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安城ロータリークラブ 第 2695 回例会

例会日：毎週金曜日

例会場：碧海信用金庫本店 3F

安城市御幸本町 15-1

TEL：0566-75-8866

FAX：0566-74-5678

Email：anjo-rc19580206@katch.ne.jp

HP：http://www.anjo-rc.org

週報
【 No.553 2012/7 第 4 例会 】

■会長挨拶

2012 年 7 月 27 日(金) 12:30〜13:30 

司会者：恒川 憲一君

ソング：「我らの生業」

卓上花：りんどう・ブルーファンタジー

ゲスト：七夕親善大使：阿部哲子様山﨑沙央里様松吉祥子様

協賛会役員：事務局小島祥次様都築俊介様仲道雄介様

ビジター：平野勝則君（三河安城ＲＣ）

Pease Through Service 「奉仕を通じて 平和を」

月１１日 ランチ同好会（うなぎ料理）

いさつ

よいよロンドンオリンピックが開催され、皆さん寝

ました。カウントダウンをして、皆さんとこれから徐

日は年に一度の七夕例会です。つい最近、子供

飾りとかいろいろなものが飾ってあります。その外

。ちょっと答えに窮しまして、七夕飾りの意味をき

何故笹竹なのかを調べてみますと、竹は神聖なも

つけます。その中でも、吹き流しの意味を調べてみ

形になって来た。機織りとか芸の上達を願うために

第１回ゴルフ部会集合写真 大
クラブテーマ：
■会長：大見 宏

■幹事：石川 義典

■クラブ会報：成田孝則・松本隆利・青山竜也

■創立日：Ｓ33 年 1 月 10 日

■RI 加盟認証日：Ｓ33 年 2 月 6 日

親睦から奉仕へ。そして奉仕を通じて平和を。
2012-2013 年度 RI テーマ：
大見 宏会長
会長報告

７月２０日 クラブアッセンブリー

７月２５日 三河安城ロータリークラブ訪問 （地区大会のＰＲ）

７月２６日 ロータリークラブ第１回ゴルフコンペ
不足の方見えると思いますが、私の

々に盛り上げて行きたいと思います

の友人で外国人が家に来たことが

人の子から「なぜ日本はクラゲの様

ちんと説明できなかったので調べて

のだと昔から日本では崇められてき

ました。本来は糸を垂らしていた、

形が変わってきたということです。

見会長寄贈の優勝カップ
方は地区大会まであと「９２日」とな

のでよろしくお願いします。

ありまして、安城の街を見ていると、

なものを飾るのか」と質問されまし

みました。そもそも、笹竹と言うもの

たという事で、その竹に色々な飾り

要するに「機織りの糸」それが現在

第 1 回優勝者 市川護君 ＧR73

mailto:anjo-rc19580206@katch.ne.jp
http://www.anjo-rc.org/


《ロータリー豆知識》

法律豆知識でも良いかと思いましたが、昨年度、私がエレクトとして地区で

研修を受けて来ました。せっかく研修を受けましたので、会長でいるうちは少しでも

皆さんにお伝えしたいと思い、時々、「ロータリー豆知識」をやろうかなと思ってます。

今年度のクラブテーマは「親睦から奉仕へ。そして、奉仕を通じて平和を」です。

クラブを維持して行くためには、どうしても必要なものは「会員増強」ということになります。

会員増強というのは新しい会員に入会して頂くとともに、退会を防止する、二つの側面か

ら考える必要があるのではないかと思ってます。この二つの側面で非常に重要な役割

を占めるのは、ロータリークラブの理解ではないか。つまり、新会員に入会して頂く時

にはできる限りロータリークラブの事をよく理解して頂く必要がありますし、また、入会した

後で、自分の描いていたロータリークラブのイメージが違うということで、や

めてしまう方も過去にはみえましたので、新会員を勧誘する時には、き

ちんとロータリークラブを理解してもらう必要があるのではないかと思い

ます。それから、入会した後でもロータリークラブは難解な部分がありま

す。もう一回ロータリークラブを勉強して、ロータリーの活動が如何に素

晴らしいということを、また皆さんが理解することも必要ではないかと思っております。

時々、こういった形でロータリー豆知識と言うことで皆さんに、私の知る限りのロータリーの知識

思っております。

＜ポールハリス＞

1868 年生まれの、私や神谷さんと同じ弁護士です。28 歳の時にアメリカ：シカゴで法律事務所を

当時の社会経済の発展の陰で商業道徳の欠如を肌で感じた。その風潮に耐えかねて３人の友

に互いに信頼できるような公正な取引をして、仕事上の付き合いがそのまま親友関係に発展す

たいということを考えた。これがロータリーの始まりとなります。

1905年2月23日にロータリークラブを誕生させたポールハリスは私と同じ弁護士ですが、弁護士

会の矛盾点とか、裏の世界を知る機会が多くあります。職業柄、弁護士としてはその不正を許せ

です。従って、公正な社会を築きたいポールハリスの気持ちも良く分かる気がします。それから

友達が欲しかったということをよく耳にします。これも私は良く分かります。私ども弁護士は職業

で一線を画すところがあります。自分のすべてをさらけ出してバカになれるような友達がなかな

ルハリスが友達がほしかったというのも良く理解ができます。昨年度のＩＭで盛田パストガバナー

リスは友達がほしかった」という題で話をされましたが、私も理解できました。

＜米山梅吉＞

１８６８年（慶応４年）２月４日生

４２歳で三井銀行常務取締役就任

大正９年１０月２０日 ５３歳で東京ロータリークラブ創立 初代会長に就任

昭和２１年 ７９歳で逝去

昭和２７年 米山梅吉の功績を記念して東京クラブ奨学事業「米山基金」企画、発足。

昭和４２年 (財)米山記念奨学会設立

※ロータリーの生みの親お二人を紹介させて頂きました。

1868 年 4 月

28 歳のときシ

1905 年 2月 2

生涯をロータリーに
ポール・ハリス

19 日生 弁護士

カゴで法律事務所開業

3日ロータリークラブを創始
を一緒に勉強して行きたいと

開業そして３６歳の時に、

達と一緒に語らっているうち

るように仲間を増やして行き

という職業はその時代の社

ない気持ちもあるということ

、もう一つはポールハリスが

柄どうしても人との付き合い

かできないという面が、ポー

の講演の演目で「ポールハ

捧げ 1947 年 1 月 27 日逝去



■幹事報告 石川義典君

＊８月のロータリーレートは１ドル＝８０円です。
■委員会報告

■出席報告 ■ニコボックス報告小野田真代君 福田雅美君

本日のニコボックスメッセージの紹介

る。特に地区大会、５５周年等大きなイベントがありますのでよろしくお願いします。

清水正幸君・深津正則君
会員 59 名

出席義務者 48 名

出席 41 名

欠席 7 名

出席免除者の出席 11 名

出席率 88.14％
修正出席率 7 月 13 日 第 2693 回

94.83％
＊本日歴代会長会議を行います。懇親会は18：00～川本です。尚、登録料￥3,000は川本にて集金します。

＊本日地区大会実行委員会を例会終了後、ここ大会議室にて行います。

＊7/26(木)京和カントリー倶楽部にて安城ゴルフコンペが行われました。優勝市川護君です。

＊1997-1999年米山奨学生 張 淑惠（ツァン スーフェイ）様の近況報告が届きましたので回覧いたします。

＊8/24(金)親睦活動クラブフォーラムは会場を川本に移動して行います。

準備の都合上8/10(金)までに 登録ください。当日は碧信の駐車場をご利用ください。

＊新会員セミナー（9/8）関係会員の方は本日中の登録をお願いいたします。
＜ゴルフ部会＞

・立派な優勝カップを大見会長から頂きました。ありがとうございました。

・昨日の第１回ゴルフコンペの報告をさせて頂きます。

１１人中７０台が１人８０台が６人９０台が１人と非常にレベルの高いコンペになりました。

表彰⇒ＯＵＴ35 ＩＮ３８ ＧＲＯＳＳ７３ ＨＤＣＰ１．２ ＮＥＴ７１．８ 優勝 市川 護君

第２回の開催日：９月１３日（木）場所：ザ・トラディションゴルフクラブ

楽しいゴルフをして行きたと思いますので多くの方のご参加頂きますようお願い致します。

＜雑誌委員会＞

７月２４日に第１回雑誌委員長会議が豊田でありました。

テーマ：「ロータリー活動の公共活動のイメージ向上をめざして」

・広く一般の方にもロータリーの活動を広めるそのために、広報雑誌委員会は今年度から地区内各クラブの活動内容を

抜粋して地区広報雑誌委員会ホームページと地区広報雑誌委員会フェイスブックで情報発信して行く。

・各クラブ、毎月月末に翌月の例会案内情報と当月分のウイークリー情報をデジタルデ－ターで提供をお願いしたい。

・各クラブの活動内容を地区の広報雑誌委員会のホームページ及びフェイスブックを介して一般市民向けに情報発信す



＜親睦活動委員長 戸谷 央君＞

「日本の夏、安城の夏がやってまいりました。来週から安城七夕まつりが始まります」

本年度も協賛会役員・事務局のみなさん、そして、七夕親善大使のみなさんにご来訪頂きました

（都築俊介様・小島祥次様仲道雄介様・阿部哲子様・山崎沙央里様・松吉祥子様）

（安城ＲＣ大見会長から、協賛会へ協賛金の贈呈） （七夕親善大使の皆様より、大見

＜2012 年安城七夕親善大使の松吉祥子様＞

今年の安城七まつりは、８月３日４日に開催されます。華やかに飾られた街を沢山の人に見に

親善大使５人の載ったポストカードです。お受け取りください。

＜2012 年安城七夕親善大使の山崎沙央里様＞

記念の笹飾りと短冊でございます。どうぞお受け取りください。

短冊に願い事を書いてお飾りください。

・大見会長⇒もうすでに、短冊に願い事が書いてあります。

「地区大会成功祈願」「５５周年記念行事成功祈願」

＜2012 年安城七夕親善大使の阿部哲子様＞

安城七夕まつりのポスターとパンフレットでございます、お受け取りください。

＜大見会長からお礼と激励の言葉＞

本日はようこそいらっしゃいました。そしてまたいろいろな品物を頂きましてありがとうございます

安城ＲＣの今年度は願い事がたくさんありまして、七夕にはメンバーの皆さん力が入ると思いま

安城七夕親善大使の皆さん

開催日までもうすぐですけども、体に気を付けて頂き

最後まで務めて頂ければと思います。本日はありがとうございました。

■七夕例会
。

七夕親善大使表敬訪問
会長へ記念品の贈呈）

来て頂きたいと思っています。
。

す。



＜協賛会役員：都築俊介様のご挨拶＞

一言お礼の言葉をさせて頂きます。

只今、本当に結構なものを頂きましてありがとうございます。

協賛会を代表して厚く御礼を申し上げます。

私も七夕行事をやらせて頂き７年になります。

と言うことは、相生の町内会長から自然に役が回ってくるのですね。

ということで、７年目を迎えたと同時に、少し私が気づいたことを皆さんにお知ら

というのは何かと言うと、今年のテーマは後から皆さんにお配りしますが「紡ぐ

のですが、「人を」「我が街を」「心を」紡ぐです。親善大使のみなさんは６月２９

付き合いしたのですが、、「人を」「我が街を」「心を」紡ぐ一番大切なものは何か

つもにこにこしている、この親善大使、他に２名おりますが何時もにこにこしてい

ずっと、にこにこして本番を迎えます。それから、一生懸命やりますのでどうぞ皆

最後に、この会の益々の発展と会員の健康とご活躍を祈念いたしまして、お礼

ざいました。

《笑顔がとても素敵な七夕親善大使》

＜松吉祥子様＞

私たち親善大使は 6月 29 日からキャンペーン活動を行って来ましたが。早いも

七夕まつり本番では精一杯頑張ろうと思います。宜しくお願いします。

＜山崎沙央里様＞

先ほどお話がありましたが、今年の安城七夕まつりのテーマは「紡ぐ」です。街

盛町灯ろう七夕まつりより、山車を 2台お借りして安城七夕まつりで披露する予

んの方々に乗っていただきたいと思います。

＜阿部哲子様＞

さきほど都築さんからお話しがございましたが、私たちがこうしてＰＲ活動ができ

この場をお借りしてお礼を申し上げます。この会場の入り口上にあるステンドグ

1,000 本の思考を凝らされた笹飾りが来場された方々をお出迎え致します。今

盛り上がりになるように私たち残り 1 週間のＰＲ活動を含め、当日も一生懸命頑

《例会場の風景》
せしようかと思います。

」といいます。紡ぐというのは何か、解りにくい

日から、ずっとＰＲで回っております。昨日もお

というと、僕は「笑顔」だと思っております。い

る。あと１週間でいよいよ本番が始まります。

さん暖かい応援をお願いしたいと思います。

の言葉とさせて頂きます。どうもありがとうご

ので七夕まつりまであと 1週間となりました。

と街を紡ぐイベントとして今年は岩手県大船渡

定です。とても迫力がありますので是非たくさ

るのも皆様のお力沿いだと思っております。

ラスの模様も七夕笹飾りです。当日はおよそ

年は市施行６０周年ということで今までにない

張りますので、どうぞ宜しくお願い致します。




