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●斉	 	 唱  
ロータリーソング「手に手つないで」 
 
●本日のお弁当  
	 衣浦グランドホテル	 	 
  
	 記 念 品 贈 呈  
 
 
 
 
 
 
   
	 	 会 長 挨 拶  
 
今日は移動例会ということで、衣浦グランドホテルの方に足

を運んで頂きまして誠にありがとうございます。またこのグラ

ンドホテルでの開催に介しましては総支配人様には非常にご

高配を頂いております。どうもありがとうございます。 
この広い場所で挨拶をしますと、9月に高浜と合同でガバナー
訪問を受けることになっておりますが、運が悪いことに碧南が挨拶をする順番でございます

ので、そのときの練習を今日できるのかなぁと思ってこの席で食事をしておりました。 
今日は 12時からグランドホテルの担当者の方が気を配って頂きまして、新美幹事さんとの話
し合いで、ゆっくりご飯を食べて下さい、ということで例会前に十分時間を取って頂けたの

で大変感謝しております。ありがとうございます。 
	 また先程、石橋直前会長様には DVDを送らせて頂いたのですが、直前会長様からわざわざ
私の方にも記念品を贈呈頂きまして誠にありがとうございました。 
	 この時期、旧聞と親交という形で 7月 15日または 8月 15日にお世話になった人に物をあ
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げたりするお中元というのがございますけども、日本の中にはお中元とお歳暮がございます。

お中元というのはいつ頃から始まったのかなぁということで調べてみました。はっきりとし

た日にちは調べきれなかったのですが、江戸時代からこの風習はあったようで、その由来と

いうものは中国の三大宗教の道教の中に三元という言葉がありまして、その三元というのは

節日（せちにち）という普通にはない大事な日、これが三元という日であって、上元・中元・

下元、上元が 1月 15日、中元が 7月 15日、下元が 10月 15日ということでございます。先
祖の魂を敬う、先祖の御霊に感謝を捧げる日というのが時代の流れに沿ってきて、ご先祖様

ではなくて、生きている方の魂に感謝をする、人に感謝の気持ちをあげるということで中元

の 7月 15日に物をあげる習慣に変わってきた、そういう流れがあるようでございます。 
	 我々、お歳暮というのは年末になるとお世話になった人に1年のお礼として渡しています。
このお歳暮というのは日本古来のものであって中国とは全く関係ないということで、お中元

とお歳暮というのはなにげにやっている習慣ではございますが、その由来は全く違うもので

あるということが 1つ勉強になりました。	 
	 今日はグランドホテル様の方からこの友愛の場と親睦というお中元を頂きましたので、今

日の例会も 1日どうぞよろしくお願い申し上げまして挨拶にさせて頂きます。	 
	 

	 	 幹 事 報 告  
 
	 幹事報告させて頂きます。 
・	 例会変更等については幹事報告書に記載の通りでございま

す。 
・	 ロータリー情報委員会主催の新入会員のオリエンテーショ

ンがございます。16 時 30 分から商工会議所で開催致しまし
て、18時 20分から小伴天さんの方で懇親会を開催する運びとなっております。事前にご
案内させて頂いております方につきましてはお繰り合わせ頂きましてご出席頂きたいと

思います。 
・	 来週、例会終了後に第 3回の理事会を開催致します。理事、役員の皆様、ご出席の方よろ
しくお願い致します。 

 

ク ラ ブ 訪 問 報 告  
 
訪問先：RI第３４７０地区（台湾） 
	 	 	 	 MA TOU ROTARY CLUB（麻豆扶輪社）	 
	 
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新美雅浩幹事 

杉浦勝典君 



※六週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。  

 
	  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
 
＜ニコボックス委員会＞ 
山中	 寛紀君 本日の移動例会お世話になります。衣浦グランドホテル総支配人奥津様に

は有難うございます。また、会員一同様におかれましては、お運び頂き心

より感謝申し上げます。 
新美	 雅浩君 衣浦グランドホテル奥津様、本年度色々とご無理申し上げますが、宜しく

お願い申し上げます。 
長田	 昌昇君 菅原君にお世話になりました。 
伊藤	 正幸君 先週の日曜日、知人にお誘いいただき、天皇皇后両陛下のお会釈に名古屋

観光ホテルに夫婦ででかけました。 
角谷	 信二君 碧南高校野球部、十数年ぶりのベスト１６。よく頑張りました。 
清澤	 聡之君 第２３回ＷＳＪ（ワールドスカウトジャンボリー）が山口県で開催されて

います。碧南から５名参加。イギリス隊の９名を碧南でホームステイにて

迎えました。無事送り出せました。ホッとしました。 
奥津	 順司君 当ホテルでの例会開催、御礼申し上げます。 
苅谷	 賢治君 先週、岐阜県本巣の正光寺さんの御本尊阿弥陀様の前で、アフリカの楽器

ジャンベを演奏奉納させて頂きました。	 

 

	 ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

	 総会員数 69名 (内出席免除者 18名の内出席者 11名)出席者 59名 

	 出席対象者	 59／62名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 95.16％ 

	 欠席者 10名(病欠者 0名) 	 	 前々回修正出席率	 100％ 

＜プログラム委員会＞	 

鈴木	 泰博	 委員長 
＜社会奉仕委員会＞	 

森田	 雅也	 委員長	 

＜国際奉仕委員会＞	 

鈴木	 健三 委員長 



 
 
 
 
 

 
 

	 新 入 会 員 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次回例会案内	 
	 

平成２７年８月１２日（水）  
定款第６条第１節Ｃによる休会  
 
平成２７年８月１９日（水）  
クラブ協議会	 ガバナー補佐訪問  
	 	 	 ガバナー補佐	 	 杉浦世志朗様  
	 	 	 地区副幹事	 	 	 澤田賢成様  
	 	 	 分区幹事	 	 	 	 吉原孝彦様  
	 	 	 分区副幹事	 	 	 内藤	 昇様  

＜米山記念奨学委員会＞	 

奥田	 雪雄	 委員長	 

＜青少年奉仕委員会＞	 

林	 俊行	 委員長	 

＜会場監督	 (S・A・A)＞	 
杉浦	 栄次	 委員長	 


