
                                                                                

 

本日の例会（第１７２７回）    ４／５（水） 

《母子の健康月間卓話》 

◆スピーカー 杉浦 定文君 

♦題   名 「歯と健康」 

次回の例会（第１７２８回）    ４／１２（水） 

◆クラブフォーラムを行います。 

・北区子ども会育成連絡協議会へ名古屋名北ロータリークラブ賞贈呈式 

第１７２６回例会記録    ３／２９（水）晴 

◆司  会 梅田 渉君 

◆斉  唱 RS・我らの生業 

出 席 報 告 

会 員 数  3６名  前々回訂正  172４回例会 

欠席会員数  ７名  欠 席 会 員  ５名中 

出席会員数  ２９名  MAKE UP  ５名 

出 席 率  80.56％  出席率訂正  100％ 

会  長  挨  拶 
                会長 西脇 良一 

 

 

 

 

 

 

 

３月２２日の6ロータリークラブの合同例会及び懇親会は、 皆

さんの協力のおかげで、無事終えることができまして、大変に

有り難う御座いました。楽しく、盛り上がって、良い合同例会

及び懇親会だと思いました。 

さて、やっと春が来たと言う感じになり嬉しく思っています。  

３月１７日１８日に京都に行って参りましたが、折角行ったの

だから北野天満宮の梅を見に行こうと言うことで、行って参り

ましたが、ほぼ満開でしたので、行って良かったと思いました。 

 

自宅の桜も、もうそろそろといった感じになりましたが、まだ

まだ寒くなる日があるかもしれませんので、風邪などひかれな

いようにしてください。また、花粉、黄砂、ＰＭ２．５等にも

気をつけてください。３月２７日には栃木の那須の大田原高校

生七人教師1人が登山講習中に雪崩に遭遇して亡くなられてし

まい 40 人が怪我をするという事故が起きてしまい、大変に残

念に思いました。亡くなられた皆様の御冥福をお祈りいたしま

す。 

幹 事 報 告 

1. ４月５日（水）の新旧理事役員委員長引き継ぎ会議の回答

及び申し送り事項の締め切りは、本日までとなっておりま

す。未提出の方は、早急にご提出下さるようお願い致しま

す。 

2. 来る４月８日（土）の春の家族会の出欠の締め切りは本日

までとなっております。未提出の方は、よろしくお願いい

たします。 

 

友 の 会 報 告 

・５月例会（半田南ＲＣ合同ゴルフコンペ）のご案内 

・４月例会の中止について 

（ゴルフ友の会 幹事 西脇 多吉） 

委 員 会 報 告 

・春の家族会について 

（親睦活動委員長 香田 研二） 

・先週のウィークリーの一部訂正 

・音楽奨学金授賞式のテレビ放映について 

（会報委員長 玉置 正樹） 

ご案内 

・「ひろくんを救う会」（土屋南ＲＣ 稲本 修一様より）のご案内         

（幹事 加藤 あつこ） 
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クラブテーマ 

奉仕と親睦 
～相互理解・平和・笑顔～ 

 

ロータリークラブ 

W e e k l y  R e p o r t

２０１６～２０１７年度 Ｎｏ．３５ 

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：西脇 良一 幹 事：加藤 あつこ 会報委員長：玉置 正樹 題 字：遠藤 友彦 



 

卓 話 

「伊勢湾台風の記録」  

会員 木村 雅一君 

 

 

 

 

 

 

伊勢湾台風の記録について映像を見ながら説明をさせて頂き

ます。映像の記録は 2 時間ですが、説明時間は 20 分ですので 

記録内容の最初から鍋田干拓までといたします。残りの一時間

40 分をご覧になりたい方は DVD をお貸ししますからお申し

出ください。 

 

伊勢湾台風 1959 年 9 月 26 日 18 時過ぎ 潮岬に上陸  

27 日 9 時秋田沖に進み次第に消滅 

0:００        start       

5：00 ( 5 分間)  九頭竜川       

7：00 （2 分間） 美濃市前野     

12：00  （5 分間） 長野県安曇野     

14：00  （2 分間） 三重県四日市     

16：00 （2 分間） 皇太子ご成婚 1959 年 4 月 10日 

17：00  （1 分間） 名古屋市南区     

18：00 （1 分間） ブラザー工業     

20：00 （2 分間） 鍋田干拓       

22：00 （2 分間） 三重県長島町     

32：00 （10 分間） 茅葺屋根       

37：00 （5 分間） 流される人     

40：00 （3 分間） 長良川       

42：00 （2 分間） 養老       

48：00 （6 分間） 刈谷市       

50：00 （2 分間） 知多市       

56：00 （6 分間） 半田市       

59：00 （3 分間） 西尾市       

1：05 （6 分間） 半田病院       

1：11 （6 分間） 名古屋港       

1：17 （6 分間） 白水小学校     

1：30 （13 分間）新瑞橋の冠水     

1：38 （8 分間） 東海市       

1：43 （5 分間） 自衛隊       

1：45 （7 分間） 米軍の援助     

1：55       愛のピアノ（アメリカから）   

名古屋市テレビ塔 1954 年 6 月完成 当時東洋一の高さ 

 

二 コ ボ ッ ク ス 

加藤 あつこさん 

女性会員一同より。ホワイトデーのプレゼントありがとうござ

います。しあわせです。 

梅村 美知容さん 

先日はゴルフコンペ楽しかったです。 

梅村 篤君 

ゴルフコンペ優勝させていただきました。有難うございました。 

【木村 雅一君、卓話宜しくお願いします。】 

西脇 良一君 岩田 滿治君 尾関  正一君 木村  雅一君 

遠藤 友彦君 平子 明資君 斉藤 裕也君 足立陽一郎君 

梶川 久雄君 西脇  多吉君 玉置 正樹君 横井  登君 

石黒  勉君 

小關 敏光君 

杉浦 定文君 

 

星川 直志君 

渡邉  泰彬君 

加藤 昌之君 

 

宇都木 寧君 

香田 研二君 

伊藤 晋一君 

北村 紀子さん 

阿部 美男君 

祖父江 佳乃さん 

 

 


