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職業奉仕月間

２月３日（金） ２月１０日（金） ２月１７日（金） ２月２４日（金）
理事役員会１１：３０ 卓話 祝福 夜間例会
卓話地区職業奉仕委員 愛知Ｅクラブ 春日井警察職員表彰 ホテルプラザ１８時

例

会

予

定 青山 博徳君 幹事 稲熊 茂雄君 卓話春日井警察署長酒井紀人

氏
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クラブテーマ

ロータリーの森

本日のプログラム

司会   杤本 正樹君

・点 鐘            伊藤  純君 

・ROTARY SONG 「我らの生業」 

・今月の歌    「世界に１つだけの花」 

・ビジター紹介         伊藤  純君 

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶           伊藤  純君

・次年度理事役員挨拶 

・幹事報告           成瀬 浩康君 

・点 鐘            伊藤  純君 

今月の歌 

世界に１つだけの花 

世界に１つだけの花 

一人一人 ちがう種を持つ 

その花を 咲かせることだけ 

一生懸命になればあいい 

№１にならなくてもいい 

もともと特別な ０ｎｉｙ０ｎｅ 

先週の記録 

幹事報告      幹事   成瀬 浩康君 

地区行事 

＊2月14日：東尾張会長幹事会 

出席者：伊藤純会長・成瀬浩康幹事 

＊3月16日：第2回地区内広報・ＩＴ委員長会議 

出席者：加藤宗生クラブ会報・広報・ＩＴ委員長 

次週予告 

＊1月27日 次年度理事役員挨拶 

２０１７年１月２７日（金）２３０８回（１月第３例会） 

◎例会変更のお知らせ 

名古屋空港 ２月１３日（月） 

   ＲＣ 補助金事業の為 

名 古 屋 東 ２月６日（月）２月１０日（金）１６：００ 

   ＲＣ ＩＭの為 東急ホテル 

名古屋丸の内 ２月１６日（木）２月１６日（木）１８：３０ 

   ＲＣ 夜間例会の為 クレストンホテル 

名 古 屋 葵 ２月９日（木）２月１０日（金）１６：００ 

   ＲＣ ＩＭの為 東急ホテル 

名 古 屋 清須 １月３１日（火）１月３１日（火） 

   ＲＣ 外部例会の為  

名 古 屋 名東 ２月７日（火）２月１０日（金）１６：００ 

   ＲＣ ＩＭの為 東急ホテル 

名 古 屋 千種 ２月７日（火）２月１０日（金））１６：００ 

   ＲＣ ＩＭの為 東急ホテル 

名古屋アイリス ２月８日（水）２月１０日（金）１６：００ 

   ＲＣ ＩＭの為 東急ホテル 

名 古 屋 守山 ２月８日（水）２月１０日（金））１６：００ 

   ＲＣ ＩＭの為 東急ホテル 

出席報告 委員長 大橋 省吾君 

会員 59名 欠席 22名 出席率62.7% 

先々週の修正出席   ― ― 

◎ビジター紹介   会長   伊藤  純君 

○江南ＲＣ     古田 嘉且君 

ニコボックス報告    委員長   速水 敬志君 

○本日はお世話になります。よろしくお願いしま

す。   ガバナー補佐・江南RC古田 嘉且君

会      長 ：伊藤  純 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：社本 太郎 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

副  会  長 ：宅間 秀順 事 務 局 ：春日井市鳥居松町5-45 

幹      事 ：成瀬 浩康  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

会報委員長 ：加藤 宗生 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp



○秋の叙勲のお祝いありがとうございました。こ

れから世のため人のために励みます。社本さんの

卓話、聞けれずすみません。   松尾 隆徳君

○２６ヵ年祝福ありがとうございました。

                伊藤  純君

○写真展下手ですが出展します。 青山 博徳君

○松尾さん、おめでとうございます。

                加藤  茂君

○本年もよろしくお願いします。結婚記念ありが

とう。             場々大刀雄君

○会員誕生日ありがとうございました。

                早川 八郎君

○大変いい事がありました。   山田  治君

○卓話させていただきます。   社本 太郎君

○アテンダンス表彰ありがとうございます。社本

さん卓話楽しみにしています。  古屋 義夫君

○河村さんありがとうございました。

                川瀬 治通君

○祝福の皆さんおめでとう。   近藤 太門君

○社本さんの卓話楽しみにしています。祝福の皆

様おめでとうございます。    清水  勲君

藤川 誠二君  下田 育雄君  成瀬 浩康君

岡嶋 良樹君  屋嘉比良夫君  志水ひろみ君

杤本 正樹君  野浪 正毅君  名畑  豊君

大畑 一久君  北  健司君  貴田 永克君

加藤久仁明君  蓮野 美廣君  杉山 孝明君

宅間 秀順君  小柳出和文君  梅村  守君

近藤 秀樹君  小川  長君  伊藤 一裕君

和田 了司君  河村 哲也君  速水 敬志君

○ご協力ありがとうございます。

ニコボックス委員会

卓話             社本 太郎君 

花街の経営学

1.創業１００年以上企業の比率 京都日本一 
１１２０社（3.8％）２０１０年
独創性 日本初が多い 路面電車、映画撮影所、

スライス食パン等共生 無理な競争をしない

過剰投資をさける

2.日本の花街 東京（新橋-銀座、赤坂、神楽坂、
浅草等）金沢、福岡、名古屋京都（上七軒、祇園

甲部、祇園東、先斗町、宮川町、島原）

22 6 69 20 11 6 39 8 42 21 3 
3、京都花街の特徴
分業システム お茶屋、置屋、検番（女紅場―学

校）男衆（着付け等）仕出しブランドづくり 舞

妓の特異性イベント 見世出し、踊りの会、五花

街のつどい、祇園まつり、お化け襟替え

固定客化 一花街に一つのお茶屋に固定化

花代 舞妓含めすべて統一価格お茶屋は場所貸し

業置屋 舞妓の養成所 24時間教育システム
教育システム 舞、三味線、茶道、浄瑠璃等 

姉妹の契り マンツーマン教育システム

花街が一つの会社 

3.花街あるある
 先輩後輩 年齢でなく入った順、舞妓と携帯、

里帰り、裏メニュー

参考資料 西尾久美子 おもてなしの仕組み 京

都花街に学ぶマネジメント 

あしながおじさん：志水ひろみさん 

親愛なるあしながおじさんへ

Riza Mae Malanogです。おじさんはお元気のこ
とと思います。

私は頂いた奨学金で、新しいバッグと靴買い、学

校で必要なものにお金を使いました。

また、学校で必要なものも買い、残りはお母さん

に預けました。

家で必要なものというのは、食べものや、水道代、

お米代、電気代等です。奨学金は私たち家族にと

って、とてもありがたいものです。

ところで、去年の７月に学校で大きな昼食パーテ

ィーがありました。料理の大きな大会があり、私

はその大会に参加しました。私はその大会で２等

賞をとることができました。私は魚料理に挑戦し

ました。その魚料理の名前はLumpiaといいます。
Lumiaとはフィリピンでは標準的な料理です。普
通は豚肉を使いますが、今回は魚肉を使いました。

いろんなスパイスを入れて煮込み、小麦に包んで

揚げました。

８月には Buwanng Wika というスピーチコンテ
ストがありました。私はその大会に参加すること

ができました。コンテスト前には先生からいろい

ろなアドバイスをいただきました。しかし、私は

コンテスト当日に着る服について困ったことがあ

りました。それは、お母さんがフィリピン式の服

を借りることができなかったからです。そこで私

は先生と相談して、学校にある服を借りて着まし

た。私はその服を着てスピーチコンテストに参加

することができ、本当に楽しかったです。コンテ

ストでのスピーチは成功し、私は自信を持つこと

ができました。

１０月１９日は私の誕生日だったので、家族がお

祝いをしてくれました。私にとって大事なことは、

家族がみんな健康で、一緒に過ごせることです。

私はもう１６歳ではありません。１７歳になりま

した。とても幸せです。容姿も１７歳らしくなり、

とてもうきうきしています。

１１月には論文コンテストがあるので、その準備

をしています。うまくいくように、祈っていて下

さい。

最後になりますが、あしながおじさん、本当にあ

りがとうございます。お会いできる日が待ち遠し

いです。良いクリスマスを！私をいつまでも見守



っていて下さい。

２０１６年１０月２０日

あなたの Riza Mae Malanogより

あしながおじさん：名畑豊さん 

親愛なるあしながおじさんへ

お元気ですか。私は元気です。今日は、私の家族

のことからおじさんにお話したいと思います。

お母さんの名前は Emelita Toongです。お母さん
は主婦で、お母さんばかりではなく、お父さんの

役割も持っています。２０１４年５月１４日にお

父さんは亡くなりました。お母さんは愛情いっぱ

いで、私たちの世話をしてくれています。

お父さんの名前は Francisco Toongです。お父さ
んは農家でしたが、今はキリスト様と一緒に天国

にいます。お父さんも愛情深く私たちに接してく

れていました。私にとってお父さんは、世界で一

番良いお父さんです。

私は４人兄弟です。私の他に男の子２人と女の子

１人がいます。私は上から２番目で、いちばん下

の妹はまだ４歳です。

次に友達についてお話します。

私にはたくさんの友達がいて、書くことがたくさ

んあります。みんな私にとって、とっても良い友

達です。私たちはお互いにいろいろなことを相談

しています。時には秘密のことも相談します。友

達の中でも、とっても仲の良い友達について紹介

します。彼女は私と同じく、春日井ロータリーク

ラブの奨学生です。彼女の名前は Jasmine 
Zamora です。いつも二人でお互いの将来につい
て話をしています。

最近あった出来事は、最近、２番目のお兄ちゃん

が病気になり、１週間熱が出ました。お母さんは

とても心配して、病院につれていきました。病気

は長引いてしまい、良い薬がもらえればすぐに元

気になったかもしれなかったので、それが残念で

した。今回のことで、家族全員が健康であること

は本当に幸せなことだと思いました。

私の思っている日本は、とっても教育に熱心な国

で、日本人は熱心に学校に通っていると思います。

あらゆるものを発明することができ、ハイテク国

家だと思います。日本人は礼儀正しくて、私たち

フィリピン人のように脂っこいものは食べないと

思います。日本人はフレンドリーで、親切で、尊

敬すべき民族だと思います。日本の文化はとても

素晴らしくて、日本はとても強い国だと思います。

日本のアニメは素晴らしく、私はいつも見ていま

す。アニメからは考え方を学ぶことができます。

今日はこれで終わります。

あなたの Francis Mae Toongより

会長挨拶 伊藤 純君 

卓話 社本 太郎君 



祝福 会員誕生のみなさま 

祝福 アテンダンス表彰のみなさま 


