
 

本日の例会（第１４５６回）    ６／２２（水） 

◆地区委員報告を行います。 

次回の例会（第１４５７回）    ６／２９（水） 

◆夜間例会及び I.D.M.を行います。 

（時間：午後5時 30分～   会場：アパホテル名古屋錦） 

第１４５５回例会記録      ６／１５（水）曇 

◆司    会 尾関  正一君 

◆斉    唱 RS・それでこそロータリー 

出 席 報 告 

会 員 数  39名  前々回訂正  1453回例会

欠席会員数  7 名  欠 席 会 員  7 名中

出席会員数  32名  MAKE UP  6 名

出 席 率  82.05％  出席率訂正  97.30％

会  長  挨  拶 

傘 

会  長  伊藤  晋一 

今年は沖縄ではすでに4月

末に梅雨入りをしたかと思っ

ていたところ先月末にもう梅

雨明けと、どうも今年はこの

地方も早そうな予感がします。 

さて、昔から鉄道会社には都市部では「一雨500本」、首都

圏なら「一雨1000本」という言葉があるくらいです。 

日本の傘の消費量は、年間 1 億 2000～3000 万本で世界

一であります。大ざっぱに国民 1 人が 1 本を使っている計算

ですが、多くのご家庭では傘立てには、ほかに予備傘が何本か

あるはずですから、総所有本数は数倍になるでしょう。 

そう知って考え込んでしまうことは、その本数の多さもさる

ことながら、「傘」という本来なら耐久財的性格の生活用品が、

「消費量」という言い方で表現されてしまうほど「使い捨て感

覚」で文字通り日々「消費」というより「浪費」されているの

が実態です。 

外出前に空を見ます。「午後から降り始めるかも」とお天気

お姉さんは言っていた。けど、折り畳み傘があいにく壊れてい

る。傘をわざわざ持っていくのは面倒だし、降り出したら300

円傘でも買えばという発想をそろそろ改めなければならない

のでは。 

停電の不便を気にして節電に努めるだけが、「省エネ」や「エ

コ」ではないと思います。 

それに 300 円傘が登場したおかげで、消えてしまった寂し

さも、年配世代は知ってみえると思います。例えば、仕事帰り

の最寄り駅で不意の雨。「さて、困ったな」と思案していると、

後ろから頭上にスーッと差し出されたのは花柄の傘。「方向、

たしか同じですよね。よろしかったご一緒に」 そうです。「相

合傘」から恋が生まれました などという「妄想」はともかく、

他人の不便に目をやるそうした心配りがいま問われている

「絆」の原点ではないのでしょうか。 

幹  事  報  告  

1.会員の土屋利行君が去る6月11日ご逝去され6月14日に

告別式が営まれました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

2.去る6月9日に喜寿を迎えられました会員の堀  美喜雄君へ

後程会長よりお祝いをお渡しして頂きます。おめでとうござ

います。 

3.来る 6 月 29 日(水)の夜間例会及びＩ.Ｄ.Ｍ.の出欠票の締め

切りは本日までとなっております。未回答の方は早急にご提

出下さるようお願い致します。 
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喜寿を迎えられた堀  美喜雄君へお祝いを贈る 

クラブフォーラム 

年間委員会報告 

クラブ奉仕委員長  半泊  與則 

 クラブ奉仕委員会の役割は、

会員の入会を促進し、クラブの

年間のプログラムを策定・調整

し、来訪者を迎え、ニコボック

スを受付、例会を滞りなく進める。即ち、例会のフレンドリー

な運営です。 

本年もご協力ありがとうございました。 

年間委員会報告 

職業奉仕委員長  梅村美知容 

一年間無事に終わる事ができ、

ありがとうございました。 

昨年 10月 6日、佐藤正延さ

んの卓話「どんな雑用も思いを

込めて。」と、職業倫理にてつい

てのお話には感銘をしました。その後青空のもと、13 名で私

の店の酒を造っている酒蔵金泉に見学に、そして昭和村に… 

震災のためかなり遅れて、北消防署員 3 名の方の表彰を 6

月1日に… 

ロータリーを語る時、まず第一に職業奉仕を挙げなければな

らないと。ロータリーの運動の原点は倫理運動だと。世のため

人のためのクラブであれと。 

年間委員会報告 

ロータリー財団委員長  加藤あつこ 

「毎年あなたも１００ドルを」

のテーマにて、皆さまにご協力を

頂きまして、誠にありがとうござ

いました。ロータリー財団は、ロ

ータリー奉仕活動の運営の基に

なるたいせつな資源です。皆さまの温かい友愛に感謝し、有効

活用をさせていただきます。もうひとつの事業活動の「地区ロ

ータリー財団補助金制度」の活用ができませんでした。次期委

員長に託し、お願い申し上げます。 

あっと言う間の一年でした。ありがとうございました。 

本年度委員会報告（出席委員会） 

出席・ニコボックス委員長  木村  雅一 

会長から本年度の出席委員会への要望として、ガバナーから

の要請で他クラブでのメークアップは、サインだけではなくて、

極力例会に出席してそのクラブの活動を学んでほしいという

ことでした。メークアップされた方々がサインだけであったの

か、実際に出席されたかの判断は難しいので、皆様の今後の活

動に期待したいと思います。 

本年度委員会報告（ニコボックス委員会） 

名古屋名北ロータリークラブの規定で、ニコボックス委員会

の任務は、会員が善意で拠出する「奉仕への拠出金」を奨励し、

管理する。ことになっております。 

本年度はニコボックス資金からの奉仕活動はありませんで

した。 

（代読：幹事  岩田満治） 

ニ コ ボ ッ ク ス 

梅村美知容さん  土屋さんの笑顔忘れません。小原コンペ109

で 3位入賞。ありがとうございます。 

柴山  利彌君    小原 C.C.にて はからずも優勝させていただ

きました。お礼申し上げます。 

堀  美喜雄君    喜寿を祝っていただいて。 

【堀副会長 喜寿 お祝い申し上げます。】 

伊藤  晋一君 山田  浩二君 松岡  三明君 尾関  正一君 

古川  康司君 半泊  與則君 柘植  勝介君 加藤あつこさん 

岩田  満治君 星川  直志君 横井    登君 小關  敏光君 

尾關實津成君 藤原  研一君 加藤  昌之君 渡邉  泰彬君 

服部    保君

石黒    勉君

 

西脇  多吉君 

梅田    渉君 

 

阿部  美男君 

横田  徳久君 

 

杉浦  定文君 

西脇  良一君 

 

「志ら玉」にて                        

 

遠藤 友彦ガバナー補佐、梶川 久雄分区幹事の慰労会、新旧会

長、幹事の慰労・激励会、及び、IM、創立 30周年記念式典の

慰労会のスナップ                2011年6月18日 


