
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 例 会 日 程 ☆ 

9 月 18 日(水)12：30 9 月 25 日(水) 10 月 2 日(水)12：30 10 月 9 日(水)12：30 

3 クラブ合同   

ガバナー公式訪問 

ホスト：稲沢 RC 

休会(定款 8-1) 

IAC 例会（17：00） 

幸福例会 会員表彰 

第４回 理事会 

第１回役員選考氏名委員会 

卓話：米山記念奨学生 

ロ キヒさん 

 

 

第 2709 回例会報告 9 月 4 日(水)晴 N o .09 

☆点  鐘☆ 会長 山脇敏夫 

☆司  会☆ 会場委員長 大宮隆志 

☆唱  和☆ 君が代・奉仕の理想 

☆ビジター☆  

☆会長挨拶☆ 会長 山脇敏夫 

 皆さん今日は。9 月に入りました。もう

少し涼しくなるかと思いましたが、やはり

暑さ寒さも彼岸までなのでしょう。彼岸花

が咲く頃までは辛抱しろということでし

ょうか。 

さて今月は基本的教育と識字率向上月 

間そしてロータリーの友月刊です。また、９月８日は「国

際識字デー」です。今の日本で識字率と言われてもピン

ときませんが、世界には１９６の国、７３億の人口。そ

の内７億８０００万人が非識字者、その三分の二が女性

であると言われています。識字率は日本では９９％で２

３位なっています。イタリアは９８．９％となっていま

すが実際にはかなり低く、外国映画は字幕スーパーでは

なく吹き替えにしているそうですよ。 

日本の江戸時代は７０％で、同時期ロンドンでは２

０％、パリでは１０％未満であったと言われています。

特に庶民のための寺子屋の影響が大きく男子７９％女

子２１％、武士１００％と非常に高く、福沢諭吉は日本

の識字率は世界一であると誇っています。 

米軍の占領政策の一つとして漢字の文化は弊害があ

るとしてローマ字化を進めようとしましたが、識字率調

査で９７．９％とわかりＧＨＱは驚きこの案を断念した

と言われています。 

単純に基本的教育と言っても各国々には複雑な成り

立ちがあります。国民の教育水準があがると国家転覆の

動きも出かねない。指導者層はそれを許さない。 

自由主義国家ばかりではありません。独立したとはいえ

宗主国との関係もあるでしょう。文化圏を同じくするロ

ータリアンの率先指導が必須ではないでしょうか。折角

にロータリーの友が月刊ですので、国際ロータリーの発

信する情報を共有できればと思います。 

本日も宜しくお願い致しご挨拶とします 

～Today’s Information～ ◆◆報告事項◆◆ 

◇◇幹 事 報 告◇◇       幹事：鵜飼博信 

◆2019-20 年度第 3 回理事会報告 

開催日時：2019 年 9 月 4 日(水)午後 13 時 30 分開会 

開催場所：尾張大國霊神社(例会場) 

報告事項(1) 2020-21 年度役員選考指名委員会について 

役員選考氏名委員会メンバーを下記の通り指名しまし

た。 

1.委 員 長 浅井耕治 

2.副 委 員 長 横井定 

3.委   員 伊藤 彰 

4.委   員 成田幸太郎 

5.委   員 加藤健司        

6.委   員 山田典永 

7.委   員 新井仁志 

8.委   員 宮﨑忠広 

☆ 例 会 臨 時 変 更 通 知 ☆ 

ク ラ ブ 名 月 /日 (曜 日 )時 間   メーク アッ プ 会 場 

一宮北 10/25(金)12:00～12：30 一宮商工会議所 

尾西 10/28(月)11：30～12：30 尾西信用金庫本店 

一宮中央 10/30(水)17：30～18：00 一宮商工会議所 

一宮 10/31(木) 休会（定款 8-1） 

 

★出席報告★報告者:会員組織委員長 川合正剛 

会 員 総 数 46 名 前 々 回 修 正 8 月 21 日     

出 席 

会 員 数 

33 名 出 席 

会 員 数 

27 名 
(内免除者 8 名) (内免者 5 名) 

欠 席 者 数 
13 名 

ﾒ ｰ ｸ ｱ ｯ ﾌ ﾟ 数 6 名 
(内免除 5 名)  

出 席 率   80.49％ 修 正 出 席 率 86.84％ 

 
今週のメークアップ 足立三千夫（IAC）鈴木雅博・山本敏裕（C.O.M）渡邉京子・新井仁志・入山太郎（B.D） 

 

本日の例会プログラム 第 2710 例会 9 月 11 日（水）  

例会場：尾張大國霊神社  青少年交換留学生ユニアさん挨拶  ホストファミリー紹介 

             IAC 年次大会報告 IAC 会長 倉見夏季さん、顧問 川添洋一郎教諭 

 

 

 

承承認認日日：：昭昭和和 3388 年年（（11996633 年年））1122 月月 66 日日  会会長長：：山山脇脇敏敏夫夫／／副副会会長長：：三三根根健健一一  

例例会会日日：：毎毎週週水水曜曜日日  1122：：3300～～1133：：3300    幹幹事事：：鵜鵜飼飼博博信信／／編編集集：：広広報報会会報報委委員員会会  

例例会会場場：：尾尾張張大大國國霊霊神神社社（（国国府府宮宮））      EE--mmaaiill  rrcciinnaazzaawwaa@@ggmmaaiill..ccoomm  

稲稲沢沢市市国国府府宮宮一一丁丁目目 11 番番 11 号号      UURRLL  hhttttpp::////wwwwww..iinnaazzaawwaa--rrcc..oorrgg//  

事事務務所所：：〒〒449922--88221133  稲稲沢沢市市高高御御堂堂 11--22--11（（林林商商事事ビビルル 11 階階））  

電電    話話：：00558877--2244--00774400  FFAAXX：：00558877--8899--00226655 事事務務局局携携帯帯電電話話  009900--44885533--55226622  

2019-20 ＲＩ会長 

稲沢 RC2019-20 年度会長方針 

「万機公論に決すべし」 

ﾏｰｸ・ﾀﾞﾆｴﾙ・ﾏﾛｰﾆｰ 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議題  

(1) I.D.M 決算について→承認 

(2)職場例会・健康診断の決算について→承認 

(3)秋の家族会予算案について→承認 詳細別途 

(4)米山梅吉記念館一人 100 円募金への協力について 

→例年通り米山記念奨学委員会事業費から支出 

(5) R 元年度尾西地区地域協働生徒指導推進委員会協力金

について→精査し近隣 RC とも話し合った結果、辞退する

ことにした。 

(6)  名古屋文理大学文化ﾌｫｰﾗﾑ「こどもの芸術鑑賞支援事

業」協力について→地元の事業の為、青少年奉仕委員会事

業費にて支出 

 

◆次週、ガバナー公式訪問です。３クラブ合同で大勢お見

えになりますので、当日当クラブメンバーは駐車場の配慮

をお願い致します。 

 

◆ガバナー事務所より、8 月九州北部豪雨災害の義援金の

依頼が届きました。ご賛同いただける場合はご協力お願い

致します。（カエル募金箱を回覧します） 

 

◆ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ（2022-23 年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ候補選出のご報告 

地区指名委員会より下記の通りｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ候補として指

名した旨報告がありました。 

氏名：篭橋 美久（かごはし よしひさ） 

生年月日：1946（昭和 21）年 11 月 5 日 

勤務先：東菱電子株式会社 代表取締役 

職業分類：情報通信機器の販売 

所属ＲＣ：名古屋中ロータリークラブ 

 

◆10 月の行事予定 

10 月  2 日(水)  幸福例会 会員表彰 第 4 回理事会 

第１回役員選考指名委員会 

10 月  9 日(水)  卓話：米山奨学生  ロ・キヒさん 

10 月 12 日(土) ～13 日(日)ﾜｰﾙﾄﾞ･ﾌｰﾄﾞ+ふれ愛ﾌｪｽﾀ 

10 月 12 日(土)  秋の家族会  点鐘 12：00 

10 月 16 日(水)  例会日変更（12 日に振替） 

10 月 23 日(水)  卓話 

10 月 30 日(水)  休会(定款 8-1) 

 

◇◇ニコボックス報告◇◇ 

報告者：ニコボックス副委員長 入山太郎 
鵜飼 ガバナー補佐訪問、クラブ協議会お疲れ様でした。9

月 18 日ガバナー公式訪問です。よろしくお願いしま

す。 

林（茂一）・宮﨑 出席表彰をいただいて 

原 ガバナー補佐訪問欠席のお詫び 

加藤(健司)・服部 例会欠席のお詫び 

 

～バ ースデー スピーチ～  

～尊 敬する偉 人又は恩人～      

◇ ◇ 親 睦 委 員 会 報 告 ◇ ◇            
報告者：親睦活動委員長 山本敏裕 

1 日生まれ 山内健嗣 

1 日にて 47 歳になりました。今回のテーマについてです

が、歴史上の人物で言えば、黒田官兵衛・真田信繁(幸村)

が好きですね。かなり NHK の大河ドラマにかぶれちゃって

ますが…。両者は豊臣家に仕えた武将ですが、父から家督

を受け継ぎ家族・一族を守る為に混乱の時代をいかに生き

残るか。共に幽閉されるなど不遇の時を過ごしながらも、

強い意志と信念を持ち逆境に立ち向かう精神力にとて

も感銘を受けております。 

また、近世では Apple 創業者のスティーブ・ジョブズ

氏。iphone は本当にすばらしい高性能マシン！子供の

頃に戦隊ヒーローが腕時計みたいなのをポチポチタッ

チして通信・通話したり、ロボット動かして攻撃したり

して凄いなーって思ってたけど、今や AppleWatch で何

でもできちゃうんです！ 

時代の進化に取り残されないように一年頑張ります。 

 

14 日生まれ 栗本貢 

お誕生日のお祝い頂き有難うございました。 

9 月 14 日で満 81 歳になります。恩人は沢山います。 

その中でも福助工業の大河内允則社長と酒井鉄工所の

酒井兼利社長には大変お世話になりました。 

大河内社長に注射針研磨機やダイアライザー洗浄機、輸

液パック滅菌機等の鏡面磨きをした機械部品を短納期

で安価に制作して頂きました。酒井社長にはガラスファ

イバ巻取機の 200 ㎏もあるドラムや複雑な形状をした

部品を数百個の単位で加工して頂きました。二人とも稲

沢ロータリークラブの会員で現在は故人でありますが

有難うございました。 

 

17 日生まれ 橋本嗣治 

恩人と言える人は小学校六年の担任の先生である。その

頃はまだ代用教員も多かった時代で学芸大出の新任間

もない先生は新鮮であった。熱意と生徒に対する目線の

親しみがあった。教科書以外への学習の目の向け方も学

んだ。中学校受験をする事になり、父の意向で行くこと

に成っていた中学を先生の説得で今の母校を受験。自分

には全然その気も無かったが合格。その後の人生を考え

ると数多い友人仲間、この母校から受けた恩恵は大き

い。 

 

19 日生まれ 伊藤強平 

この年まで尊敬する人はありません。しかし感謝すべき

人は数えきれません。戦前の生めよ増やせよの時代、父

親の 52 才の時 7 人兄姉の年の離れた末っ子に生まれ、

成人の時には既に他界しており、家業の写真館を継いた

兄に大変世話を掛けまた。大学を卒業後、共同経営し、

多忙を極め寝る間を惜しんで働き、26 才で結婚し 35 才

の時に稲沢へ出店独立しました。私は付き合いでよく出

かけましたが、妻には知らぬ土地で、商売と子育てと、

大変苦労を掛けました。結婚して 50 年、感謝するのみ

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[人 は大きく、己は小さく、

心は丸く、腹は立てず、気は

長く。]と読みます。私は青年

期に粋がっていた時もあり、

仕事をするようになったこ

ろ、この言葉に出合い、実行

するようにしました。謙虚な

性格になり、個性には乏しい

ですが、幸せな人生であった

と思っています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 日生まれ 後藤啓行 

私の一番の恩人は近くにある内科医の先生です。 

34~5 歳の頃に体調不良の為、初の人間ドックを受け 

結果は何と、神経性十二指腸潰瘍でした。 

10 日分の投薬だけで不安でしたが休診日にもかかわらず

私の置かれた環境の話を細かく聞いてからの先生の一言

で一か月足らずで完治しちゃいました。 

先生からの魔法の言葉は、自分なりに後悔なくやるだけや

って駄目な時も今後沢山あるからって！その例え…朝一

で得意先倒産の連絡、帰社したら社員の退職、 

やっと家に帰ったら妻の離婚届！等々。心に響いた瞬間で

した。 

それ以来ポジティブ、楽天的、ケセラセラって生き方に

変えられた事に命の恩人の先生と一か月だけ愛妻弁当持

たせてくれた妻に感謝です。 

**でも…Ｂ型の自分は産まれた時からの性格だったか

も？** 

 

 

 

◇◇ユニアさん市長表敬訪問のご報告◇◇ 

カウンセラー 鵜飼博信 

青少年奉仕委員長 鈴木雅博 
９月９日月曜日、フィンランドからの青少年交換留学生ユ

ニアさんとホストファミリー吉田さん、愛知啓成高校足立

校長と大峯教諭、山脇会長、鵜飼幹事（カウンセラー）、

青少年奉仕委員長 鈴木で、稲沢市役所へ市長表敬訪問に

伺いました。 

 
８月１９日に来日し、地区のオリエンテーションや、富士

登山に参加した後、今月より愛知啓成高校にて日本での学

校生活が始まりました。 

まだまだ日本語の勉強も始まったばかりですが、みなさん

よろしくお願い致します。 

スポンサーRC は、Ｋｕｏｐｉｏ－Ｖｅｌｊｉｍｉｅｓ ロ

ータリークラブです。 

 

～フィンランドのＫＵＯＰＩＯってどんな街？～ 

森と湖に囲まれる湖水地方の街クオピオは、フィンランド

の他の都市と同様、夏になると大きなダンスフェスティバ

ルやワイン・フェスティバルが開催され、活気付きます。

大きな湖カッラヴェシ（Kallaveri）湖畔にあるので、湖

上交通の港としての役割もあります。 

またスキージャンプのＷ杯が毎年開催される（2009 年 2

月の大会では葛西紀明選手が史上最年長優勝を果たした）

など、季節を問わず各種アクティビティを楽しむ人々が訪

れる街です。 

（visit finland ,ｳｨｷﾄﾗﾍﾞﾙより） 

 

 

 

 
 

 
 

◇ ◇ 秋 の 家 族 会 の ご 案 内 ◇ ◇          

報告者：親睦活動委員長 山本敏裕 

秋の家族会を下記の通り行うことになりました。 

今年もＷＦＦ期間中のお昼になりますが、たくさんのご

参加お待ちしております！  

詳細は別紙をご覧ください。 

 

日時： 2019 年 10 月 12 日(土)  

 受付 11：30  開会 12：00

  

場所： 神楽家    

 ☎ 052-971-6203  

 名古屋市東区東桜 1-10-6   

登録料： ￥5,000  (会員・ご家族共に） 

 お子様は別途ご相談ください  

 



                                   

 

 
（週報にスペースがある場合に限り順次掲載） 

回
場所

年月日
氏名 グロス H'CP 参加者

優勝 原　彦夫 100 25.0

準 〃 田島 啓典 100 25.0

優勝 田島 啓典 99 25.0

準 〃 佐藤 一行 89 15.0

優勝 田島 啓典 94 20.0

準 〃 伊藤　雄之 101 27.0

優勝 伊藤　雄之 96 21.0

準 〃 高山 秀宗 95 17.0

優勝 金森 英夫 85 15.0

準 〃 小崎 利郎 97 26.0

優勝 大津 将裕 99 30.0

準 〃 塚本 胤男 102 30.0

優勝 橋本 嗣治 85 18.0

準 〃 金森 英夫 82 11.0

優勝 住田 正三 92 19.0

準 〃 箕浦 弘美 104 30.0

優勝 伊藤　雄之 87 24.0

準 〃 田口 茂利平 90 20.0

優勝 田島 啓典 95 22.0

準 〃 桜木 琢磨 87 23.0

優勝 桜木 琢磨 82 19.0

準 〃 箕浦 弘美 102 30.0

優勝 森　　武彦 90 18.0

準 〃 井上 礼治 88 21.0

優勝 箕浦 弘美 94 30.0

準 〃 大崎 守義 106 35.0

優勝 塚本 胤男 92 28.0

準 〃 山田　 武 100 32.0

優勝 大津 将裕 95 29.0

準 〃 桜木 琢磨 81 12.0

50
富士CC可児
S56-4-15

46
桑名CC

S55-2-13

47
関ヶ原CC
S55-5-21

48
明世CC

S55-9-25

49
明世CC

S55-12-17

57
明世CC

S57-10-27

58
さくらCC
S58-4-7

59
多治見CC
S58-6-22

60
瑞浪GC

S58-9-21

51
さくらCC

S56-6-17

52
瑞浪GC
S56-9-9

53
四日市CC

S56-11-25

54
明世CC

S57-4-30

55
さなげCC
S57-6-29

56
中日CC

S57-9-22

塚本 胤男　　犬飼 治　　 松岡 広樹　　佐藤 一行　　山村 喬
伊藤 雄之　　星野 倶広　　住田 正三　　　　他 7名

高山 秀宗　　橋本 嗣治　　伊藤 雄之　　小崎 利郎　　森 武彦
星野 倶広　　松岡 広樹　　金森 英夫　　　他 5名

佐藤 一行　　原　彦夫　　住田 正三　　橋本 嗣治　　青山 孝太郎
小崎 利郎　　金森 英夫　　　他 2名

小崎 利郎　　金森 英夫　　塚本 胤男　　住田 正三　　青山 孝太郎
橋本 嗣治　　佐藤 一行　　原　彦夫　　　他 1名

大津 将裕　　塚本 胤男　　森 武彦　　菱田 正夫　　住田 正三
橋本 嗣治　　大橋 為秋　　田島 啓典　　高山 秀宗　　山田 武

住田 正三　　橋本 嗣治　　高山 秀宗　　青山 孝太郎　　金森 英夫
田島 啓典　　伊藤 雄之　　山田 武　 　森 武彦　　箕浦 弘美
菱田 正夫

森 武彦　　塚本 胤男　　田島 啓典　　伊藤 雄之　　伊藤 正弘
大津 将裕　　山田 武　 　住田 正三　　小崎 利郎　　稲垣 幸三
大橋 為秋　　小森 章平

伊藤 雄之　　塚本 胤男　　山田 武　 　森 武彦　　橋本 嗣治
稲垣 幸三　　金森 英夫　　菱田 正夫　　大津 将裕　　小森 章平

塚本 胤男　　箕浦 弘美　　森 武彦　　橋本 嗣治　　山田 武
田島 啓典　　青山 孝太郎　　小崎 利郎　　稲垣 幸三　　大津 将裕
大崎 守義　　大橋 為秋

塚本 胤男　　伊藤 雄之　　箕浦 弘美　　金森 英夫　　稲垣 幸三
大津 将裕　　橋本 嗣治　　住田 正三　　大崎 守義　　山田 武
小崎 利郎　　青山 孝太郎　　菱田 正夫　　小森 章平

伊藤 雄之　　森 武彦　　山田 武　　金森 英夫　　塚本 胤男
田口 茂利平　 　広瀬　正明　　田島 啓典　　稲垣 幸三　　青山 孝太郎
住田 正三　　大崎 守義　　大橋 為秋　　橋本 嗣治

住田 正三　　桜木 琢磨　　田口 茂利平　 　橋本 嗣治　　塚本 胤男
金森 英夫　　山田 武　　田島 啓典　　大崎 守義　　小崎 利郎
稲垣 幸三　　伊藤 雄之　　大橋 為秋　　菱田 正夫　　小森 章平

加藤 耐　　伊藤 雄之　　住田 正三　　橋本 嗣治　　塚本 胤男　　田口 茂利平
金森 英夫　　山田 武　　広瀬　正明　　小崎 利郎　　大橋 為秋　　稲垣 幸三
桜木 琢磨　　青山 孝太郎　　小森 章平　　森 武彦　　大野 邦英

橋本 嗣治　　桜木 琢磨　  高山 秀宗　　井上 礼治　　小崎 利郎　　林 茂夫
住田 正三　  森 武彦　　 伊藤 雄之　 稲垣 幸三　　大津 将裕　　大崎 守義
青山 孝太郎　　大野 邦英　　小森 章平　　大橋 為秋　　箕浦 弘美

井上 礼治　　住田 正三　　橋本 嗣治　　林 茂夫　　森 武彦　　小崎 利郎
稲垣 幸三　　大野 邦英　　高山 秀宗　　広瀬 正明　　伊藤 雄之　　山田 武
塚本 胤男　　大橋 為秋　　小森 章平　　大崎 守義　　児島 光一

 
 

 

 

 

 

 


