
ロータリーを考える月間

８月３０日（金） ９月６日（金） ９月１３日（金） ９月２０日（金）

理事役員会 11：30 クラブ協議会 13：30 卓話 祝福

卓話 青山 博徳君 ガバナー補佐訪問 山田 倫章君 卓話 伊藤 純君

例

会

予
定 卓話 岡嶋 良樹君 ガバナー補佐丹羽司一君 卓話 蓮野 美廣君

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

本日のプログラム

司会 伊藤 純君

・点 鐘 屋嘉比良夫君

・ROTARY SONG 「我等の生業」

・今月の歌 「ふじの山」

・ビジター紹介 屋嘉比良夫君

・食事・歓談

・委員会報告

・祝 福

・卓 話 名畑 豊君 社本 太郎君

・幹事報告 加藤久仁明君

・点 鐘 屋嘉比良夫君

今月の歌

ふじの山

あたまを雲の上に出し

四方の山を見おろして

かみなりさまを下にきく

ふじは日本一の山

今月の祝福

会員誕生日

9日 社本 太郎君 9 日 名畑 豊君

11日 屋嘉比良夫君 12日 伊藤 一裕君

18 日 峠 テル子君

夫人誕生日

11日 山田 治君・幸子さん

22日 成瀬 浩康君・由美さん

アテンダンス表彰

３９ヶ年 貴田 永克君

３９ヶ年 加藤 茂君

１１ヶ年 加藤久仁明君

７ヶ年 蓮野 美廣君

２０１３年８月２３日（金）第２１５０回（８月第３例会）

先週の記録

会長挨拶 会長 屋嘉比良夫君

本日の例会は、ＩＤＭ 夜間例会です。本年度

入会された３名の新会員には初めての会合となり

ますので少しお話したいと思います。

ＩＤＭ＝インフォーマル・ディスカッション・

ミーティングの頭文字です。ロータリーの定義と

言うか、春日井ＲＣの小冊子にはこうなっていま

す。

“ロータリーの創設以来、知り合う事、話し合

う事は、親睦の基本的な条件とされてきました。

この会合は、自由に討議する会合で、新会員の同

化、及び親睦と情報交換、そして自由討議を通じ

てロータリーに関する諸問題について理解増進を

図ることを目的としています。”と…。

私には少々難しいのですが、私流に思うことは、

気取らずに、気楽に、新会員も、若い会員も、ベ

テラン会員も一緒になって食事を取りながら、飲

める人はお酒を飲みながら、自由に話し合いなが

ら、新会員達と親睦を図り情報交換しながら、馴

染み合い、親睦を深め、皆でロータリーをより以

上に理解しよう。という会合ではないでしょうか。

ＩＤＭを８月に開催する事は稀な事で、例年は

７月中ですが今年は例会スケジュールが重なった

りして今日になりました。

話は変わり…今日 8月 9日は皆さんご存知の通

り８月６日の広島に続き長崎にも原子爆弾が投下

された日ですね。広島では約１４万人、長崎では

73,884 名の尊い命が奪われています。そして8 月

9 日その日に、ソ連軍が日ソ中立条約を一方的に

破棄し、旧満州に侵攻したのです。満州に残され

た日本人には地獄の始まりです。



57 万人以上もの将兵らがシベリアに送られ、寒

さと飢えと重労働の三重苦の下、5 万 5 千人の人

が亡くなっています。戦争は悲惨です。怖いです。

恐ろしいです。2 度とあってはいけない、2 度と

やってはいけないと、つくづく思います。私も戦

争遺児の一人です。

あれから 68 年…色々有りました。本当に色々

な事が有り今が有ります。戦後の廃墟から頑張っ

て復興をなし、日本人は、頑張って、ガンバッて、

経済大国にのし上がりました。日本人皆が豊かに

なりましたが、消費社会は…日本人の大切なもの

を何か忘れてしまった様に思います。今、日本人

は、平和ボケしていると言われています。平和ボ

ケでも続けばいいと思います。続けば…ですよ！

続かないと思います。皆さんは如何でしょうか？

終戦記念日を前に何を感じているのでしょうか…。

幹事報告 幹事 加藤久仁明君

持ち回り理事会報告 日時：2013 年 8 月 9日（金）

審議内容

第 1 号議案：林鑛三君休会承認の件

上記審議事項すべて可決承認

報告事項

春日井明るい社会づくりの会実践体験分最終審査

9 月 5日(木) 13：30~ ささえ愛センター

出席義務者：会長 屋嘉比良夫君

第 2 回地区環境保全委員会

9 月 12 日(木) 17：00~ ガバナー事務所分室

出席義務者：環境保全委員長 場々大刀雄君

◎例会変更のお知らせ

江 南 ９月５日 (木) ９月５日 (木) 1９：００

ＲＣ RAC合同例会の為商工会議所

名 古 屋 東 ９月２日 (月) ９月２日 (月) 1８：００

ＲＣ 新入会員歓迎会の為ウェスティンナゴヤキャッスル

岡 崎 南 ８月２７日 (火) ８月２７日 (火) １８：３５

ＲＣ 納涼例会の為 クイーンアイリス

◎ビジター紹介 会長 屋嘉比良夫君

○豊田ＲＣ 杉浦 彰彦君

〃 後藤 尚之君

○犬山ＲＣ 谷定 貴之君

○名古屋空港ＲＣ 太田 成彦君

○瀬戸北ＲＣ 杉山 仁朗君

出席報告 委員長 伊藤 一裕君

会員 54名 欠席 23 名 出席率56.6%

先々週の修正出席 欠席 1 名 出席率98.1%

ニコボックス報告 委員長 成瀬 浩康君

○猛暑の中、御出席ご苦労様です。屋嘉比良夫君

○丹羽代議士へのご支援及び姉妹都市市民の会、

よろしくお願いします。 松尾 隆徳君

○毎日暑いですね！！ 近藤 太門君

○ポルトガルポートワインを試飲してください。

志水ひろみ君

○今日無事に６７歳を迎えました。社本 太郎君

○ちょっと良い事がありました。 蓮野 美廣君

○明日の中日新聞に掲載される喜びで。

青山 博徳君

○夜間例会に参加する喜びで。

足立 治夫君 磯野 俊雄君 太田 弘道君

大橋 完一君 岡嶋 良樹君 加藤久仁明君

加藤 宗生君 風岡 保広君 河村 哲也君

貴田 永克君 小島 啓冶君 清水 勲君

高木 修君 宅間 秀順君 峠 テル子君

名畑 豊君 野波 正毅君 場々大刀雄君

和田 了司君

乾杯の挨拶 直前会長 名畑 豊君

夜間例会 会場風景


