
～ロータリー親睦活動月間～
クラブテーマ：「熱田の杜・友愛・気品」
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　皆さんこんにちは。ロータリー暦で最後の
月、6月に入りました。今月はロータリー親睦
活動月間です。ロータリー親睦活動は、共通
の趣味、レクリエーション、職業的関心の下に
メンバーが集まる国際的なグループで、グルー
プごとに独自の運営をされています。メンバー
は楽しみを分かち合い、世界中の人 と々親睦
を深めながら、ロータリーでの経験をより深
いものにしています。と広報に記載されています。
　現在、ロータリーでは、80を超えるロータリー親睦活動グループ
が認定され、最初に設立されたのは1947年にヨットの親睦活動グ
ループでした。このグループには現在3,300人を超えるロータリアン
が参加しており、37ヵ国で109のロータリーヨットイベントが開催
されたと聞いております。ロータリーの研修では「親睦と奉仕は車の
両輪である」と言われています。だた、最近の傾向は奉仕と広報に傾
いているのでは、と少し心配しています。
　私がいつも親睦の事しか言わないのは、瑞穂ロータリーの皆さん
は奉仕については、よく理解して実践していると思っているからです。
職業奉仕委員会にお願いし、クラブメンバーの職業奉仕のアンケート
調査を実施してもらい、多方面で職業奉仕を行っていることが良く
分かったのではないでしょうか。外で親睦、内に奉仕、瑞穂ロータリー
のカラーが良く出ているクラブだと思います。

・

出席率　74.2％
会員68名　出席46名  （出席計算人数52名）
出席報告 広瀬弘幸出席委員

ニコボックス 広瀬弘幸ニコボックス委員

湯澤　勇生さん

星野　一郎さん

平野　好道さん

泉　　憲一さん

先日渡辺さんの工場を見せていただきました。素晴らしい生産方式で感心
しました。　先日、妻の誕生日できれいな花をいただきました。遅ればせな
がら御礼まで。

奥さんの誕生日にきれいなお花をありがとうございました。

先日は妻の誕生日にお花を頂戴しありがとうございました。
毎年祝ってくれるのはロータリーと娘だけだと言われております。

・

・

・

妻の誕生日にステキなお花をいただき
ありがとうございます。
6月になりました。あと少しです。

暑くなりました。堀ちゃんもそろそろお終いですネ！
お疲れさま。

九州南の鹿児島の知覧から北の佐賀唐津まで1,000キロ旅で疲れました。
知覧では涙、阿蘇山カルデラには感動しました。

帯状疱疹（タイジョウホウシン）と診断されました。
ワクチンを打つ前に出てしまいました。

入江さんのご冥福をお祈りします。

本日の卓話は、あつた宮宿会の活動報告です。瑞穂ロータリーの皆様の
おかげで元気に活動させていただいてます。今後もよろしくお願いします。

暑くなってきました。皆様ご自愛ください。

来週は社員の結婚式に参加します。3年ぶり？の参加でコロナが落ち着
いて来た事を実感しています。

今週は名古屋に夏の訪れを告げる熱田まつり尚武祭です。千秋宮司の
祝詞・勅使による語弊物の奉納、御祭文の奏上、皇室の弥栄、国の平安
を祈念する熱田神宮の最も重要かつ荘厳なお祭りを楽しみたいです。

ヘルニア手術無事終わりました。甲子園大会に向けてコンディション
整えます。

内田　久利さん

堀　　慎治さん

松波　恒彦さん

田中　　宏さん
亀井　直人さん

鈴木　淑久さん
長谷川　隆さん

鳥山　政明さん

萩原　孝則さん

渡邉　将之さん
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堀慎治会長

本日例会後、13：40～ヒルトン4F「杉の間」にて
第１２回理事会が開催されます。関係各位は宜しくお願い致します。
次週6/9(木)11：00～職場例会がセントレアにて開催されます。
参加者には集合場所をお送りしてあります。（セントレア3F A-2）
次々週6/16(木)第５回CFの出欠が、本日までとなります。
まだの方は、事務局までお知らせください。
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・
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幹事報告 田中宏幹事

萩原　孝則さん　岡部　光邦さん　鈴木　健司さん
松波　恒彦さん　湯澤　勇生さん　中嶋　　修さん

花井芳太朗さん　長坂　邦雄さん

6月誕生日おめでとう

・次回第427回ゴルフ例会は、7月12日(火)愛知カンツリー倶楽部にて開催さ
れます。総会が同日18:00よりあつた蓬莱軒「本店」で開催されます。

ぎふ美濃ゴルフ倶楽部にて第426回ゴルフ部会が開催されました。

委員会・同好会報告
ゴルフ部会6月度（426回） 開催日:6月7日(火)
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ネット氏名
優勝　松波　恒彦さん

2位　原田　敬生さん

3位　堀　　慎治さん
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　あつた宮宿会の田中と大矢
でございます。本日はお時間い
ただきありがとうございます。
　あつた宮宿会は、熱田を盛
り上げる。熱田の町を知って
いただく。そういう活動をやっ
ております。特に、昨日6月1日
にもありましたが、毎月1日、1月を除く1日に熱田神宮、また秋葉山
圓通寺におきまして、「あつた朔日市」というものを開催しております。
これは毎月、神社仏閣におきまして朔日参りというものを行われてい
ると思いますが、これは毎月前の月に、健やかに過ごせたことを感謝
をする。というお参りですが、そのおもてなしのお手伝いができるよ
うにということで、我々宮宿会でも約6年ぐらいずっと毎月続けてい
る活動でございます。
　実際、宮宿会でテントを揃えまして、宮宿会の活動方針に協力い
ただける方に、出店をしていただき、参拝に来られた方、また朔日市
に賛同いただける方におもてなしをさせていただいております。また、
この時にいつもご協力いただいております名古屋瑞穂ロータリーク
ラブ様はじめ、企業の方の協賛看板を掲げさして頂いております。7
月は熱田神宮で行っておりますので、ぜひ足をお運び頂けたらと思
っております。よろしくお願いいたします。
　次の活動ですが、熱田区の中にあります名古屋学院大学の教室
を借りまして、大体50代～70代くらいの方に参加していただき、勉
強会を開催しています。熱田の歴史や、魅力のある観光地等々を紹
介しながら、熱田にどうやったら足を運んでいただけるのか。また、そ
の魅力をどう知ってもらえるのかという勉強会です。司会は旭堂鱗林
にお願いをしたり、我々もつたない知識ではありますが披露の場とい
うことで司会をさせていただいて、勉強会を行っております。
　約2年半頃前に『名古屋あつたカルタ』というものを制作しました。
これは少し変わっておりまして、41枚しか絵札がありません。東海道
53次で熱田宮の宿は東海道53次の41番目の宿場でございます。で
すので、この絵札も41枚ということになっております。ただ、この41
枚は、いろはカルタや、あいうえおカルタではなくて、「あ」とか「お」と
かいろんなものが3種類だったりとか、2種類ありますのでただ聞い
ただけでは取れず、読み札の意味をちゃんと理解していないと取れま
せん。実際に様々な場所でカルタ大会を開催しました。熱田区の組
祭の時や、宮の渡し公園での東海道53次七里の渡し大会、白鳥庭
園でのお正月のかるた大会、そして栄の松坂屋でも開催しましたが、
大体優勝するのが小学生です。やはり小学校の方達は、授業とかで
も色々な勉強をしますし、授業が終わった後にカルタの練習をしてい
るようですので、本当に意味を理解した上で絵札を取るのがものす
ごく早いので、大人がよく負けています。
　昨年、一昨年と「名古屋あつた夢花火」というものを開催しました。
これは本当でしたら、6月5日に熱田神宮様で熱田まつり尚武祭を行
ったときに花火を上げているところですが、コロナ禍ということもあ
りまして、花火を上げることができませんでした。ただ、医療従事者を
はじめ、子供たちの思い出づくりということで、一昨年が8月11日、昨
年が8月10日に国際会議場の場所を借りまして、「名古屋あつた夢
花火」ということで約15分ほどで500発ほどの花火を上げることを
しました。昨年は特にテーマを持っていまして、子供たちの夏の思い
出とコロナで医療従事者と関わっていただいた方へ元気を送るため
の花火。ということで無事に上げることができました。この活動もい
つも協賛いただく皆様の協賛があっての活動でしたので、本当にこ
の場を借りて厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。
　また、地元の小学校に先々週も行ってましたが、源頼朝を披露す
る紙芝居、ヤマトタケル、織田信長といった全部で3種類ほどの紙芝
居をあつた宮宿会オリジナルで作り、地元の小学校7校で紙芝居の
読み聞かせを行っています。大体、3年生から6年生まで回っており

ます。もうこれで活動が6年目ぐらいになりますので、今の高校1年生
ぐらいまでの方々は、僕のことはほぼ知っている状況でございます。
そのおかげで熱田イオンで買い物をするとすぐばれてしまいます。
　実際にこの紙芝居で地元のことを知ってもらって、自分たちのふる
さとが、自分たちが住んでいる町が、どれだけすごいのかということを
知り、その子たちが大人になった時に、県外または日本を巣立ち、世
界へ羽ばたいた時に、自分のふるさとのすごさを知ることで、巣立っ
て行ったた場所で、自分たちのふるさとが自慢ができるように、ちゃ
んと自分たちのふるさとを知ってもらう。という活動で紙芝居もやっ
ています。引き続きやっていきますので、ご協力よろしくお願いいたし
ます。
　お話の中にも出てきます、源頼朝のお母様が、熱田神宮の宮司様
の娘さんで、由良御前様が歴史としてあります。千秋さんとも関わり
があると思いますが、こういったことや、熱田神宮の近くにある白鳥
小学校とかの白鳥伝説などを私たちは小学校で披露させてもらって
います。様々な神社仏閣等の話をしながら、熱田の魅力を伝えていこ
うと思っていますので、これからもよろしくお願いします。また、今年
の最後の取り組みとして、熱田の盆踊りを考えています。8月に盆踊
りが最近なくなってきております。なのでこういった活動を復活させ
られたらなと思って考えていますので、また一つご協力をお願いいた
します。
　次の取り組みとして、駅名変更です。一昨年から引き続きやってお
りましたが、とうとう来年の1月に『伝馬町』が『熱田神宮伝馬町』へ、
『神宮西』が『熱田神宮西』という名前に変わります。それに伴いまし
て、一番正門に近い熱田神宮伝馬町の駅から熱田神宮正門までの
ルートに関する駅内装飾を名古屋市と一緒に宮宿会で取り組んで
おります。期待していてください。
　そして、あつた宮宿会最大の事業として、コロナで2年ぶりになっ
てしまいましたが、キング萩原さんのお祭り「生誕祭」を行うことがで
きました。萩原さんお誕生日おめでとうございました！
　本日はありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。

卓　話 あつた宮宿会　副会長 田中良知さん　大矢晃敬さん

■今週行事 6月9日（木）    職場例会 中部国際空港セントレア見学
時　　　間：11：00～13：30
場　　　所：中部国際空港セントレア

6月16日（木）    第５回CF（次年度行事予定と委員会報告）
時　　　間：12：30～13：30
場　　　所：ヒルトン名古屋「竹の間」

テ　ー　マ：風の時代へ変化における私たちへの影響
　　　　　　～占星術の視点から～
卓　話　者：信田紗由美さん


