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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  
	 和風弁当	 大正館  
 
   
	 	 会 長 挨 拶  
 
	 京都の法然院というお寺の梶田真章さんが、子供達に伝えた

い話としてこんなことを言っておられます。	 

	 

挨拶の意味を考えると題して、挨拶とは、もともと禅僧が「問

答を交わして相手の悟りの深浅を試みること」であり、真剣に向

き合って相手の境地を探ることを意味していた。	 

日常的な挨拶の意味を考えてみると、	 

「おはようございます」は「朝早くから御苦労さまです」とのいたわりの言葉、「こんにちは」

「こんばんは」はその後に時候やご機嫌伺いを省略した言葉、	 

「いただきます」は、これから食べる米・野菜・魚や肉のいのち、または生産者や料理人へ

の感謝や謝罪の言葉、	 

「ごちそうさま」は「馳走」、つまり、走り回って私のために食材を集めて下さった方々に対

する御礼の言葉、	 

「おやすみなさい」は今日の御縁による仕事を全うした相手に対して、	 

「今日はもう	 そろそろお休み下さい」とのねぎらいの言葉であると言える。	 
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つまり「おはようございます」の英訳は「グッモーニング goodmorning」ではなく、「おやす

みなさい」の英訳は「グッナイト goodnight」ではない。	 

日本語による挨拶は、常に相手に対する感謝・いたわり・思い遣りを込めたもので、相手に

対して敵意が無いことを示す以上のものなのである。	 

	 さらに気がかりなのは、日本語の中でも「もったいない」「おかげさま」と並ぶ も美しい

言葉の一つである「ありがとう」の昨今の使われ方だ。	 

この言葉は「めったに無いことをして下さって有難い」と、相手との尊き御縁を感謝して心

を込めて発せられてきたはずである。	 

昔は「ままならない」のが人生であり、白分の思い通りの結果になったのは善き因縁が整っ

た有難いことであるからと受け止められていたが、便利な暮らしを享受するようになった現

代では人生は意のままになるものであり、相手には何かをしてもらって当たり前という感覚

が強く、「ありがとう」が軽く口にされることが多くなっているのは残念だ。	 

	 英語の「グッバイ good-by(ゴッド・ビー・ウィズ・ユーGod	 be	 with	 ye!)」は「これから

も神の御加護がありますように」、英語の「シー・ユー・アゲイン see	 you	 again」や中国語

の「再見」は「近々また会いましょう」、英語の「フェアウェル fare-well」は「御機嫌よう」。

この三種が、国や民族を超えた共通の別れの挨拶として使われてきな言葉だが、日本特有の

挨拶である「さようなら」は「然様ならば、別れましょう」の略で、御縁があって共に過ご

した貴重な時間が終わり、次の各々の活動へ移るときに気持ちの区切りをつける言葉だ。し

たがって万感の思いを込めてこの言葉で呼びかけるのは、身近な人がこの世から旅立たれる

際ということになる。「本当にお疲れさまでした。さようなら」と。	 

	 高度経済成長以降、仲間ではなく他人に囲まれて暮らす社会を築き、完全無欠な行動が期

待され過ぎている現代の日本だが、愚かなこともする人間が作っている社会だからこそ、時

にはミスもする。人間同士、自分に期待し過ぎず、他人にも期待し過ぎないで凡夫としての

仲間意識を改めて培い、相手を気遣う挨拶を心から交わせる社会を再構築してゆきたく思う。	 

	 年配者は人生で培ってこられた知恵を子孫や若者に躊躇せずに伝えていただきたい。「若者

は礼儀を知らない」と嘆く前に、伝える努力をしない限り、挨拶の意味という簡単なことも

伝わってゆかない事実に目を向けたい。そして「大事なことは言ったときにすぐに理解され

る訳ではなく、時間を経て、子どもたちが大人になってから本当に納得される」こともある

と留意しながら、心にゆとりを持って語り続けていただければと願う。	 

	 

こう言っておられます。	 

一言一言を大切にしたいと思います。さて本日は、ロ一タリークラブとして大切な年次総会

でございます。よろしくお願いいたします。	 

	 

	 

	 

	 

	 

 



※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  
 
	 本日は４点ございます。	 

・	 例会変更等は幹事報告書の通りでございますので、ご一読を

よろしくお願い致します。	 

・	 地区研修委員会が主催します、新会員研修セミナーのご案内

を新会員の皆様１１名のメールボックスに入れてあります。

対象者は、２０１１年７月以降に入会された方となっており

ますので、よろしくお願い致します。	 

・	 本日、皆様のテーブルの上に大正館さんからお歳暮が届いております。お持ち帰り頂きま

すよう、よろしくお願い致します。	 

・	 本日、第６回理事会を例会終了後、２０１号室で開催致します。役員、理事の方はお集り

頂きますようお願い致します。	 

	 

 

	  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
 
＜ニコボックス委員会＞ 
平岩統一郎君 碧南商工会議所インドネシア・シンガポール海外見学研修会、無事終了し

ました。 
小笠原良治君 キリンの首もやっと少しまわる様になりました。多くの仲間も誕生し、そ

れぞれが頑張っています。優先順位で対応できる様に成りましたので必要

な方は申し出て下さい。 
  １２日は人生の祝日、１３日は人生の命日	 皆様のおかげで感謝の日々を

やっと過ごす事が出来る様になりました。 
新美	 宗和君 １１月３０日のキャッチ「かぞくのじかん」に出演しました。カラオケの

楽しみ方などや上手な歌い方などを話しています。そこでは日進工業様に

も長田和徳さんにもご協力（出演）していただきました。ありがとうござ

いました。今週は再放送をやっています。見て下さい。 
伊藤	 正幸君 ジャズを肴に家内とデートが出来ました。雅浩様ありがとうございました。 
山中	 寛紀君 １１月３０日土曜夜	 初めて今池ボトムラインに足を運びました。素晴ら

	 総会員数 66名 (内出席免除者 9名の内出席者 7名)出席者 57名 

	 出席対象者	 55／63名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 90.05％ 

	 欠席者 8名(病欠者 0名) 	 	 前々回修正出席率	 98.46％ 

岡本明弘幹事 



しいサウンドに酔いしれたひと時を与えて頂いた新美雅浩さんに感謝・感

謝です。 
黒田	 泰弘君 商工会議所の研修旅行で会頭・副会頭さんには大変お世話になりました。

有難う御座いました。 
	  それともう１つ、今年の日本レコード大賞においてバタヤンが特別功労賞

を受賞される事に決まりました。嬉しい限りです。 
 
 
＜親睦活動委員会＞ 
会員誕生日 
	 １日	 新美	 惣英君	 	 	 ２日	 角谷	 信二君	 	 ２１日	 大竹	 密貴君	 

２９日	 服部	 弘史君	 

	 

奥様誕生日	 

	 ２日	 林	 	 俊行君の奥様	 としめ様	 	 	 ７日	 鈴木	 健三君の奥様	 美津子様	 

	 ８日	 平岩	 辰之君の奥様	 	 範江様	 	 	 ８日	 粟津	 康之君の奥様	 	 尚子様	 

１９日	 榊原	 	 健君の奥様	 	 陽子様	 	 ２１日	 伊出俊一郎君の奥様	 	 直子様	 

	 

結婚記念日	 

１１日	 森田	 雅也君・千恵子様	 ２５年(銀婚)１２日	 小笠原良治君・恵子様	 	 ３９年	 

１４日	 山田	 純嗣君・茅子様	 	 ５８年	 	 	 １５日	 木村	 徳雄君・小百合様	 ２２年	 

１６日	 菅原	 	 優君・恵子様	 	 ３５年	 	 	 ２１日	 新美	 	 孝君・信子様	 	 ５６年	 

	 

入会記念日 
	 ２日	 伊藤	 正幸君	 １１日	 清水俊行君	 １５日	 新美	 孝君	 ２０日	 池田	 弘孝君	 

	 

	   
  年 次 総 会  
	 

	 定款第６条第２節、細則第４条第１節により、年次総会の開

会を宣言する。	 

	 岡本幹事より定足数が会員総数６６名中出席者５７名で会

員総数の３分の１以上の出席があり、総会が有効に成立する旨

を報告された。議長より経過説明として指名委員会の設置、指

名委員が決定された。	 

	 平岩統一郎委員長より次年度役員・理事の発表があり満場一致で承認される。	 

	 次年度役員・理事により理事会が開催され、担当委員会の委員長を選任し、石橋嘉彦次年

度会長より下記の通り発表された。	 

	 

石橋嘉彦次年度会長 



	 

会長	 	 	 	 	 	 	 	 	 石橋	 嘉彦	 

直前会長	 	 	 	 	 	 	 長田	 豊治	 

会長エレクト	 	 	 	 	 山中	 寛紀	 

副会長	 	 	 	 	 	 	 	 平松	 	 太	 

幹事	 	 	 	 	 	 	 	 	 伊藤	 正幸	 

副幹事	 	 	 	 	 	 	 	 新美	 雅浩	 

会計	 	 	 	 	 	 	 	 	 森田	 雅也	 

会場監督（SAA）	 	 	 清澤	 聡之	 
クラブ奉仕委員長	 	 	 榊原	 	 健	 

職業奉仕委員長	 	 	 	 菅原	 	 優	 

社会奉仕委員長	 	 	 	 粟津	 康之	 

国際奉仕委員長	 	 	 	 鈴木	 宏枝	 

ロータリー財団委員長	 石川	 春久	 

青少年奉仕委員長	 	 	 鶴田	 光久	 

	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次回例会案内	 
	 

平成２５年１２月２１日（土）	  
年末家族会	 １７：００より	 衣浦グランドホテル  
 
平成２５年１２月２５日（水）  
１２月２１日（土）の振替休会	 


