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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

・国 歌 「君が代」

・ROTARY SONG 「我等の生業」

・ビジター紹介 風岡 保広君

・食事・歓談

・委員会報告

・祝 福

・卓 話 屋嘉比良夫君 蓮野 美廣君

・幹事報告 北 健司君

・点 鐘 風岡 保広君

今月の祝福

会員誕生日

4日 梅田 英夫君 14日 菅原 幹夫君

20日 貴田 永克君 24日 中島 泉君

25 日 大畑 一久君

夫人誕生日

15日 小川 長君・佐知子さん

15日 太田 弘道君・とし子さん

25日 北 健司君・志津江さん

25日 中島 泉君・公子さん

結婚記念日

2 日 梅田 英夫君 5 日 太田 弘道君

19 日 中島 宗幸君 21 日 大橋 完一君

21 日 加藤 茂君 23 日 屋嘉比良夫君

24 日 林 徹君 24 日 加知 康之君

26 日 中島 泉君 29 日 早川 八郎君

29 日 蓮野 美廣君

２０１２年４月６日（金）第２０８８回（４月第１例会）

アテンダンス表彰

33 ヶ年 塚本 兼光君

9 ヶ年 太田 弘道君

7 ヶ年 大畑 一久君

4 ヶ年 長谷川英輝君

先週の記録

会長挨拶 会長 風岡 保広君

この３月は、例会が５回ありますが、年間をつ

うじても、例会が５回ある月は、昨年の７月とこ

の３月の２回だけでございます。この後、４月・

５月が３回の例会で、最終月の６月が４回ですの

で、今期も残り１０回程度になってまいりました。

ようやく、先が見えてまいりましたが、今まで

と同様最後まで宜しくお願いいたします。

３月２日の第一例会では、テーブルごとに分か

れてフリートーキングを実施いたしました。会員

増強と退会防止についてとＲＣの奉仕理念・魅力

ある奉仕事業という２つのテーマで討論をいたし

ましたが、その時のまとめが、手元に届きました

ので、簡単に報告させていただきます。

まず、増強と退会防止では、楽しい例会と事業

を実施することにより、それに出席・参加して、

会員同士の親睦を深め、退会防止につなげる。そ

して、ＲＣの価値・認識を深めるため、新入会員

の教育の充実を図る。というようなご意見もあり

ました。又趣味の会・同好クラブなどを多く作る

ことにより、早くロータリーの中で友をつくり出

席しやすくすることと、入会予定者の勧誘の手立

てにする。というようなご意見もありました。又、

退会防止につながることとして、ファイヤーサイ

ドミーティングを復活させて、退会防止につ



なげたらどうかというようなご意見もありました。

もう一方のテーマであります、ＲＣの奉仕理

念・魅力ある奉仕事業については、長期的社会奉

仕継続事業の企画が必要であり、現在春日井ロー

タリークラブとして、対外的社会奉仕事業がほと

んどなされていないのが現状である。という厳し

いご意見もございました。身の丈にあった社会奉

仕事業の実践が必要であります。これと関連して、

対外的に魅力ある事業を企画して、例会として全

員参加で活動すべきだというご意見もございまし

た。

いずれにしても、どこのロータリークラブも会

員の減少に歯止めが掛からない中で、地区とクラ

ブが一丸となり、増強に躍起になっておりますが、

それもこれも、地域社会に対する奉仕の実践を１

人でも多くのメンバーがかかわりなさいというこ

とが、ロータリーの綱領にうたわれております。

そういう意味で、会員増強はどうしても必要でご

ざいます。

当クラブも、今期に入りまして、３名の入会が

ありました。事業計画では１０名の増員というこ

とで小島増強委員長さん初め皆さんにがんばって

いただいております。ここまで、かなりいい感触

できておりますので、後は、皆さんのご協力で、

何とか達成をして行きたいと思っています。引き

続き次年度も、増強に力を入れてゆくという会長

エレクトの力強い思いも聴いております。一つよ

ろしくお願いいたします。

今日は、３月最後の例会です。会員卓話という

ことで宜しくお願いいたします。

先週の回想録では、昭和４６年の結婚までのお

話をいたしましたが、その当時はまだ見合い結婚

が主流を占めておりました。今のように合コンと

か集団見合いというものはなかったような記憶で

ございます。

私の経験から言いますと、（余りたいした経験

はございませんが、）男と女の出会いは、会った瞬

間に決まるようでございます。よく文学小説など

でも書かれておりますように、男女の波長が合い

ますと、体に電流が流れるような感じがするとい

いますが、実際にビリビリといたします。私もそ

ういう経験をいたしました。

幹事報告 幹事 北 健司君

① 地区国際奉仕委員長会議の開催の案内

日時：4 月 25日（水）

午後 16：30～19：30

場所：名鉄グランドホテル

出席予定者：峠テル子国際奉仕委員長

② 第 10 回クラブ理事会開催

日時：4 月 6日（金）

午後 11：30～

場所：カウンシルルーム

出席予定者：理事・役員

③ 国際ロータリー事務局から連絡事項

4 月からのロータリーレートは 1＄ = 82円

④ 江南RCより藤の名勝地である曼荼羅寺での例

会のご案内がきております。

日時：4 月 26日（木）

午後 12：30～14：00

場所：江南市 曼荼羅寺

参加費：3,500円

参加を希望される方は4月19日までに事務局まで

ご連絡してください。

◎例会変更のお知らせ

岩 倉 ４月１７日 (火) ４月１５日（日）

ＲＣ 地区協議会の為 ウェスティンナゴヤキャッスル

犬 山 ４月１７日 (火) ４月１７日（火）

ＲＣ 早朝例会の為 成田山

愛知長久手 ４月１７日 (火) ４月１７日（火）１２：３０

ＲＣ 例会場都合の為 長久手温泉

名古屋清須 ４月１７日 (火) ４月１５日（日）

ＲＣ 地区協議会の為 ウェスティンナゴヤキャッスル

名 古 屋 葵 ４月１９日 (木) ４月２０日（金）

ＲＣ 合同例会の為

名古屋守山 ４月１８日 (水) 4月 1８日（水）

ＲＣ 家族例会の為 伊那市

名古屋千種 ４月１７日 (火) ４月１５日（日）

ＲＣ 地区協議会の為 ウェスティンナゴヤキャッスル

名古屋丸の内 ４月１９日 (木) 4月 1９日（木）18：30

ＲＣ 家族例会の為 クレストンホテル

一 宮 北 ４月１３日 (金) 4月８日（日）8：30

ＲＣ 家族例会の為 近江八幡

◎ビジター紹介 会長 風岡 保広君

○豊田ＲＣ 杉浦 敏夫君

○愛知長久手RC 佐藤 文昭君

出席報告 委員長 蓮野 美廣君

会員 ５2 名 欠席 14 名 出席率82.6%

先々週の修正出席 欠席 1 名 出席率98.1%

ニコボックス報告 委員長 中川 健君

○今日は、2760 地区 クラブ国際奉仕委員会活動

の報告をさせて頂きます。 峠 テル子君

○自己紹介出来るよろこびで。 加藤 宗生君

○峠さん加藤さんの卓話を聞く喜びで。

風岡 保広君

○加藤・峠会員の卓話に期待して。貴田 永克君

○お二人のお話を楽しみにしています！！

近藤 太門君



○峠さんの卓話たのしみにしています。

高橋 理江君

○妻の誕生祝いに花をいただきましてありがとう

ございました。 加藤久仁明君

○長男が日本化学会の進歩賞を受賞できた喜びで。

北 健司君

○3 月は予想以上に忙しい月でした。

宅間 秀順君

○磯野さんありがとうございました。

志水ひろみ君

○いつもホテルご利用にありがとうございます。

早川 八郎君

○卓話を聞く喜びで。

浅井 瀧治君 場々大刀雄君 長谷川英輝君

蓮野 美廣君 林 鑛三君 林 徹君

磯野 俊雄君 伊藤 一裕君 亀谷 鉦一君

加藤 茂君 小島 啓冶君 松尾 隆徳君

大畑 一久君 太田 弘道君 杉山 孝明君

社本 太郎君 塚本 兼光君 梅田 英夫君

和田 了司君 屋嘉比良夫君 山田 治君

○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 加藤 宗生君

私は昭和 35 年 12 月 3 日生まれで現在 51 歳で

す。春日井市内で加藤家の長男として誕生しまし

た。4 年後に弟が誕生しましたが、弟は 2 才のと

きに岐阜の後藤さんと言う方の所へ養子に出され、

再会したのは私が 22 才のときでした。弟は 18 才

になり春から東京の大学に進学が決まっていたこ

ともあって、先方のお父様が連れてきました。私、

父、祖父と弟は 16 年ぶりに会うのですが、私と

の会話で 2 つだけ記憶があるのは、養子のことは

中学生のころには知っていたこと、大学を卒業し

たら教師になるという目標が有ることです。高校

教師の弟とは今では仲良く交流しています。

私が 7 才のときに両親が離婚しました。私は父

親の方に引き取られましたが、男一人では育てら

れないということで、叔母の家族に預けられまし

た。私の父は 5 人兄弟の上から 2 番目でただ一人

の男でした。私は父のすぐ下の妹である叔母の家

族と父が再婚するまでの約 4 年間一緒に暮らしま

したので、私にとっては今でも母のような存在で

す。その叔母は、平成 14 年から平成 16 年までの

2 年間春日井商工会議所婦人部、今の女性会の会

長を務めたトーワ住宅の丹羽久枝といいますので

ご存知の方もみえるかもしれません。

実の母とは 44 年間 1 度も会っていません。

小学生時代のことは余り覚えていませんが、トラ

ンペットに憧れて鼓笛隊に入り運動会等で皆の前

でパレードした時に気分が良かったのは覚えてい

ます。

中学からは剣道をやると決めていましたので、

迷わず剣道部に入り自宅近くに修武館という道場

が在りましたのでそこにも週 3 回通いました。中

学 3 年のときに出場した大会では春日井市では 2

位、東尾張では優勝、県大会は 1 回戦敗退と言う

成績でした。

女優の紺野美沙子さんが先月春日井に来られま

したが、夫が春日井出身で私と剣道部時代の同級

生です。

高校に進学しても剣道一筋で、授業中は寝てい

たりサボったりしても部活だけは必ずやりました。

そんな私ですから、殆とんどの同級生たちが大学

へ進学する中迷うことなく就職の道を選びました。

5 人居た同級生たちとは今でもたまに会っては飲

んだりしています。その内 3 人は今でも現役で、

全員 7 段を持っています。殆とんどの剣士は 7 段

までで、8 段は合格率が１％の世界だそうです。

春日井には 8 段の先生が一人だけ居ます。

私が会社勤めをしていた昭和 58 年の 2 月に祖

父が入院したため、父から一週間休暇をとってウ

スヰ不動産を手伝う様にと連絡がありましたので、

指示に従いました。結局元の会社に復帰すること

なく現在に至っています。

ウスヰという名は父の姉がウスヰ電器を経営し

ている山中家へ嫁いだ関係でウスヰ電器の不動産

部、ウスヰ不動産となったと言うことです。

祖父は父と一緒に仕事はしていましたが、元々

あまり仲の良いほうではありませんでした。祖父

は私を養子にしようと考えていました。昭和 58

年 4 月 23 日の土曜日に春日井市役所で養子にな

る届けをしたのですが、翌日 24 日に祖父が亡く

なりましたので驚きました。養子になったことを

知らなかった父はもっと驚いたようすでした。

私たち夫婦には 25 才の娘と、22 才の息子が居

ます。娘は 2 年前に結婚して今は東京に住んでい

ます。息子は大学 3 年生で東京に居ますが就職活

動の最中で内定は未だのようで苦労しているみた

いです。

そういう訳ですから家では夫婦二人きりです。

3 年前に結婚 25 周年を迎えたのを機に 1 年に 1

回は海外旅行に行きたいと話し合い、実行してい

ます。2 年前はエジプトと台湾、去年は中欧ヨー

ロッパと北京、今年はスペインへ行って来ました。

これが二人の共通の趣味です。

私にはスポーツ観戦という趣味がありまして、

1998 年のサッカーワールドカップフランス大会

に当時小学校 2 年生だった息子を学校を休ませて

観にいきました。2002 年は友人と大阪まで日本代

表の試合を、その年に同じ友人とロンドンまでベ

ッカムの試合を観てからは観戦回数も少し減って

います。今年はオリンピックの開催年ですからテ

レビ観戦したいと思っています。



以上簡単ですが自己紹介とさせていただきます。

私は、1 月に入会させていただいたばかりの新

人です。これからもどうか皆様のご指導をよろし

くお願いいたします。

卓話 峠 テル子君

「日泰愛知奨学金基金引き渡し式」に参加して

私は、平成２３年度クラブ国際奉仕委員長を務

めさせて頂いております。今年の２月２５日に執

り行われた「日泰愛知奨学金基金引き渡し式」に

参加させて頂きました。これは、２７６０地区国

際奉仕委員会活動の一つです。その時の報告をさ

せて頂きます。

訪問先は、タイ国のチエンマイです。24 日に、セ

ントレア国際空港から、タイのバンコク空港まで

飛んで、それから国内線でチエンマイへと飛行機

で移動しました。チエンマイの人口は１７万人で

タイの北部に位置します。

＊参加者は、・佐藤 文昭地区国際奉仕委員長兼地

区ＷＣＳ委員長始め私を含めて６名でした。

＊引き渡し式は、チエンマイの「ザ・パークホテ

ル」で行われました。引き渡し式の内容ですが、

援助金１，６００万円の国債の運用利息の引き渡

しで、今年はモン族の子どもたちへの授与です。

＊モン族の子どもたちが民族衣装を付けて歓迎の

踊りをしてくれました。小学５，６年生という事

ですが日本の小学２，３年生の身長に見えます。

＊両国の国歌を斉唱しました。タイ国歌を地元の

会長さん達が歌われました。自国の国歌に誇りと

尊敬の思いを込めて声高らかに斉唱されたのがと

ても感動的でした。私たちも日本国歌を心を込め

て斉唱しました。

＊スンミン・パスト・ガバナーと佐藤委員長によ

る基金の目録の引き渡し式です。モン族７０人の

子どもたちが来場し、一人ずつに３，０００バー

ツの入った封筒が手渡されました。モン族の大人

は、現金収入を得る仕事が、ほとんど無く、とて

も厳しい暮らしだそうです。この封筒は部落の長

に 預けられるとのことでした。

(卓話 自己紹介 加藤宗生君)

(卓話 峠テルコ君)

(日泰愛知奨学金基金引渡し式)

(プロジェクトを使用してﾀｲﾁｪﾝﾏｲの訪問説明)


