
           

 

本日の例会（第１４６２回）    ８／１０（水） 

◆クラブフォーラムを行います。 

次回の例会（第１４６３回）    ８／２４（水） 

◆スピーカー 会  員  横田  徳久君 

◆題    名 皮膚という不思議な世界 

※8月17日(水)は休会（定款第6条第1節C項）になります。 

第１４６１回例会記録        ８／３（水）晴 

◆司    会 阿部  美男君 

◆斉    唱 国歌・君が代／RS・奉仕の理想 

◆来訪者紹介 名古屋 RC 中北  智久君 

出 席 報 告 

会 員 数  38名  前々回訂正  1459回例会

欠席会員数  7 名  欠 席 会 員  5 名中

出席会員数  31名  MAKE UP  5 名

出 席 率  81.58％  出席率訂正  100％

会  長  挨  拶 

お化けと幽霊 

会  長  半泊  與則 

私たちの幼い頃、若い頃は夏になると

必ず怪談物の映画が封切られたもので

すが、最近はほとんど見かけません。今

日は、お化けと幽霊についてお話します。 

江戸時代、お化けと幽霊ははっきりと区別されていたそうです。お

化けは場所につく。幽霊は人につく。これが定義です。お化けはある

特定の場所に出ます。今の若者風に言えばスポットがある訳です。若

者のデート情報誌などにスポットが掲載されています。従ってそのス

ポットに行けば誰でもお化けに会えます。勿論、運がよければの話で

すが。 

幽霊は人につきます。恨みをもたれた人につきます。時には人違い

もあるでしょうが。しかも、恨みをもたれた人にしか見えません。他

人には見えません。人につきますからその人が引っ越しても着いてき

ます。怖いですね。 

小笠原にいる頃、海岸道路の一部が隋道になっていました。村の噂

では兵隊さんのお化け、亡霊が出るということでした。兵隊さんのお 

 

 

化けについての話は多くのところにあります。戦争で亡くなった人た

ちはいろんな思い、深い無念を抱いたことでしょうから当然です。 

祖母の弟が復員しました。港から遠いため家に着くのが夕暮れにな

ってしまいました。田舎ですので当時は電気も来ていません。名前は

留吉というのですが、戸を叩いて、留が今帰ったぞ、というのですが、

母は絶対に戸を開けません。すでに戦死の報告を受けており、母は、

留、早く帰れ、勿論あの世へですが、化けて出ないで早く帰れ、とい

うばかりだったそうです。おじはその後役場に勤め、酒を飲んで酔っ

払うと、火事を知らせるサイレンを無断で鳴らし何度も問題になって

いました。サイレンを鳴らして非常時を作り出す、死んでいった仲間

へのおじなりの鎮魂の表現だったのかもしれません。 

アメリカ映画ではゴーストが出てきます。ゴーストは誰にも見えま

せん。亡くなった夫や恋人がゴーストになって主人公を危機や災難か

ら守るために活躍します。最後に主人公は亡き夫や恋人の存在に気づ

き生きる勇気を取り戻すという筋書きです。 

ゴーストではありませんが、私たちは誰かの夢を見るということは

よくあります。その誰かが大切な人だったり、気になる人だった場合、

現実の人生に働きかけます。私は会社の創業者の夢を二度見ました。

ずっと昔に亡くなっており、勿論私はあったことがありません。新米

の経営者としては勇気付けられました。 

ところで、いまだ軍服を脱がず何かを訴える兵隊さんのお化け、愛

する人を守るゴースト、夢の中でサインを送る亡き人、恨み続ける幽

霊、いずれにしても、亡くなってなおかつこの世に現れるほど、いい

意味でも悪い意味でも、人は他人と社会とかくも深く結びついて生き

ているということでしょう。 

先ほど、幽霊は人につく、つかれた人しか見えない、どこに引っ越

しても或は行く所々についてくると、言いました。もし皆さんが奥様

と或はだんな様と二人で外出して、やあ、今日はおそろいでといわれ

ましたら、これはセーフです、でももし、もしですよ、万が一にもも

しですよ、今日はお一人ですか、と言われたら、そんな経験はありま

せんか。 

幹  事  報  告  

1.今月は会員増強及び拡大月間です。後程月間に因みまして、梶川会員

増強委員長より卓話をして頂きます。 

2.委員会構成表及び行事予定表が一部変更になりましたので、同封致し

ました。 
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ロータリークラブ 
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２０１１～２０１２年度 Ｎｏ．５ 

例会日：毎週水曜日 １２：３０～１３：３０ 創立：昭和５６年３月４日 

例会場：ΛＰΛ HOTEL 名古屋錦 中区錦三丁目 15-30 （052）953-5111 

事務局：名古屋市中区錦三丁目 15-30 ΛＰΛ HOTEL 名古屋錦 560 号室 

   （052）961-2399（直通） （052）953-5111 FAX（052）961-2391 

   E-mail : meihokrc@beach.ocn.ne.jp 

会 長：半泊 與則 幹 事：西脇 多吉 会報委員長：近藤  朗 題 字：遠藤 友彦 

 

  

 



 

ゴルフ友の会取切戦で優勝 

伊藤晋一直前会長より会長賞を贈られた岩田満治君 

卓  話 

会員増強について 

会 員 増 強 委 員 会 

委員長    梶川  久雄 

今月は会員増強及び拡大月間です。

「ロータリーの友」、「ガバナー月信」

の８月号には「会員数について考える」と云う大変参考になる特集記

事が載っております。是非ご一読下さい。 

先日、7/30日に開催された第２回地区会員増強セミナーの報告を

させていただきます。 

＊ガバナー方針 ・「会員増強とクラブの活性化」・地区内会員数

5,000名以上達成を目標として、次の四重点項目・1）退会防止・2）

女性会員及び若手会員の増強・3）会員数30名以下のクラブの会員増

強・4）クラブ会員の多様性 を設定し、会員増強をすすめていきたい。 

＊地区会員増強リーダー挨拶 ・会長、幹事、会員増強委員長には会

員増強３年中期計画作成いただきます。各クラブにおいては、３年後

の最終年度には最低でも10％、できれば15％の増強をお願いしたい。 

＊地区会員増強委員長挨拶 ・「各クラブに女性会員の入会」を積極

的に勧める！「各クラブ会員純増３％以上」を目標に！  

＊各ガバナー補佐より現状報告 （南尾張分区）増員目標/13名・増

員目標/組織の拡充を図る。（西尾張分区）･･17名･･･RCの魅力を引

き出す。（東尾張分区）･･24 名･･･各クラブ2～3名の目標。女性会

員30名在籍、分区会員505名の6％を占める。地区平均3.6％より

多い。前年度、今年度で２名の女性会長誕生。（西名古屋分区）･･26

名･･･クラブ活動の活発化。南RCは入会3年未満の退会少ない、それ

は例会プログラムがしっかりしているから･･今年度卓話のテーマ・木

（8回）・水（3）・芸術（3）と決めて行なわれる。（東名古屋分区）･･

40名･･･退会防止、卓話の充実。名東RC、前年度、17名入会。（東

三河分区）･･26名･･･退会防止、親睦、職業奉仕の充実。地の利が悪

い、G補佐（豊川RC）は名古屋に行くのに2時間掛かる。分区内で

一番遠い人で4時間掛かる人もいる。委員長になると地区各委員長会

議で名古屋へ行く機会が増え、委員長引き受けに難色を示す事も見受

けられ、ひいては退会につながる事もある。（西三河中分区）･･18名･･･

退会防止、質を重んじ地道に努力。（西三河分区）･･18名･･･女性会

員へのアプローチ、若い会員を増やす。卓話の充実。 

＊各分区の増強優秀クラブより発表 （南尾張分区）半田RC・66

名、今年4名入会、退会少ない。死亡3名あったが退会無し、親子会

員２組、女性会員３名。今期候補者2名あり。（西尾張分区）あまRC・

前前年度7名、前年度4名＋女性1名入会。（東尾張分区）犬山RC・

前年度6名入会。２年前からプロジェクトを組み推進している。（西

名古屋分区）丸の内RC・42名→45名→現在46名。医療関係が多

い、医者６名＋歯医者名２＝８名在籍。２名退会、今期目標50名。

当クラブ旧名・名古屋西南RCから名古屋丸の内RCに改名したがそ

れが増員に寄与したか？（東名古屋分区）名東RC・前期17名入会達

成。前年度増強委員長が前年度始まる４ヶ月前から15名のプロジェ

クトを組み、30数名の候補者をリストアップし、増員目標・前期13

名＋後期５名＝18名で活動し実現した。前年度末２名退会、現在、

59名。今年度目標６名であったが、前年度委員長から目標は６名なら

その倍の１２名を目標にせねば成らぬとのことで目標12名となった。

前期末２名退会、現在、入会候補者３名あり。（東三河分区）豊橋ゴ

ールデンRC・会長、幹事、会員一体となり活動･･･会長、幹事から紹

介２名、会長経験者から３名、JC、商工会から２名、合計７名の入会

となった。理事会で責任を持ち、全員で活動する。（西三河分区）刈

谷RC・90数名が10数年維持されている。親子会員６組、女性会員

4名在籍。本年度３名純増目標。 

以上が、セミナーの報告ですが、セミナーの総括として、会員増強

は増強委員長だけの任務ではない。会長、幹事の増強に対する認識、

意識、熱意を持ってもらうことが第一。そして全会員一体となって活

動して貰えるように増強委員長とともにリーダーシップを発揮して貰

う事。退会防止につながる魅力あるクラブ運営に会長、幹事のリーダ

ーシップの下、会員一丸となり当たる事が肝要との感想をもちました。 

誕 生 日 

８/21  横井 尚啓君         ８/８  宇都木 寧君ご夫人 

８/13  近藤   朗君ご夫人   ８/24  梅田   渉君ご夫人 

結 婚 記 念 日 

８/8  藤原 研一君 

ニ コ ボ ッ ク ス 

尾関  正一君    休みを続けまして今日出席できる喜び。 

梶川  久雄君    会員増強月間卓話をさせて頂きます。 

宜しく御願いします。 

【盛夏の折お体にお気をつけ下さい。】 

半泊  與則君 古川  康司君 岩田  満治君 伊藤  晋一君 

北村紀子さん 西脇  多吉君 服部    保君 星川  直志君 

尾關實津成君 足立陽一郎君 横井    登君 柴山  利彌君 

阿部  美男君 松岡  三明君 梅田    渉君 加藤あつこさん 

加藤  昌之君

近藤    朗君

加島    光君

山田  浩二君 

木村  雅一君 

宇都木  寧君 

小關  敏光君 

杉浦  定文君 

 

藤原  研一君 

入江由希子さん 

 




