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クラブテーマ

仲間を増やし、

思いやりの心を育もう

本日のプログラム

司会 加藤久仁明君

・点 鐘 風岡 保広君

・ROTARY SONG 「奉仕の理想」

・今月の歌 「故郷」

・ビジター紹介 風岡 保広君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶 風岡 保広君

・卓 話 後藤真由子氏

・幹事報告 北 健司君

・点鐘 風岡 保広君

今月の歌

故郷

うさぎ追いし かの山

小鮒つりし かの川

夢は今も めぐりて

忘れがたき 故郷

先週の記録

幹事報告 幹事 北 健司君

① 第12 回クラブ会員増強委員会開催の案内

6月 8日（金）18:00～ はなのき

② 次年度「地区ロータリー財団セミナー」開催

案内

日 時：7月 11日（水） 12:00～

場 所：名古屋東急ホテル

出席義務者：名畑会長・屋嘉比会長エレクト・

松尾ロータリー財団委員長

◎例会変更のお知らせ

２０１２年６月１５日（金）第２０９６回（６月第３例会）

愛知長久手 ６月１９日(火) ６月１９日 (火）１２：３０～

ＲＣ 例会場の都合の為 長久手温泉

愛知長久手 ６月２６日(火) ６月２６日（火）１８：３０

ＲＣ 夜間例会の為 ラポール

瀬 戸 ６月２７日(水) ６月３０日（土）１８：００

ＲＣ 夜間例会の為 喜楽梅むら

岩 倉 ６月２６日(火) ６月３０日 (土）１８：００

ＲＣ 夜間例会の為 未定

名古屋城北 ６月２６日(火) ６月２６日（火）１８：００

ＲＣ 夜間例会の為 まるい

小 牧 ６月２７日(水) ６月２７日（水）１８：００

ＲＣ 夜間例会の為小牧コミュティホテル

名古屋千種 ６月２６日(火) ６月２６日（火）１8：００

ＲＣ 夜間例会の為 松楓閣

名古屋丸の内 ６月２８日(木) ６月２８日（木）１８：３０

ＲＣ 夜間例会の為 安江

名古屋名北 ６月２７日(水) ６月２７日（水）

ＲＣ 夜間例会の為 未定

出席報告 委員長 蓮野 美廣君

会員 ５2名 欠席１６名 出席率79.5%

先々週の修正出席 欠席 0名 出席率100%

ニコボックス報告 委員長 中川 健君

○誕生日の祝福を受けて。 山口 由起君

○誕生祝の祝福を受けて。 小島 啓冶君

○誕生祝いをもらう喜びで・・・。加藤久仁明君

○卓話をさせていただきます。 大橋 完一君



○本日卓話をさせていただきます。中川 健君

○アテンダンス表彰ありがとうございました。

社本 太郎君

○家内の誕生日の祝福を受ける喜びで。

林 徹君

○主人の祝福ありがとうございます。

高橋 理江君

○ゴルフ優勝させていただきました。

伊藤 一裕君

○お花を有難うございます。昨日エーゲクルーズ

からもどりました。 新美 治男君

○ロータリーの森プロジェクトは、森を育てるこ

とで CO2 削減に協力しています。 早川 八郎君

○祝福の皆さんおめでとうございます。

風岡 保広君

○大橋さん中川さん今年度の「おおとり」の卓話

よろしくお願いします！！ 近藤 太門君

○卓話を聞ける喜びで。 貴田 永克君

○祝福のみなさんおめでとう。

足立 治夫君 浅井 瀧治君 林 鑛三君

磯野 俊雄君 加知 康之君 亀谷 鉦一君

加藤 茂君 加藤 宗生君 北 健司君

松尾 隆徳君 名畑 豊君 成瀬 浩康君

太田 弘道君 岡田 義邦君 清水 勲君

塚本 兼光君 和田 了司君 屋嘉比良夫君

卓話 大橋 完一君

本日は誕生日のお祝いを頂きありがとうござい

ました。

ロータリーに入会して以来誕生日の卓話をする

のは多分はじめてではないかと思います。毎年６

月は年度末で行事が多く祝福の日がつぶれること

があり、いままで卓話を頼まれた記憶がありませ

ん。私は１９４３年に現在住んでいます高蔵寺に

生まれ今月１２日で満６９歳となりました。

春日井ＲＣには 1980 年９月入会して、はやい

ものでもう 32 年がたちました、奥村会長年度は

幹事をそして 2002～2003 年度には会長を勤めま

した。会長年度では春日井ＲＣの姉妹提携 3 ｸﾗﾌ゙

（台湾.韓国．カナダ）にも訪問し、また外国のロ

ータリークラブ（ｲｷﾞﾘｽ.ﾌﾗﾝｽ.ｵｰｽﾄﾗﾘｱ.ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

等）にも訪問してバナー交換などしロータリ活動

を楽しんでいましたが、２００１年 9 月１１日に

ニューヨーク.ワシントンに向けて飛行機に乗っ

てアメリカの同時多発テロに遭遇しカナダのウイ

ニペッグ空港に強制着陸させられ、１週間.ホテル

で缶詰にあいました。それ以降海外クラブへの訪

問は自粛しております。今は好きなゴルフを時た

ましたりして日常生活を楽しんでいます。

これからもクラブの皆様と共に楽しいロータリ

ー活動をしていきたいと思っています、今後とも

よろしくお願いします。

卓話 中川 健君

ニコボックスについて

私は春日井ロータリークラブに入会しまして 3

年になりますが、ニコボックスを担当させていた

だくのは 2 回目になります。

風岡会長からニコボックス委員長を拝命いただき、

今期の運営をさせていただいたわけですが、これ

もひとえに諸先輩方のアドバイスをいただき、な

んとか大きなミスもなく運営させていただくこと

ができました。（と思っております。）

今回、ニコボックス委員長ということで委員長権

限（？）で私が決めたことは 2 点です。

１）記入していただいたコメントはすべて進行の

妨げとなる場合を除き原則として発表する。

２）気持ちをこめて大きな声で発表する。

この 2 点にこだわりました。

せっかく文章を書いていただいているのにウイー

クリーに掲載するだけでは申し訳ないという気持

ちもあるのですが、、、

大きな理由は、うれしかったこととかを書いてい

ただいている皆様の気持ちを、ほかの皆様に活字

じゃなく言葉でリアルにお伝えしたいと思ったか

らです。

「幸せのおすそわけ」とでもいいましょうか、、、

喜びも皆さんで共有することで一体感が生まれ、

また円卓の席でも会話のネタにしてほしかったか

らです。

※ホテルの会場レイアウトが円卓である理由を自

分なりに解釈した結論です。

・・・・中 略・・・・

卓話について

外部の方の卓話は興味がないものもあるのです

が、諸先輩の卓話はプライベートなことやご自身

の会社のことなど自分史的なお話しされるのです

ごく楽しみにしております。

その中で印象に残った卓話についてお話させてい

ただきます。

※すでに卓話で発表されていらっしゃいますので

お名前・内容などは割愛致します。

「運がいい」 （中川的なキーワード：卓話タイ

トル）

帰りの電車の中でたまたまご一緒させていただい

た先輩から、「来週は卓話なんだよ」とおっしゃっ

て、卓話の予告編みたいなお話を電車の中で少し

お話していただきました。

「運がいい」という事をおっしゃった時に、当初

宝くじでも当たったのかな？と単純に想像してお

りましたが、その後の卓話を拝聴させていただき、

「とても苦労をされたこと」、「がむしゃらに働い

たこと」、「人に恵まれたこと」、「タイミングがよ

かったこと」 などなど

先輩が予告編でお話された内容と実際卓話を拝聴



させていただいた事を自分なりに理解するにつれ、

これだけのご経験をされているから「運がいい」

という言葉が言えるんだと。

稚拙なゆえうまく表現できませんが「正直先輩か

っこいいな」と思いました。

他の先輩方のお話も、前記同様にして、「苦労され

たこと」、時には「奥さんとのやり取りの苦労話」

とか諸先輩方のリアルな描写が入ったお話を拝聴

させていただいたときに、他の先輩も同じような

苦労など経験をされて今があるんだと思いました。

お話に共感するところが多々あり、若造の私はも

っともっとがんばらんといけないなと気づかせて

いただきました。

生きたお話、といいますか、本で書いてある話じ

ゃなくてリアルなお話であるというところが

若造である私たちの世代ではこのようはお話をき

かせていただける機会は滅多にないので、とても

ありがたく思っております。

本日の卓話でお伝えしたかったことは 先輩を尊

敬する気持ち リスペクト でございます。

春日井 RC の一員としてこのような諸先輩方と一

緒にいることができることを誇りに思い、感謝し

て私の卓話とさせていただきます。

(ゴルフ大会優勝 会長杯を受ける伊藤一裕君)

(会員誕生祝)

(アテンダンス表彰)

(卓話 大橋 完一君)

（卓話 中川 健君）

(大船渡ＲＣから山口由起君へ寄付感謝状授与)


