
                                                                         

本日の例会（第１５８９回）   ４／１６（水） 

◆新会員職業紹介（玉置 正樹君）を行います。 

次回の例会（第１５９０回）    ４／２３（水） 

◆地区協議会報告を行います。 

第１５８８回例会記録        ４／９（水）晴 

◆司    会 梅田  渉君 

◆斉    唱 RS・四つのテスト 

◆ゲスト紹介 会長ゲスト 祖父江佳乃さん 

出 席 報 告 

会 員 数  38名  前々回訂正  1586回例会 

欠席会員数  11名  欠 席 会 員  4 名中 

出席会員数  27名  MAKE UP  4 名 

出 席 率  71.05％  出席率訂正  100％ 

会  長  挨  拶 

会  長  宇都木 寧 

本日は、会長ゲストとして、祖

父江様をお迎えしております。 

 さて、4 日の家族会の桜は満開

でしたが、花冷えでした。6 日に

は、広島県で 18 ㎝の積雪を記録

し、関西国際空港では、ヒョウが降ったとの報道がなされました。日

曜日の寒さは、さすがに身にこたえ、暖房をつけ、飼い犬と共にぬく

ぬくと過ごしておりました、とお話させていただきたいところですが、

4 日の家族会の花見、5 日の自衛隊の花見と、連続の飲酒による二日

酔いで寝ていたというのが真実であります。 

 春はまことに騒がしい季節であり、勘弁していただきたいと根をあ

げていたところでありますが、こういう時は、友人の悪魔の声が必ず

囁きます。 

 皆さん、福寿草をご存じでしょうか。キンポウゲの仲間であります。

キンポウゲの仲間は大抵毒草ですから、一度、天ぷらやおひたしにし

てお召し上がりになりますと、天国が近くなるかもしれません。そう

すると、名前の通り福寿が得られます。この福寿草が今満開であり、

早く山に登ろうという誘いであります。当地区は、全国的にも福寿草 

 

の大群落が有名な山があります。それは、員弁の藤原岳であります。

友人の話によれば、3月 30日に 8～9 合目まで満開であり、残雪と福

寿草のコントラストは見事であるとのことです。そして、2週間以内

に登らないと、今年も福寿草が見られないという、脅しとも誘いとも

しれない怪しい誘いです。当然山登り後は、飲み会であります。桜の

次は福寿草見物と思いきや、ゴールデンウィーク前にミツバツツジを

見に行こう、カタクリの群落を見に行こうという誘いもありました。

花を巡ることは楽しいですが、足の痛みより、その後の飲み会の頭痛

がこたえます。 

寒さが緩むと、なんとなく人の心は騒がしく、どちらの花から優先

順位をつけていくかと考えながら、木曽川沿いを鶯の声と共に散歩し

ておりましたら「チッチッ」と聞き覚えがある鳥の声がしました。空

を見上げたら、ツバメでした。春の次の夏の使いもやってきました。

まことに騒がしい春です。スプリングとはよく言ったものであります。 

幹  事  報  告  

1.来る 4 月 13 日(日)は地区研修・協議会が開催されます。ご参加の方

には、「当日の次第」及び「交通手段について」のご案内を同封致し

ましたので、よろしくお願い致します。 

当クラブの受付は、11 時 30 分～12 時 00 分頃まで ウェスティ

ンナゴヤキャッスル 二階 エスカレーター付近 にて岩田次期会長が

一括受付を行います。 

尚、昼食は 11 時 30 分～12時 50分まで「友愛の広場」にて用意

されています。 

 

 

卓  話 

「第２回地区内クラブ青少年奉仕委員長会議」報告 

会 員  梶川 久雄 

「第 2 回地区内クラブ青少年奉仕

委員長会議」（3/22）に出席して

きました。会議の中で、地区 9ＲＡ

Ｃ（ローターアクトクラブ・会員数

121名）の現況・活動報告がありましたので報告させていただきます。 
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＊岡崎ＲＡＣ・17 名（10/7）・4ＲＣ提唱・（岡崎、岡崎南、岡

崎東、岡崎城南ＲＣ）。来期で 45 周年になる愛知で最古のＲＡＣ。

活動・毎年チャリティーバザーを開催し、今期は地区事業が東日本大

震災と言うことで収益金 15万円を市の窓口を通じて赤十字社に寄付

をする。岡崎平和学園という児童養護施設の子供達と交流を深めてお

りチャリティーバザーも一緒にやっている。ロータリアンの好意で、

毎週月曜日 7 時半からＦＭ岡崎さんのラジオの枠を 30分頂いて非常

に貴重な体験をさせてもらっている。 

＊豊橋ＲＡＣ・8名（6/2）・5ＲＣ（豊橋、豊橋北、豊橋南、豊橋

ゴールデン、豊橋東ＲＣ）創立 1975 年・今期 39 期目。会員数は少

ないが大学生が 8名中 3名おり、非常にフレッシュ、次年度のスター

トは 2 桁の見込み。活動・月 2回の例会、月に一度の例会外でのゴミ

拾いを行なっている。昨年 12 月には、招待行事としてクリスマスク

ッキングを行い、40 名の参加を頂いた。来期は 40 周年の記念式典を

行ないます。打ち合わせを密にし、かなり力を入れて行いますので、

登録宜しくお願いしますとの事。 

＊田原ＲＡＣ・16 名（10/6）・2ＲＣ（田原、田原パシフィック

ＲＣ）。来期で 40 周年。期の初めに招待行事「じゃんだらりんフェ

スティバル」を開催した。「サンドアート」を企画したが悪天候のた

め開催出来なかった。来期は 8/10 開催予定。毎年 9月に田原・田原

パシフィックＲＣとの 3クラブ合同例会を開催している。継続活動と

して、あかばね学園（児童擁護施設）の子供達と交流をしている。今

期は国内研修のホストを務めた。来期 40周年行事 4月 12 日に行な

う。 

＊一宮ＲＡＣ・12 名（6/6）・4ＲＣ（一宮、一宮北、尾西、一宮

中央ＲＣ）。来期は 40 周年（2月 8 日記念行事）。来期は 10名の

スタート見込み。活動・バーベキュー例会を行い親睦を深め、会員増

強のため行なっている。長年の定例例会で布ちょきん例会を行なって

いる。盲導犬育成のためのチャリティーバザーを行なっている。癌の

制圧を目指してここ 2～3 年癌のチャリティーイベントも行なってい

る。クラブ問題点・会員年齢が高くなり 2 年後には半数以上が卒業し

残るのは 3名になる。会員増強が急務である。 

＊名古屋中央ＲＡＣ・12 名（10/2）休会 1名・3ＲＣ（名古屋み

なと、名古屋丸の内、名古屋西ＲＣ）。活動・献血例会・名古屋みな

とＲＣから代々受け継がれてきた例会です。今期は 3月 9 日に日本赤

十字社と協力して、献血の呼び込みの手伝いをしました。さらに今年

は桜花学園ＩＡＣにも声をかけ、15名の女子高生にも参加してもらっ

た。その結果、献血者は過去最高の 66 名でした。インターアクトと

の接点を求めて阿久比高校主催の英語フェスティバルにゲストとして

参加してＲＡＣの活動を説明させてもらった。ＩＡＣからＲＡＣに入

会してもらえるよう努力していく。 

 

＊江南ＲＡＣ・9名（4/5）・1ＲＣ（江南ＲＣ）。活動・招待行事・

「もうやっこ杯」これは毎年テーマを変えてビリヤード大会を行いま

す。他の活動として木曽川清掃、江南市民まつりに参加してチャリテ

ィーバザーを行なっている。バザーではクラブメンバー、ＲＣメンバ

ーの皆様に寄付してもらっている。売り上げの半分以上は養護施設に

現金ではなく、先方の希望する物品を寄贈している。江南ＲＣとの合

同例会を年 2～3 回実施している。来期、会員減になるので増強に努

める。 

＊名古屋熱田ＲＡＣ・25 名（17/8）・4ＲＣ（名古屋南、名古屋

東南、名古屋瑞穂、名古屋名南ＲＣ）。今期 7 名の新入会員を迎えた、

内 5 名がロータリアンからの紹介である。今期 30 周年を迎え、8月

に記念式典を盛大に行いました。記念事業として、恵那の山林へ行き、

割り箸を作り、記念式典で使わせていただきました。継続活動・中央

ゆうりん学院さんと 10 年以上関わっています。地域を巻き込んだ「ゆ

うりんフェスティバル」に毎年出店させていただいております。 

＊名古屋名城ＲＡＣ・16 名（8/8）内休会 1。12ＲＣ（東名古屋

分区 11+1ＲＣ）。活動・子供虐待防止ネットワーク愛知の広報活動、

それに伴うオレンジリボンの募金活動を 3 月に実施。児童擁護施設の

子供達との交流もあります。来期は 20 周年になります。3 年後には

地区運営担当、来期は地区親睦、地区ＲＡＣ研修協議会が控えていま

す。現在会員は 16名いますが 3年後には 8名になります。会員増強

に協力願います。 

＊豊田広域ＲＡＣ・6 名（6/0）。4ＲＣ（豊田、豊田東、豊田三好、

豊田中ＲＣ）。2 月に招待行事「リアル脱出ゲーム」を行いました。

その時は他地区も合わせ 48名の参加を頂きありがとうございました。

豊田高専、春日丘のＩＡＣとは合同例会をさせていただき、企画を通

じてよい刺激を受けました。4ＲＣとの合同例会も実施している。人数

は少ないですが、例会出席率は非常に高く、来期も結束してやって行

きたいと思います。 

・・・以上が 9ＲＡＣの現状・活動報告でした。報告を聞いてそれ

ぞれのクラブで真面目に議論、活動していると思われました。又、Ｒ

Ｃ同様、会員増強が課題である事も鮮明となりました。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

渡邉 泰彬君 

祖父江佳乃さんを会長ゲストとしてお迎えする喜び。 

【ゲストとして祖父江様をお迎えしています。】 

宇都木  寧君 藤原  研一君 足立陽一郎君 赤崎  守弘君 

半泊  與則君 岩田  滿治君 尾関  正一君 加藤  昌之君 

梅田    渉君 古川  康司君 北村紀子さん 加藤あつこさん 

遠藤  友彦君 横井    登君 梶川  久雄君 伊藤  晋一君 

西脇  良一君 

杉浦  定文君 

西脇  多吉君 

玉置 正樹君 

小關  敏光君 

木村  雅一君 

尾關實津成君 

 

 


