
会員増強及び拡大月間

９月２日（金） ９月９日（金） ９月１６日（金） ９月２３日（金）

理事役員会 11：30 祝福 例会変更 12：30 休会

クラブ協議会 13：30 卓話田村園心住職 座禅例会 密蔵院

例

会

予
定 卓話新会員自己紹介 卓話 蓮野美廣君
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会 長：風岡 保広 例会日：金曜日 12:30～13:30
副 会 長：清 水 勲 例会場：ホテルプラザ勝川

幹 事：北 健 司 事務局：春日井市鳥居松町 5-45

会報委員長：志水ひろみ TEL:(0568)81-8498 FAX:(0568)82-0265
E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp

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 「奉仕の理想」

・今月の歌 「海」

・ビジター紹介 風岡 保広君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶 風岡 保広君

・卓 話 場々大刀雄君

・幹事報告 北 健司君

・点 鐘 風岡 保広君

今月の歌

海

松原遠く 消ゆるところ

白帆の影は 浮かぶ

干網浜に 高くして

鴎は低く 波に飛ぶ

見よ昼の海 見よ昼の海

先週の記録

幹事報告 幹事 北 健司君

① 第1 回地区環境保全委員長会議開催案内

日時：2011年 9月9 日（金）

場所：名古屋クレストンホテル

出席予定者：早川環境保全委員長

② 地区米山奨学委員長会議開催案内

日時：2011年9 月15 日（木）

場所：キャッスルプラザホテル

出席者：風岡会長

③ 第2 回クラブ会員増強委員会開催の案内

日時：2011年8 月22 日（月）

２０１1年８月２６日（金）第２０５９回（８月第３例会）

場所：ソレイユ

出席予定者：会員増強委員、会長、幹事

◎例会変更

愛知長久手 ９月６日(火) ９月６日（火）

ＲＣ 例会場都合の為ござらっせ

名 古 屋 東 ９月５日(月) ９月５日（月）１８：００～

ＲＣ 新入会員歓迎会の為

岩 倉 ８月 30日(火) ８月 3１日（水）１２：３０～

ＲＣ ｶ゙ ﾊ ﾅ゙ー 公式訪問の為 小牧コミュニティホール

江 南 ９月１日(木) 8月３１日（水）１２：３０～

ＲＣ ｶ゙ ﾊ ﾅ゙ー 公式訪問の為 小牧コミュニティホール

一 宮 ９月１日(木) ９月１日（木）１２：３０～

ＲＣ ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の為真清田神社

一 宮 北 ９月２日(金) ９月１日（木）１２：３０～

ＲＣ ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の為真清田神社

一 宮 中 央 ８月３１日(水) ９月１日（木）１２：３０～

ＲＣ ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の為真清田神社

犬 山 ８月３０日(火) 8 月３１日（水）１２：３０～

ＲＣ ｶ゙ ﾊ ﾅ゙ー 公式訪問の為 小牧コミュニティホール

名古屋千種 ８月３０日(火)

ＲＣ ｶ゙ ﾊﾞﾅー 公式訪問の為 名古屋東急ホテル

◎ビジター紹介 会長 風岡 保広君

○小牧ＲＣ 今村 政宏君

出席報告 委員長 蓮野 美廣君

会員 ５１名 欠席 9名 出席率91.3%

先々週の修正出席 欠席 0名 出席率100%



ニコボックス報告 委員長 中川 健君

○新しく皆様にお会い出来た喜びに。

小牧 RC 今村 政宏君

○客船飛鳥Ⅱで北海道三陸一周東北応援クルーズ

に参加しました。 山口 由起君

○誕生日の祝福をもらう喜びで。 社本 太郎君

○誕生日の祝福、ありがとうございます。

お礼のスピーチをさせていただきます。

屋嘉比良夫君

○誕生日の祝福を頂きありがとうございます。

峠 テル子君

○誕生日の祝福ありがとうございます。

名畑 豊君 高橋 理江君

○５３才になりました。 伊藤 一裕君

○家内の祝福、ありがとうございます。

成瀬 浩康君 山田 治君

○アテンダンス表彰を受けた喜びで。

加藤 茂君 貴田 永克君 蓮野 美廣君

○北欧 3 カ国を周り無事戻りました。

コペンハーゲンロータリークラブに立ち寄ること

ができました。 中島 泉君

○ロータリーのみなさんは地下駐車場を使えるよ

うになりました。ご利用ください。早川 八郎君

○8 月 25 日~29 日 第 10 回春日井 RC 写真部会

による写真展を開催します。 北 健司君

○祝福の皆さんへ！！ 近藤 太門君

○祝福の皆さんおめでとうございます。

足立 治夫君 浅井 瀧治君 場々大刀雄君

長谷川英輝君 林 鑛三君 林 徹君

磯野 俊雄君 伊藤 正之君 加知 康之君

亀谷 鉦一君 松尾 隆徳君 中島 宗幸君

野浪 正毅君 大橋 完一君 大畑 一久君

太田 弘道君 岡田 義邦君 志水ひろみ君

清水 勲君 宅間 秀順君 塚本 兼光君

和田 了司君 風岡 保広君

○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 社本 太郎君

先ほどは誕生日の祝福をいただきましてありが

とうございました。

家ではこれまで誕生祝をほとんどしない家庭でし

たので、こうやって毎年祝っていただくのは非常

に新鮮な思いがします。

先日近藤君に祝福の挨拶をしてほしいと言われ

たのですが、私にとって誕生日というと１０年前

にロータリークラブの写真部を中心に京都の花街、

宮川町へ１０人を案内したくらいしか思い出がな

く、実はその時が私の勘定で宮川町へ行った初め

ての記念すべき日で、そのからみで花街の仕組み

について話そうかと思ったのですが、花街につい

ては後日改めて話してもらうから今回はその話は

するなということで口止めされてしまいました。

仕方ないので祝福とはまったく関係ない話をさせ

ていただきます。

昨年会長挨拶のネタさがしにいろいろ本やらでネ

タさがしをしたのですが、まだ話していないネタ

がいくつかあって、その一つに江戸時代がありま

す。江戸時代というのはどうも水戸黄門さんや暴

れん坊将軍の世界とはまったく違うようだという

ことです。

私の高校の日本史の先生が江戸時代の尾張藩の

古文書を調べたところ、いわゆる切捨てごめんは

尾張藩の長い歴史で一度しかなかったようだと言

って見えました。江戸時代は江戸の染井町で桜の

ソメイヨシノができるなど園芸が大発展をとげた

り、歌舞伎、浄瑠璃、落語、俳句などの娯楽が発

展するなど庶民の文化が大発展します。もちろん

京都の花街の文化も江戸時代に花咲きます。たと

えば今の舞妓さんの振袖にだらりの帯の姿は当時

の大店の御嬢さんの姿を模したものと言われてい

ます。また、江戸は完全リサイクル社会で資源の

枯渇等で行き詰まりかけている現代社会でまた江

戸が見直されているそうです。

当時世界一の大都市であった江戸がいわゆる官僚

といえる武士が同心までで、岡っ引きといわれる

半ばヤクザと同類の人間をうまく使って、非常に

少人数で江戸の町を管理していたなど江戸をもっ

と見直してはいいのではないかと思います。

（祝福 会員誕生のみなさん）

（アテンダンス表彰のみなさん）

（卓話 社本 太郎君） （卓話 屋嘉比良夫君）


