
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 例 会 日 程 ☆ 

12 月 11 日(水) 12 月 18 日(水)12：30 12 月 25 日(水) 1 月 1 日(水) 

例会日変更（7 日に振替） 

IAC 例会（17：00） 

年次総会 

新会員入会式 

IAC 例会（17：00） 

休会（定款 8-1） 休会（定款 8-1） 

 

第 2718 回例会報告 12 月 04 日(水)晴れ N o .18 

☆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。12 月に入りました。

半年が大過なく過ごせましたことは鵜

飼幹事を始め皆さんのお陰であります。

さて今日は原稿なしですので酔いどれ

のお話を一つ。二日の日に某代議士の躍

進の集いに出席しました。チケットの関 

係で当社の若手を二人連れて行きました。セレモニ

ーがあり、某防衛大臣のお話もあり、ご本人の力強

いご挨拶がありました。この後、立食パーティーで

したが少し頂戴して退散しました。職員を連れてい

ますと後を引きます。吞兵衛の大食漢ですので高級

店ではこちらが持ちません。予約した店は「おにた

いじ」。60分一本勝負の呑み放題、冷蔵庫にずらりと

ならぶ一升瓶を勝手に取り出し、勝手に呑むのです。

始めようとすると後三人来るとのこと。ロータリー

仲間と・某市議会議員さんでした。こちらが退治さ

れそうな勢いでした。今の若い人は歌わないと思い

ますが「人を恋うるうた」の一節、「甲斐無きことを

嘆くより来りて美味き酒に泣け」 

20 代の頃はよく放歌高吟していたものでした。一

度お出かけになってみては如何ですか。時恰も今月は

疾病予防と治療月間です。呑み過ぎはいけません。年

末を元気に乗り切ってください。 

今日も宜しくお願いして挨拶とします。  

   
～Today’s Information～ ◆◆報告事項◆◆ 

◇◇幹 事 報 告◇◇       幹事：鵜飼博信 

◆2019-20 年度第 5 回理事会報告 

開催日時：2019 年 11 月 6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)新会員の委員会配属及び職業分類について 
後藤貴浩会員・鬼頭好信会員 ともに会場委員会 

(2)役員選考指名委員会より報告→年次総会にて発表 
議題  
(1) 退会届受理について 
11 月末退会 近藤英之会員（一身上の都合） 
12 月末退会 伊藤強平会員（体調不良の為） 
12 月末退会 鈴木雅博会員(一身上の都合) 
(2)  次年度地区委員会への出向について 
地区委員会からの派遣要請に基づいて 
ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ/職業研修ﾁｰﾑ委員会へ永井伸治会員 
ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員会へ林茂一会員 
に次年度もお願いすることになりました。 
(3)  令和元年度稲沢スカウト協議会への助成につい

て(青少年奉仕委員会)←承認 

☆ 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 47 名 前 々 回 修 正 11 月 13 日     

出 席 

会 員 数 

33 名 出 席 

会 員 数 

33 名 
(内免除 10 名) (内免者 7 名) 

欠 席 者 数 
14 名 

ﾒ ｰ ｸ ｱ ｯ ﾌ ﾟ 数 3 名 
(内免除 3 名)  

出 席 率   75.0％ 修 正 出 席 率 90.0％ 

 
今週のメークアップ 加藤健司（D2760）宮﨑忠広・山田典永（C.O.M） 

 

本日の例会プログラム 第 2719 例会 12 月 7 日（土）  

例会場：ホテルナゴヤキャッスル  クリスマス家族会 

 

 

 

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 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 稲沢体育協会に対する協会団体育成費について

（社会奉仕委員会）←承認 
 

◆首里城火災支援金に御協力いただきありがとうござい

ました。集まった￥29,300 を地区へ送金手続きしました 

 

◆先日寄付の手続きをさせていただいた、山脇会員と鵜飼

会員にベネファクターの認証状とピンが届きましたので

お渡しいたします。 

 

◆1 月の予定 

1 月 1 日 （水） 休会（定款 8-1） 

1 月 8 日 （水）  幸福例会 会員表彰 第 7回理事会第

２回委員長会議 神社参拝（例会前） 

1 月 15 日（水） 休会（定款 8-1） 

1 月 22 日（水）  クラブ・アッセンブリー 上半期報告 

1 月 25 日 (土) 3 クラブ合同新年例会 ホスト：稲沢 RC 

ﾎﾃﾙﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

1 月 29 日（水）  例会日変更（25 日へ振替） 

 

 

◇ ◇ 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 今週末 7 日土曜日のクリスマス家族会よろしくお

願いします 

浅井 横井さん綺麗なお花、いつも有難うございます 

川合 会長ごちそうさまでした 

永井 宮司さんに退治された鬼です。ごちそう様でした 

横井 趣向を凝らした久しぶりの会、楽しいひとときでし

た。皆さんありがとう。 

加藤(健) 横井さん、川合さん、ありがとうございました 

川合 横井会皆さん参加頂きありがとうございます。 

永井 さだむ会ご出席の皆様ありがとうございました 

山本 楽しい横井会ありがとうございました。茂一さんに

送っていただき感謝です。 

新井 横井さん、先日は楽しい時間を過ごさせて頂きあり

がとうございました。 

橋本 脳ドックをやりました。加藤院長から異状なしと云

われましたが、脳ミソは恐らくシャビシャビでしょう。 

浅井 左手小指第２関節脱臼、リハビリ通っているが改善

せず。誰か何とかして！！ 

浅井 原さん、賭けに負けました。食事会開催します。 

吉川誕生日をお祝いしていただきありがとうございます。 

林(茂夫) 在籍表彰を頂いて 

山脇 出席表彰を頂いて 

西村 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 

4 日生まれ 樋田文裕 

私は、恩人の方の名前も顔もわかりません。小学校２年

生の時に自宅に隣接する工場で機械に巻き込まれかけ

て、右腕に怪我を負い応急的にタオルを巻いて父親の車

で尾西病院へ。即麻酔を打たれて手術。目が覚めたら石

膏で固められた右腕。そして手術の後に「100％の回復

はかなり厳しい」と両親に伝えられ、かなり落胆したこ

とを随分あとで聞きました。１ヶ月後石膏がはずされ右

腕は奇跡的に元通りに動きました。利き腕の右腕が今も

普通に動くことが、私にとっては神様からの、いや手術

をしていただいたお医者様からの一生物の贈り物だと

思い、心より感謝しております。 

 

7 日生まれ 吉川貴祥 
私にとっての偉人プロゴルファー尾崎将司選手、優勝

回数 113 勝、賞金王 12 回。なお、うち 9 回は 40 歳を過

ぎての獲得というから、いかに長い間、第一線で活躍し

ていたかを物語っています。そして、最後に優勝したの

は 55 歳（2002 年）の時、現在もレギュラーツアーに出

場して、現役を貫いています。さて、そんな彼が 50 歳

の時、あるインタビューの中で語ったことが「もう自分

に残されている時間は少ないんだよ。」という文言。私

自身、当時の尾崎選手と同じような年齢になって、時間

の大切さを感じさせてくれた尾崎選手の言葉に感謝し

てます。心身ともに健康であるうちに何でもトライした

いと思います。そして、ロータリーメンバーの頑張る姿、

笑顔を拝見させていただくたびに、もっと頑張ろうとい

う活力を頂いております。ですからメンバーの方々全て

が私の恩人でありますので、あらためて皆様に感謝を申

し上げ、お礼の言葉とさせて頂きます。 

 

8 日生まれ 伊藤彰 
お誕生日のお祝いありがとうございました。77 歳に

なりました。テーマとはちょっと違いますが、非常に強

い印象を受けました人物は旧愛知県知事だった桑原幹

根さんです。40 数年前の事ですが、名古屋駅のコンコ

ースですれ違った時の事ですが、凄い威厳を感じた事を

思い出します。地元出身の総理大臣ともこの様な経験は

ありますが、比較になりませんでした。自分自身若かっ

た事は当然ですが、今でも鮮明に記憶に残っています。

これからも皆様の御指導の程よろしくお願い致します。 

 

13 日生まれ 後藤貴浩 

私は結婚を期にこの稲沢市へやって参りました。仕事

や、生活も変わり慣れない環境で大変不安でしたが、同

業者の団体に入り自分よりも若い若者達と関わり、悩み

や喜びを共有していくうちに年齢の差を超えた同志と

しての友情、そして彼らに尊敬の念が芽生えました。私

はこの経験からいくつになろうとも新境地に思い切っ

て飛び込む事を楽しもう、そう思う様になりました。こ

れからはロータリークラブに入会を期に尊敬できる素

晴らしい先輩方にご指導頂けることを大変期待してお

ります。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 日生まれ 小島洋一 
ただ今は誕生日をお祝いいただきありがとうございま

す。14 日に 61 才になります。 

最近まで 17～8 年間、合気道を習ってきましたが、その開

祖が植芝盛平先生です。自分より 75 年前の 12 月 14 日の

お生まれとのことです。植芝先生の言葉に「何事も見過ご

さないよう、しなければいけない。山川草木、ひとつとし

て師とならないものはない。」というものと「絶対不敗、

これ即ち何人とも争わざることなり。」があります。遥か

な境地ではありますが、少しでも近づけるようこれからも

日常生活を送っていきたいと思っています。 

現在自分は合気会の４段ですが、何かあっても皆さんを投

げ飛ばすようなことはないので今後ともよろしくお付き

合いをお願いいたします。 

 

17 日生まれ 加藤健司 
私が尊敬する人はたくさんいますし、今の私の周りにも

いらっしゃいます。またおおぜいの恩師のおかげで今に至

っています。その中でも、真っ先に挙げるのは研修医のと

きに私を外科に誘ってくださった先生です。お前は外科向

きだ、とおだてられて引きずり込まれ、他科の研修中でも

手伝いに呼んでいただき、診断から手術のいろはをしっか

りと叩き込んでくれました。もうひとりは、外科医になっ

て 10 年ほどしてから赴任した病院の部長です。その部長

の専門の血管外科の技術も教わり、手術のほとんどを私に

任せ、本当にたくさんの手術をさせていただきました。そ

のわずかでも後進に伝えていかねばと思っています。 

 

20 日生まれ 岡田義夫 
265 年の長き 15 代に亘る徳川幕府に対し大政奉還を迫

り、国民の代表による政治を基とする国家への礎を築き国

政を国民の権利とし、廃藩置県により領地を藩主から民の

下へと導く熱意に満ちた行動は、150 余年を経た今日の日

本が在る基を築いた代表的な偉人かと思います。 

『利他の精神』を貫き通し、その為に、家族親族には辛い

人生を強いた事も事実ですが、卓越したリーダーシップ

と、その時代の方々の熱い思いを結集した結果、今日まで

日本が日本で在り続ける事が出来たと確信します。様々な

争いの末、平和な今を感じられるのも偉人 西郷隆盛をは

じめとする維新の志士の望んだ日本だと思います。 

 

20 日生まれ 宮﨑忠広 

先日は誕生日をお祝い頂きましてありがとうございま

した。今月の 20 日をもちまして 46 歳となります。 

 恩人と言うことで沢山の方を思い浮かべますがお 1 人

あげるとしますと、今の仕事がうまく軌道に乗るきっかけ

を与えてくださったお客様が頭に浮かびます。そのお客様

は私にこの仕事を続けていく意義と自信を与えてくださ

りました。 

 その方は、とある相撲部屋の後援会長をされ、強い関取

と分け隔てなく駆け出しの若い力士もサポートされる様

なとても情に厚い方です。出会った 15 年前、まだまだ業

界の序の口だった私を受け入れて頂き、現在に至るまで

様々なお導きを頂いております。お陰様で今の私は三段目

まで来れたのでしょうか。 

 これからの人生で、誰かの恩人となれる様な生き方が出

来ればいいなと思っております。 

 

 

 

22 日生まれ 鈴木雅博 

12 月 22 日で 49 歳になります。我が家の子どもたちは

高校 3 年生、高校 2 年生、中学 3 年生になりますが、こ

れまで家族の誕生日だけはお祝いを欠かしたことがあ

りません。子どもたちも大きくなり、家族全員が揃う時

間が少ないので、ここ数年は確実に全員が揃う朝食に 

誕生日ケーキを囲みます。家内は私の一つ年上で、年齢

に敏感なお年頃になりました。 

尊敬する偉人恩人と言ってすぐには思いつきません

が、あらためて考えると家内が偉人であり恩人です。子

どもがまだ小さく一番手がかかる頃、私はいつも家を留

守にしていました。「行ってらっしゃい」と気持ちよく

送り出してくれていましたが、今思えば家内一人で家事 

や育児の全てをこなしていたことを今さらながら思い

起こすと、今私がこうして毎日を生活しているのも家内

のお陰でもあると思う今日この頃です。 

 



 ゴルフ会 過去の成績の続き 

回
場所

年月日
氏名 グロ ス H'CP 参加者

 

優勝 大崎 守義 92 20.0

準 〃 塚本 胤男 95 22.0

優勝 山田　 武 81 22.0

準 〃 橋本 嗣治 79 18.0

優勝 小森 章平 101 30.0

準 〃 塚本 胤男 94 20.0

優勝 林 　 茂夫 87 15.0

準 〃 馬場 光男 88 15.0

優勝 林 　 茂夫 88 12.0

準 〃 森　　武彦 95 16.0

71
中日CC

S62-6-17

72
明世CC

S62-9-16

73
愛岐CC

S63-3-16

74
中日CC

S63-9-27

75
日本ラインCC

H1-3-22

富田 耕司　　桜木 琢磨　　大橋 為秋　　橋本 嗣治　　藤堂 利夫　　林 茂夫
森 武彦　　馬場 光男　　大野 邦英　　住田 正三　　山名 敬一　　小森 章平
青山 孝太郎

伊藤 雄之　　森 武彦　　大崎 守義　　桜木 琢磨　　高山 秀宗　　小森 章平
馬場 光男　　大津 将裕　　　藤堂 利夫　　　金森 英夫　　塚本 胤男
青山 孝太郎　　大野 邦英　　大橋 為秋

大津 将裕　　金森 英夫　　富田 耕司　　林 茂夫　　森 武彦　　大橋 為秋
馬場 光男　　伊藤 雄之　　角田 正　　大野 邦英　　藤堂 利夫　　大崎 守義
青山 孝太郎

北村 肇　　大野 邦英　　大津 将裕　　他不明

金森 英夫　　馬場 光男　　橋本 嗣治　　青山 孝太郎　　児島 秀光
桜木 琢磨　　大津 将裕　　田口 茂利平　 　大崎 守義　　伊藤 雄之
嶋田 茂雄　　大野 邦英　　北村 肇　　大橋 為秋　　樋田 隆夫　　成田 幸太郎
小森 章平  

優勝 桜木 琢磨 77 8.0

準 〃 高山 秀宗 96 24.0

優勝 桜木スザンヌ 88 16.0

準 〃 大津 将裕 88 15.0

優勝 伊藤　雄之 89 15.0

準 〃 池田 邦夫 89 20.0

優勝 大津 将裕 83 15.0

準 〃 伊藤　　彰 81 13.0

優勝 池田 邦夫 86 18.0

準 〃 児島 秀光 86 16.0

優勝 大津 将裕 79 13.0

準 〃 伊藤    建 86 14.0

優勝 伊藤　　彰 83 12.0

準 〃 住田 正三 95 21.0

優勝 山名 敬一 97 22.0

準 〃 桜木スザンヌ 90 15.0

優勝 北村 　肇 94 25.0

準 〃 橋本 嗣治 86 17.0

優勝 伊藤    建 89 13.0

準 〃 伊藤　　彰 91 9.0

優勝 橋本 嗣治 86 15.0

準 〃 西村 郁夫（OP） 82 13.0

優勝 住田 正三 95 25.0

準 〃 岩堀 正和 100 29.0

79
明世CC
H2-6-20

80
瑞浪高原CC
H2-10-25

81
愛知CC

H2-12-20

82
ひるかわGC

H3-4-11

83
中日CC
H3-6-20

84
明世CC
H4-9-12

85
津CC

H3-11-21

86
明世CC
H4-4-2

87
レイクグリーンGC

H4-6-25

78
中日CC
H2-4-10

76
中日CC
H1-6-21

77
中日CC
H1-8-26

児島 秀光　　金森 英夫　　橋本 嗣治　　大津 将裕　　森 武彦　　伊藤 雄之
林 茂夫　　山名 敬一　　馬場 光男　　大野 邦英　　大崎 守義

橋本 嗣治　　住田 幸英　　北村 肇　　大崎 守義　　桜木 琢磨　　大橋 為秋
森 武彦　　伊藤 正弘　　山名 敬一　　住田 充弘　　金森 英夫　　山田 武

大津 昌宏　　北村 肇　　小沢 良助　　住田 正三　　金森 英夫　　児島 秀光
橋本 嗣治　　桜木 琢磨　　森 武彦　　大崎 守義　　馬場 光男　　高山 秀宗
山田 武　　松田 規夫

金森 英夫　　大崎 守義　　山名 敬一　　小沢 良助　　桜木 琢磨　　馬場 光男
池田 邦雄　　田口 茂利平　 　高山 秀宗　　　林 茂夫　　伊藤 雄之　　森 武彦
箕浦 弘美　　橋本 嗣治　　小森 章平

橋本 嗣治　　小沢 良助　　伊藤 雄之　　加藤 耐　　金森 英夫　　塚本 胤男
山名 敬一　　伊藤 建　　池田 邦雄　　大津 将裕　　森 武彦　　小森 章平

伊藤 雄之　　大野 邦英　　森 武彦　　橋本 嗣治　　金森 英夫　　北村 肇
小沢 良助　　林 茂夫　　池田 邦雄　　児島 秀光　　山名 敬一　　山田 武
馬場 光男　　住田 正三　　小森 章平

森 武彦　　小沢 良助　　橋本 嗣治　　塚本 胤男　　伊藤 雄之　　大崎 守義
池田 邦雄　　加藤 耐　　大津 昌宏　　大橋 為秋

大津 将裕　　伊藤 建　　木村 章二　　橋本 嗣治　　北村 肇　　桜木 琢磨
金森 英夫　　加藤 耐　　伊藤 雄之　　森 武彦　　大崎 守義　　小森 章平

小沢 良助　　小森 章平　　高山 秀宗　　大橋 為秋　　金森 英夫　　住田 正三
伊藤 雄之　　森 武彦　　池田 邦雄

小沢 良助　　山名 敬一　　金森 英夫　　岡田 義夫　　林 茂夫　　馬場 光男
大野 邦英　　塚本 胤男　　橋本 嗣治　　大津 将裕　　小森 章平

高山 秀宗　　岩堀 正和（OP） 児島 秀光　　伊藤 雄之　 池田 邦雄　 大崎 守義
小森 章平　　大津 将裕　　猪子 正（OP）　大橋 為秋 　 小沢 良助　　住田 正三
金森 英夫　　山田 武　　箕浦 弘美　　北村 肇　　　森 武彦

伊藤 彰　　西村 郁夫　　小沢 良助　　大野 邦英　　大津 将裕　　高山 秀宗
塚本 胤男　　橋本 嗣治　　山名 敬一　　金森 英夫　　加藤 耐　　馬場 光男
伊藤 雄之　　今井 靖隆（OP）　　猪子 郁子（OP）

 


