
   

水と衛生月間 
３月１１日（金） ３月１８日(金) ３月２５日(金) ４月１日（金） 

理事役員会１１；３０ 祝福 セブＲＣ帰国報告 理事役員会 11：30 
クラブ協議会１３：３０ 卓話  祝福 

例

会

予
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春日井ロータリークラブ 
2015～2016 年度 WEEKLY REPORT クラブテーマ 

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 

・国 家      ［君が代］ 

・ROTARY SONG   「四つのテスト」 

・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          東港ＲＣ交流例会 

・幹事報告           長谷川英輝君 

・点 鐘            志水ひろみ君 

 

先週の記録 

会長挨拶      会長   志水ひろみ君 

最近テレビのコマーシャルがとても気になります。 

先日も大好きなシャバーニのＣＭがあり画面の右

側に目が釘付けでした。 

携帯のドコモ、ソフトバンク、ＡＵの３社のＣＭ

にはストーリーがあり毎回新作が流されますとつ

いつい見入ってしまいます。 

とくにＡＵの３太郎シリーズは私の一番お気に入

りのＣＭです。 

桃太郎、浦島太郎、金太郎の多様なキャストによ

るコミカルなタッチでの映像は楽しみです。とく

にこの４月から始まる電力自由化のＣＭは各社気

合いの入った（？）もののようですが、ＡＵのひ

とつ前のものは鬼が太鼓をたたくシーンで、「鬼

ちゃんって雷さまなの・・！」 「副業ッス！」

の掛け合いが何とも言えないインパクトで迫って

きます。 

私はこのキャストの金太郎役の俳優 浜田岳さん 

が大好きです。 

２０１６年３月６（日）２２６９回（３月１例会） 

 

先日、彼がアフリカのニシローランドゴリラに会

いに行くという番組を放送していました。彼はゴ

リラとコンタクトを取りたいと思い、京都大学霊

長研究所へ出向き、教授に教えをいただきました。

そして「イエス」「ノー」のゴリラ語を習いました。

野生のゴリラとコンタクトをとるなんて信じられ

ないと思いましたが・・ 

いざ、アフリカの動物自然保護区に現地のスタッ

フとともに野生のゴリラに会うために勇気を奮い

立たせながら入っていきます。 

そして彼らに会うことができました。少しずつ時

間をかけ距離をおきながら近づいていきます。シ

ャバーニのようなボスザルがいました。おなかの

上に子ザルをのせ遊ばせていました。浜田さんは

緊張で顔がこわばっていましたが、勇気を振り絞

って、教授に習ったゴリラ語を発しました。 

最初はボスゴリラには何の反応もみられなかった

のですが、繰り返し繰り返しトライしました。何

回か発した時、ゴリラが彼に気づき彼を見ました。 

「何だ コイツ！」と言っているようでした。一

瞬浜田さんはひるみました。 

もう一度「イエス！私はあなたの友人です」と発

し、ゴリラの反応を待ちました。そしてゴリラは

「イエス」と返してくれました。 

その瞬間、浜田さんの顔は口角が上がり、目はま

んまる、口は開いたままいつもおどけたような、

無表情とも思える彼の童顔が 嬉しさいっぱいの

大感激の表情を見、私もとても嬉しい気持ちを味

わいました。 

私もそのイエスのゴリラ語を練習しましたので、

東山動物園のシャバーニに話しかけたいのですが、

あいにく彼はガラス越の展示なのでかなわない夢

かもしれないのですが、 
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いちど試してみたいものです。 

最後に「日テレＣＭ大賞 2015」の対象には日産自

動車の企業広告【自動車ブレーキ標準化 矢沢編】

「やっちゃえＮＩＳＳＡＮ」をキーワードに自動

車運転の実用化に向けた先端的な取り組みを視聴

者に印象づける、斬新な描写が評価されました。 

テレビＣＭを一つの文化として捉え、その価値向

上を目指そうと、日本テレビは同大賞を２００６

年に創設し、今年で１０回目だそうです。 

そのＣＭ賞にはＡＵの「三太郎シリーズ」「鬼登場

編」も受賞しています。 

 

幹事報告      幹事   長谷川英輝君 

台湾地震の義援金、本日は 34,000 円集まりました。

これまでの分と合わせて、東港 RC様にお渡ししま

す。ご協力ありがとうございました。 

その他 

3月のロータリーレート 116 円 

次週予告    

3 月 6日（日） 黒潮にて東港 RC交流会  3月

4日（金）の例会変更 

受付 17：30～ 例会 18：00～ 

参加者の方は、交流会会費 5,000 円・ニコ 1,000

円を引落し二次会会費は現地徴収 

3月 11日（金） 理事役員会及びクラブ協議会が

ございます。 

 

◎例会変更のお知らせ 

西 尾 
ＲＣ 

３月１５（火) ３月１７日（木）１８：３０ 

夜間例会の為 西尾ゴルフ 

名古屋城北 ３月１５日（火) ３月１３日（日） 

   ＲＣ 30 周年記念例会の為東急ホテル

名 古 屋 東 ３月１４日（月）3月 15日（火）１８：００ 

   ＲＣ 夜間例会の為 八勝館 

名 古 屋 守 山 ３月１６（水）3月 16日（水） 

   ＲＣ RAC 合同例会の為 

尾 張 中 央 ３月 16日（水）3月 16日（水）１８：３０ 

   ＲＣ 夜間例会の為名鉄グランドホテル

名古屋丸の内 ３月１０（木）3月 1０日（木） 

   ＲＣ 職場見学の為 三菱重工 

名 古 屋 大 須 ３月１７（木）3月 1７日（木） 

   ＲＣ 撲滅キャンペーンの為オアシス 21

犬 山 ３月１５（火）3月 1５日（火） 

   ＲＣ SAA 担当例会の為 大縣神社 

 
出席報告       委員長  古屋 義夫君 

会員 60 名 欠席 24名 出席率 62.7%

先々週の修正出席 欠席 2名 出席率 96.6%

 

ニコボックス報告    委員長   岡嶋 良樹君 

〇一ノ瀬芳翆さんをお迎えして。 志水ひろみ君 
〇卓話を楽しみにしています。  近藤 太門君 
〇孫が誕生した喜びで。     北  健司君 
〇卓話、楽しみにしております。 古屋 義夫君 
〇一ノ瀬先生の卓話楽しみにしています。  
                中川  健君 
〇２回目です。よろしくお願い致します。 
                下田 育雄君 
〇一ノ瀬先生の卓話を聞く喜びで。貴田 永克君 
〇写真展ご来場ありがとうございました。 
                場々大刀雄君 
〇卓話楽しみにしています。   大原 泰昭君 
〇一ノ瀬先生の卓話を聞く喜びで。加藤 将人君 
〇いつも有難うございます。   大橋 省吾君 
〇写真展、皆様ご参加たまわりありがとうござい

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  梅村  守君 
岡田 義邦君  小野寺 誠君  加藤  茂君 
風岡 保広君  川瀬 治通君  近藤 秀樹君 
清水  勲君  社本 太郎君  杤本 正樹君 
宅間 秀順君  成瀬 浩康君  長谷川英輝君 
林  憲正君  蓮野 美廣君  松尾 隆徳君 
屋嘉比良夫君  山田  治君  薮下 尚武君 
〇御協力、ありがとうございます。岡嶋 良樹君 
 
卓話            一ノ瀬 芳翠氏 

桃の節句、お雛様を飾って街の中も華やいでいま

す。 
昔の話ですが、３５３（永和９）年３月３日に書

聖・王羲之が名士４１人を蘭亭に招き曲水の宴を

ひらきました。 
その時王羲之が酒に酔って下書きをした草稿が書

道史上最も有名な書作品「蘭亭序」です。 
日本の貴族も「なんと素敵な！」と曲水の宴を開

くようになりました。 
、お酒を注がれた耳杯は、時代が下がると厄除け

の人型になり、流しびなへ。「流してはもったいな

い」とお雛様を飾るようになり、豪華を競うよう

になって、現在の「ひなまつり」へとうけつがれ

てきたのです。 
中国でも「王羲之の書法ができたら、役人の試験

に受かる」と誰もが書道に励んだのですが、空海

も遣唐使船が嵐で中国に漂着した時、中国の役人

に見事な王羲之の書法の筆跡で書類を書き上げ、

無事、入国審査に通り、遣唐使として活躍されま

した。 
このように、立派な字をかける偉人たちは人望を

集め、大きな事業をなしとげられました。 
私が「モテ字」講座と名付けたのも「持ッテル」

人になる、というのが目標の書道講座で、警察署



の教養講座や企業研修にも採用いただいています。 
「三英傑に学ぶ成功者の筆跡」というテキストに

説明しましたが、いくつかのポイントをおぼえる

と、字を見て、その人の性格がわかったり、社員

さんの仕事の適材適所にも役立ちます。 
訪問先の会社でも信頼度が高まり、収益も上がり

ます。 
説明の事例が少なかったのですが、少しでもお役

にたてましたら幸いです。 
書の街春日井のロータリアンの皆様にお目にかか

り、私の好きな書のお話をさせていただけて、感

謝しております。ありがとうございました。 
 

 

 

会長挨拶   志水ひろみ君 

 

 

卓話  一ノ瀬 芳翠氏 

 

 

 

 

 

 

 


