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●斉	 	 唱 
 
	 ロータリーソング「ロータリー我等の生業」 
 
●本日のメニュー  
	 和風弁当	 大正館 
   
	 	 会 長 挨 拶  
 
	 三寒四温とは言いますが、このところ三寒二温ではないかと

寒さに震えております。 
	 この土曜日には、岡本幹事さんと刈谷市産業振興センターで

開催された刈谷 RCの創立６０周年記念式典に参加して参りま
した。式典は粛々と進められ、親クラブさんの６０年の伝統を感

じて参りました。進行など色々と勉強させて頂きました。 
	 本日は我が碧南ロータリークラブの５５年を山中寛三先生に教えて頂きます。よろしくお

願い致します。 
  

	 	 幹 事 報 告  
 
	 本日の幹事報告は３点ほどございます。また、次年度分を伊

藤副幹事に報告して頂きますので、よろしくお願い致します。 
・	 第９回理事会報告と、例会変更等は幹事報告書の通りですの

でよろしくお願い致します。 
・	 本日、鷲塚小学校の植樹がございます。高松教育長さんもお

見えになる予定ですので、１５時４０分に集合しまして植樹をしますのでよろしくお願い

致します。役員・理事、各委員長さん、ご都合つく方はよろしくお願い致します。 
・	 本日、５５周年の担当委員会の 終の打合せを行います。本日から記念例会まで行事がス
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※三週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。  

タートしますので、よろしくお願い致します。 
 

  副 幹 事 報 告  
 
	 失礼致します。副幹事の伊藤でございます。 
・	 ４月１３日に開催されます地区協議会にご参加される皆様

のメールボックスに本日、ご案内を入れさせて頂きました。

交通手段、懇親会につきましてご意向を承りたいと思います

ので、３月２６日水曜日までにご開示下さいますよう、お願

い致します。 
・	 また、出席義務の委員長様には４月１６日と４月２３日のどちらかの例会にて、地区協議

会の発表をして頂く事になります。よろしくお願い致します。 
 
	  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
 
＜ニコボックス委員会＞ 
黒田	 泰弘君 苦戦していた息子の進路が決まりました。 
角谷	 	 修君 本日の卓話「碧南ロータリークラブ５５周年のあゆみ」の前半を発表させ

て頂きます。 
  又、山中寛三様にもお話頂きます。宜しくお願い致します。 
伊藤	 正幸君 良い事がありました。 
山中	 寛三君 本日下手な卓話をさせて貰います。 
藤関	 孝典君 先々週のゴルフ例会にて、葵カントリークラブ、家康１番ホールでイーグ

ルを初めて取りました。Thank you！ 
 
	   
 	 卓  話  
 
ビデオ上映：「碧南ロータリークラブの歴史を語る

５０周年まで」  
プレゼンテーター：プログラム委員長	 角谷 修君 
 

	 総会員数 69名 (内出席免除者 9名の内出席者 5名)出席者 53名 

	 出席対象者	 53／64名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 82.81％ 

	 欠席者 16名(病欠者 1名) 	 	 前々回修正出席率	 100％ 

角谷修プログラム委員長 
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	 第１年度の９月２７日、チャーター伝達式があったのですが、前日に伊勢湾台風が襲った

ということで、立ち上げが大変だったと聞いています。その年に４つのテストの石碑を碧南

駅の前に寄贈したということです。 
	 第５年度に５周年の記念式典を碧南市民会館にて行われております。 
	 第１０年度に創立１０周年を迎え、碧南警察署にパトカーを寄贈しました。第１１年度に

も、碧南市へ移動図書館ということでロータリー図書号を寄贈しています。 
	 第１４年度、２５００人目のビジターを輩出しました。創立１５周年の記念式典を日金工

さんで行っています。１９年度に臨海プールの前に温度計を寄贈しています。 
	 第２０周年の記念式典を碧南文化会館で行っています。２２年度、碧南警察署の署員を２

名所有しています。２３年度、同じく碧南市擁護老人ホームの方を６名です。２５周年は碧

南体育館で記念式典を行っております。 
	 創立３０周年、碧南消防署の方で記念式典を行い、モニュメントを市役所の前に寄贈して

います。創立３５周年、芸術文化センターのエメラルドホールにて記念式典が開催されてい

ます。３４年、３５年、３６年とＲI会長賞を受賞されています。３６年度にはエドモンドへ
訪問しています。３７年度、国際ロータリー第２７６０地区西三河代表区インタースキーミ

ーティングを開催しています。 
	 創立４０周年記念式典を衣浦グランドホテルで開催しています。４３年度、地区大会の開

催を碧南臨海体育館と衣浦グランドホテルで行っています。創立４５周年の記念式典を衣浦

グランドホテルで開催しています。創立５０周年記念式典も衣浦グランドホテルにて行って

います。また、藤井達吉像を藤井達吉現代美術館に寄贈しています。 
	 簡単ではありますが５０年の流れです。寄贈したものも数々ありますので、取りまとめて

次回の第２部の方でご紹介いたします。 
 
 
「碧南ロータリークラブを立ち上げる際の苦労話」	 	  
山中 寛三君 
 
	 昭和２３年４月５日、碧南市が愛知県で１０番目に市になった

年です。初代の商工会議所の会長の平岩種治郎さんが碧南にもロ

ータリークラブを作ろうと言われました。しかし、時期尚早だと

いうことでこの時は中止になりました。 
	 １９０５年２月２３日にポールハリスフェローが３名の友と一緒にシカゴにロータリーク

ラブを作りました。それから１５年経った１９２０年１０月２０日、日本に初めてロータリ

ークラブができました。三菱銀行の頭取だった米山梅吉さんという方が会長で会員が２４名

で東京にロータリークラブができました。それがＲI、いわゆる世界ロータリークラブで承認
されたのは翌年の１９２１年４月 1 日でした。世界で８５５番目にロータリーが承認された
と言われています。 
	 １９２０年というのはいつ頃だったか、みなさんはもちろん生まれていなかったわけなの

山中寛三君 



ですが、私は生まれていました。私が 1 歳の時です。日本にロータリーが入ってきてどのく
らいたったかというと、私は今年９５歳になりますが、９４年になるわけです。私を見てい

ただくと日本のロータリークラブがこのくらいの古さだというのがわかります。 
	 そして１９２４年、名古屋にロータリークラブができました。その時の初代の会長が松坂

屋の伊藤次郎左衛門さん、会員が２１名でできました。１９２０年から４年経って名古屋に

もうすでにできていました。それから約１５年経って１９５４年、刈谷にロータリークラブ

ができました。愛知県で８番目にできました。その当時は地区は３７０地区といって中部７

県がひとつの地区でした。 
	 刈谷にロータリークラブができた時の会長が石田退三さんです。この方はトヨタ自動車の

社長をやられました。刈谷ロータリークラブのテリトリーの中に碧南市は入っていて、平岩

慶一さん、太田徳次郎さん、ちょっと遅れて石川隆夫さん、この３名が刈谷ロータリークラ

ブに入りました。そして５年程経って知多郡出身で敷島パンの盛田秀平さんが平岩慶一さん

に、碧南もそろそろロータリークラブを作ったらどうだと言われたそうです。それで刈谷の

創立５周年の記念事業の一つとして碧南に作ったらどうだろうということになったそうです。 
	 それならばということで、毎日のように平岩慶一さん、太田徳次郎さん、石川隆夫さん、

この３名が会合をやったりいろいろやったりして、刈谷ロータリークラブの日本電装の林虎

雄さんを特別代表に、その補佐を太田商事の社長の太田一造さんにして作ろうと１９５９年

の１月１日から急いで相談をされて、２４名を選んで、中部７県の中のガバナーの四日市の

九鬼紋七さんという人の所へ行って、碧南にロータリークラブを作るのでＲIへ申請して下さ
いと話して、創立総会というものを開いてその場で役員選出などをしました。４月１７日に

なって４月７日に碧南ロータリークラブを承認しました、となりました。作ろうとなってか

ら４ヶ月ほどで作っちゃったのです。これを見るといかに平岩さん達が、迅速に準備万端に

作られたのだろうと思います。東京で初めに作られたのと比べると本当に早くできました。 
	 こういうふうで碧南ロータリークラブができたのでどうぞ皆さん来てくださいと言って、

その年の９月２７日に碧南高等学校の講堂を借りて非常に派手にチャーターナイトをやろう

ということで、毎日のように準備をしていたのですが、伊勢湾台風となってしまいました。

チャーターナイトにはお金をかけて準備していて、それをもう１回やるのは無理だというこ

とから、ガバナーの山下裕次郎さんに来てもらって、ロータリークラブを認めましたという

ＲIからの認証を受け取りチャーターナイトを終えました。かえって伊勢湾台風で碧南は気の
毒だったと有名になったくらいです。 
	 昔とどう違うかというと、昔はロータリーは大人のままごとのようなもので楽しかったで

す。今はちょっと固くなりすぎて、ロータリーというとしゃちほこばった会合になってしま

いましたが、昔は本当に楽しかったです。今は真面目すぎてちょっと窮屈だと私は感じてい

ます。もっと楽しく楽にやってもいいじゃないかと思っています。 
 
 
 
 



 
 

次回例会案内  
 
平成２６年４月２日（水）	 

クラブフォーラム	 広報雑誌委員会	 

卓話：「地域福祉における企業との連携～住み慣れた地域で暮

らしていくために～」	 

卓話者：社会福祉法人	 昭徳会	 授産所高浜安立	 

	 	 	 	 施設長	 成瀬正孝様	 
	 

平成２６年４月６日（日）	 

碧南ロータリークラブ	 

５５周年記念例会	 

午後４時	 衣浦グランドホテル	 
	 

平成２６年４月９日（水）	 

６日の振替休会	 


