
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
今月の歌 

「まっかな秋」 
真っ赤だな 真っ赤だな 
つなの葉っぱが真っ赤だな 
もみじの葉っぱも真っ赤だな 
沈む夕日に照らされて 
真っ赤なほっぺたの君と僕 
真っ赤な秋に囲まれている 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【洋食ランチ形式】  
自家製ポテトサラダ 
牛蒡のポタージュスープ 
カレーライス 海老フライと季節の野菜添え 
デザート コーヒー 
 
 

 

 

 

例
会
予
定 

10 月 21 日（金） 10 月 28 日（金） 11 月 4 日（金） 11 月 11 日（金） 

例会 12：30～ ガバナー公式訪問  休会 第 5 回理事会 11：15～ 

祝福 11：30～会長幹事懇談会  例会 12：30～ 

卓話 名古屋城北 RC 早瀬 久雄君 例会 12：30～  卓話 米山奨学生 劉 履壮様 
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     2022 年 10 月 14 日（金）2529 回（10 月第 2 例会） 

本日のプログラム 
司会  会場委員会

・点鐘                              会長 加藤 宗生君 

・ROTARY SONG   「日も風も星も」 

・今月の歌     「まっかな秋」 

・ビジター・ゲスト紹介              会長 加藤 宗生君 

・食事歓談 

・委員会報告 

・会長挨拶                            会長 加藤 宗生君 

・卓話                         野間 峰彦君 

・幹事報告                           幹事 下田 育雄君 

・点鐘                       会長 加藤 宗生君 

 

 



 

先週の記録 

会長挨拶         会長 加藤 宗生君 

皆さんこんにちは。同志社大学政策学部教授川

浦昭彦先生、米山奨学生劉履壮さん、青少年交換

留学生ブレーデン君、青少年交換留学生ホストフ

ァミリー谷口仁恵さん、例会に参加いただきあり

がとうございます。川浦先生には後ほど卓話をお

願い致します。 

 9 月 30 日にブレーデン君の歓迎会をグリーンパ

レスで行いました。多数の参加ありがとうござい

ます。ブレーデン君には法被と雪駄をプレゼント

しましたが、気に入ってくれましたか。谷口さん

もありがとうございました。 

 先週の例会のあいさつで会員増強の話をしまし

たが、10月 5日の中部経済新聞の記事で「クラブ

公共イメージ向上委員長会議」のことが載ってい

ました。その中でロータリーの奉仕活動の意義を

一般社会に周知することが、結果として会員増強

とさらなる奉仕活動の広がりに繋がるとありまし

た。まさにその通りだと思います。そして会員増

強は、増やすのではなく増えるクラブになること

が大切だと堀尾委員長が言っていましたが、私は

増やすことが大切だと考えています。引き続きメ

ンバーの皆さん会員増強にご協力ください。お願

いをし私の挨拶とします。ありがとうございまし

た。 

幹事報告        幹事  下田 育雄君 

・幹事報告に先立ちまして、ご案内いたします。 

春日井ロータリークラブ内規 2（1）により、10月

第 1 例会において、現会長が指名委員会の委員を

委託し、発表することになっております。 

内規 1（2）には指名委員は直前 5期までの元会

長、現会長、現幹事、会長エレクトとなっており

ますので、近藤太門君、川瀬治通君、北健司君、

和田了司君、成瀬浩康君に委員を委託します。 

また、内規 2（4）により、会員は 10 月 20 日まで

に、指名委員会に候補者を書面により推薦するこ

とができますので、指名する候補者がおられる場

合は幹事まで書面提出をお願いいたします。 

会員からの推薦を確認したのち、第 1 回指名委員

会は 10 月 21 日に開催を予定しています。 

・また、本日の例会に先立ちまして第４回理事会

が開催されましたのでご案内いたします。 

以下、５議案が審議可決となりました。 

第１号議案：９月度決算承認・開始貸借対照表承

認の件  

第２号議案：国内姉妹クラブ締結の件 

第３号議案：クリスマス家族会開催の件 

第４号議案；地区大会開催主管の件 

第５号議案：55 周年記念特別委員会組織編制の件 

（第５号議案の詳細については、事務局より後日

メールにて案内いたします） 

また、本日お配りのとおり、入会推薦書が提出さ

れましたので皆様にご案内いたします。細則第 14

条第５節に基づき、本日より 7日以内に異議申し

立てがある場合は、書面にて事務局までご連絡く

ださい。 

・次週予告です。 

10 月 14 日は野間峰彦君に卓話をお願いしておりま

す。 

10 月 21 日は現在調整中です。 

10 月 28 日はガバナー公式訪問となっております。 

11 月 11 日は米山奨学生の劉履壮君となっておりま

す。（会報の訂正をお願い致します） 

出席報告        委員長 下別府正樹君 

会員 52 名 出席 35 名 出席率 67.0% 

先々週の修正出席 出席 52 名 出席率 100.0% 

ニコボックス報告    委員長 下別府正樹君 

○川浦先生の卓話たのしみにしてい

ます。 

加藤 宗生君 

○ブレーデン君、がんばって下さい。 

 川浦先生の卓話楽しみにしており

ます。 

下田 育雄君 

○川浦先生の卓話を楽しみにしてい

ます。 

川瀬 治通君 

○ブレーデン君ようこそ。 

 村瀬さんありがとうございました。 

大原 泰昭君 

○村瀬さんありがとうございました。 

川浦先生卓話楽しみにしておりま

す。 

藤川 誠二君 

○同志社大学政策学部川浦昭彦教授 

ようこそ春日井ロータリークラブへ 

古屋 義夫君 

○川浦先生を歓迎します。 山田  治君 

○川浦先生のお話しに！！ 近藤 太門君 

○川浦さんの卓話を聞けるよろこび

で 

速水 敬志君 

○川浦先生宜しくお願いします。 杤本 正樹君 

○川浦君をお迎えして。 場々大刀雄君 

○卓話楽しみにしています。 成瀬 浩康君 

○卓話楽しみにしています。 岩村 幸正君 

○卓話楽しみにしています。 清水  勲君 
○ビジターをお迎えして 加藤  茂君 

○ゲストの方 和田 了司君 

○村瀬昌史様お疲れ様でした。 鈴木 克幸君 
○９日は、３年ぶりの高蔵寺秋まつり 

 晴れます様に 

青山 博徳君 

○中部大学のサボテン研究がＮＨＫ

の全国ニュースで紹介されました。 

大西 信之君 

○村瀬さんありがとうございました。  

川浦先生卓話楽しみにしています。 

宅間 秀順君 小柳出和文君 中澤  一君 

社本 太郎君 野間 峰彦君 加藤 昭博君 

北  健司君 菱川 一馬君  

○ご協力ありがとうございます。 

出席・ニコボックス委員会 



 

 

卓話 1982-83 年度 R財団奨学生 

同志社大学政策学部教授    川浦 昭彦様 

ロータリー奨学生として 1982 年から一年間イギ

リスに留学させて頂きました川浦昭彦と申しま

す。出発する前に例会でご挨拶させて頂きました

際には、会場は市役所近くのビルの一階のレスト

ランであったと記憶しています。また、その頃に

地区総会にも連れて行って頂きました。当時は愛

知県と長野県のロータリークラブで一つの地区を

形成していて、その年は松本市で総会が開催され

ました。行ってみると、その日のプログラムに講

演会が企画されていたのですが、演者は名古屋大

学経済学部での私の恩師である飯田経夫先生でし

た。講演前に挨拶に伺いましたところ、そこに私

がいることに驚いていらっしゃいました。 

 このようなことは覚えているのですが、地区総

会が留学前なのか後なのか曖昧な記憶しかありま

せん。ですので、留学から帰国した後に、ロータ

リーの皆さまにお礼のご挨拶をさせて頂いたのか

どうかが、お恥ずかしいことに分かりません。お

礼を申し上げていないのであれば失礼なことだ

と、気にしているうちに４０年も経ってしまいま

した。特に京都に住むようになってからは、春日

井までそう遠くありませんので、ご挨拶をさせて

頂くきっかけがあればと考えていました。 

 ですから、2019 年の暮れに川瀬様より卓話のご

依頼を頂いた時は、これで長年気にかけていたこ

とが叶う、と安堵の気持ちもありました。そのよ

うな経緯ですので、本日はご挨拶をさせて頂くこ

とができて嬉しく思います。その節は本当に有難

うございました。本日は今更ながらですが、留学

した際のお話を少しさせて頂ければと思います。

そして、留学がその後の私のキャリアに与えた影

響もお話しさせて頂きます。 

 留学先はイギリスのブライトンと言う町です。

イギリスの南部でイギリス海峡に面しています。

ブライトンについて、これならご存知かも、とい

う出来事としては、2015 年のラグビー・ワールド

カップで日本が強豪の南アフリカに最後のワンプ

レーで逆転勝利したことが挙げられます。これは

ブライトンで行われた試合で、当時「ブライトン

の奇跡」と呼ばれました。 

 ロータリー財団の奨学生として留学しましたの

で、ブライトンでは受け入れクラブで私の面倒を

見てくれる方がいらっしゃいました。クリス・シ

ャーゴールドさんという方でした。ビルディン

グ・ソサイティーという金融機関の支店長の方で

した。ビルディング・ソサイティーは日本ではあ

まり知られていないと思いますが、イギリスでは

長く存在している、住宅購入を希望する人に資金

を貸し付けてくれる金融機関です。 

 そのビルディング・ソサイティーは、リーズと

いうイギリス中部にある町に本店がありました。

シャーゴールドさんには親切にして頂いて、リー

ズの町に出張されるときに、車で３時間近くかか

る往路に同乗させて頂き、そこからブライトンに

戻る旅行を一人でしたこともあります。留学中に

ロンドンよりも北に行ったのは、その時一度だけ

でした。また、ブライトン近くのロータリークラ

ブで卓話をさせて頂いた時に、出席者の方から

「日本ではまだハラキリをしているのか」という

質問を受けたことがあります。シャーゴールドさ

んはその質問が無礼だと憤り、嫌な思いをさせて

申し訳ないというようなことを仰って下さいまし

た。 

 イギリスでの留学は、その後の私のキャリアに

大きな影響を与えるものでした。ロンドンでロー

タリー留学生の集まりがあったのですが、そこで

知り合った、元留学生のロンドン在住日本人女性

の方の勤務先が、経済産業省の関係団体のロンド

ン事務所でした。その女性を通じて、その事務所

の所長である経産省の方と知り合いになり、ロン

ドンで何度か食事を御馳走になりました。私の帰

国が近付くと、その方は私に就職をどう考えてい

るかと尋ね、私が新日鉄のような会社を考えてい

ると答えると、新日鉄のロンドン支店長を紹介し

て下さいました。 

 支店長とは３分ほど挨拶をしただけなのです

が、その後に話をした支店の方が、本社で長年人

事の仕事をされた方で、しかも愛知県生まれで旭

丘高校出身でした。千種高校出身の私と高校ラグ

ビーの話で盛り上がりました。当時は千種高校ラ

グビー部はなかなか旭丘には勝つことができず、

千種ラグビー部の目標は打倒旭丘でした。私自身

はラグビー部ではなかったのですが、ラグビー部

には友人が大勢いましたので、そのあたりのこと

も知っておりました。私が高校を卒業して大学生

になった後に、千種高校がついに旭丘を破り、ま

た全国大会にも駒を進めることがあり、それをそ

の方にお話したところずいぶんがっかりされてい

ました。 

 そこで盛り上がったことが理由かどうかわかり

ませんが、帰り際に、本社の人事には話を通して

おくから、帰国したら会社に連絡をするようにと

言われて、翌４月から入社することになりまし

た。本当に縁というのは、不思議なものだと思い

ます。イギリスに留学したことが新日鉄に入社す

るきっかけになりましたが、同時に、大学院で学

んだことで、もっと勉強したいという希望を持つ

ようにもなりました。それで今度はアメリカの連

邦政府関係の奨学金を得て、会社は退職してハワ

イ大学に留学することになりました。 

 ハワイ大学で博士の学位を取得後に、日本人を

対象にした国連の採用試験を受けて、タイのバン



 

コクにある国連の事務所で働くことになりまし

た。２年間そこで勤務したのですが、その間には

イギリスの大学の同級生だったパキスタン人も赴

任して来て再会した時には驚きました。その後、

世界銀行に移りましたが、そこでもイギリスの大

学で教えをうけた教員と再会しました。彼は大学

を辞めて、世界銀行に移っていたのです。一緒に

仕事をすることはありませんでしたが、懐かしい

話をすることができました。 

 このように、皆様のお陰でイギリスに留学した

ことが、私のその後のキャリアに大きな影響を与

えました。本当に感謝しております。また、大学

の教員をしていると、最近の若者はあまり留学な

どで海外に出る事に興味がないように感じます

が、広い世界に出ることで得られることは様々に

あると思います。ロータリー奨学金などの事業を

通じて、皆様が若者にそうしたチャンスを提供し

て下さっていることには、大学教員の一人として

有難く思っております。 

 最後になりますが、４０年前の留学に際しては

有難うございました。ようやくご挨拶ができて嬉

しく思いました。 

 

第２回クラブ協議会 

ガバナー補佐訪問クラブアセンブリー議事録 

定刻通り 13：45 に下田幹事より開催宣言が行われ

た 

武藤ガバナー補佐挨拶 

武藤ガバナー補佐より自己紹介 

加藤会長挨拶 

R I の女性会員が 25%で目標が 30%である。 

８月３０日付けの I R の会長からのメッセージ

では目標達成が可能との事であった。 

深石分区幹事・森田地区副幹事・二村地区スタ

ッフの自己紹介の後協議に入った。 

杤本クラブ奉仕委員長 

担当委員会の説明があった。 

大原 S A A 

 S A A の職務の説明をし、来訪者ゲストに失礼の

ない設営を心掛けている等の説明があった。 

野間会場委員長 

会場運営と例会設営を行ない Zoom も設営してい

る。今年度は持出例会も予定している等の説明

があった。 

武藤ガバナー補佐 

 クラブ奉仕委員長のリーダーシップを期待して

いる。 

S A A については zoom とか Q R コード等、進ん

だ設営が良いと思う。 

会場委員会には勉強会等、例会のあるべき姿を

考えた設営をして頂きたい。 

 

 

下別府出席・ニコボックス委員長 

委員長が欠席で下田幹事が委員会活動を代わり

に説明した。 

三上親睦活動委員長 

 宿泊例会を氷見 R C へ出向いて行うことを考え

ている。 

 ゴルフやプロ野球観戦等、色々な企画も行って

いる等の説明をした。 

藤川プログラム委員長 

委員長が欠席の為、下田幹事が説明した。 

武藤ガバナー補佐 

 ニコニコボックスは大切である。 

 若いメンバーにも理解して頂けるようにしても

らいたい。 

 親睦活動は R C と言えば親睦活動である。岩倉 R 

C も国内に姉妹 R C があり家族ぐるみの交流を続

けているがとても良いものである。 

プログラム委員会は環境という所に重点を置い

ているとお聞きしたが良いと思う。 

風岡会員増強委員長 

 ４半期が終わったがまだ増強ができていないが

種を撒きながら会員 70名を目標に務めている。 

北会員選考・職業分類委員長 

 I R の規定審議会に置いて変革が続き様子が変わ

ってきている中、当クラブの定款に基づいて活動

を続けています。 

中川ロータリー情報研修委員長 

 新入会員、入会３年未満の会員に研修を行って

いる。５年未満のメンバーにもフォローアップ研

修を行っている。 

武藤ガバナー補佐 

 会員増強は大切である。目標 70名に向けて頑張

ってほしい。春日井市にはさくらライオンズクラ

ブがあるので女性会員増強は難しいが頑張ってほ

しい。 

職業分類委員会は多様性と言えばそうなのです

がここまできてしまった感はあるが、現状は女性

会員がそんなに増えていないが頑張ってほしい。 

ロータリー情報研修委員会、春日井市さんは

2024-25 地区大会のホストクラブを引き受けて頂

いているので準備をして頂ければと思っていま

す。 

速水公共イメージ向上委員長 

 Twitter・Instagram・Facebook など S N S を通

して情報発信をしている Q R コード等も活用して

D X を進めている。 

小川ロータリー財団委員長 

委員長が欠席の為、下田幹事が説明した。 

 

 

 

 

 



 

大西職業奉仕委員長 

 ロータリーの普遍的な価値の委員会である。自

分も勉強している。 

 年間活動は４半期が終わってコロナ禍で行えな

かった職場例会を開催したい。 

職業奉仕月間の１月に例会を行いたい。 

地区職業奉仕委員長の青山さんも当クラブに居

るので地区と連携した事業をしたいと思ってい

る。９月に委員会メンバーを集めた委員会も行っ

ている。 

武藤ガバナー補佐 

 公共イメージは公共イメージの為に活動する訳

ではない。色々な活動をしている事の発信も大切

である。 

財団としては春日井クラブは寄付を始め理解の

あるクラブであるのでよろしくお願いしたい。 

職業奉仕は委員会として集まるのはいい事であ

る。青山さんは地区委員長として活躍されている

のでコラボも良いと思います。 

小柳出国際奉仕委員長 

 マイロータリーの登録と姉妹ロータリークラブ

のセブ R C への訪問を企画している。 

森部青少年奉仕委員長 

 春日丘高校のインターアクトクラブへの支援、

ガールスカウト等の支援を行っています。 

今年度は目玉として交換留学生プログラムで交

換留学生を送り出し、受け入れています。 

大橋社会奉仕委員長 

委員長が欠席の為、下田幹事が説明 

武藤ガバナー補佐 

 国際奉仕でセブ R C、台湾の東港 R C の訪問もよ

い事だと思います。 

 社会奉仕委員会のローターの森は何処にあるの

ですか？ 

下田幹事 

八田川沿いで緑道を７００m位管理している。 

武藤ガバナー補佐 

交換留学生は春日井の方ですか？ 

下田幹事 

いえ多治見市在住の方です。 

深石分区幹事から質問 

 春日井市との協賛事業は、今年は春日井祭りへ

の協賛や温水プールへのテレビの寄贈等３事業で

すか？ 

下田幹事 

現時点で３事業ですが要請があれば協議して行

う。都度要請があれば行います。 

深石分区幹事 

先ほどロータリー情報研修委員長が新入会員、

入会３年未満の会員に研修を行っていると言って

いましたが現在コロナ禍においても行っています

か？ 

 

下田幹事 

 昨年もコロナ禍に於いても行っていました。 

 今年度は新入会員がまだ 1名なので行っていな

いが入会者が増えれば行います。 

下田幹事 

 続いて役員より挨拶をいただきます 

成瀬直前会長 

 ここ２〜３年はコロナ禍で活動が出来なかった

が昨年は色々行った。飲食を伴う懇親会も行い、

古いメンバーと新しいメンバーが少しは近づけた

と思う。今年の抱負は何毎でも頼まれれば力にな

らせていただきます。 

加藤会計 

 毎月の収支及び月次の報告。年末の決算と間違

いのない会計を行う。 

 ５５周年記念特別委員会も立ち上がってきたの

でその会計もしっかりと会計処理をおこなってい

きます。 

野浪会計監査 

 本日は貴重なお話しをありがとうございまし

た。 

 会計は加藤さんにしっかりとやって頂いている

ので監査としては予算が妥当に執行されているか

の確認をしているがコロナ禍に於いて予算通りに

執行もできないが、今の所間違いなく執行されて

いる。まだ期間があるのでその間も職務を務め監

査もれのないように務めます。 

芝田副会長 

 ロータリーに入会して９年目ですが、ここ数年

はコロナ禍で活動もできていないがまだまだ勉

強する身である。国際の副委員長だった時にセ

ブ R C での調印式に伺ったので今年も伺う予定

です。 

川瀬副会長 

 各委員長から出なかった話をさせて頂きます。 

 国際奉仕で今年セブに行くのですが昨年初めて

セブロータリーと一緒にグローバル補助金で小学

校に給水施設を作ったのでその検証も行ってきま

す。社会奉仕については、春日井市と連携して

色々な事をやっていますが会員が汗をかく事業と

して駅前などでメンバーお揃いのローリージャン

パーを着てゴミ拾いの奉仕活動も行なっていま

す。 

青少年奉仕は７４年に交換留学生として送り出

した稲垣さんは現在、京都大学の教授をされてい

て３年前に卓話に来て頂いてとても良い経験にな

ったとのお話しをしていただけた。その２年後に

交換留学生として送り出した川浦さんも現在は同

志社大学の教授をされて居ますが来週の例会にお

越しいただいて卓話をしていただくことになって

居ます。 

 

 



 

古屋エレクト 

 春日井クラブは皆さん明るくエンジョイロータ

リーをしている。古きを知って新しいことを行

う、他がやっていない新しいことも行っていま

す。ますます楽しいロータリー活動、地区の皆様

にも尊敬されるクラブにしていきたいと思ってい

る。 

長谷川オブザーバー 

 入会三ヶ月であるが先輩方の運営面での配慮や

配置とか私の特性を考えて頂け、将来も見据えて

考えて頂けているので嬉しい。 

岩村オブザーバー 

 入会２年目で副委員長を会員増強委員会と親睦

活動委員会の２委員会で務めさせて頂いていま

す。夜の活動も増えてそれなりに楽しく活動して

います。 

武藤ガバナー補佐 

皆さんありがとうございました。経験も浅い私

ですがクラブ訪問は残すところ２クラブです。私

ども 4名で色んなクラブを回りましたが顔を出す

だけでなく色々な話をしてきました。皆さんも、

たまたま委員長になった方とか、なるべくしてな

った方とかいますが今後もよろしくお願いしま

す。と締めのお言葉お頂いた。 

 

下田幹事より第２回クラブ協議会の終了を告げ

る挨拶があり協議会を閉めた。 

時に時刻は 14：45 分であった 

議事録作成人 副幹事 速水敬志 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 加藤 宗生君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年交換留学生 ブレーデン・バンデクリフ様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山記念奨学金感謝状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退会挨拶 村瀬 昌史君 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話者紹介 川瀬 治通君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話 1982-83 年度 R 財団奨学生 

同志社大学政策学部教授 川浦 昭彦様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長と卓話者の記念撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 下田 育雄君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


