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2014〜2015年度
国際ロータリーのテーマ

2014〜2015年度
国際ロータリー第2760地区

2014〜2014年度
名古屋瑞穂ロータリー会長のテーマ

Light up Rotary
ロータリーに輝きを

ガバナーのテーマ
集まろう・語ろう・楽しもう

感謝の気持ちを持って、
ロータリーライフを楽しもう

〜新世代のための月間〜

クラブテーマ：
「熱田の杜・友愛・気品」

第10回

・ 本日は妻の誕生日です。
又、
本日18:00から職業奉仕委員会を弊社で
開催します。
関係者の皆様よろしくお願いします。

・ 9月17日は妻の誕生日です。

木健司さん、
お世話になりました。
ありがとうございました。
9月18日か

ト ：小牧市民文化財保護委員 入谷哲夫さん

伊藤

ら2週間中南米に行って来ます。

唱 :「我等の生業」

豪さん

・ 9月8日に福岡西RCの月見の会に出席してきました。岩田会長、伊藤

会長挨拶

岩田修司会長

若い頃、
自分の将来はどうなるんだろうとか、女

豪エレクト、
堀さん、
鈴木健司さん、
山口哲司さん、
お疲れ様です。

松波 恒彦さん

・ 9月7日のレクイエムのコンサートは立ち見が出るほどたくさんのお客

性においては、
自分の結婚する男性は将来的にど

さんに来ていただきました。9月15日には、
しらかわホールでバッハの

うなるんだろうとか、少なからず考えたことがある

平野 好道さん

カンタータを歌います。

と思います。

ありがとうございました。
・ 野崎さん先日はお世話になり、

ハーバード大学で75年かけて、268人の男性

湯澤 信雄さん 湯澤 勇生さん

を追跡調査し、IQや飲酒の習慣、家族との関係等

ありがとうございました。
・ 妻の誕生日に綺麗な花をいただき、

あらゆる角度から研究した結果、IQ110〜115の
男性とIQ150以上の男性と比較しても、年収の差における相関関係は
ほとんど無かったそうです。
しかし、暖かな人間関係を築けている人と、
そうでない人の年収には
強い相関関係があり、高得点だった男性58人の年収は平均1440万円
と高かったそうです。
また、専門的分野において成功を収めた人で、暖かい人間関係を築け
成功して規模が大きくなればなるほど、多くの人の協力を得る必要が出
てまいります。
また、年齢が上がるにつれて、個人的なパフォーマンスよ
りもチームを率いて成果を出す、
マネージメント能力や、
リーダーシップ
が重要視されるようになります。
そういった意味で、暖かな人間関係を
築ける能力の方が、IQや個人的能力の高さよりも重要度が増していくと
いう事ではないでしょうか。
また、幼少期の母親との関係はとても重要で、幼少期母親と暖かい関
係を築けていた男性とそうでない男性を比べると、年収が890万円も違
うという結果が出ているそうです。
このように、周囲の人と暖かな人間関係を築ける人があらゆる意味
で、成功するという事と、子供をそうする為には、親が幼少期に子供とし

出席報告

近藤

雄亮さん

鈴木

淑久さん

・ 昨日は誕生日でした。入会して6年、
未だに最年少です。皆さん若い会

山本英雄出席委員長

出席率 76.9％

9月 4日 は補填により 87.0％

幹事報告

堀慎治幹事

にて
・本日18:00より、第1回職業奉仕委員会を鹿児島料理「だいやめ」
行います。

・会員鶴田浩さんのご自宅の住所が変更になりました。新しい住所はメ
ールボックスに入っています。電話・FAX番号は変わりません。

・ロータリー希望の風奨学金と広島豪雨災害義損金、下期会費請求時
に1,000円ずつ徴収します。

敬老の日のお祝い
本年度敬老お祝い対象者
嶺木

鈴木

越原

野崎

こうという姿勢の方が、成功するためには重要ではないかと言う事でご

支援の程よろしくお願いいたします。
9月20日は私の誕生日です。

裕さん

会員63名 出席40名 （出席計算人数44名）

蹴散らしてでもという気持ちになりがちですが、周囲と暖かい関係を築

・ 皆様のご支援のもと、
ガバナー職を無事務めております。
これからもご

加納

ています。
ありがとうございました。

競争が激しい現在の市場関係では、
どうしても勝ち残る為に、他人を

山本英雄ニコボックス委員長

髙木 元明さん

内田さんにとてもお世話になり、
大変感謝し
・ 久しぶりの例会参加です。

っかりした人間関係を築いたり、
スキンシップする事が重要であります。

ざいます。

馬場 將嘉さん

卓話ありがとうございます。
・ 入谷さん、

ている人とそうでない人とでは、3倍もの違いがあったそうです。確かに、

員いれてください。

浩さん

・月見の会(福岡西RC)では、岩田さん、松波さん、堀さん、
山口さん、鈴

会 ：宮澤伸光会場委員

ニコボックス

鶴田

長瀬憲八郎さん

一夫さん 江口 金満さん 山田 鎮浩さん

圓三さん 岩本

一郎さん 髙村

成郎さん 岩田 吉廣さん

博三さん 森

恒夫さん

洋二さん 大川 嘉成さん 平野哲始郎さん

敬老の日お祝いの挨拶：田中宏さん
9月15日に敬老の日を迎えるにあたり、
一 言 お 祝いの言葉を述べさせていただき
ます。
敬老お祝いの対象となられる12名の皆
様、誠におめでとうございます。
今日の日本の豊かな生活は戦前・戦中・

戦後の混乱期を含め、多難な時代を乗り越えて来られた皆様のおかげ
で成り立っている、
と言っても過言ではないと思います。
皆様が積み重ねられた様々なご経験を語っていただくことは、
ロータ
リー活動をはじめとする我々の日々の暮らしへの貴重なアドバイスとな
ることでしょう。時に厳しく、時にはやさしく、硬軟取り混ぜて、ぜひ
我々に諭して下さい。
そのためにも、
どうか健康にご留意頂き、
いつまでも息災でご活躍さ
れますことを心から祈念申し上げまして、
お祝いの言葉とさせていただ
きます。

敬老の日祝いのお礼：野崎洋二さん
ただいまご丁重なお祝いの言葉をいただ
き、大変恐縮に思います。
実は先月の後半に、事務局から電話をい
ただきまして、今日挨拶をしてほしいという
依頼がありまして、お受けいたしました。
大変申し訳ないのですが、私は今日ここで
先輩達に祝辞を言うのかと思っていました。

卓話

小牧市民文化財保護委員 入谷哲夫さん

小牧山城の佐久間信盛
と読める
「佐久ま」
石垣のひとつから
墨書が出土しました。関係者の間では、
すでに3年目です。
大騒ぎで、
皆様方は名古屋城石垣刻紋がゴマン
これ
とあるので驚かれないでしょうが、
が信長時代のモノとなると日本最古と

なりますから小牧の大騒ぎは仕方ありません。学術的に見ても、研究者

お金で表現
また一つ謎の世界を広げる価値ある発見です。
から見ても、

するなら何億円にもなり得る発見でしょう。

先月も小牧山整備策定会議が開かれましたので発掘成果を最大限

とやや水を差す発
「この発掘が市民の喜びになっていない」
誉めたあと
言を加えました。

文化庁・各界学者の代表や市民各層の代表委員が並ぶ中、事務局を

担当する市教委がピリピリ神経をとがらしながら経過と策定案を提出
した直後です。

ご挨拶
そのつもりでいたのですが、一昨日、

「この会議に市民の各層の代表がお集りになってお
さらに付け加え、

するなら敬老の日の事も認識しておかなけ

られる意味は、発掘してもらえた宝物を利用面で工夫してもらうためで

「敬老の日とは一体どう
ればいけないと思い

す。代表者がそれぞれ市民の工夫を集約し、持参頂いてこの策定会議

と考え、調べました。
いう日なんだろう」

それにお抱えの専門家
でワイワイやっていただくためです。国や県に市、

と名前を変
「老人の日」
いう言葉があまり印象が良くないということで、

て市民のモノにしないと宝の持ち腐れ、死にます。現に、城の大手道が、

と
「年寄り」
と呼んでいたらしいです。昭和26年、
「年寄りの日」
最初は

「敬老の日」
そして昭和41年に再度名前を変え、現在の
えたらしいです。
は何歳か
「敬老の日」
「老人の日」
これを国民の祝日としました。
になり、

あえて
これは特に規定がありません。
ら当てはまるか調べたのですが、
言いますと、老人福祉の定義では、65歳以上とされているようです。

はその立場で保存面を担当してくれますが、利用面は市民が全面に出

新市役所の玄関前につながっていたのに、標はあるようですが、皆さん

その道だけでも路面の色変え
の目に出来ますか。新市庁舎建設のおり、
と追い打ちを懸けてあとは黙りました。
ぐらい出来なかっただろうか」

の石をどうするか。発見場所にもどすのか、史跡センター展
「佐久間」

と自分の事を思った事は一度もありません。
「老人」
いずれにしても、

「佐久間」石は原石の一つにすぎないのです。原石
どうか。
示にするか、

これからもお付き合いいただきたいと思います。
を年寄り扱いしないで、

この城の普請
とか、
「柴田」
だけあって
「佐久間」
どうして
ような省略か、

どうか皆様も我々
まだまだしたいと思っています。
ゴルフやお酒、恋愛。
私もこのロータリーに微力ながら力になりたいと思って努力をいたしま

お付き合いよろしくお願いします。
すので、
本日はどうもありがとうございました。

委員会同好会報告
社会奉仕委員会：近藤茂弘委員長
9月10日(水)に雑草刈りに多数の方がご参
お陰さまで
加頂き誠に有り難うございました。
いい育苗場できました。髙村さん色々とお気
遣い有り難うございました。
【参加者】

髙須洋志さん、髙村博三さん、近藤茂弘さん、森 恒夫さん
田中 宏さん、佐治寬行さん
鈴木健司さん、湯澤信雄さん、

地区幹事報告：髙須洋志地区幹事
チケットの販売枚数が目標の半分です。
WFFの中間報告です。現在、

という字だけ半書きの
「間」
なぜ佐久間という字の
だから謎はいっぱい。
にかかわった人達の名がないか。策定案にある史跡センター内に最新

のハイテクでわかるような展示案など活発にワイワイガヤガヤやらない

と・・・・。
これからです。
その日はかなり質疑・発言がありました。

来週の近藤ガバナー公式訪問予定
9月22日(月)

予定無し

9月23日(火)

秋分の日

9月24日(水)

名古屋和合RC

9月25日(木)

半田RC

9月26日(金)

名古屋みなとRC

例会のご案内
■今週の卓話

この申し込みも目標の半
また、企業協賛広告というものがありまして、

9月8日(月)に国内友好RCである福

■次週の行事

岡西RCのお月見例会に岩田会長始め
会員6名が出席しました。
【出席者】

岩田修司さん、伊藤
堀

豪さん

慎治さん、松波恒彦さん

鈴木健司さん、
山口哲司さん

卓話講師 ： ㈱大林組建築本部

プロポーザル部課長 髙木浩志さん
テ ー マ ： 東京スカイツリーⓇの建設

ご協力お願いします。
分程度となっています。残り10社必要とのことで、

福岡西RCお月見例会訪問

9月18日
（木）

9月25日
（木） 名古屋熱田RACとの合同例会
場
時

■次々週卓話

所 ： ヒルトン名古屋4階
「桜の間」
間 ： 19:00〜20：30

10月2日
（木）

会員卓 話 ： 鶴田浩さん
テ ー マ ： 職業奉仕月間

職業奉仕を考える 第1章

