
会員増強及び拡大月間

８月９日（金） ８月１６日（金） ８月２３日（金） ８月３０日（金）

IDM 休会 祝 福 理事役員会 11：30

ホテルプラザ勝川 定款６－１ 卓 話 名畑 豊君 卓話 青山 博徳君

例

会

予
定 18：30 例会 卓 話 社本太郎君 卓話 岡嶋 良樹君

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

・国 歌 「君が代」

・ROTARY SONG 「我等の生業」

・ビジター紹介 屋嘉比良夫君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶 屋嘉比良夫君

・卓 話 加藤久仁明君

・幹事報告 加藤久仁明君

・点 鐘 屋嘉比良夫君

先週の記録

幹事報告 幹事 加藤久仁明君

◎例会休会のお知らせ

○名古屋丸の内ＲＣ ８月１５日（木）は休会

○一宮北ＲＣ ８月１６日（金）は休会

○岡崎南ＲＣ ８月１３日（火）は休会

○小牧ＲＣ ８月１４日（水）は休会

○岩倉ＲＣ ８月１３日（火）は休会

○瀬戸ＲＣ ８月１４日（水）は休会

○名古屋アイリスＲＣ ８月１４日（水）は休会

○名古屋空港ＲＣ ８月１２日（月）は休会

○名古屋城北ＲＣ ８月１３日（火）は休会

○一宮中央ＲＣ ８月１４日（水）は休会

○名古屋清須ＲＣ ８月１３日（火）は休会

○名古屋守山ＲＣ ８月１４日（水）は休会

○岡崎南ＲＣ ８月１３日（火）は休会

○愛知長久手ＲＣ ８月１３日（火）は休会

○瀬戸北ＲＣ ８月１３日（火）は休会

２０１３年８月２日（金）第２１４８回（８月第１例会）

○名古屋葵ＲＣ ８月１５日（木）は休会

○豊田西ＲＣ ８月１２日（月）は休会

○一宮ＲＣ ８月１５日（木）は休会

○名古屋北ＲＣ ８月１６日（金）は休会

○名古屋東ＲＣ ８月１２日（月）は休会

○羽島ＲＣ ８月１３日（火）は休会

○犬山ＲＣ ８月１３日（火）は休会

○江南ＲＣ ８月１５日（木）は休会

○名古屋千種ＲＣ ８月１３日（火）は休会

○津島ＲＣ ８月１６日（金）は休会

○尾張旭ＲＣ ８月１６日（金）は休会

○名古屋名北ＲＣ ８月１４日（水）は休会

◎ビジター紹介 会長 屋嘉比良夫君

○名古屋空港ＲＣ 水谷 文昭君

出席報告 委員長 伊藤 一裕君

会員 54名 欠席 28名 出席率50%

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 成瀬 浩康君

○家族会野球観戦に参加して。

青山 博徳君 長谷川英輝君 蓮野 美廣君

磯野 俊雄君 加藤久仁明君 加藤 宗生君

屋嘉比良夫君 伊藤 純君 清水 勲君

風岡 保広君 林 憲正君 志水ひろみ君

山田 治君 社本 太郎君 北 健司君

小島 啓冶君 岡嶋 良樹君 名畑 豊君

河村 哲也君 大橋 完一君 太田 弘道君

宅間 秀順君 山田 倫章君 和田 了司君

岡田 義邦君 近藤 太門君



家族会 野球観戦

お礼の言葉 副会長 太田 弘道君

今年度も昨年同様ナゴヤドームにて第一回家族

会を楽しむことが出来ました。中日－巨人戦を１

００席もご用意いただき、奥様やお孫様達とビー

ルを飲みながら各々観戦させていただきました。

初回には、中日があっという間に２点先行し楽勝

かと思っていましたが、３回に３点、４回に３点

と反撃され、中日ファンの私はお酒の量が増加す

るばかりでしたが、巨人ファンの方には楽しい試

合で良かったと思います。親睦委員会の皆様には

色々準備いただき、ご苦労様でした。次回もよろ

しくお願いいたします。

国際大会に参加して 清水 勲君

2013 年 6 月 23 日～26 日、ポルトガルのリスボ

ンにて、第 104 回国際大会が開催されました。行

く前に、友人に話をしましたら、本を読んで行く

様にと、一冊頂きました。それは『孤愁 サウダ

ーデ』という本で、新田次郎氏と藤原正彦氏著書

の文藝春秋発行です。

主人公はヴェンセスラウ・デ・ソウザ・モラエス

といい、日本最初のポルトガル領事で、1899 年 6

月に就任しました。徳島県の女性と結婚し、日本

を作品を通して、世界に紹介したポルトガルの作

家です。大変参考になりました。

私共のグループは、名古屋守山 RC、半田 RC、春

日井 RC で旅行日程を作成し、6 月18 日～28 日、

ポルトガルのポルト→コインブラ→オビドス→リ

スボンへ入る日程でした。春日井 RC のメンバー

は、志水ひろみ君、峠テル子君と私の家内 4 名で

参加してまいりました。コインブラでは、コイン

ブラ RC の例会に、各国のロータリーと一緒にメ

イクアップをしました。各自で自己紹介と自分の

クラブでは何をしているかを、幹事の志水ひろみ

君がフィリッピンのトイレ寄贈や、「あしながお

じさん」の件等を春日井 RC の代表として、紹介

して頂きました。

リスボンでは、開会前日「千田ガバナーを囲む夕

食会」が参加者 190 名にて催され、田中作次 RI

会長の挨拶や、一緒に写真を撮ったりして、楽し

いひとときを過させて頂きました。

リスボン国際大会のメインは開会式ですが、各国

の旗と共に紹介されました。田中作次 2012～

2013 年度 RI 会長は、日本語で挨拶されると思っ

ていましたが、世界は英語が主流のようで、耳に

英訳するイアホンをつけ、御聞きいたしました。

なぜ今年のテーマは平和にしたか。

内容は、田中 RI 会長が 6 才の頃、戦争が終わっ

て、天皇陛下の御言葉を両親が神妙な顔で、聞き

いっていたのを記憶していること。

生活は戦前も戦後も変らない生活で、8 人兄弟で

中学卒業後、働きながら高校、大学に進学し、養

子にいった先の家業を継いだこと。

自分はなぜ働くのか、人々のためにつくすこと、

と一生懸命働き、企業を上場させました。

日本は、敗戦後の焼け野原から、今日の日本の姿

を私の祖父が想像できたでしょうか。

敗戦から平和に向けて、ロータリーの奉仕は、平

和、人と人とのつながり、国と国とのつながりが、

平和へと導くこと。

人につくす、奉仕をすることが、戦争をなくし、

平和を築く礎になるということ。

ポルトガルと日本は、1542 年以来の友好の歴史が

あり、その年、航海士たちは、日本に来るつもり

はなかったが、強風のため航路を逸れてしまって、

日本の種子島にやって来たこと。

ポルトガル人が日本を発見したのは、偶然ですが、

リスボンが国際大会の開催地になったのは、偶然

ではありません。リスボンは「平和の港」です。

そして、「平和」は 500 年に及ぶ、日本とポルト

ガルの交流のテーマになってきたように、この国

際大会のテーマとなります。ベルリン、ホノルル、

広島を訪問させて頂き、戦争の悲惨さと平和につ

いて考えさせられました。

以上が、RI 会長のスピーチでした。国際大会終了

後、「11RC の夕食会」があり、千田ガバナーも参

加されました。

一緒に旅をすることは、人と人、クラブとクラブ

をつなぎ、ロータリークラブを向上させる上に、

大きな原動力になると感じると共に、2013 年～

2014 年の R1 国際大会は、2014 年 6 月 1 日～4

日オーストラリアのシドニーで開催されますので、

是非皆様も参加されることを御勧めいたします。

委員会報告

新世代委員会報告

宅間 秀順君

去る 7 月 15 日（祝）海の日インターアクト協議

会に出席してきました。

９時開会 阿久比インターアクトクラブメンバー

の開会宣言があり点鐘。

東知多ＲＣ会長小笠原氏の歓迎挨拶、田中正規ガ

バナーの挨拶の後、早々に各校のクラブ活動内容

が発表されました。発表前にアイスブレーキング

というのがあり、春日丘の松本誠太先生がクラブ

の生徒達が発表し易いよう、拍手のやり方、止め

方、声の出し方など事前説明の後、前半 8 校後半

7 校合計 15 校５２５名の発表がありました。

以下は宅間が勝手に点数を付け判定しました。

優勝 春日丘 人数の多さで圧倒的に優位７３名

参加

２位 修文女子 ２８名によるソーラン節

３位 豊川商校 ハンドベル（花を咲かそう）と





炭鉱節

発表終了後オーストラリアパースでの海外研修生

２8 名の壮行会が盛大に行われました。

閉会式は次年度岡崎東RCと光ヶ丘 IACが主催で

テーマは花を咲かそうです。

野球観戦風景




