
   

平和と紛争予防/紛争解決月間 
２月２６日（金） ３月６日(日) ３月１１日(金) ３月１８日（金） 
卓話 ３月４日変更 理事役員会１１；３０ 卓話 
一ノ瀬 芳翠氏 東港 RC 歓迎例会 クラブ協議会１３：３０ 小野寺 誠君 

例

会

予

定  黒潮 １８時～ 春日井警察署員表彰等  
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ニュートンのリンゴの木 ニュートン科学館 

本日のプログラム 
           司会   青山 博徳君 
・点 鐘            志水ひろみ君 

・ROTARY SONG  「われら日本のローラリアン」 

・今月の歌    「スキー」 

・ビジター紹介         志水ひろみ君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・会長挨拶           志水ひろみ君 
・卓 話 中部大学   学長  山下 興亜氏 

・入会式   下田 育雄君   岡本 博貴君 

・幹事報告           長谷川英輝君 

・点 鐘            志水ひろみ君 

 

今月の歌 

スキー 

山はしろがね   朝日を浴びて 

滑るスキーの    風きる早さ 

とぶは小雪か   舞い立つ霧か 

おおおこの身も 駆けるよ駆ける 

 

先週の記録 

会長挨拶      会長   志水ひろみ君 

本日 交易社団法人 春日井青年会議所から堀尾

国大（ホリオ クニヒロ） 

副理事長さんをはじめ5名のみなさんが当クラブ

に訪問されておられます。 

先日公益社団法人春日井青年会議所、賀詞交換会

に出席してきました。 

その後、渡辺佳郎 理事長さんよりその参加への

礼状が届いています。 

ＪＣＩの皆様に出会えましたこと大変嬉しく思い

ます。 

２０１６年２月１９日（金）第２２６７回（２月第３例会） 

 

今週の日曜日は2月14日でバレンタインデーです。 

今日 ご参集のナイスガイの皆様は毎年沢山のチ

ョコレートのプレゼントを受け取っておられると

思います。明日、あさっては休日のところもある

と思いますので、本日がピークかもしれませんね。 

チョコレートの老舗のゴディバが日本の日本橋三

越に1号店を出店して今年で44年になりますが、

1926年にジョセフ・ドラップスが「ショコラトリ

ー・ドラップス」をベルギーのブリュッセルに設

立をしました。 

「ゴディバ」の名は、11世紀の英国の伯爵夫人レ

ディ・ゴディバに由来します。 「ゴディバ」のシ

ンボルマークである、馬に跨った裸婦こそが、重

税を課そうとする夫を戒め、苦しむ領民を救うた

めに、自らを犠牲にした誇り高き彼女の姿です。 

領主レオフリック伯爵とその美しい妻レディ・ゴ

ディバの伝説は、1043年、英国の小さな町コベン

トリーで生まれました。レオフリック伯爵は、コ

ベントリーの領主に任命され、この小さな町を豊

かで文化的な都市へ発展させようと決意しました。 

大変信心深かったレオフリック伯爵とレディ・ゴ

ディバは、初めに大修道院を建設しました。修道

院はさまざまな宗教的、社会的活動の中心となり、

この成功により伯爵の野心はますます燃え上がり、

次々と公共の建物を建てては、領民から取る税を

増やします。あらゆるものを課税の対象とし、肥

料にまで税金をかけ、領民は重税に苦しみます。 

心優しいレディ・ゴディバは、貧しい領民にさら

に重税を課すことがどんなに苦しいことか、伯爵

に税を引き下げるよう願い出ました。伯爵は断り 

ましたが、彼女は何度も訴えます。ついに議論に

疲れた伯爵は、彼女に告げます。「もしおまえが 
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一糸まとわぬ姿で馬に乗り、コベントリーの町中 

を廻れたなら、その時は税を引き下げて建設計画

を取り止めよう。」  

翌朝、彼女は一糸まとわぬ姿で町を廻りました。

領民たちはそんな彼女の姿を見ないように、窓を

閉ざし敬意を表しました。そして伯爵は約束を守

り、ついに税は引き下げられました。 

ゴディバの創始者ジョセフ・ドラップスと妻ガブ

リエルは、レディ･ゴディバの勇気と深い愛に感銘

し、1926 年ベルギーに誕生した自らのブランドに

｢ゴディバ｣の名を冠しました。 

 

幹事報告      幹事   長谷川英輝君 

地区行事 

： 3 月 19 日（土） 第 2760 地区 PETS が開催

されます。 
グランコート名古屋 10：00～ 
出席義務者は伊藤純会長エレクト 
：4 月 24 日（日） 2016-17 年度のための地区協

議会が開催されます。 
ウェスティンナゴヤキャッスル 受付 11：30～ 
出席義務者の方はご参加よろしくお願いします。 

次週予告    

2 月 19 日（金）  
卓話  中部大学学長 山下興亜氏 
入会式 下田育雄君、岡本博貴君 
 
◎例会休会のお知らせ 
○名古屋清須ＲＣ ２月２３日（火）は休会 

 
出席報告       委員長  古屋 義夫君 

会員 58 名 欠席 19名 出席率 67.2%

先々週の修正出席 欠席 1名 出席率 98.3%

 

ニコボックス報告    委員長   岡嶋 良樹君 

〇シュレスタラクシミさんをお迎えして。 
                志水ひろみ君 
〇卓話を楽しみにしています。  近藤 太門君 
〇次週の写真展出品しました。ぜひお出掛け下さ

い。              青山 博徳君 
〇シュレスタさんの卓話を聞くよろこびで。 

社本 太郎君 
〇皇居、吹上大宮御所、東宮御所のバラの剪定に

行って参りました。       北  健司君 
〇今日も宜しくお願いします。  古屋 義夫君 
〇いつも有難うございます。   大橋 省吾君 
〇卓話楽しみにしています。   大原 泰昭君 
〇先週、久しぶりに娘と東京で会いました。楽し

かったです！          山田  治君 
〇いよいよ来週木曜より写真展が開催されます。 
皆様ご来場宜しくお願いします。 和田 了司君 

〇卓話を聞く喜びで。 
足立 治夫君  伊藤 一裕君  伊藤 正之君 
小野寺 誠君  加藤  茂君  河村 哲也君 
加藤 宗生君  貴田 永克君  川瀬 治通君 
近藤 秀樹君  清水  勲君  芝田 貴之君 
杉山 孝明君  杤本 正樹君  名畑  豊君 
成瀬 浩康君  野浪 正毅君  早川 八郎君 
長谷川英輝君  蓮野 美廣君  場々大刀雄君 
屋嘉比良夫君  薮下 尚武君 
〇御協力、ありがとうございます。岡嶋 良樹君 
 

会長挨拶 志水 ひろみ君 

 

春日井 JC PR 

卓話  米山奨学生 シュレスタラクシミさん 

 



次年度地区委員委嘱状授与 青山 博徳君 

 

各委員長挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


