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●斉	 	 唱 
 
国歌「君が代」 
ロータリーソング「奉仕の理想」  
●四つのテスト唱和 
 
●本日のメニュー  
	 洋風弁当	 とんがり帽子 
●本日のお客様 
 
	 碧南市友好親善協会 会長	 都築	 明様 
	 体験例会	 （株）杉雅商店	 代表取締役	 杉浦邦彦様   
	 	 会 長 挨 拶  
 
会長に選ばれた時の、会長挨拶の中で、「飛行機は３時間までし

か乗れません。英語もできません。」と申し上げました。そこで変

な屁理屈がございますので、紹介したいと思います。 
	 近、小学生から英語を習わせようという動きがございます。

個人的には反対でございます。バケツを想像し、日本語と英語を半

分ずつ入れた時に、一つの言葉を入れた方が、より深くまで物事を考える事ができると思い、

敢えて英語を捨てました。 
	 屁理屈になりますが、日本語というのは非常に難しい言語でございます。ここで、一つの例

を挙げたいと思います。「日本の一日（ついたち）と八日（ようか）は日曜日で休日」、という

文があったとします。この中に、「日」という字が６つ入っております。「日」の字をとってみ

ても、これだけの読み方があります。これだけ難しい言語ですので、英語をつめてもダメだと

思い、英語を放棄したわけでございます。 
	 友好親善協会の会長様が来られているので、このような話をさせて頂きましたが、以上で会

長の挨拶とさせて頂きます。 

第２６２８回例会 平成２５年２月６日(水) 



※三週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。  

	 	 幹 事 報 告  
 
・	 インフルエンザが流行っております。十分注意して頂きますよ

う、お願い致します。	 

・	 例会変更等はございません。	 

・	 ２月１６日の I.M ですが、１５時から衣浦グランドホテルでご

ざいます。その前の１３日に、衣浦グランドホテルにて例会を

行い、その後リハーサルを行いますので、お願い致します。	 

・	 ２０日は I.M の振替休会にさせて頂きます。	 

・	 ２７日は夜間ミーティングで、I.M についてのインフォーマルミーティングをさせて頂きま

すので、お願い致します。	 

・	 I.M の際は、必ず名札とパンフレットを持参して頂きますよう、お願い致します。	 

・	 ２０１３年度のロータリー手帳の注文案内が来ておりますので、購入希望者はチェックをお

願い致します。	 
 

	  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
 
＜ニコボックス委員会＞ 
長田	 昌昇君 杉浦栄次君始め、皆さんにお世話になりました。 
木村	 徳雄君 先週金沢の旅をしました。長田昌昇さんはじめ、参加した皆さんありがとう

ございました。来年も宜しく。 
伊藤	 正幸君 会員増強委員会伊藤です。本日は体験例会にて、杉浦邦彦様にお越し頂きま

した。 
鶴田	 光久君 本日の卓話講師、都築様を紹介させて頂きます。 
角谷	 信二君 先日、長田昌昇さんにお世話になりました。 
服部	 弘史君 新美孝さんにお世話になりました。ありがとうございました。 
 
＜親睦活動委員会＞ 
会員誕生日 
	 ３日	 藤関	 孝典君	 	 	 ５日	 森田	 雅也君	 	 	 ５日	 新美	 雅浩君	 

１６日	 平岩	 辰之君	 	 １８日	 植松	 敏樹君	 	 ２６日	 伊藤	 正幸君	 

	 

	 総会員数 66名 (内出席免除者 10名の内出席者 7名)出席者 50名 

	 出席対象者	 50／63名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 80.65％ 

	 欠席者 16名(病欠者 1名) 	 	 前々回修正出席率	 100％ 

木村徳雄幹事 



都築	 明様 

奥様誕生日	 

	 １日	 中根	 佑治君の奥様	 	 澄恵様	 	 	 ５日	 新美	 雅浩君の奥様	 	 美由紀様	 

１５日	 新美	 惣英君の奥様	 	 直美様	 	 １６日	 鈴木きよみ君のご主人様	 正徳様	 

２０日	 石橋	 嘉彦君の奥様	 	 里美様	 

	 

結婚記念日	 

１１日	 平岩統一郎君・和恵様	 	 ３５年	 １１日	 新美	 宗和君・雅代様	 	 ３３年	 

２５日	 平松	 則行君・啓子様	 	 ４０年	 ２６日	 榊原	 	 健君・陽子様	 	 ３７年	 

２８日	 長田	 銑司君・美代子様	 ５０年(金婚)	 

	 

入会記念日	 

	 ２日	 寺尾	 正史君	 	 ２日	 服部	 弘史君、大竹	 密貴君	 ２７日	 杉浦	 栄次君	   
	 ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  
 
碧南市友好親善協会 会長	 都築	 明様 
 
 
 
 
 
	 私は、市役所一筋４５年でございまして、昨年の６月に退任させて頂きました。一つぐらい

は役を引き受けようと思っておりましたが、まさかこの役がまわってくるとは思いませんでし

た。 
	 個人的には外人が苦手でして、とりあえずニコニコしております。 
	 また、旅の面でもご飯はなかなか口に合わず、水もまずいので国内旅行の方がいいな、とい

う感じです。 
	 私が引き受けて唯一よかったと思うのが、前回が黒田様、前々回が平岩様で、名士という事

でハードルが非常に高かったです。私が引き受けた事によって、次の方が引き受けやすくなっ

たかな、と思います。 
	 友好親善協会の活動は大きく分けて２つございます。一つは姉妹都市及び、国内の友好都市

との親善交流になります。もう一つは、市内の在日の外国の方との交流事業になります。 
	 まず海外の姉妹都市では、アメリカのワシントン州のエドモンズ市がございまして、６３年

４月５日に提携させて頂きました。２５周年になりまして、今年の４月には市長さんもご訪問

頂く予定となっております。提携した２年後に、友好親善協会を発足したわけでございます。 
	 また、平成１９年にはクロアチアのプーラ市とも提携させて頂きました。大変風光明媚な所

でございまして、観光地として賑わっております。隣の国との内紛などもございまして、苦労

されたと聞いております。今年の７月には EU への加盟も目処がついたそうです。以上が姉妹
都市になります。 






	 友好都市としては、北海道の由仁町や豊田市の小原地区と友好都市提携を結んでおります。 
	 これから大事にしていこうと考えておりますのが、市内の外国の方との交流です。市内には、

約２,８００人の外国の方がいらっしゃいます。比率で言いますと、約４％になります。１,５０
０人ぐらいが南米の方で、中国人が３５０人ぐらいおります。ベトナム、フィリピン、インド

ネシアの方も増えてきております。 
	 友好親善協会の活動では、語学教室や料理教室も開催しております。毎週日曜日には、日本

語教室も開かせて頂いております。全員で、１３０人ほどが参加されております。参加された

方が、市民フェスティバルや大浜のウォーキング、クリスマスパーティー等にも参加頂いてお

ります。 
	 現在、碧南市の法人会員が３３、個人会員が４００を越えております。会員募集の面で、皆

様にもご協力頂きたいと思います。 
 
 
 
 

次回例会案内  
 
平成２５年２月１６日（土）１５：００～	 衣浦グランドホテル 
	 	 西三河分区インターシティー・ミーティング  
平成２５年２月２０日（水）は２月１６日（土）の振り替え休会  
平成２５年２月２７日（水）１７：３０～	 碧南商工会議所 
	 	 インフォーマルミーティング 


