
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 例 会 日 程 ☆ 

10 月 30 日(水)12：30 11 月 6 日(水)12：30 11 月 13 日(水)12：30 11 月 20 日(水) 

休会（定款 8-1） 

幸福例会 

会員表彰 

第 5 回理事会 

稲沢商工会議所にて。 

クラブ・アッセンブリー 

IAC 例会（17：00） 

休会（定款 8-1） 

IAC 例会（17：00） 

 

第 2713 回例会報告 10 月 09 日(水)晴れ N o .13 

☆点  鐘☆ パスト会長 原武史 

☆司  会☆ 会場委員長 大宮隆志 

☆唱  和☆ 我らの生業 

☆ビジター☆  

☆ 挨  拶 ☆ 
パスト会長 原武史  

副会長 三根健一 

 先日、金田正一氏の訃報が報じられまし

た。 

大投手、金やんの名で一世を風靡し、監督

としても日本一になられたすばらしい方

です。 

獲得タイトルは、最多勝利と最優秀防御率

を各３回、最多奪三振 10 回に加え、沢村 

賞とベストナイン各３回です。 

さらに、ノーヒットノーランを２回達成した他、勝利数

と敗戦数、奪三振、投球回数、完投数、与四球はいずれ

も日本記録となっています。まさに空前絶後の大投手だ

った金田正一の14シーズン連続20勝をクリアしたとい

う記録もまさにアンビリーバブル！現代野球では、20

勝するだけでも並大抵ではありませんが、その大台を

14 年連続でクリアしてのけました。 

長島のデビュー戦４連続三振、大リーガーの 500 本本塁

打を記録したミッキー・マントルの３連続三振と記録に

も記憶にも残る大選手でした。 

数年前、東京のホテルのフロントで、チェックインで見

かけたとき、「あっ、カネやん」とつい発声してしまっ

た私に、軽く手をあげて会釈してくれた事で、なんて気

さくな方なんだろうと思った記憶があります。そして、

今回金田氏の事を調べるにあたり、平和村、そう今では

稲沢市平和町の出身と知って驚きました。ご冥福をお祈

りいたします。                          

 

～Today’s Information～ ◆◆報告事項◆◆ 

◇◇幹 事 報 告◇◇       幹事：鵜飼博信 

◆千葉県台風 15 号災害義援金への御協力ありがとうご

ざいました。集まった\25,400 を地区へ振りこみました 

 

◆地区より「女性の集い」のご案内 

本イベントは 2019-20 年度の地区の重点目標でもある、 

女性会員増強の一環として催されるものです。 

本集いのねらいとしては、現存の女性会員の皆様には、 

クラブの枠を超えたつながりを築いて頂くことによる

退会防止。女性会員入会候補者については、 

女性として入会される不安の払拭などの効果を期待す

るものでございます。 

開催日：2019 年 11 月 27 日(水)15 時～17 時 

場所：ANA クラウンプラザホテルグランコート名古屋 5F 

会費：4,500 円 

 

◆2020 年 6 月 6 日～10 日にアメリカ・ハワイのホノル

ルで開催される国際大会参加用のツアー案内が指定代

理店の旅行会社から届きました。ご覧になりたい方は事

務局まで。 

 

☆ 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 

   

   

   

   

 

★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 9 月 18 日     

出 席 

会 員 数 

28 名 出 席 

会 員 数 

34 名 
(内免除者 10 名) (内免者 8 名) 

欠 席 者 数 
18 名 

ﾒ ｰ ｸ ｱ ｯ ﾌ ﾟ 数 4 名 
(内免除 3 名)  

出 席 率   65.17％ 修 正 出 席 率 92.68％ 

 
今週のメークアップ 浅井耕治（名古屋昭和）栗本貢・渡邉京子・宮﨑忠広（B.D） 

 

本日の例会プログラム 第 2714 例会 10 月 23 日（水）  

例会場：尾張大國霊神社  卓話：第 32 回 IAC 海外派遣研修報告 

             愛知啓成高等学校 ＩＡＣ 坪井佑磨君 

ＩＡＣ例会（17：00） 

 

 

 

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 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ ◇ ニ コ ボ ッ ク ス 報 告 ◇ ◇ 

報告者：ニコボックス委員長 渡邊京子 
鵜飼 米山朱学生 ロ キヒさん本日よろしくお願いし

ます。 

吉川 ロ キヒさん、本日の卓話よろしくお願いします。

また、星野先生ご臨席ありがとうございます。 

原 また使って頂ける喜び! 

永井 第７回ﾜｰﾙﾄﾞﾌｰﾄﾞ＋ふれ愛ﾌｪｽﾀが中止になってしま

いました。チケットご購入の方、ゴメンナサイ。 

横井 西尾張分区ゴルフ大会にご参加の皆様お疲れ様で

した。 

横井 樋田さん、ゴルフ会幹事、長い間お疲れ様でした。

そして引き続いての幹事さんよろしくお願いします。 

樋田 昨日の分区ゴルフ大会、出席頂いた皆さま、お疲れ

様でした。団体賞を狙ってましたが、残念な結果でした。 

西村 西尾張分区ゴルフ皆様お疲れ様でした。団体戦は取

れませんでしたが、ベスグロ取りました。 

樋田 横井さん、いろいろとお気遣いをありがとうござい

ました。 

林(茂夫) 横井さんにお世話に成り。 

川合 樋田さん、一日面倒をみて頂きありがとうございま

した。 

橋本 ロータリーの友に久しぶりに俳句が載りました。67

ページです。 

山田 3003ｍの立山雄山神社に参拝して来ました。紅葉に

満天の星に御来光にと近年まれになくすばらしい

景色でした。 

山田 立山の帰りに戸隠神社奥社にも参拝しました。片道

2Km の山道の参道には閉口しました。 

伊藤(浩) 写真をありがとうございます。 

渡邉 川合正剛さん、ごめんなさい。先週ﾆｺﾎﾞｯｸｽに大

変多額に頂いておきながら皆さんに言い忘れました。 

大宮 例会欠席のお詫び 

永井・宮﨑 業務多忙 早退のお詫び 

 

◇◇卓話：ﾃｰﾏ「これまでの奨学生の生活で得たものや、

日本留学の成果などについて」◇◇ 

スピーカー：米山奨学生 呂輝菲（ロ キヒ）さん 

 

皆様、こんにちは。 

今年の 4 月から、米山奨学生として稲沢ロータリクラブ

にお世話になっております。名古屋大学人文学研究科博士

後期課程二年生の呂輝菲と申します。本日、お話をする機

会をいただき、とても光栄に思います。どうぞ、よろしく

お願い致します。 

初めて例会に出席した時、自己紹介の機会をいただきま

したが、緊張しすぎで、名前と所属しか紹介しませんでし

た。そのため、本日はもっと詳しい自己紹介から始めたい

と思います。名前は呂輝菲です。出身地は中国の福建省で

す。烏龍茶は有名な福建省です。また、趣味についてです

が、一つは F1 レースを見ることです。中学生時代から、

車文化に興味を持ち、しかも、日本の車文化が根強いこと

を知り、2017 年、初めて、鈴鹿でレースの観戦もしまし

た。もう一つの趣味は旅行です。この絵も旅行の時、似顔

絵のお店の方が描いてくださったものです。本日は「これ

までの奨学生の生活で得たものや、日本留学の成果などに

ついて」というテーマでお話をしたいと思います。どうぞ

よろしくお願い致します。 

まずはこれまでの奨学生の生活で得た経験について、お

話させていただきます。 

2019 年に過ごした 9 ヶ月間、私にとって、最も感謝を

感じ、また幸福であったことはロータリー米山記念奨学

会の奨学金に選ばれたことです。4 月のオリエンテーシ

ョンに参加した時、100 人以上がいる大きな会場で、米

山記念奨学会の歴史を聞き、そして奨学生として紹介さ

れた時、自分が今からこの素晴らしい奨学会の一員にな

ることはとても光栄なことだと感じました。 

米山記念奨学会は学業に対し努力する学生を育てる

ことだけではなく、奨学生の異文化理解も重視するの

で、奨学生としての私は授業以外の社会活動に参加する

チャンスも得ました。例えば、合同研修会では、家具会

社へ見学に行きました。原材料の厳選方法から、家具の

組み立て、完璧なアフタージュ制度まで、社員の方から

親切にご紹介いただき、大変勉強になりました。 

 また、5 月から毎月、稲沢ロータリークラブの例会に

参加しました。初めて例会に参加した時、私は非常に緊

張していました。しかし、カウンセラーの吉川様が、会

場への行き方を事前に丁寧に教えてくださり、さらに当

日会場の外では事務局の皆様が笑顔で出迎え、歓迎の言

葉を述べてくださいました。さらに、他の会員の方々も

優しく話しかけてくださり、緊張はすぐに解けていきま

した。また、毎月の例会で、いつもカウンセラーの吉川

様と会員の皆様が笑顔で学校や生活などの話をされ、貴

重なアドバスをいただくことができました。「このクラ

ブの一員になれてよかったな」と何度も思いました。 

 そして、先月の 19 日、会長の山脇様、幹事の鵜飼様、

カウンセラーの吉川様、指導教員の星野先生と共に、名

古屋で開催された地区大会に出席する機会もいただき

ました。会場で他の会員様、奨学生、及び指導教員との

交流もできました。美味しい料理もいただき、楽しい時

間を過ごすことができました。また、今年後半の多様な

イベントの予定を聞いて、それらのイベントで、奨学生

として、力を尽くしたいと決心しました。 

 次に、自分の留学成果についてもお話させていただき

ます。 

日本語を専攻とする大学で過ごした 4 年間で、日本

語、及び日本に関することを学びましたが、日本のこと

をもっと知りたいと思い、留学生として名古屋に来まし

た。博士前期課程を経て、現在、私は名古屋大学人文学

研究科博士後期課程に在籍しております。私は異国であ

る日本に来る中国人留学生の日本人観に関心を持って

おり、博士前期課程ではこれに関する研究を行ってまい

りました。資料を探した時、現代の留学生の日本人観よ

り、20 世紀初頭、いわゆる最初に日本に留学した中国

人たちの日本人観にもっと興味を持っていると感じま

した。特に、私の大先輩に当たる 1915 年から 1919 年ま

で、名古屋大学の前身校の第八高等学校で通ったことが

ある郁達夫さんの小説の中に描かれた日本人女性に興

味を持ちました。そこから、郁氏と日本人作家の田山花

袋との文学交流を発見し、比較文学の視点で、郁達夫の

日本女性観に関する修士論文を作成しました。今年の 8

月、指導教員の星野先生のおかげで、会場スタッフとし

て、名古屋大学で開催された郁達夫旧制八高卒業 100 周

年記念国際シンポジウムでお手伝いをし、さらに郁達夫

研究で最先端の研究者の方々の講演を拝聴しました。ま

た、会議後の懇親会で、研究者の先生方と交流するチャ

ンスも得て、貴重なお話を聞かせていただき、大変有意

義な 1 日を過ごしました。郁達夫に関する研究に始ま

り、博士後期課程では視野を広げ、郁氏と同じ時代、日

本に留学した中国人、特に現時点においてまだ研究され

ていない留学生の記述に注目したいと思います。幸いな



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事に、ロータリー米山記念奨学会の奨学金のおかげで、経

済的な面での支援もいただくことができ、自分の研究に専

念する余裕ができました。この奨学金と指導教員の星野先

生の親切なご指導のおかげで、今年の 5 月に、日本比較文

学中部大会で学会発表をすることができました。また、今

回、非常に珍しい資料を発見し、今年の 11 月に、台湾で

開催される国際学術大会に参加することが可能になりま

した。心より、感謝を申し上げます。 

正直にお話ししますと、奨学金に合格したことがわかっ

た時、少々心配しておりました。 

なぜなら、初めてお会いする方々とお話できるのだろう

か、米山記念奨学会が主催する活動にうまく参加できるだ

ろうかと不安に思っていたからです。しかし、この 6 ヶ月

間の活動に参加することで、それはそんなに難しいことで

はないと感じ、そして、様々な領域の方々との交流を通し

て、視野も広げることができました。知らない文化をもっ

と知りたいという気持ちが強くなりました。自分の研究に

関する学会発表の拝聴、及び資料を探すため、幾つかの地

域にも行きました。異文化交流の活動でできた韓国人の友

達から韓国に関する様々な話を聞き、興味が深め、先月韓

国にも行きました。興味深かったのは、韓国語ができない

私は済州島で道を探す時、現地のスタッフと英語で会話を

試みました。そのスタッフは、英語が少しだけできますが、

中国語はまったくできません。しかし、結局流暢な日本語

で、道の行き方を説明してくれました。行く前に、ニュー

スを見た時、ちょっと心配していましたが、実際に行くと、

観光地に日本人観光客の顔が見えました。そうした、済州

島での体験から、日韓両国民間の交流はまだ順調に進んで

いるなと感じました。これも異文化理解について、貴重な

体験であったと考えております。 

この 6 ヶ月間、ロータリー米山記念奨学会の奨学金のお

かげで、様々な文化体験ができました。心より感謝申し上

げます。これからも、ロータリー米山記念奨学会の奨学生

としてより一層頑張りたいと思います。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◇青少年交換留学生 ユニアさん◇◇ 

 
学校の先生からの報告では、他の留学生と仲良くしてい

て日本語の勉強にも熱心に取り組んでいるとのこと。ま

だ日本人の親しい友人はできていないようですが楽し

く学校生活を送っているようです。 

 

◇◇フィンランド留学中の髙木さんから連絡がありま

した◇◇ 

こんにちは。 

髙木彩音です。無事フィンランドについて楽しく過ごし

ています。 

私の地区で行われたキャンプにも参加してたくさんの

友達もできました。 

ホストファミリーもとても優しくて、ホストシスターと

も仲良くなり、毎週日曜日は一緒にスケートをしに行っ

たりしています。今はオータムブレイクで長期休みなの

でホストファミリーと出かけたりしています。 

 

 
 

 



                                   

 

 

◇◇西尾張分区親睦ゴルフ大会の報告◇◇                 ゴルフ会幹事 樋田 文裕 

10 月 8 日（火）危ぶまれた天気もなんとか曇天の一日となり、暑さから解放されてｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝは文句なしでした。

そんな中、当ｸﾗﾌﾞは精鋭 14 名の参加でﾃﾝｼｮﾝ上げて団体賞を狙いましたが、残念ながら圏外の結果となりました。

上位 5 名の結果は以下のとおりですが、特筆すべきは総勢 130 名の参加で当ｸﾗﾌﾞの西村郁夫会員がﾍﾞｽﾄｸﾞﾛｽ賞に輝

いたことです。今後も皆様の参加をお待ちしております。 

分区順位 ｸﾗﾌﾞ順位  氏  名 OUT IN GROSS HDCP NET 

11 位 １位 新井 仁志 43 40 83 9.6 73.40 

23 位 2 位 西村 郁夫 40 39 79 4.8 74.20 

24 位 3 位 林  茂一 41 44 88 10.8 74.20 

39 位 4 位 宮崎 忠広 48 55 103 27.6 75.40 

48 位 5 位 高桑 宏幸 45 49 94 18.0 76.00 

 

※次回の開催は 12 月 19 日（木）涼仙ゴルフ倶楽部で予定しております。 

詳細はあらためてご案内いたします。 

 

 

 

 

 

（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 小崎 利郎 100 29.0

準 〃 住田 正三 95 19.0

優勝 金森 英夫 83 12.0

準 〃 大崎 守義 107 34.0

優勝 広瀬 正明 88 20.0

準 〃 大崎 守義 104 34.0

優勝 田口 茂利平 92 20.0

準 〃 林 　 茂夫 91 18.0

優勝 大野 邦英 93 28.0

準 〃 稲垣 幸三 93 25.0

優勝 山田　 武 98 30.0

準 〃 大崎 守義 98 30.0

優勝 金森 英夫 78 9.0

準 〃 伊藤 正弘 86 15.0

優勝 大崎 守義 100 25.0

準 〃 大野 邦英 94 18.0

優勝 伊藤 正弘 83 12.0

準 〃 山名 敬一 96 25.0

優勝 大津 将裕 91 19.0

準 〃 加藤　　耐 89 16.0

金森 英夫　　山田 武　　広瀬 正明　　大野 邦英　　大崎 守義　　大橋 為秋
橋本 嗣治　　稲垣 幸三　　森 武彦　　塚本 胤男　　桜木 琢磨　　小森 章平
青山 孝太郎

大野 邦英　　加藤 耐　　山田 武　　大崎 守義　　橋本 嗣治　　桜木 琢磨
広瀬 正明　　馬場 光男　　住田 正三　　森 武彦　　稲垣 幸三　　伊藤 雄之
金森 英夫　　大橋 為秋　　森 武彦　　大津 将裕　　大橋 為秋　　小森 章平
青山 孝太郎　　小崎 利郎　　塚本 胤男　　山名 敬一　　箕浦 弘美

住田 充弘　　桜木 琢磨　　塚本 胤男　　大崎 守義　　木村 章二　　橋本 嗣治
大橋 為秋　　伊藤 雄之　　小森 章平　　大津 将裕　　山田 武　　金森 英夫

山名 敬一　　金森 英夫　　桜木 琢磨　　林 茂夫　　田口 茂利平　　大野 邦英
木村 章二　　大津 将裕　　高山 秀宗　　住田 正三　　北村 肇　　稲垣 幸三
伊藤 雄之　　小森 章平　　森 武彦　　　大橋 為秋　　馬場 光男　　　遠藤 護

大津 将裕　　北村 肇　　山田 武　　伊藤 雄之　　林 茂夫　　橋本 嗣治
桜木 琢磨　　馬場 光男　　大野 邦英　　青山 孝太郎　　森 武彦　　稲垣 幸三
大崎 守義　　住田 正三　　小森 章平　　大橋 為秋　　塚本 胤男　　山名 敬一

桜木 琢磨　　大橋 為秋　　木村 章二　　大津 将裕　　馬場 光男　　山名 敬一
金森 英夫　　住田 正三　　稲垣 幸三　　北村 肇　　伊藤 雄之　　青山 孝太郎

橋本 嗣治　　金森 英夫　　小崎 利郎　　馬場 光男　　伊藤 正弘　　小森 章平
桜木 琢磨　　塚本 胤男　　藤堂 利夫　　伊藤 雄之　　大野 邦英　　住田 正三

馬場 光男　　金森 英夫　　桜木 琢磨　　森 武彦　　山田 武　　伊藤 雄之
住田 正三　　大野 邦英　　藤堂 利夫　　稲垣 幸三　　大橋 為秋
青山 孝太郎　　小森 章平

金森 英夫　　山田 武　　広瀬 正明　　大野 邦英　　大崎 守義　　大橋 為秋
橋本 嗣治　　稲垣 幸三　　森 武彦　　塚本 胤男　　桜木 琢磨　　小森 章平
青山 孝太郎

桜木 琢磨　　小崎 利郎　　橋本 嗣治　　馬場 光男　　森 武彦　　伊藤 雄之
住田 正三　　山田 武　　広瀬 正明　　大野 邦英　　大津 将裕　　大橋 為秋

67
日本ラインCC(東)

S60-12-19

68
三好CC(西)
S61-3-20

69
六石高原CC
S61-6-18

70
レイクグリーンCC

S62-3-26

66
明世CC

S60-10-9

61
桑名CC

S58-11-11

62
中日CC
S59-4-5

63
春日井CC
S59-6-20

64
愛岐CC

S59-9-19

65
春日井CC
S60-3-15

 


