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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 
 
●本日のお客様  
	 書家	 森脇悠理様	 

	 米山記念奨学生	 マルティネス	 リベラ，リリアナ様	   
	 	 会 長 挨 拶  
 
	 本日は、通常例会としてはほぼ１ヶ月ぶりの例会となりまし

た。５月のゴールデンウィークや振替休会によって久しぶりと

なったわけです。 
	 このゴールデンウィークという言葉は、映画会社の大映が１９

５１年に宣伝用語として使った言葉が始まりのようです。この時、

秋の文化の日を中心とした連休をシルバーウィークと名づけたそうですが、これは定着しな

かったようです。 
	 中国でもこれをまねたのか、２００９年より春節から始まる１週間、国慶節から始まる１

週間を黄金週としているそうです。 
	 ４月１８日の春の家族会には多数のご参加ありがとうございました。親睦活動委員会の皆

様には大変お世話になりました。 
	 また、４月２２日には刈谷、高浜、知立との４クラブ会長、幹事、事務局員の本年度、次

年度の懇談会を碧南 RC のホストにて開催しました。本年度と次年度への引継ぎのための有
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意義な懇談会となりました。 
	 ５月１０日には次年度のための地区研修協議会が開催され、いよいよ次年度モードになっ

てまいりました。服装もクールビズとなり、本年度のゴールも間近に見えてまいりました。 
 

	 	 幹 事 報 告  
 
	 本日は８点につきましてご報告させて頂きます。 
・	 他クラブ例会変更等は幹事報告書の通りでございます。 
・	 ロータリーレート変更のお知らせでございます。４月と変更

なく、１ドル１１８円です。 
・	 ガバナー月信５月号掲載のお知らせが届いております。４月

４日開催の高浜 RCさんの西三河分区の I.Mの報告をはじめ、各委員会報告、木曽御岳噴
火災害の協力のお願い等が掲載されております。中でも、黒田ガバナー補佐様の「私の心

に残るロータリー体験」の３つのエピソードが個人的に興味深く、拝見させて頂きました。

幹事報告書記載の URL、またはクラブ受付に一部印刷してございますので、御覧下さい。 
・	 近藤ガバナーより、奥三河 RC の RI 登録抹消のお知らせでございます。６月３０日をも
ちまして解散、RI 登録抹消との事でございます。１９７０年の創立以来、長年に渡りま
して地道に着実にロータリー活動を続けてこられた事に敬意を表する、との事です。 

・	 日本ロータリー親睦ゴルフ大会開催のお知らせです。北海道の小樽カントリークラブでの

開催で、詳細は事務局までお問合せ下さい。 
・	 名古屋大須 RCより、地区研修協議会参加のお礼状が届いております。ご参加された皆様
には、どうもお疲れ様でした。来週、再来週とご報告頂きますので、よろしくお願い致し

ます。 
・	 防犯協会連合会より、春の安全なまちづくり県民運動の実施についてのお願いとポスター

が届いております。詳細を幹事報告書に記載してございますので、お目通しをお願い致し

ます。 
・	 本日例会終了後、２０１号室にて第１１回理事会を開催致します。理事、役員の方はお集

まり頂きますよう、お願い致します。 
 

 	 副 幹 事 報 告  
 
	 次年度のご報告を３点致します。 
・	 本日、次年度の事業計画書の提出期限となっております。担

当の委員長様は提出をお願い致します。 
・	 来週の例会終了後、第２回次年度クラブ協議会を開催致しま

す。次年度の役員、委員長様はご出席をよろしくお願い致し

ます。ご出席が出来ない場合、副委員長様のご出席をお願い致します。 
・	 先週の５月１０日の地区研修協議会にご出席頂きまして、誠にありがとうございました。

そのご報告を２０日と２７日にして頂きます。よろしくお願い致します。 
 

伊藤正幸幹事 

新美雅浩副幹事 



※三週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。  
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＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
 
＜ニコボックス委員会＞ 
石橋	 嘉彦君 ４月１８日の春の家族会には、多数のご参加ありがとうございました。親 
伊藤	 正幸君 睦活動委員会の皆様には大変お世話になりました。 
山中	 寛三君 家族会欠席しました。 
杉浦	 勝典君 天皇皇后両陛下より４月２１日、赤坂御苑において御催しの園遊会にお招

きを頂きました。当日、秋篠宮殿下より直接お言葉を頂き、感激をして居

ります。有難うございました。又、記念写真も安倍首相、麻生大臣、山口

公明党委員長、ノーベル賞受賞の天野先生を始め、多くの大臣と一緒に写

真を撮って頂きました。人生に初めての事で、生涯に一度の夢のような幸

せな一日でした。ありがとうございました。 
  ４月９日の３クラブＲＣ主管ゴルフ大会に見事、優勝することが出来まし

た。ドラコン賞、ニアピン賞も１ヶずつ有り、出来すぎでした。しかも、

ＲＣゴルフ会も繰上げで優勝する事が出来ました。これでしばらくは退会

する事が伸びました。ありがとうございました。 
新美	 宗和君 １０日、初孫が生まれました。美少女になると思います！ 
  悠理先生を迎えることができて、嬉しいです。 
清澤	 聡之君 林	 俊行君に心遣いをしていただきました。恐縮に存じます。 
竹中	 	 誠君 連休は多忙でしたが、楽しかったです。 
山中	 寛紀君 本日講師の森脇さま、一緒の町内に住んでいながら、全く存じ上げず失礼

致しました。どうかロータリークラブ、充分楽しんで行って下さい。今後

共よろしくお願い致します。 
山中	 寛紀君 ５月１０日の次年度のための地区研修・協議会には、次年度役員、出席義 
新美	 雅浩君 務委員長１８名の皆様にご出席を頂き、誠にありがとうございました。名

古屋での懇親会も次年度への思いを大いに語って下さり、皆様のご協力で

予定どおり進めることが出来ました。大変お疲れさまでした。 
新美	 雅浩君 ４月２９日のライブには、たくさんの皆様にご来場頂き、誠にありがとう

ございました。山中寛紀様には前日に大変お世話になりました。 
  昨日、西三河分区９クラブ幹事連絡会があり、刈谷ＲＣの次年度杉浦ガバ

ナー補佐より「次年度の幹事の皆さんは、本年度より比較的まじめそうな

	 総会員数 68名 (内出席免除者 16名の内出席者 12名)出席者 57名 

	 出席対象者	 57／64名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 89.06％ 

	 欠席者 11名(病欠者 0名) 	 	 前々回修正出席率	 100％ 



方が多そうなので、クラブ運営をしっかりお任せできる」と、激励の言葉

を頂きましたが、私は身が引き締まる思いとともに、血圧もさらに上昇し

てしまいました。 
粟津	 康之君 今回の講師の先生の件で、新美宗和さんにもお世話になりました。 
  本日、卓話の講師をご紹介させていただきます。 
服部	 弘史君 春の家族会では、皆様に大変御世話になり、ありがとうございました。 
大竹	 密貴君 先日、高野山開創１２００年記念慶讃大法会に出仕いたしました。５０年

に一度の御縁をいただくことができ、とてもありがたかったです。 
 
＜親睦活動委員会＞ 
会員誕生日 
	 ５日	 杉浦	 秀延君	 	 	 ８日	 榊原	 	 健君	 	 	 ９日	 新美	 宗和君	 

	 ９日	 八馬	 宜久君	 	 １１日	 鈴木	 並生君(古希)	 

１８日	 新美	 真司君	 	 １９日	 山中	 寛三君	 	 １９日	 長田	 昌昇君	 

２０日	 鈴木きよみ君	 	 ２２日	 永坂	 誠司君	 	 ２５日	 平松	 則行君	 

３０日	 岡本	 耕也君	 

	 

奥様誕生日	 

	 ６日	 鈴木	 宏枝君のご主人様	 閑様	 	 	 ７日	 加藤𠀋太郎君の奥様	 美恵子様	 

１３日	 加藤	 良邦君の奥様	 	 妙子様	 	 １７日	 奥津	 順司君の奥様	 美恵子様	 

２１日	 服部	 弘史君の奥様	 	 真澄様	 	 ２２日	 伊藤	 正幸君の奥様	 	 亮子様	 

	 

結婚記念日	 

	 １日	 新美	 惣英君・直美様	 	 ２７年	 	 	 	 ３日	 角谷	 信二君・晴美様	 	 ２７年	 

	 ４日	 服部	 弘史君・真澄様	 	 １９年	 	 	 	 ５日	 長田	 豊治君・妙子様	 	 ４１年	 

	 ５日	 竹中	 	 誠君・みのり様	 ３６年	 	 	 	 ６日	 加藤	 良邦君・妙子様	 	 ４５年	 

	 ９日	 山中	 寛三君・美智子様	 ６８年	 	 	 １１日	 永坂	 誠司君・るみ様	 	 １９年	 

１４日	 清澤	 聡之君・トキ様	 	 ２８年	 	 	 １５日	 鈴木	 泰博君・恵子様	 	 ２７年	 

１７日	 伊藤	 正幸君・亮子様	 	 ２８年	 	 	 １７日	 黒田	 泰弘君・真美子様	 ２３年	 

２４日	 中根	 佑治君・澄恵様	 	 ４５年	 	 	 ２７日	 岡本	 彰人君・佳美様	 	 １５年	 

２９日	 清水	 俊行君・友自子様	 ２７年	 
 
	   
 ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  
 
「もりわき	 ゆり～〝書〟の道をゆく」  
書家	 森脇悠理様 
 
	 本日はこのような素敵な例会にお呼び頂き、誠にありがとう

ございます。 
森脇悠理様 



	 私はお習字をはじめたのが、小学校１年生の時ですので、もう２０年ほどになります。高

浜でずっと同じ先生につき、今でもやっております。４年前から碧南へ越してきて、その時

から書道のお教室を開かせて頂いております。書道の事でご相談があれば、いつでもご相談

頂けたらと思います。 
	 私は、独立書人団に所属しております。自慢になってしまいますが、どこの作品展も初出

展、初入選です。こう見えましてもしっかりとした書道の先生です。 
	 碧南の藤井達吉美術館でも、仲良しのお友達と共同アート展を２年間開催させて頂きまし

た。書道を通して世界へどのような奉仕ができるか考えました。そこで、ペットボトルのフ

タを集めるとワクチンにかえて寄付できるというのを聞き、入場料の代わりにペットボトル

のフタを寄付して頂きました。８００個で１本のワクチンを寄付できるのですが、皆様のお

かげで１９本のワクチンを寄付できました。 
	 また、昔から障害者の方にも書道をしてほしいという強い思いがあり、２０１３年から安

城のぬくもり福祉会で書道の講師として活動しております。障害者の方は素直で個性的な作

品をたくさん書いて頂いております。ハンデと思われる方もいるかもしれませんが、それを

個性にしていい作品になっております。皆さんと一緒に作品展も何回かやっております。 
	 全部ボランティアで３年間やってきましたが、一人では大変になってきましたので、NPO
を今年設立します。障害者の方に楽しく、より多く作品を作って頂き、書道だけではなく、

絵や音楽など色んな事を経験してもらい、自分の才能を開花して頂けたらと思っております。 
	 まだ詳細を皆様にお伝えできる段階ではありませんが、知っている方にはご協力をお願い

するかもしれませんが、その際はよろしくお願い致します。 
 
 
 
 

次回例会案内	 
	 

平成２７年６月３日（水）  
クラブフォーラム	 「２０１５年度市況の見通し」  
会員	 八馬宜久君  


