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 皆さんこんにちは。本日は山路ガバナー
補佐、大岡ガバナー補佐幹事をお迎えし
ております。例会前、舘副会長、守谷会長
エレクト、稲葉幹事、鈴木副幹事にも同席
頂き懇談会を開催し、御指導頂きました。
　さて、日本ではお祝い品をお贈りする時、
のし紙を用いますが、のし紙に印刷され
ているのしと水引についてお話をさせていただきます。熨斗
とは、祝いの贈り物に添えるもので、熨斗鮑の略語であります。
方形の色紙を上が広く下が狭い六角形にヒダをつけて折りた
たみ、中に熨斗鮑をはりつけました。
　古来日本では、海産物を重んじましたが、特に鮑は重要な食
物で、祭祀にも用いられました。熨斗は最初、鮑を薄く長くむ
いて干したものを用いていましたが、後になって熨斗鮑の包
み紙が雛人形のような形になり、中のアワビも黄色い紙片の
ような形式だけのものとなりました。
　また「のし」とは、のばすの意味で相手の伸展を願う気持ち
を表すもので，凶事に用いることはありません。一方水引とは
細いこよりに糊をひいて干し固めたもので、和風の包装に用
います。かつては髪結いにも用いられ、今でも力士の髪結いに
用いられています。最初は、わらや麻緒で編んだものだったの
ですが、やがて和紙で作られ様々な色に染め分けられるよう
になりました。一般には半分ずつ中央から染め分けたものを
5本、又は7本合わせたものを使います。
　吉事には紅白・金銀・金赤などを用い、凶事には黒白、藍白、
黄白、全部白のものを用います。結び方は、婚礼をのぞくほと
んどの吉事には繰り返しを願う意味でちょう結びに、婚礼と
凶事には二度と繰り返されないことを願い結び切りとします。
現在ではのし、水引共印刷されたものをのし紙として使用し
ているのが一般的であります。

本日例会終了後、13時35分より山路ガバナー補佐をお迎
えして「第2回クラブアッセンブリー」を、その後「第2回理
事会」を9F「ことぶきの間」にて開催いたします。関係各位
はご出席お願いします。
本日、本年度地区大会の案内（11月13、14日ホテルアソシ
ア豊橋にて。ホストクラブ：豊橋南RC）をメールボックスに
入れてあります。
次週8月12日（木）はロータリー規定により休会です。次回
例会は8月19日（木）です。「第2回クラブフォーラム」が行
われます。
事務局のお盆休みは、8月11日（水）～8月15日（日）です。
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幹事報告 稲葉 徹幹事
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「君が代」「奉仕の理想」
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臨時例会変更のお知らせ

（注）※は休会につきビジター受付はありません。

名古屋東RC
名古屋東南RC
名古屋和合RC
名古屋名東RC
名古屋名北RC
名古屋千種RC
名古屋名南RC

名古屋名駅RC
名古屋昭和RC
名古屋東山RC
名古屋空港RC
豊山ー城北RC

9/8（水）
9/8（水）
9/7（火）

9/7（火）

9/8（水）
9/6（月）
9/9（木）

9/13（月）

9/13（月）

9/14（火）

8/24（火）

8/24（火）

8/23（月）
8/24（火）

9/1（水）

8/31（火）

8/31（火）※

8月誕生日おめでとう

江口　金満君　鈴木　幹雄君　舘　　健吾君
湯地　輝雄君　大島　浩嗣君　岡本　忠史君
佐藤　善乙君　山田　鎮浩君　田口　　豊君
西　　初彦君

17：30～18：3017：30～18：30

出席報告 稲垣 豊出席委員

会員75名　出席57名  （出席計算人数57名）

出席率82.46％
7月29日は補填により
7月22日は補填により
7月15日は補填により

91.23％
100％
100％

山路兼生君
大岡洋三君
木村樹生君
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       Report



委員会・同好会報告

貴クラブを訪問して。

本日、山路ガバナー補佐、大岡ガバナー補佐幹事をお迎えし

て。7月29日の親睦例会、親睦活動の皆様ご苦労様でした。

8月12日は64才の誕生日です。

本日は私の、8月24日は妻の誕生日です。

8月9日は誕生日です。

8月1日は妻の誕生日でした。きれいな花を有難うございま

した。

山路ガバナー補佐、大岡ガバナー補佐幹事様から、瑞穂ロー

タリーに対する貴重なご提言、有難うございました。今後の

クラブ運営に生かしていきたいと思います。

ガバナー補佐をお迎えして。

8月7日は立秋ですが、酷暑が続いておりますので頑張りま

しょう。

暑中お見舞い申し上げます。

中川さんお元気ですか。

大川さんお元気ですか？暑いですね。

天候の不順が続きますね。8月に入りましたが、7日はもう

立秋です。

松波さん有難うございました。楽しい時間を過ごさせてい

ただきます。

先週、世界遺産に登録された吉野、山上ヶ岳にお参りしま

した。ちなみに先月は御岳山にもお参りしました。又、尾瀬

へも行くことができました。
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　去る3月25日の例会で、卓話をしていただきましたソムリ
エの宮下瑞保さんのお話が、ロータリーの友8月号(15Ｐ）に
掲載されております。ご一読下さい。

 R情報委員会　小串和夫委員長

ガバナー補佐挨拶
 第2760地区西名古屋分区担当ガバナー補佐 山路兼生君

　8月26日に玉ノ湯で総会があります。名鉄の太田川駅より
タクシーを利用されるのが便利かと思います。2メーターほ
どで到着します。参加される方には名鉄の時刻表を配布しま
す。総会の前に入浴をされる方は、新名古屋発16時41分の電
車が便利です。総会のみ参加の方は、新名古屋発17時29分が
ちょうどいいかと思います。急行や、それ以外の電車をご利
用になる場合も、他の参加者の方とお待ち合わせの上、会場
までお越しになるとよろしいかと思います。参加される方々
には、利用する電車の前後の時刻表もFAXでお送りするか、
もしくはメールボックスに入れておきますので、ご覧いただ
きます様よろしくお願いします。

「健康について」
　最近健康について非常に気になることが2つございます。
ひとつは健康食品についてです。新聞などで大きく広告が載
っているのを見かけることと思います。その中に極小さく表
示されている「厚生省承認健康食品」というマークがありま
す。販売元は大手の医薬品メーカーで、いかにも健康に良さ
そうなイメージがあります。よく見ますと20例ほどの体験例
が載っており、「血糖値が下がった」などの記述がありますが、
医学の世界においてはそういったことはあり得ません。何千

野球同好会　馬場將嘉君

1.

2.

3.

4.

「愛知万博でのロータリー館の建設と運営を成功させよう。」
資金面など色々な面でのご協力をお願いします。漏れ聞く
ところによりますと、だいたい計画通りだと言うことであ
ります。どういった状況かを説明いただくようガバナーに
要請してあります。ロータリー館の運営についてはどのク
ラブも例会をするということになっております。
「職業奉仕をロータリー活動の原点として確認する。」
ロータリーは職業人が多く現役で活躍していますので、な
るべく組織を簡素化すると言うこと。会員の減少をいかに
防止するかと言うこと。色々な面で経費節減をしてほしい
と言うことです。あと、ロータリーの出席率のことですが、
定款では60％ですのでその辺のことを考慮して、なるべく
出席についても考えて頂きたいと言うことです。そしてロー
タリークラブの各委員会を統廃合して簡素化をしてほし
いとのことです。
「ロータリーが世界をつないでいることを忘れないでほしい。」
国際奉仕、青少年交換、インターアクト、ローターアクトなど、
積極的に続けていってほしいとのことです。R財団の問題、
米山奨学なども同じく続けていってもらいたいと思います。
「100周年をお祝いだけに終わらせない」
今年度のロータリー活動を起点として、これからも次に続
くような活動を続けてほしいと思います。

　皆さんこんにちは。第2760地区西名
古屋分区ガバナー補佐の山路兼生です。
所属は名古屋南RCです。まず初めに瑞穂
RCに来て感心したことは、ホームクラ
ブの出席率が他のRCに比べて10％ほど
高いと言う点です。よほど会の運営がう
まくいっているのだと思いました。次にガバナー補佐とはど
ういった仕事をするのかご説明いたしますと、
1.ガバナーの要請及び提案を各クラブに実施するよう伝える。
2.ガバナーの公式訪問の調整をする。
3.各クラブからロータリーについての質問事項をガバナー
　に報告する。と言うのが主な務めとなっております。
　今年のロータリークラブの会長はグレン・E・エステス・シ
ニア氏でアメリカのアラバマ州で17の医療機関を開業して
いる方です。今年のテーマですが、「ロータリーを祝おう」と
言うことです。皆様がお持ちのクラブ計画書にもありますが、
副題は「あなたのクラブで、あなたの職場で、あなたの地域社
会で、私たちの世界でロータリーを祝おう」です。
　今年の2760地区のガバナーは大島氏で、この前まで中日
ドラゴンズのオーナーをしておりました。現在は取締役最高
顧問になっておいでです。
　ガバナーの今年の地区方針としましては、

田口 豊ニコボックス委員長ニコボックス

西名古屋分区 ガバナー補佐　　 　山路　兼生君
西名古屋分区 ガバナー補佐 幹事　大岡　洋三君

大島　浩嗣君
鈴木　幹雄君
湯地　輝雄君

鈴木　圓三君

稲葉　　徹君

近藤　雄亮君　増田　盛英君　舘　　健吾君

森　真佐雄君
吉木　洋二君
大川　嘉成君
中川啓二朗君

岩本　成郎君

遠山　堯郎君

岩根　敬泰君



第2回クラブアッセンブリー 進行：稲葉徹幹事

例会終了後、山路ガバナー補佐をお迎えして、「クラブアッセ
ンブリー」を開催いたしました。当クラブからは大島会長以下、
理事、役員と各委員会の代表が出席し、会長の挨拶に続いて、
各委員長から活動状況や方針などの報告がなされました。山
路ガバナー補佐・大岡ガバナー補佐幹事のご講評をいただいて、
無事終了いたしました。

という症例がなければ薬として承認されません。
　数年前、厚生労働省がマッサージ器や通電機器などの医療
機器は、本当に効き目があるのか調べるよう通達してきました。
同省は、その通達の2年ほど前に医療法を改正し、「医療機器
に関しては全て病院監査の場合に必ず安全性について確認す
ること」という法律を作りました。同様の医療機器に関して、
ある時は承認され、ある時は承認されないことがあり、業者か
ら苦情が寄せられていました。そういったものがたまりにたまっ
て全部整理しようと言うことになり、私も参加しました。
3,000品目ほどリストアップし、最後に残ったのは数品目だ
けでした。健康食品や医療用具は値段が高いものもあります
ので、本当に効き目があるのかを見極めてから購入されるよ
うご注意頂きたいと思います。
　次に健康法についてですが、ひざや腰の衰えを克服するに
は筋肉を鍛えなければなりません。整形外科へ行くと腹筋や
ジムへ通えと言ったりしますが、一番簡単なのはウォーキン
グです。どれぐらい歩けばいいかというと、だいたい60才・
160cmほどの人で、約3,000歩ぐらい歩くといいです。歩く
とどうなるかと言いますと、今座っている筋肉の状態は、脚・腰・
おなか、全て筋肉は働いていません。今私は立っている状態で
すが、重心を移動しますと、足・おなか・背中の筋肉全てが働き
ます。ロシアで高齢の宇宙飛行士が、宇宙にいる間に骨粗鬆症
になったという話があります。絶えず体を動かしていれば骨
粗鬆症にはなりません。もう一つ変形性ひざ関節症という病
気がありますが、脚の筋肉を鍛えていれば筋肉がサポーター
代わりとなり歩くことができます。歩く事がなぜいいかとい
うと、ひざ、腰の筋力がアップするということと、そのほかに
もストレス解消になるなどありますので、歩くことをおすす
めします。デパートなどでウィンドーショッピングをしなが
ら歩くと2,000歩ぐらい歩くことができます。夏涼しく冬暖
かいので良い方法かと思います。いずれにしましても、これか
らも健康に気をつけご活躍して頂き、ロータリーを祝って頂
ければと思います。

　例会に引き続き、山路ガバナー補佐、大岡ガバナー補佐幹
事に出席いただき、第2回クラブアッセンブリーを開催いた
します。　　　　

 会長挨拶　大島浩嗣会長

　新年度始まったばかりでありますが、各クラブの委員長に
は頑張っていただいているので、この状態を維持して頂きた
いと思います。

 クラブ奉仕委員会　松井善則委員長

　方針・活動計画に関してはクラブ計画書の通りです。力を
入れていることは全会員のホームクラブ出席をできるだけ
奨励し、年間出席率を100％にするよう努力して頂きたいと
思います。活動計画は、各例会での出席状況、半期ごとに会員
の出席状況を集計し報告する。年間出席率優秀者を表彰し、
記念品を贈呈する。

 出席委員会　佐藤一郎委員長

　方針・活動計画に関してはクラブ計画書の通りです。力を
入れていることは職業分類にしたがって、充填、未充填の一
覧表を作成すること。会員増強委員会、会員選考委員会と連
携を密にし、会員増強を目指すということです。

 職業分類委員会　鈴木圓三委員長

　今から8年前、104名の会員数でありましたが、他のクラブ
と同様会員数が減少し、今では75名となっております。会員
数の減少傾向に歯止めをかけ、期末には純増というのが委員
会の最大の目標です。まず委員会そのものを活性化すると言
うことで、毎月1回委員会を開催したいと思います。委員会の
内容を例会時に会員の皆さんにお伝えできる時間を設けよ
うと思っています。新旧役員の引継を会員増強に関わる職業
分類委員会と、会員選考委員会と合同で行いました。お互い
の情報を交換し、ご紹介頂いた方に会員増強委員会としてア
プローチする形を取ろうかと思います。退会防止に関しては
有効な施策について検討していきたいと思います。

　方針・活動計画に関してはクラブ計画書の通りですが、活
動計画の中で一番重点を置きたいのは会員選考の際、例会出
席以外の友好的参加（ゴルフ同好会、野球クラブ等）をしてい
ただく様、入会を勧めていきたいと思います。

 会員選考委員会　松波恒彦委員長

　方針・活動計画に関してはクラブ計画書の通りです。本年
度よりウィークリーを作成していただく業者が変わったこ
ともあり、紙面作りに苦慮しております。なるべく正しく正
確なものをお届けできるよう、校正を重ねておりますが若干
時間等の制約、紙面の編集の割り振り等で見づらいところも
あります。早い時期に正確なものをお届けできるよう、一生
懸命努めておりますので今しばらくお待ち下さい。

 クラブ会報委員会　高木 勝委員長

　方針に関してはクラブ計画書の通りです。活動計画は、毎
年上期4回、下期4回ですが、今年は25周年記念ということで
春の家族会がなくなっております。また、7月29日に親睦例
会が済みましたが、会長方針により年配の方と若い方との交
流を図ると言うことで、干支による席の組み合わせを作りま
した。秋の家族会に関しては案を3つほど用意しております。
順次計画を立てて進めていきたいと思います。

 親睦活動委員会　岩田修司委員長

　方針は、クラブ計画書の通りです。活動計画としましては、
会員による卓話を増やす。タイムリーな話題、異業種の会員
に役立つ新しい話題、楽しい情報の提供に努力する。各月間
に各担当委員会に卓話をお願いする。地区出向者に地区の活
動を紹介してもらい、理解を深める。会長、または副会長、歴
代幹事に卓話をお願いする。ということです。皆さんのご協
力をいただき、充実した卓話にしたいと思います。

 プログラム委員会　田中英雄委員長

 会員増強委員会　高須洋志委員長

　方針は、クラブ計画書の通りです。また、活動計画にありま
すように、卓話などを積極的に「ロータリーの友」に投稿して
いただきたいと思います。その他本年度は、活動計画にある
ことを努力して参りたいと思います。

 R情報委員会　小串和夫委員長



第2回クラブフォーラム

第1191回ウィークリー冒頭において、回数を「第4回」と記
載致しましたが、「第5回」の誤りでした。お詫びの上、訂正さ
せていただきます。

次週行事 8月25日（水）

会長・幹事懇談会

総評

　例会前に山路ガバナー補佐、および大岡ガバナー補佐幹事
をお迎えして会長・幹事懇談会が行われ、有益なご指導を賜
りました。（当クラブ出席者：大島会長、舘副会長、守谷会長エ
レクト、稲葉幹事、鈴木副幹事）

お詫び

今週行事 8月19日（木）

ガバナー公式訪問（4RC合同）
　 於

：
：

12：30より
名古屋観光ホテル 

　方針、活動計画はクラブ計画書にある通りです。活動につ
いては現在進行中のものが多く、4RC共同事業の名古屋南養
護学校支援事業、市内22RC共同事業に参加・支援するなど
です。昨日も社会奉仕委員長会議があり、年4回あるそうです。
22RCとしては児童虐待防止ネットワークへの支援、盲導犬
育成の支援、名古屋市の児童擁護連絡会議協議会への支援を
積極的に進めていきます。

 社会奉仕委員会　水谷由紀夫委員長

　方針は、クラブ計画書の通りです。活動計画の中で特に、熱
田神宮との共同事業で、幼虫からの飼育を経て、ホタルに成
長する過程を観賞することで、生き物の大切さ、自然環境の
重要性を学ぶ機会を提供する事に重点を置きたいと思います。

 環境保全委員会　細川達也委員（濱田委員長代理）

　クラブ計画書の方針において、「年齢30才までの若い人す
べてを含む、新世代の基本的なニーズを支援し奨励する」と
いうことで、ロータリー関係ではローターアクト、ライラに
協力をしていきます。地域においては、青少年育成市民およ
び区民会議に参加、協力をしていきたいと思っています。

 新世代委員会　渡辺喜代彦委員長

　方針、活動計画はクラブ計画書の通りですが、来年度、熱田
ローターアクトクラブをホストとして、地区年次大会が開催
されると言うことで、協力をしていきたいと思います。その他、
RAC例会へ参加し、交流を図りたいと思います。

 ローターアクト委員会　岩根敬泰委員長

　方針・活動計画はクラブ計画書の通りです。活動計画とし
ましては、台北延平RCへの公式訪問、25周年招待を行い多
数の参加で交流を深めたいと思います。そしてRI国際大会、
国際ロータリー100周年記念大会へ、多数の参加を推進する
ことです。その他、地区WCS委員会を通じてWCS活動に協
力していきたいと思います。

 国際奉仕委員会　岩本成郎委員長

　方針、活動計画はクラブ計画書の通りです。当クラブでは
米山奨学生の金　植君を受け入れております。日本に対して
より深く理解してもらえるよう、引き続き支援を行っていき
ます。また、地区からの要請もあり、米山功労者を1人でも多
く募っていきたいと思います。

 米山奨学委員会　吉木洋二委員長

　方針はクラブ計画書の通りです。活動計画と致しましては、
すでに創立25周年実行委員会を4回開催しており、計画も進
行中です。式典には当RC退会者、亡くなられた会員のご夫人、
お子様等をご招待する計画で、特に退会者の中で、再度入会
可能な方が多数いらっしゃると思いますので、新しい会員増
強につなげていけたらと思っております。記念事業に関して
ですが、ホタルの飼育に重点を置いて進めていこうと検討し
ております。その他、ウガンダの井戸の掘削に協力をしたら
どうかという意見が出ております。25周年記念事業を成功
させるべく、各委員会にもご協力いただきたいと思います。

 25周年記念実行委員会　野崎洋二委員長

　国際交流を活発に進めておられて、非常に感心いたしまし
た。25周年記念の式典に退会された方や、亡くなられた会員
のご夫人などを招待するのはいいことだと思いました。

山路ガバナー補佐

　色々お聞きしますと、私共のクラブより進んでいるところ
があり感心しました。参考になることが多かったと思います。

山路ガバナー補佐

　感心した点を2、3挙げたいと思います。1.ニコボックスの
自主的な寄付が多い点。2.出席率が75～80％と高く、会員相
互の出席率がロータリー活動の基本になっている点。3.台湾
と国内2つのロータリークラブとの交流を積極的に進めてい
る点が大変参考になりました。今回のご報告の中で、RI会長
賞に挑戦するというのが各委員会で提起されておりました。
私共が前年度挑戦の際、会員同士の為に皆で何かできたのか、
自分の職業を通じて皆に貢献できたのか、あるいは地域の為、
世界の為に貢献できたのか、という観点から質問がありまし
た。皆様方の委員会での計画などを伺っていると、RI会長賞
を充分獲得できると感心した次第です。特にその中で会員増
強という点に力をいれていただき、少しでも会員数が増える
といいと思います。

大岡ガバナー補佐幹事

　方針・活動計画はクラブ計画書の通りです。昨年度から例
会中は禁煙となっております。喫煙される方にはご不満があ
るかと思いますが、これからも禁煙を守っていただけるよう
お願いします。そして例会を楽しく進めたいと思います。

 会場委員会　天野正明委員長

　方針は、会員の皆様の日常生活等、様々な出来事をメッセー
ジとして発表させていただいて、公私にわたる皆さんの人柄、
生活などが伝わるようになればいいかと思っています。と同
時にお寄せいただいた寄付金を、会の運営に役立てたいと思っ
ております。

 ニコボックス委員会　田口 豊委員長

　方針は、クラブ計画書にありますが、「職業奉仕をロータリー
活動の原点として確認する」と言った非常に重大な事であり
ます。活動計画は、例年同様職場例会の開催、地域社会で地道
な奉仕活動を継続されている方々の表彰を、例会において積
極的に行っていこうと思います。

 職業奉仕委員会　岡村達人委員長

　出席率が他のクラブより10％ほど高く感心いたしました。
同好会活動が多数あり活動的でよいと思います。ニコボック
スは、寄付金の額が大変多く、私たちのRCより倍近くあるの
に驚かされました。

 山路ガバナー補佐

　方針、活動計画はクラブ計画書の通りです。ベネファクター
とマルチプルフェローの増加に努めたいと思います。

 R財団委員会　本多清治委員長


