併走し、青い海、青

い空の下で楽しみたいと ﾚｯｽﾝには気合いが入っ

ています。

（祝福 会員誕生日のみなさん）

（名古屋城北ＲＣ会長 多田 通夫君挨拶）

（卓話 北 健司君）

（卓話 志水ひろみ君）

（ホテルグランドティアラのランチ）


