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例会場：ホテルプラザ勝川 例会日：金曜日 12:30-13:30 

本日のプログラム 
司会     会場委員会 

・点 鐘      会長    川瀬 治通君 

・ROTARY SONG 「われら日本のロータリアン」 

・今月の歌   「茶摘」 

・ビジター紹介   会長   川瀬 治通君  

 名古屋徳洲会総合病院    田中 昭光様

医療連携室 副主任  西本 浩志様 

・食事・歓談    

・委員会報告 

・会長挨拶 

・祝福 

・卓話  名古屋徳洲会総合病院 田中 昭光様 

・幹事報告          幹事    古屋 義夫君 

・点 鐘       会長      川瀬 治通君 

今月の歌    

  「茶摘」 

      夏も近づく 八十八夜 

      野にも山にも 若葉が茂る 

      あれに見えるは 茶摘じゃないか 

      あかねだすきに 菅
すげ

の笠 

先週の記録  

会長挨拶        会長 川瀬 治通君 

「“3”のつく話」 

今日は、「3」にまつわる事柄についてお話しし

ます。 

最初は、「ロータリーの例会における 3 つのポ

イント」です。

１ GOOD SPEECH 
2 GOOD MEEL 
3 GOOD ATMOSPHERE 
この 3 つがそろってこそ、楽しい例会になる…

と言われています。私たちのクラブでも、会場委

２０１９年５月２４日（金）２４０５回（５月第２例会）

員会によって、すべてを満たした楽しい例会が続

いています。ありがとうございます。

次は、「ロータリーの 3 つの S」です。

1 SMART 
2 SPEED 
3 SMILE 
これは海軍士官心得の SMART, STEADY,  

SILENT からヒントを得たロータリークラブの

目指すところを表したものだと思います。

スマートなクラブを作るためには、会員一人一

人がスマートでなければなりません。すなわち、

身なりや態度や行動が洗練され粋でなくてはなり

ません。

 依頼されたことへの対応、メールなどへの返事

はスピーディーでなくてはなりません。ノロノロ

していては信用にかかわってきます。

 スマイルはロータリーの原点である友情、親睦

の大切な要素です。いつもにこやかでいたいもの

です。

最後は「3 配り」という言葉で、色々な分野で

も使われます。

1 目配り

2 気配り

3 心配り

指揮者の小澤征爾さんの先生だった齋藤秀雄先

生は「音楽で大切なことは目配り、気配り、心配

りである」とおっしゃったそうです。皆がそれを

自然にできれば、互いに理解しあい、フォローし

あい、いつも気持ちよく息がぴったり合う演奏す

ることができるということです。

この 3 つは、どれも欠かせない人間関係の要素

です。優しい人になるためには、それぞれをバラ

ンスよく心がけていくことが大切です。良いロー

タリアンになるためにも必要なことだと思います。



次の「3」はおまけです。「世の中には『者』のつ

く仕事が 3 つある」といわれます

1 役者 2 芸者 3 医者

西洋医学が入ってくる前の医者は、一部を除いて

占い師や呪術師のようなものだったようで、生産を

目的としない職業で、士農工商をはずれた「アウト

カースト」でした。

この 3 者は、『お座敷が掛かったら出向き、もら

いを当てにして、一か所に居つかない、人を相手の

人気商売』でした。

 最近では「学者」と「易者」を加え「教師は 5 者

であれ」と教師の心得として良い意味で使われてい

ますが、本来はこの 3 者を見下す言葉として使われ

ていたようです。しかし、永六輔さんは「役者か芸

者に共通する魅力を持つ医者は名医です」と言って

います。なんとなくわかるような気もしますが、私

は役者、芸者の魅力は持ち合わせていないので、名

医ではないのかもしれません。

幹事所感 幹事 古屋 義夫君 

5月17日 ホテルプラザ勝川におきまして18:00 今年

度最終のクラブ協議会を開催させて頂きましたのでご

報告させて頂きます。 

そもそもクラブ協議会とは文字通りクラブの将来ある

べき姿をディスカッションすべくロータリークラブの

事業や会員教育についてなどを理事役員等にて協議す

る会合の事です。 

今回のクラブ協議会は 2部構成とさせて頂きそれぞれ

にテーマを設定させて頂きディスカッションをさせて

頂きました。 

第 1部についてのテーマは”共有”であります…今年

度理事役員の皆様が立案されました事業計画が予定通

り履行できたかどうかは勿論の事、計画やプランに無

理は無かったか？また他の有効な実施方法等がなかっ

たかということ等をざっくばらんにお話し頂きその成

功体験、失敗談を含めまずは本年度事業についての検

証を皆様でさせて頂きました。当然の事ながら検証す

ら謙虚にできないようでは次年度以降に価値ある情報

を残す事はできませんし勿論、有益な情報の共有は不

可能だと思います。 

第 2部のテーマは”親睦”です。 

ロータリークラブでどんな素晴らしい活動をしていく

のにしろ、そのベースになるのはメンバー同士の信頼

と友情でありそれらを育むためにも重要かつ必要なも

のそれは”親睦”でありメンバー間の人間関係だと思

います。 

その為にもロータリークラブの活動が価値ある楽しい

物である必要が絶対にあるのではないかと私は思いま

す。 

今回のクラブ協議会はホテルプラザ勝川さんの協力を

得、私からの大変面倒なお願いを聞入れて頂き 5階の

通常理事会にて使用させていただいている小さめな部

屋にて大きな 3つの丸テーブルを間隔を極力コンパク

トに設置していただき出来る限り現次の理事役員の皆

様が隣同士に着座或いは少なくとも近くに着座でき可

能な限り情報交換と”共有”ができるように仕掛けを

しまた配慮したつもりです。 

今後、春日井ロータリークラブにおいては現次の間で

さらなる情報の共有化が活発となり将来の春日井ロー

タリークラブの為に有益な情報を伝達し保存すること。 

そして結果として春日井ロータリークラブのメンバー

同士の友情がさらに深まりロータリー活動がさらに意

義のある楽しくて友情に満ち溢れた素晴らしいものと

なり我々の春日井ロータリークラブが今後益々発展し

地域からも尊敬され愛される団体になって行く事を切

望いたします。 

今月の祝福 

会員誕生 

4 日 成瀬 浩康君 

5日  小柳出和文君 

19 日 梅村  守君 

21 日 稲垣 勝彦君 

結婚記念 

3 日  古屋 義夫君 

4日 小川 茂徳君 

5日 川瀬 治通君 

26 日 加藤 宗生君 

29 日 岡本 博貴君 

夫人誕生日 

4日  屋嘉比良夫君・しげ子さん 

9日 古屋 義夫君・朝美さん 

24 日 下田 育雄君・かなゑさん 

アテンダンス 

2 ヶ年 野田 勇君

◎例会変更のおしらせ 

◎例会休会のお知らせ 

あまＲＣ        ５月２７日（月）休会 

岩倉ＲＣ        ５月２８日（火）休会 

名古屋空港ＲＣ     ６月３日（月）休会 

名古屋名東ＲＣ     ６月４日（火）休会 

名古屋守山ＲＣ     ６月５日（水）休会 

出席報告 委員長 小柳出 和文君 

会員 52 名 欠席 23 名  出席率 55.8% 

先々週の修正出席   休会  休会 

ニコボックス委員会 委員長 藤川誠二君 

名古屋城北 5 月 28 日（火）

Ｒ  Ｃ 名古屋城例会の為 



○名門春日井ロータリーへ卓話で来ました。緊張し

ています。よろしくお願いします。  鶴田正道君

○鶴田先生をお迎えできる喜びで。          

川瀬 治通君  加藤  茂君

○米山奨学生，グェン クイン フォンさんをお迎

えする喜びで。          清水  勲君

○５/１８，１９ 春日井市植物園にて第６２回春日

井春季バラ展を開催します。    北  健司君

○時計塔完成式典，ご協力ありがとうございました。          

稲垣 勝彦君

○時計塔，感謝されています。   山田  治君

○ロータリーの森のみどりが美しいです。

早川 八郎君              

○新入会員をお迎えして。     宅間 秀順君

○久しぶりの例会楽しみにしました。青山 博徳君                

○卓話楽しみにしております。

足立 治夫君  梅村  守君  大橋 省吾君  

大原 泰昭君  岡本 博貴君  加藤久仁明君  

加藤 宗生君  社本 太郎君  杤本 正樹君  

内藤 修久君  長曽 篤志君  成瀬 浩康君  

西尾 隆吏君  速水 敬志君  場々大刀雄君

藤川 誠二君  古屋 義夫君  三上  努君  

和田 了司君

○ご協力ありがとうございます。 

ニコボックス委員会 一同 

第 11回理事会報告 

第１号議案：開始貸借対照表並びに 4月度収支の件                    

     問題なく可決承認 

第 2号議案：新入会員推薦の件 （西村輝幸様）

第 3号議案：新入会員推薦の件 （水上耕一様）                     

     共に理事会承認・所定の手続きを経て

会員に公示                      

第 4号議案：納涼まつりの件                              

     例年同様 3万円協賛に決定 

第 5号議案：40周年記念プレート老朽化のため再作

成の件              

     異論なく作成する旨可決承認 

第６号議案：6/21 IDM の件                             

     18時よりプラザ勝川にて会費7千円で

開催                          

第 7号議案： 2019-20 年会費の件                       

     前期後期とも 17万円（祝福・周年 

立金も含む）で可決承認 

     6月21日例会に於いて決議し３分の２

以上の賛同で有効決議 

【報告事項】 

◇5/24 ３RC合同現次理事役員会開催されます。 

◇6/12-15 セブロータリークラブに 9 名で訪問し

ます。                                      

◇高木 修君 退会届けを受理致しました。                            

◇5/31 京都 貴船へ日帰りバス旅行を開催し 

ます。                     

◇5/17 第 4回クラブ協議会（現次）開催します。

【次回開催予定】 6/7 第 12回理事会 11：15～  

卓話 桑名西ロータリークラブ  鶴田 正道君 

炉辺談話風に「実は…」のお話 

ＴVの人気番組「笑点」の大喜利で言っていました ―  

「アメリカはトランプだ、トランプだって大騒ぎして

いるけど、アメリカのトランプにはハートがないじゃ

ないか」。その人にハートがあるかないかは、その人が

言う言葉が真実であるか、誠意があるかどうかで決ま

ります。最近、言葉が力をなくしていることは事実で

す。それを語る方も、受けとる方も、伝える方も、生

きている世界や思いがまったく違ってきているからで

す。ロータリーでは、ＲＩからモットーや規約や会長

テーマが英語で出されます。そのとき、その英語を日

本支部が翻訳して定訳を日本のロータリアンに示しま

す。例えば、第二標語の"One Profits Most Who Serves  

Best."「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」

と訳されていますが、この｢プロフィット」は「お金が

儲かる」と言う意味しかありません。「報いる」ならＲ

Ｉは"benefit"を使ったでしょう。「最もよく奉仕する

者、最もお金が儲かる」と正直に訳すべきでした。ロ

ータリーを作ったひとたちはＷＡＳＰです。お金は儲

けていいのです。それを社会に有益に使えばいいので

す。2015-16 年度のＲＩ会長のテーマは  

"Be a gift to the world. "でした。これを「世界へ

のプレゼントになろう」と訳しました。「ギフト」には

宗教的に神から授けられた「才能」の意味があるので、

「人のために自己の才能を生かそう」とすべきでした。

2017-18 年度のＲＩ会長のテーマ  

"Rotary:making a difference"「ロータリー：変化を

もたらす」は「ロータリーらしい特別なことをしよう」

が正解です。どの日本語訳も、ＲＩの真意からずれて

いるのは日本の事情に合わせて「誤解のないように」

と親切に訳したからでしょう。その事情を、「真意」と

ともに炉辺談話で語り、『西風の賦』という冊子にまと

めました。ご一読下さい。 

点鐘 川瀬 治通会長 



米山奨学生 グェン クイン フォンさん 

グェン クイン フォンさん 挨拶

川瀬会長、フォンさん、カウンセラー清水君と記念撮影 

卓話 桑名西ＲＣパスト会長 鶴田 正道君 

川瀬 治通会長、鶴間 正道君との記念撮影 

幹事所見 古屋 義夫君 


