
会員増強及び拡大月間

８月３１日（金） ９月７日（金） ９月１４日（金） ９月２１日（金）

クラブ協議会 13：30 理事役員会 11：30 卓話 ガバナー公式訪問

ガバナー補佐訪問 卓話春日丘高校 峠 テル子君 グランドティアラ春日井

例

会
予

定 ガバナー補佐小原 久和君 松本 誠太先生 １２：３０～

ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp

会 長：名畑 豊

副 会 長：社本 太郎
幹 事：志水ひろみ

会報委員長：加藤久仁明

Ｔ Ｅ Ｌ：（0568）81-8498

Ｆ Ａ Ｘ：（0568）82-0265

例 会 日：金曜日 12:30～13:30

例 会 場：ホテルプラザ勝川
事 務 局：春日井市鳥居松 5-45

E－ Mail ：ksgi-rc＠gaea.ocn.ne.jp

本日のプログラム

司会 蓮野 美廣君

・点 鐘 名畑 豊君

・ROTARY SONG 「奉仕の理想」

・今月の歌 「浜千鳥」

・ビジター紹介 名畑 豊君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶 名畑 豊君

・卓 話 和田 了司君

・幹事報告 志水ひろみ君

・点 鐘 名畑 豊君

今月の歌

浜千鳥

青い月夜の 浜辺には

親をさがして 鳴く鳥が

浜の国から 生れ出る

ぬれた翼の 銀のいろ

先週の記録

幹事報告 幹事 志水ひろみ君

第2 回持ち回り理事役員会報告

日時：２０１２年８月１７日(金)

第一号議案 東濃信用金庫加知康之君転任によ

る後任の森田 誠君入会を承認。

地区行事

：第１回地区内ｸﾗﾌﾞ社会奉仕委員長・環境保全委

員長会議

出席者は伊藤純君、峠テル子君

２０１２年８月２４日（金）第２１０４回（８月第３例会）

◎例会変更のお知らせ

愛 知 長 久 手 ８月２８日(火) ８月２８日（火）１２：３０

ＲＣ 例会場都合の為トヨタ博物館

岡 崎 南 ９月１１日(火) ９月９日（日）7：00～

ＲＣ 早朝例会の為 岡崎ニューグランドホテル

犬 山 ８月２８日(火) ８月２５日（土）

ＲＣ 交流例会の為名鉄犬山ホテル

羽 島 ８月２８日(火) ８月２５日（土）１7：30

ＲＣ 納涼例会の為 小瀬鵜飼

名 古 屋 守 山 ８月２９日(水) ８月２９日（水）

ＲＣ 夜間例会の為

名 古 屋 東 ８月２７日(月) ８月２７日（月）18：00

ＲＣ 歓迎例会の為 ウェスティンナゴヤキャッスル

小 牧 ８月２９日(水) ８月２９日（水） 10：00

ＲＣ 植樹祭の為 小牧市役所

一 宮 中 央 ９月５日(水) ９月７日（金）12：30

ＲＣ ｶ゙ ﾊﾞﾅｰ公式訪問の為真清田神社

一 宮 ９月６日(木 ) ９月７日（金）12：30

ＲＣ ｶ゙ ﾊﾞﾅｰ公式訪問の為真清田神社

一 宮 北 ９月７日(金) ９月７日（金）12：30

ＲＣ ｶ゙ ﾊﾞﾅｰ公式訪問の為真清田神社

◎ビジター紹介 会長 名畑 豊君

○小牧ＲＣ 松尾憲二郎君

出席報告 委員長 和田 了司君

会員 ５0名 欠席 21 名 出席率66.7%

先々週の修正出席 欠席 3名 出席率93.9%



ニコボックス報告 委員長 大畑 一久君

○お世話になります。 小牧ＲＣ 松尾憲二郎君

○会員誕生の祝ありがとう。 名畑 豊君

○アテンダンス有難う御座います。

加藤 茂君

○誕生日の祝福有難う御座いました。

社本 太郎君

○誕生日祝福を有難う。 屋嘉比良夫君

○誕生祝ありがとうございます。 高橋 理江君

○アテンダンスの表彰を受けて。 貴田 永克君

○お久ぶりです。 小川 長君

○54才のなりました。卓話させて頂きます。

伊藤 一裕君

○卓話を楽しみにしてます。 近藤 太門君

○祝福と卓話を聞ける喜びで。 足立 治夫君

伊藤 正之君 野浪 正毅君 林 憲正君

清水 勲君 峠 テル子君 林 鑛三君

小島 啓冶君 梅田 英夫君 長谷川英輝君

志水ひろみ君 太田 弘道君 蓮野 美廣君

磯野 俊雄君 宅間 秀順君 岡田 義邦君

風岡 保広君

卓話 社本 太郎君

誕生祝の祝福ありがとうございました。

私の家族はあまり誕生日祝いをする家ではなく、

子供のときでも母親、弟、私と３人が８月生まれ

で３人一緒にお祝いすることが数回あったきりで

あまり私だけの誕生日祝いはしたことありません。

１０数年前に春日井ロータリークラブに入って

初めてといっていいくらい誕生日祝いをいただき

ました。

私にとって思い出の誕生日というと９年前ロー

タリーの写真部を中心とするメンバー１０名で京

都の花街の一つ宮川町へ行ったときでした。

その日が偶然私の誕生日の８月９日で、また花

街のシステムは個々に会計するのではなく、なじ

みの一名が代表して支払うシステムですが、それ

までは私の京都の友人に誘っていただいてその人

にお金を払っていましたが、ロータリーのメンバ

ーといったその日が初めて私が自分で支払いをと

りしきる初めての日で、いわば一人前の客として

認められた日でもありました。

最近では春と秋の踊りの時期にパン屋のあつま

りに行く程度でせいぜい年に２，３回です。

今年の誕生日はたまたま知り合いの舞妓さんが

京都府の青少年を励ます会というチャリティーの

会で南座で踊られるということで、お誘いがあり

妻と二人で行きました。

昼ごろ京都へ着いて八坂神社へお参りしたあと

祇園花見小路で侘家古暦堂という鳥料理の店で食

事しました。この界隈は友人の山田さんも言って

見えましたがけっこう値打ちに美味しい料理が食

べられるということで、その言葉通り美味しい鳥

料理でした。

南座で踊りを見た後、夜は高台寺近くの１５年

ほど前から行きつけの小料理屋さん、千房さんへ

行って食事しました。このお店、値段はリーズナ

ブルですが味は一流店に劣りません。好きな料理

のみ選んで食べられるのもこのお店のいいところ

です。私は特にここの野菜の煮物が大好きで必ず

注文します。

昔行きかけたころはこのお店も一人１万円くら

いしましたが、今回は二人で１万円でした。景気

が悪くて睡眠時間削ってお昼の弁当の注文も受け

ているといってみえましたが、デフレ不況の波は

京都にも押し寄せているのかと思いました。

話は変わりますが一昨日私はすばらしい体験を

しました。

歌手の長淵剛さんが仙台のサンプラザでライブ

公演を行い、それを日本全国、台湾などの外国で

も映画館でライブ中継されました。

次女夫婦が西区のイオンでの放映のチケットを

取ってくれて妻と４人で行ってきました。長淵剛

はライブでないとその良さがわからないというこ

とがよくわかりました。会場に来ていた若い夫婦

と５歳前後の子供さんが日本の国旗を振ってツヨ

シーと呼んでいる姿に彼のファンの広がりのすご

さを感じました。ロンドンオリンピックの開会式

ではビートルズのポールマッカートニーが歌いま

したが、日本で歌うとしたらサザンの桑田さんか

長淵さん、私としては長淵を推したい気分です。

卓話 伊藤 一裕君

先月に、プログラム委員長から本日の卓話のご

支持をいただきましたが、私が一昨年 7月に入会

させていただいてから早 3 回目の卓話となります。

2 回目は当日の朝、歯磨きの最中に咳をしたとた

んにぎっくり腰になり、例会に参加できませんで

したが、翌週のウィークリーには文章で提示させ

ていただきました。

本日の卓話は五日前に行われた、私が福井大学

を卒業してから 30 年目で初めての同窓会に参加

したときの話をしたいと思います。

開かれたのはちょうど私の誕生日 8 月 12日で、場

所は福井県の芦原温泉でした。参加者は建築学科

同期入学生37名プラス留年8年と4年の先輩計３

９名中１６名でした。

音信不通者が２名、癌で亡くなった同級生が１名、

その他は海外出張や仕事の理由で欠席でした。

ほとんどが、卒業のときの姿をそのまま年を重

ねたという感じで皆若く見え、頭が薄くなってい

たのは２，３名だけでした。宴会の最中に昔から

変わらないランキングを行ったところ私は第４位

で若く見えるほうでした。また、近況報告を行っ

たところ、バツイチが２名、おじいちゃんが２名

でした。



仕事の面では、参加者１６名の現在の職業は大手

ゼネコンが８名、公務員が３名、私を含め設計事

務所が４名、隠居生活が１名でした。大手ゼネコ

ン熊谷組・大林組・清水建設・飛島建設・前田建

設などに勤務のものは皆、役職が建築部長とか業

務部長とかで出世していました。公務員のものは

福井県・徳島県・福井市役所で皆、課長補佐でな

かなか課長になれないと愚痴をこぼしていました。

設計事務所勤務のうち１名は超大手の設計事務所

日本設計の執行役員までに出世していました。隠

居生活のものは３浪して福井大学に入学している

ので現在５６歳で、仕事に疲れたといって現役を

退いているそうです。

宴会が終わって、２次会のカラオケでは事前にア

ンケートで参加者に持病を記入してもらっており、

その数の多い者から順番に歌っていくという方法

で行いました。

歌い終わるとそれぞれが自分の持病を発表し、お

まえもかなどと言い合って大いに盛り上がりまし

た。一番数の多かったものは５個で、糖尿病・高

脂血漿・高血圧・腰痛・不整脈でした。ちなみに

私は父と同様に心電図にて不整脈がみられ要観察

といわれたもので、最後から２番目で歌を歌いま

した。カラオケの曲はほとんどが大学時代にはや

った歌でサザンオールスターズやアリスなどで演

歌は１曲だけでした。あっという間にカラオケが

終わり、一部屋に皆集まり、昔話に花を咲かせま

したが、学生時代とは違い、年のせいか少しずつ

人数が減っていき１２時過ぎには皆寝てしまいま

した。

翌朝、別れ際に、次回の同窓会はオリンピックと

同じ４年後で名古屋近辺で開かれることとなり、

幹事は私と桑名市に住む熊谷組建築部長の２名で

行うこととなりました。最後に皆絶対に４年後ま

では死なないようにと団結して分かれました。私

も次回までには持病を増やさないように健康に留

意したいと思いました。

解散後、現在の福井大学の見学では４年生のとき

に焼失したアメフトの部室跡やゼミ室、下宿して

いたアパートを見に行きましたが、アパートは跡

形もなくなっていました。また、卒業設計では福

井で取れた鯖を京都・大阪まで運ぶ街道の宿場町

で小浜市にあります熊川宿の町並み保全計画作成

を行ったので、その後どう変わったかの見学に行

きました。現在の熊川宿は道の駅もでき、一部の

建物が指定文化財に指定され、私の作成した計画

に近いものになっており、感動いたしました。

最後に４年後の同窓会が開かれた後、卓話でその

模様を話したいと思います。

（2011 年度会員増強・拡大賞）

（会員誕生の皆さん）

（卓話 社本 太郎君）

（卓話 伊藤 一裕君）


