
ロータリーを考える月間

７月２６日（金） ８月２日（金） ８月９日（金） ８月１６日（金）

家族会 卓話 IDM 休会

野球観戦１８時～ 加藤久仁明君 ホテルプラザ勝川 定款６－１

例

会

予
定 18：30 例会

ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp

本日のプログラム

司会 伊藤 純君

・点 鐘 屋嘉比良夫君

・ROTARY SONG 「奉仕の理想」

・今月の歌 「我は海の子」

・ビジター紹介 屋嘉比良夫君

・食事・歓談

・委員会報告

・祝 福

・卓 話 志水ひろみ君 加藤 茂君

・幹事報告 加藤久仁明君

・点 鐘 屋嘉比良夫君

今月の歌

われは海の子

われは海の子 白波の

さわぐいそべの 松原に

煙たなびく とまやこそ

わがなつかしき 住家なれ

今月の祝福

会員誕生日

1日 近藤 太門君 3 日 加藤 茂君

11日 岡田 義邦君 13 日 北 健司君

17日 古屋 義夫君 21日 山田 治君

22日 青山 博徳君 31日 志水ひろみ君

夫人誕生日

8日 宅間 秀順君・裕美子さん

15日 山口 由起君・澄江さん

16日 中島 宗幸君・晴美さん

24日 近藤 太門君・八重子さん

25日 場々大刀雄君・みづえさん

２０１３年７月１９日（金）第２１４６回（７月第３例会）

26日 早川 八郎君・和代さん

30日 岡田 義邦君・孝子さん

結婚記念日

12 日 河村 哲也君

アテンダンス表彰

１５ヶ年 名畑 豊君

１４ヶ年 志水ひろみ君

１３ヶ年 北 健司君

３ヶ年 伊藤 一裕君

〃 宅間 秀順君

２ヶ年 中島 泉君

先週の記録

会長挨拶 会長 屋嘉比良夫君

うだるような猛暑日が続いていますが皆様、如

何お過ごしですか。暑さに負けないよう、熱中症

などに掛からない様、充分気を付けて下さい。健

康が第一です

この猛暑の中、例会に大勢の出席ご苦労様です。

有難うございます。今日は、新年度

2 回目の例会で会長挨拶も 2 回目で、まだまだ緊

張感で一杯です。

今週の月曜日には、我が春日井クラブの子クラブ

に当たります名古屋空港ＲＣの例会（キャッスル

プラザホテル）へ、加藤幹事と表敬訪問して来ま

した。

クラブそれぞれの例会内容や例会進行等、ずいぶ

ん違いました。ぜひ参考にしたい所が沢山ありま

した。何より私たちビジターを歓迎してくれ、気

を遣って下さいます。



これは、すぐにでも見習わねば。と、思いました。

水曜日には春日井クラブの親クラブの小牧ＲＣ

（名鉄小牧ホテル）へ表敬訪問して参りました。

例会前のわずかな時間ですが、第 2760 地区、パス

トガバナー（2007～2008）を務められた“江崎 柳

節”氏とお話させて頂きました。

話の中で ロータリアンは、童人、子供の感性で

ロータリーを実践すれば、汚れの無い素直な純粋

なやさしい気持ちでロータリー活動（奉仕）が出

来るのではと。またロータリアンは、高潔でなけ

ればならない。と、高潔性等について色々教わり

ました。そして、鈴木会長は、会員数が少なくて

淋しいです。恥ずかしいですね。等と言っていま

したが例会内容は素晴らしく、なぜか私は、小牧

ＲＣに威厳とプライドを感じました。さすがパス

トガバナーを輩出しているクラブだと、感銘致し

ました。色々勉強させて頂きました。来週は、名

古屋城北ＲＣへ訪問致します。勉強させて頂いて

来ます。

幹事報告 幹事 加藤久仁明君

◎例会変更のお知らせ

名古屋空港 ７月２9 日(月)７月２9 日(月) 1８：００

ＲＣ 創立記念例会の為キャッスルプラザ

名古屋城北 ７月３０日(火)７月３０日(火 ) 1８：３０

ＲＣ 夜間例会の為 東急イン

一 宮 中 央 ７月３１日(水)７月３１日(水 ) １８：００

ＲＣ ゆったり例会の為ＨＯＮＪＩＮ

名古屋清須 ７月３０日(火) ８月２３日（金）

ＲＣ IＤＭの為

◎例会休会のお知らせ

○小牧ＲＣ 7月３１日（水）は休会

○瀬戸北ＲＣ ７月２２日（水）は休会

◎ビジター紹介 会長 屋嘉比良夫君

○名古屋守山ＲＣ 松崎 美都子君

出席報告 委員長 伊藤 一裕君

会員 ５３名 欠席 14 名 出席率86.4%

先々週の修正出席 ― ―

ニコボックス報告 委員長 成瀬 浩康君

○ＲＩ国際大会お世話になりありがとうござい

す。報告会を楽しみに参りました。

松崎美都子君

○お忙しい中、妻の葬儀にご参列頂きありがとご

ざいます深く感謝しております。古屋 義夫君

○卓話ＲＩ国際大会に参加して。卓話をさせてた

だきます。 清水 勲君

志水ひろみ君 峠 テル子君

○女房に花が届きました。玄関に飾らせてもらい

ました。 宅間 秀順君

○宅間さん写真ありがとう。 小川 長君

○清水さんの卓話を聞ける喜びで。屋嘉比良夫君

近藤 太門君 北 健司君 大畑 一久君

浅井 瀧治君 社本 太郎君 太田 弘道君

加藤 茂君 山田 治君 伊藤 一裕君

風岡 保広君 小島 啓冶君 松尾 隆徳君

貴田 永克君 長谷川英輝君 森田 誠君

蓮野 美廣君 林 憲正君 岡田 義邦君

馬々太刀雄君 梅田 英夫君 河村 哲也君

和田 了司君 青山 博徳君 岡嶋 良樹君

○ご協力に感謝して。 成瀬 浩康君

卓話 志水ひろみ君

リスボン国際大会に参加して

大先輩の清水勲会員に背中をおされ、清水夫人と

峠テル子会員と参加してきました。

ほぼ、1 日かけて飛行機を 3 回乗り継ぎポルトガ

ルの第 2 の都市ポルトに到着です。

初日はポルトにて歴史地区の観光をいたしました。

サン・ベント駅のホールの壁を飾るアズレージョ

は 1930 年に制作されたもので、ポルトにまつわる

歴史的な出来事がえがかれています。

空に向かってそびえ立つ「カテドラル」要塞とし

て建てられたもので２２５段の階段は幅が狭く上

がり降りの人が互いに譲らないとすれ違うことが

できないものです。登り切った最上の幅１ｍもな

い見晴し回廊はポルトの街のパノラマが一望でき

ました。

ボルサ宮のアルハンブラ宮殿を模して造られたと

いう「アラブの間」に入る入り口の扉ですが、こ

れだけでもとても素晴らしいのですが、なかでは

天井から壁全体を飾る色とりどりのアラベスク模

様のタイルがとても美しく、写真撮影は不可でし

たのでお見せできなくて、残念です。

ドロウ川沿いのレストランでタコ料理，いわしの

素揚げ等を堪能し、ﾄﾞﾝ・ﾙｲｽ 1 世橋を渡りポート

ワインのワイナリーである SANDEMAN のセラーを

見学しました。

2 種類のワインを試飲し皆様、お買い上げとなり

私たち春日井 RC 組はそれを航空便で宅配をいた

しました。来月のＩ・Ｄ・Ｍに会員の皆様に味わ

っていただきたいと少しですが用意しています。

お楽しみください。1790 年にスコットランド人の

ジョウージ・サンデマンが創設し黒マントとソン

ブレロのマントは「ドン」の愛称で知られている

トレードマークです。

また、世界でも 1 番古いといわれている書店「レ

ロ・イ・イルマオン」は

入口を入ると 2 階へと上がる階段があり、それは



天国への階段と称される美しいものです。

「ハリー・ポッター」の作者Ｊ．Ｋ．ローリング

がここを訪れ、ダイアゴン横丁のイメージにした

とも聞きました。

3 日目はポルトから８０ｋｍほど南へ移動し、ア

ヴェイロへ。

運河を楽しみ南へ６０ｋｍほど移動しコインブラ

へコインブラＲＣ例会に参加、フランス、ブラジ

ル…多国籍の国際的な例会となり大変盛況な例会

でした。たまたま宿泊先のホテルの隣のホテルの

一室でした。あまりの参加者が多く、イスを追加

していだだいたのですが、足りなくて立っていら

したロータリアンが大勢いらしていました。

清水勲会員は一日目から各国のロータリアンに声

を掛けられ、フランスの方からはバナーをリクエ

ストされたりとポルトガルはロータリアンの街に

なったと言ってもおかしくないくらいでした。そ

こで我クラブのバナーのプレゼントとあいさつを

と清水会員に背中をおされ、当クラブの事業であ

るセブ島の小学校へのトイレの寄贈とあしながお

じさんの紹介をいたしました。会場の皆さんから

賞賛のどよめきも得られることが出来、たいへん

誇りに感じることが出来ました。

４日目はコインブラから南１４０ｋｍほどおりた

「オビドス」へ町全体が世界遺産となっているか

わいい白い村は城壁に囲まれた「谷間の真珠」と

呼ばれる絵のようにかわいい村です。サンタマリ

ア広場で記念撮影です。

オビドスの古城のホテルでチェックイン ５日目

はシントラへ１００ｋｍほど移動ペーナ宮殿で尾

張分区のメンバーと再会です。(偶然にもこの日は

昼食会場も観光も同じでした)ユーラシア大陸最

西端のロカ岬を見学しリスボンに到着チェックイ

ンそのあと千田パストガバナーを囲む夕食会に

(１９０名余参加)

６日目はリスボン市内観光

ベルンの塔 テージュ川河口に位置するこの塔は

１５００年代に新大陸に向けて船が出港した歴史

的なエリアで発見のモニュメントでは一番先頭の

人がヴァスコ・ダ・ガマだそうです。広場の地面

には航海した記録が埋め残されています。

ジェロニモス修道院 エンリケ航海王子とヴァス

コ・ダ・ガマの偉業を称え、また新天地開拓へと

乗り出していく公開の安全を祈願してマヌエル一

世が１５０２年に着工し海外からもたされた富を

つぎこみ約１世紀をかけて完成した。マヌエル様

式を代表する壮麗な修道院は大航海時代の栄華を

反映させたポルトガル海洋王国の記念碑といわれ

ています。

第１０４回ポルトガル世界大会へ

世界中のロータリアンがここに集結し、数えられ

ない観光バスが広い駐車場にはいれなくて 昇降

のみ入場可でそれでもすし詰め状態でした。

バスを降車し広い駐車場を会場に向かって歩きや

っとたどり着いた友愛の広場です

いろいろなグッズが置かれ、また軽食等おいしそ

うな色とりどりのまた香がして随分そそられまし

た。・・・時間がなくて立ち寄ることが出来ません

でした。残念！急いで登録者バッジ「スマートカ

ード」と呼ばれる電子式バッジをスキャナーして

もらい会場に入場。会場はお伝えすることが出来

ないほどの熱気で盛り上がっていました。

２２５の国と地域の国旗入場では紹介された国の

ロータリアンが「ウォー」と感激の声援を送って

いました。一番最後に日本の国旗の入場があり私

は胸がいっぱいになり、感激も一段と高まりまし

た。そのあと田中作次 RI 会長が登壇され講演され

ました。『奉仕を通じて平和を』とよびかけてこら

れた会長はラジオで昭和天皇の終戦宣言を聞かれ

た少年時代からのお話を聞かせてくださいました。

今回のこの大会に参加できたこと大変うれしく思

っています。

わたくしの家族、ロータリーの皆様本当に心から

感謝申します。

「第１０５回ロータリー国際大会」のご案内

日時：２０１４年６月１日～４日

場所：オーストラリア・シドニー

峠 テル子君

私も 2 人の先輩方と一緒にロータリー世界大会

に参加させて頂きました。初めてでした。

ロータリーの理想、会場、多くの参加者等々、そ

のスケールの大きさと深さに圧倒され、私の人生

にビッグな思い出の一頁が加わりました。この感

動は大きく、来年の第１０５回ロータリー世界大

会にも参加させて頂きたいと思っております。

◎次年度のご案内をさせて頂きます。

◆ 次年度２０１３－１４年度のロン・バートン

ＲＩ会長からのメッセージです。

・ロータリー・ファミリーの皆様とシドニーでお

会いし、「ロータリーを実践しみんなに豊かな人

生を」の２０１３－１４年度テーマを実現できる

ことを心から願っております。

・ロータリーだからこそ得られる楽しみや親睦、

貴重なプログラム、世界レベルのエンターテイメ

ントと郷土料理、そしてオーストラリアの大自然

を体験するためにも、ぜひ国際大会にご登録くだ

さい。

◆ 世界大会のプログラムの紹介

○本会議：ＲＩ会長をはじめとするロータリーの

リーダーや著名な講演者が、世界各地「超我の奉

仕」の例を紹介します。同時通訳は日本語も提供

されます。

○分科会：分科会を通じて、ロータリアンはベス



トプラクティスやアイデアについて学び、話し合

うことができます。次期クラブ会長やＲＩ役員の

ニーズや関心に合わせた内容の分科会も開かれる

予定です。 (このご案内は、オンツーシドニーパ

ンフレット資料の≪ロータリーを楽しもうＳｙｄ

ｎｅｙ≫から抜粋しました。）

ロータリー財団委員会◎清水 勲 ○新美 治男

ロンＤ．バートンＲＩ会長の強調事項に、ロータ

リー財団を通じた人道的奉仕の充実が揚げられて

います。

１．ロータリー財団未来の夢計画におけるパイロ

ット地区としての（新）地区補助金制度を理解し

て、対象事業としての「フィリッピン セブ島の小

学校での水洗トイレ寄贈事業」の実現に向け、グ

ローバル補助金の申請を職業奉仕委員会と協力し

て行う。

２．あしなが事業を国際奉仕委員会と協力して行

う。

３．年次寄付、恒久基金等について、県下平均水

準まで引き上げる。

４．45 周年記念式典の懇親会を、親睦活動委員会

と協力して行う。

会長挨拶 屋嘉比良夫君

地区財団セミナー会議報告 清水勲君

卓話 志水ひろみ君

次年度世界大会案内 峠テル子君

世界大会の模様！


