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梅村昌孝会場委員
「それでこそロータリー」
小串和夫さんのゲスト　鈴木淑久さん
亀井直人さんのご子息　亀井隆司さん
大蔵康雄さんのご令嬢　大蔵美波さん
平野好道さんのご令嬢　平野あゆみさん

　8月も終わりに近づいて来ましたが
夏バテをおこした人も多いと思います。
　人間の体は高温多湿の状態では体
温を一定に保とうとしてかなりの負担
がかかり、長引くと体にたまった熱を外
に出すことが出来なくなり夏バテにな
るようです。冷房のなかった昔は猛暑に
よる体力低下や食欲不振などで夏やせと呼ばれる症状が主
でしたが、エアコンが普及した現代はそのおかげで食欲は旺
盛で夏バテ予防にと高カロリーの食事やビール・清涼飲料水
を多く摂り、暑い戸外を避けて運動不足となりかえって夏や
せよりも夏太りの方が心配です。
　夏バテの予防には冷えを増長する冷たいものはなるべく控
えた方がいいそうです。温泉にでも行ってゆっくりしたいもの
です。又、女性の方が男性より冷えに対して弱いようです。一
般的に女性の方が男性より筋肉が少ないため男性と同じ熱
を作れず、男性の快適温度が20℃であるのに対し女性は
28℃と8℃も差があるそうです。
　この時期にうなぎを食べる習慣が生まれたのは平賀源内
の江戸時代だと言われています。去る7月24日、まさしく土用
の丑の日に行われた瑞穂RCの例会ではうなぎ丼が出されま
した。これからも季節の行事に合わせた料理を考えていただ
くと例会も楽しくなります。

ゲストの鈴木さんをお連れしました。どうぞよろしくお願い
致します。
体調不良の為欠席が続きました。

・

・

・

ニコボックス 入山治樹ニコボックス委員

本日は第2回クラブフォーラムです。各委員会委員長は報
告をお願いします。
次週9月4日（木）は第3回理事会です。13時35分から9階
「ことぶきの間」で行います。理事役員の方は出席をお願い
します。
瑞穂区防犯協議会へ3万円、熱田区防犯協会へ2万円を
会費として納入致しました。

・

・

・

幹事報告 田口　豊幹事

出席報告
会員72名　出席46名  （出席計算人数53名）

出席率73％ 8月21日は補填により92.1％

入山治樹出席委員

※は休会・その他の理由につきビジター受付はありません。
◆はサイン受付時間が17：00～18：00となります。

（注）

臨時例会変更のお知らせ

小串　和夫さん
中川啓二朗さん

豊橋北RC、豊橋RC、豊橋東RCの例会場がそれぞれ9／
2（火）、9／4（木）、9／10（水）の例会より「ホテルアーク
リッシュ豊橋」へ変更となります。なお事務局は従来どおり
で変更はございません。
【ホテルアークリッシュ豊橋】
〒440-0888　豊橋市駅前大通1丁目55番地
ＴＥＬ（0532）51-1120　ＦＡＸ（0532）51-1121

お知らせ

副会長挨拶 宇佐美貞夫副会長

あま 9/15（月）※

9/2(火） 9/23(火）※名古屋城北

名古屋名駅 9/17（水）

名古屋栄 9/1(月）◆ 9/15（月）※ 9/22(月）※

名古屋名東 9/9(火） 9/16（火）※ 9/23（火）※

名古屋千種 9/9(火） 9/23（火）※
名古屋名北 9/10(水）

名古屋大須 9/11(木）

名古屋昭和 9/8(月） 9/15（月）※

名古屋清須 9/9(火）※ 9/23(火）※
名古屋空港 9/15（月）※

尾張中央 9/10(水）

名古屋錦 9/9(火） 9/23(火）※

名古屋葵 9/4(木）※ 9/11(木）※ 9/18（木）※

名古屋北 9/19（金）
名古屋南 9/24（水）

名古屋丸の内 9/18（木）※ 9/25（木）

名古屋東山 9/18（木）※

名古屋守山 9/24（水）※
名古屋中 9/22（月）※

名古屋名南 9/23（火）※
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　先日ホームステイに参加した3名に帰国報告をしていただ
きます。台北延平RCの皆様には大変な歓迎を受けたようで
す。良い経験ができたようなので来年以降もし機会があれば
皆様方のお子さんお孫さんも是非参加してもらえたらと思い
ますし、また今後
台北延平RCから
こちらにホームス
テイに来たいと
おっしゃるかもし
れませんのでそ
の時には快く受
け入れていただけ
ればと思います。

国際奉仕委員会：平野好道前委員長
委員会報告

亀井隆司さん

　亀井直人の息子の亀井隆司と申します。今
回8月23日から26日の日程で台湾に行かせ
ていただき、台北延平RCにてお世話になり
ました。私はジミーさんのお宅でお世話にな
りました。様々な台湾の歴史や文化を見学し
たり、わざわざ日程まで変えていただいて台
湾の法律事務所につれていってもらいとても

勉強になりました。このような機会を与えて下さった瑞穂RC
と前国際奉仕委員長の平野さんに感謝申し上げます。ありが
とうございました。

平野あゆみさん

　皆さんこんにちは。平野好道の娘です。台
湾では色々な所を観光させていただきまし
た。1日にいくつかの場所をまわったのですが
1つ1つの場所がとても短く、できれば1日
1ヶ所をじっくりまわれたらと思いました。で
きれば次回はもっと時間をかけて見学したい
と思います。ありがとうございました。

8月26日のNHKテレビ“クローズアップ現代”で数分間放映
されました。アップに耐えられたかな？
皆んなに久し振りって言われました。
本多さん全快おめでとうございます。
今回は台北延平RCにホームステイに行った3人が出席し
ています。
先週高校同窓生有志で京都上賀茂神社にて還暦のご祈祷
を受けてきました。その節には小串様に大変お世話になり
ありがとうございました。一同感激致しておりました。

先日八木沢先生にお世話になりました。感謝しています。

7月に男、8月に女の孫が生まれました。忙しくなります。

小串増強委員長が早速新人をゲットして下さいました。皆
様もご協力をお願い致します。
お誕生日です。
8/29は妻の誕生日です。

・

・
・
・

・

・

・

・

・
・

伊藤　　豪さん
内田　久利さん
入山　治樹さん

平野　好道さん

稲葉　　徹さん

𠮷木　洋二さん

稲垣　　豊さん

天野　正明さん
田口　　豊さん
馬場　將嘉さん

名古屋みなとロータリークラブ　

　こんにちは。ロータリー奨学生の橘田です。イギリスに
着いたので、連絡します。緑が多くて、のんびりしたところ
です。イギリスのコーディネーターの方は、親切に空港に
迎えに来てくれました。それでは、また何かありましたら連
絡をさしあげます。　　　　　　

～R財団国際親善奨学生　橘田直樹さんのメールより～

　8月22日（金）近藤雄亮西名古屋分区ガバナー補佐、大島
浩嗣地区副幹事、高須洋志西名古屋分区幹事、梅村昌孝西
名古屋分区幹事代理の4名が名古屋みなとロータリークラブ
を訪問し、11
時30分から
12時10分ま
で会長・幹事
懇談会、12時
30分から13
時30分まで
例会に出席し
ました。

大蔵美波さん

　皆さんこんにちは。大蔵康雄の娘です。今
回台湾に行かせていただいて台湾と日本との
違いにすごく驚きました。道路はたくさんのバ
イクが走り、町並みも日本とは全く違いまし
た。おいしいものもたくさん食べさせてもらい
とても楽しかったです。このような機会をいた
だきありがとうございました。

名古屋中ロータリークラブ
　８月25日（月）近藤雄亮西名古屋分区ガバナー補佐、大島
浩嗣地区副幹事、高須洋志西名古屋分区幹事、亀井直人西
名古屋分区幹事代理の４名が名古屋中ロータリークラブを
訪問し、11時30分から12時10分まで会長・幹事懇談会、12
時30分から
13時30分
まで例会、
13時40分
から 1 5 時
00分までク
ラブ協議会
に出席しま
した。
名古屋ロータリークラブ

　８月26日（火）近藤雄亮西名古屋分区ガバナー補佐、大島
浩嗣地区副幹事、高須洋志西名古屋分区幹事、梅村昌孝西
名古屋分区幹事代理の４名が名古屋ロータリークラブを訪
問し、11時30分から12時10分まで会長・幹事懇談会、12時
30分から13
時30分まで
例会、13時
40分から15
時00分まで
クラブ協議会
に出席しまし
た。

ガバナー補佐訪問



　出席委員会の活動計画は例年と同じです。「毎例会時に出
席状況を報告する」「半期ごとに会員の出席状況を集計し報
告する」です。今年から認識を深めていただくため会員の皆様
に集計を配布することになりました。それから「RI会長賞に挑
戦する」が出席委員会の活動計画です。
　ニコボックス委員会は、「多くの会員からニコボックスをい
ただいて、例会で報告する」「ご夫人の誕生日に記念品を贈
る」です。
　ちなみにニコボックス委員会は7月8月の集計では昨年と
同じような金額で推移しています。年々下がっているようです
ので会員の皆様のご協力をお願いいたします。

出席・ニコボックス委員会：岩田修司委員長

　職業分類及び会員選考委員会は、すでに皆さんのお手元
にありますクラブ計画書の通りに推移していきたいということ
です。

職業分類及び会員選考委員会：田口　豊幹事（代読）

　会員増強は単年度ではなかなか難しいので、3年計画で取
り組んで参りたいと思います。名付けて「チャレンジ30」という
ことで、3年間で30人の会員増強が目標です。具体的には各
委員会で例会にゲストを1名招いていただくことをお願いしま
す。詳しい話は来週会長からあると思います。通常例会よりは
夜間例会の方が招きやすいのではと思っております。一人一
人より、会員全員で増強という気持ちを持って頂くことが大事
ですのでよろしくお願い致します。
【田口豊幹事】「チャレンジ30」に関しては先だっての理事会
において承認を受けました。9月第1回例会あたりに具体的な
お話をしたいと思います。その節はよろしくお願いいたします。

会員増強及び維持委員会：小串和夫委員長

　2ヶ月に1回、年6回の委員会を開催予定です。第1回は8月
7日でした。髙須前クラブ奉仕委員長を囲み懇親会を兼ねて
今後の計画について話し合いました。

クラブ奉仕委員会：田口　豊幹事（代読）

　本年度の第2回クラブフォーラムを開催
します。各クラブ委員長より委員会の進行
状況や今年の計画についてお話して頂きた
いと思います。今年は各委員会から委員会
計画及び会議議事録を会長・幹事宛に提
出していただくことになっています。

挨拶：田口　豊幹事

　一番メインの仕事はウィークリーの発行です。各委員会の
皆様に助けていただきながらウィークリーの発行をしていま
す。ウィークリーをご覧になって、ご意見等があればお聞かせ
いただければと思います。
　今年は分区大会のパンフレットとプログラムの作成を予定
しています。また、当初の計画にはありませんでしたが、瑞穂
RCのホームページの内容について古いものがあったりという
ことがありました。広報活動の一環ということで、クラブ広報
委員会の方で色々な問題点を検討して改善していこうと思っ

ております。ホームページの方もご覧いただいてご意見をお寄
せ頂ければと思います。

クラブ広報委員会：平野好道委員長

　今年の親睦活動委員会は11の事業があります。7月31日
の親睦例会は皆様方のご協力を得まして盛大のうちに終わる
ことができました。今後10月には1泊懇親会というものがあり
ます。現在32名が参加予定です。まだ若干の余裕があります
ので、是非ご参加ください。年末にはクリスマス家族会、上期
納会などありますので9月から計画を出していきたいと思いま
す。みなさんに楽しんでいただけるような企画を考えておりま
す。よろしくお願いいたします。

親睦活動委員会：加納　裕委員長

　卓話の時間を皆さんが楽しめるものにしたいと思っており
ます。卓話者のご紹介をよろしくお願いいたします。ちなみに
来週9月4日の卓話講師は元プロ野球選手の金田正一さんで
テーマは「完全試合」です。また来月9月は新世代月間ですの
で、地区新世代委員会の副委員長さんが卓話にみえます。
　今まではウィークリーに次週の予定しか載せていませんで
したが、今年度から次々週まで卓話の内容を載せていただく
ことになりました。

プログラム委員会：田中隆義委員長

　前回の例会の際に皆さんのメールボックスにロータリー情
報の改訂版の案内を入れておきました。2007年規定審議
会・RI理事会・R財団委員会の最新の改正内容を盛り込んだ
最新版です。350項目を解説し、内容も充実しています。さら
に関連項目や手続要覧などが記載されています。ロータリー
の復習に、また新入会員の手引き書としてご利用いただけれ
ば幸いです。大きさも手帳ほどのサイズですので便利かと思い
ます。今日までに希望の申込をしていただいた方は13名です。
　その他にロータリー情報委員会としては、会員の教育関
係、新入会員の教育関係について守谷さんと打合せをしまし
た。追ってその運びをしていきたいと思っております。

ロータリー情報委員会：岩本成郎委員長

第2回クラブフォーラム
議長：宇佐美貞夫副会長　進行：田口　豊幹事

　方針といたしましては「会員のみならずビジターの方にも快
適な例会を過ごしていただけるように努める」。活動計画とい
たしまして、1つ目に「例会食事メニューの見直し・当番シフト
を無理のないように組む」、2つ目に「分区大会を成功させる」
ということです。具体的には例会のメニューの見直しを行っ
て、季節感のある食事と楽しいご歓談を皆様にしていただけ
るように努めていきたいと考えております。よろしくお願いいた
します。

会場委員会：梅村昌孝委員（代理）

　主な計画はクラブ計画書通りです。10月に予定しておりま
した職場例会ですが、まもなく皆様のお手元に案内が届くと
思います。予定では10月23日（木）に豊川にあるOSGの本社
（刃具のトップ企業）の工場を見学させていただきます。遠方
ですのでヒルトンホテルからバスで行く予定です。よろしくお
願いいたします。
【田口豊幹事】補足ですが、この職場例会の後、平野屋さんで
夜の懇親会になります。できるだけ多くの方の出席をお願い
いたします。

職業奉仕委員会：馬場將嘉委員長



9月11日（木）次週卓話

9月4日（木）今週卓話

ガバナー補佐訪問

卓話講師
テ ー マ

地区新世代副委員長　増井洋生さん
新世代活動の理念と現実
：
：

卓話講師
テ ー マ

名球会会長　金田正一さん
完全試合
：
：

9月18日（木）次々週行事

（宗宮信賢国際奉仕委員長が欠席のため次週発表）

国際奉仕委員会

（八木沢幹夫Ｒ財団委員長が欠席のため次週発表）

R財団委員会

　先日2700地区の委員長会議があり、出席してまいりまし
た。そこで寄付金の状況を一覧にしたデータをいただきまし
た。その中に「普通寄付金」というのがありまして、当クラブは
3,000円出していますが、81地区の中では下から二番目の順
位ということです。過去の累計金額を見てみると、トータルの

米山奨学委員会：松岡道弘委員長

　去る8月21日に第1回の本年長期ビジョン委員会が開催さ
れました。今年のビジョン委員会として大きなテーマを2つ抱
えています。一つは昨年から引き続いている「青少年育成基
金」を軌道に乗せるということです。2つ目は「会員増強」です。
会員増強につきましては会員増強及び維持委員会の方で具
体的な案が煮詰まってきましたので具体的な内容は来週発
表したいと思います。
　青少年育成基金に関して、目標金額などの具体的な目的を
はっきりするべきではないかという意見があります。それから
みなさんへのアピールの度合いが少ないのではないかという
ことで、今後長期ビジョン委員会の中で煮詰めながら皆さん
へのアピールをしていき、ぜひこの育成基金を育てていきたい
と思っています。

長期ビジョン委員会：田口　豊幹事（代読）

　今年のメンバーは松波恒彦・天野正明両副委員長、委員と
して岩崎道夫会場委員長、加納裕親睦活動委員長、平野好道
クラブ広報委員長、その他岩田修司さんと渡辺喜代彦さんで
す。もうすでに分区大会委員会は臨時委員会を含めて7回開
催しました。片山ガバナーの方針で今年は「I.M.」ではなく「分
区大会」と言うことになりました。分区大会というのはガバ
ナー補佐を出しているクラブが開催しなくてはならないという
ことになっております。前回のI.M.の際には野崎実行委員長の
もと私は副委員長を務め、その時のガバナー補佐（分区代理）
が春日良平さんでした。今年は近藤雄亮ガバナー補佐のもと
で、実行委員長を務めております。
　片山ガバナーの方から今年は新人会員研修セミナーを開
くようにとのことですので、当日開催を計画をしています。今年
は4部に分けられており、第1部は「新人会員研修セミナー」
13:00～、第2部「式典」15:00～、第3部「講演」（ジャーナリ
スト櫻井よしこさんをお招きしています。）16:20～、第4部
「懇親会」18:00～となっております。片山ガバナーの意向とし
ては新人会員研修セミナーを行うことによって、新人とベテラ
ン会員との懇親を特に図ってほしいということです。開催日は
2009年2月19日（木）です。是非今から予定に入れておいて
下さい。全員出席でよろしくお願いいたします。

分区大会実行委員会：増田盛英委員長

　社会奉仕委員会より瑞穂区防犯協議会と熱田区防犯協会
に寄付をしました。
　市内の23ロータリーで構成される市内社会奉仕委員会で
支援しているスペシャルオリンピックスが今年で4年目になり
ます。そこへ200万円の寄付をします。
　23ロータリーの中から8つの案件が出まして、その中の2件
が選ばれるのですが、瑞穂RCが提案している難病で長く闘
病している子供の夢を叶えてあげようという「Make a wish」
の案が通り、100万円の予算をいただきました。そして大須
RCが提案している「インフルエンザ脳症の会」の予算が50万
円と決定しました。合計350万円の予算で23ロータリーの社
会奉仕委員会を行うことになりました。

社会奉仕委員会：伊藤　豪委員長

　ガバナーの方針で地球温暖化に対して「できることからや
ろう」ということで、我々は先ず来週委員会を開いて、どのよう
な活動をするか検討します。25日には地区の環境保全委員
会がありますので、そこへ出席をして様子を見てきます。

環境保全委員会：宮﨑信次委員長

　先ず新世代委員会としての方針活動計画はクラブ計画書
に書いてあるとおりですが、ライラセミナーを例年より早い11
月に愛知県青年の家で行います。ボーイスカウト・ガールスカ
ウトのみなさんと一緒に参加する予定になっています。
　地区新世代委員会に関しましては9月2日に予定がありま
すので、こちらは済み次第ご報告いたします。
　青少年育成基金は、長期ビジョン委員会の方で検討してい
ただきまして、なるべくみなさんにご協力いただきたいと思っ
ております。
　ローターアクト委員会については、熱田ローターアクトに関
しては4ロータリーの中で瑞穂RCの協力度合いが極めて高
いということです。ローターアクトの出席予定表がありますの
で、欠席される場合は必ず私か事務局の方に再度ご連絡をい
ただき、当日欠席はお控え下さい。
　それから熱田ローターアクトとの合同例会を、来年の1月
23日に開催予定です。
　またアクターズミーティングにつきましては10月19日に開
催予定です。
　熱田ローターアクトの25周年記念が来年6月に開催されま
す。こちらは当クラブとしても全面的にバックアップしていきた
いと思っておりますのでよろしくお願い致します。

新世代・ローターアクト委員会：稲葉　徹委員長

平均が2,600万円で、当クラブの累計が4,500万円と平均を
だいぶ上回っておりますが、一人当たりの平均寄付金が
13,500円であるのに対し当クラブは5,838円です。
　クラブ計画書に基づいて進めておりますので、みなさんも関
心を持って頂いて一人当たりの金額ももう少し上がるように
ご協力お願いいたします。
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