
         ＜シャポー・ドゥ・ナポレオン＞ 

経済と地域社会の発展月間／米山月間 

10 月 12 日（土）～13日（日）  10 月 18 日（金） 10 月 25 日（金） 11 月１日（金） 

10 月 11 日（金）例会変更 ・祝福 名古屋城例会 第 5 理事会 11：15～ 

ＷＦＦ 久屋大通公園 ・卓話 ミスケローナ 9：30 受付 10：00～ 卓話 場々大刀雄君 大西 信之君
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クラブテーマ「一人ひとりが輝こう」 
出会いと絆を大切に 

会   長：北 健 司 例会日：金曜日 12:30～13:30 
副 会 長：加藤久仁明 例会場：ホテルプラザ勝川

副 会 長：伊藤 一裕 事務局：春日井市鳥居松町 5-45 
幹   事：青山 博徳  TEL:(0568)81-8498 FAX:(0568)82-0265 
会報委員長：杤本 正樹 E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 

本日のプログラム 

司会  会場委員会

点鐘       会長      北  健司君 

・国歌       「君が代」 

・ROTARY SONG       「日も風も星も」  

・ビジター紹介 会長    北  健司君 

    東尾張分区 IM 実行委員長 

尾張旭ＲＣ        箕輪 良孝君

   東尾張分区 IM 実行委員 

尾張旭ＲＣ        松永 洋子君

・食事・歓談    

・委員会報告 

・米山奨学金贈呈 

・会長挨拶            北    健司君 

・卓話 米山奨学生 グェン・クィン・フォン様  

                清水  勲君 

・幹事報告    幹事     青山 博徳君 

・点 鐘     会長      北  健司君 

 先週の記録  

会長挨拶         会長 北  健司君 

「テキサスの黄色いバラ」ガバナー訪問 

皆さんこんにちは。今日も例会への出席、ありが

とうございます。伊藤靖祐ガバナー、南村朋幸地

区幹事ようこそいらっしゃいました。名古屋空港

RC の皆様、名古屋城北 RC の皆様、ようこそいら

っしゃいました。3RC 合同例会を楽しみにしてい

ました。ごゆっくりお過ごしください。 

伊藤靖祐ガバナーはお酒が大好きとお聞きしまし

た。またアメリカ勤務のご経験から、アメリカ文

化にも精通されているとお聞きしました。自称「バ

ラの僕」を標榜する私としまして、アメリカのお

酒とバラについて少し触れたいと思います。 

このお酒は「テキサスの黄色いバラ」（The Yellow 

Rose of Texas）といいます。アメリカ・ケンタッ 

キー産のバーボンウィスキーであります。日本で 

はほとんど馴染みのないウィスキーですが、プレ 

２０１９年１０月４日（月）２４２０回（１０月第１例会）

ミアムな逸品です。ボトルのラベルには１輪の黄

色いバラが描かれています。この１輪の黄色いバ

ラには素敵なエピソードがありますのでご紹介い

たします。 

アメリカがまだ現在の合衆国となっていなかった

時代の話であります。西部劇でおなじみの、アラ

モ砦の戦いは、メキシコ領だったテキサスの独立

戦争の舞台であります。1836 年メキシコからの独

立を目指したこの戦いに、メキシコ側に奴隷とし

て囚われていた一人の女性による命がけの手引き

により、極めて劣勢であった戦いを勝利に導いた

とされています。この勝利に貢献した女性は実在

したエミリー・モルガンといい、

「テキサスの黄色いバラ」と称

えられました。もしも彼女の活

躍が無ければ、トランプ大統領

の国境の壁建設で話題となっ

ている現在のメキシコとの国

境も大きく変わっていたかも

知れません。 

その後 1858 年に同名の「テキ

サスの黄色いバラ」という曲が

作られ、南北戦争当時の南軍の

行進曲となりました。アメリカ

魂の勇気と自己犠牲精神の象

徴で、日本でも 1963 年にミッ

チ・ミラー男声合唱団によって

大ヒットしました。ご存知の方

も多いのではないかと思います。現在のテキサス

州の首都「ヒューストン」は、当時のテキサス軍

の将軍の名に由来します。

折角ですから伊藤ガバナーには春日井での 3RC
合同例会への「ガバナー訪問」の思い出に、これ

をお持ち帰りいただきたいと思います。歓迎の気

持ちを込めて会長挨拶とさせていただきます。ご

静聴ありがとうございました。



幹事報告         幹事 青山 博徳君 

◎次週 10月 11日金曜日は休会ですが、12日（土）

13日（日）は久屋大通り公園で 

 WFF（ワールドフードフェスタ）が開催されます。

会員の皆様には 2,000 円×2枚の 

チケットを両日東尾張分区ブース「とりまる」 

（小柳出君のお店）にてお渡しいたします。 

◎激甚災害に指定された「九州北部豪雨災害」義援

金は 51,000 円を皆様よりご厚志頂きました。ガバナ

ー事務局を通じ春日井 RC として送金させて頂きま

した。 

◎10 月 25 日の名古屋城本丸御殿での例会は同伴者

も参加出来ますので 

 奥様もお誘い下さい。尚例会開始は 10時です。 

◎春日井 RC 公式ジャンバーの追加オーダーを事務

局で受付中です。 

 新入会員のみならず、ご希望の方はご注文下さい。 

◎例会変更のお知らせ

愛知長久手 10 月 8 日（火）→10 月 13 日（日） 

Ｒ   Ｃ ＷＦＦの為 久屋大通り公園

瀬 戸 北 10 月 8 日（火）→10 月 12 日（土） 

Ｒ   Ｃ ＷＦＦの為 久屋大通り公園

名古屋名駅 10 月 9 日（水）→10 月 1１日（金）

Ｒ   Ｃ ガバナー訪問の為マリオットアソシア

江   南 10 月 10 日（木）→１０月 12 日（土） 

Ｒ   Ｃ ＷＦＦの為 久屋大通り公園

 名 古 屋 北 10 月 11 日（金）→１０月 12 日（土） 

Ｒ   Ｃ ＷＦＦの為 久屋大通り公園

尾 張 旭 10 月 11 日（金）→１０月 12 日（土）

Ｒ   Ｃ 苗木配布の為スカイワードあさひ

名古屋丸の内 10 月 10 日（木）→10 月 11 日（金） 

Ｒ   Ｃ ガバナー訪問の為マリオットアソシア

名 古 屋 錦 10 月 15 日（火）→10 月 13 日（日） 

Ｒ   Ｃ ＷＦＦの為 久屋大通り公園

 犬   山 10 月 15 日（火）→10 月 12 日（土） 

Ｒ   Ｃ ＷＦＦの為 久屋大通り公園

岩   倉 10 月 15 日（火）→10 月 13 日（日） 

Ｒ   Ｃ ＷＦＦの為 久屋大通り公園

名古屋千種 10 月 15 日（火）→10 月 12 日（土）

Ｒ   Ｃ ＷＦＦの為 久屋大通り公園

名古屋城北 10 月 15 日（火）→10 月 12・13 日 

Ｒ   Ｃ ＷＦＦの為 久屋大通り公園

◎例会休会のお知らせ

名古屋空港ＲＣ    １０月１４日（月）休会 

瀬戸北ＲＣ      １０月１５日（火）休会 

 小牧ＲＣ       １０月１６日（水）休会 

名古屋丸の内ＲＣ   １０月１７日（木）休会 

 岩倉ＲＣ       １０月２２日（火）休会 

出席報告 委員長 藤川 誠二君 

会員 53 名 欠席 16 名 出席率 69.8% 

先々週の修正出席  欠席 3 名  出席率 94.3% 

ニコボックス委員会 委員長 梅村 守君 

○伊藤ガバナー・南村地区幹事・名古屋空港ＲＣの

皆様・名古屋城北ＲＣの皆様をお迎えできる喜びで

北  健司君

○伊藤ガバナー・名古屋空港ＲＣの皆様・名古屋城

北ＲＣの皆様ようこそおいで下さいました

                 川瀬 治通君

○伊藤ガバナーようこそ      和田 了司君

○長女の長女が 9 月 14 日に長女を出産しました

 私の曾孫になります。すくすく育ってほしいと願

っています。           小川  長君

○ガバナー公式訪問、合同例会

青山 博徳君  足立 治夫君  伊藤 正之君

稲垣 勝彦君  梅村  守君  大西 信之君

大原 泰昭君  岡本 博貴君  小川 茂徳君

加藤久仁明君  加藤  茂君  加藤 宗生君

貴田 永克君  近藤 太門君  清水  勲君

社本 太郎君  宅間 秀順君  峠 テル子君

杤本 正樹君  内藤 修久君  中川  健君

長曽 篤志君  成瀬 浩康君  西村 輝幸君

場々大刀雄君  古屋 義夫君  三上  努君

屋嘉比良夫君  山田  治君  

○ご協力ありがとうございます。

ニコボックス委員会

合同クラブ会長・幹事懇談会 



歓迎挨拶 名古屋空港 RC 会長 稲熊正徳君 

会長挨拶 春日井 RC 会長 北健司君 



ガバナー卓話 RI2760 地区ガバナー 伊藤靖祐君 

お礼の言葉 名古屋城北 RC 会長 舟橋伸治君 

知多牛のステーキ 


