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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 
 

●本日のお弁当 
 
 大正館 
 

●本日の卓上花 
 
 ガーベラ、スプレーカーネーション、ドラセナ 
 
 
 

会 長 挨 拶  
 

皆さん、こんにちは。12 月になりまして本格的に寒くなっ

てきましたけども、風邪をひかないように今年を無事に皆さん

乗り切って、来年もいきたいなと思います。よろしくお願い致

します。 

 今日の私の話は「ごまかす」という言葉のルーツの話でござい

ます。ごまかすというのは、適当に言葉を濁してその場を取り繕う時などに使われる言葉で、

漢字だと「誤魔化す」と書きます。語源は色々ありますけども、その中の 1 つは、江戸時代

に作られていたお菓子から来ているというものでありまして、そのお菓子の名前は「胡麻胴

乱」と言います。胡麻胴乱は小麦粉とみつとゴマを混ぜて練ったものを焼き上げますので、

ぷっくり膨らんだ外見をしております。しかし、大きさこそあるものの、割ってみると中身

は空洞であります。そこから適当に取り繕う様子や相手を欺くような行為を胡麻菓子と言う

ようになり、転じて現在のような使われ方になったそうです。 

 最近、私は命を懸けての 5 分間スピーチを結構誤魔化して喋っていますので、反省しまし

木村徳雄会長 



※十週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。 

て、もう少し真面目なスピーチをしたいと思います。 

 ということで、以上で終わります。ありがとうございました。 
 

  幹 事 報 告  
 

 幹事報告をさせて頂きます。 

・ 他クラブの例会変更は幹事報告書の通りでございます。 

・ ガバナー月信 12 月号の掲載のお知らせが届いております。 

・ 碧南高浜防犯連絡連合会より年末の安全なまちづくり県民

運動の実施についてのお願いが届いております。 

・ 大正館さんよりお歳暮をいただきました。ありがとうございます。 

・ 本日の例会終了後に第 6 回の理事会を 201 号室にて開催致します。役員、理事の皆様方は

ご出席の程、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＞ 

木村 徳雄君  １２月になり本格的な冬の季節になりました。皆さん風邪などひかないよ

うに後わずかな今年をのりきりましょう。 

角谷 信二君  誕生日祝、ありがとうございます。家族にもたくさん頂きました。 

新美 宗和君  １２月２・３日と、碧南ガス協同組合の主催によるガス展が、ここ商工会

議所で開催され、４，０００名を越えるお客様が来場されました。県下で

も有名な碧南のガス展は、販売店同志が協力する他市には見られないすば

らしい催しだと思います。次回開催には皆様にもご来場をお願いいたしま

す。ありがとうございました。 

山中 寛紀君  名古屋グランパスＪ１復帰、オメデトウございます！！プレーオフ福岡と

の戦い、ハラハラ・ドキドキの９０分。試合終了のホイッスルを聞いて思

わず涙が出ました。来シーズンが楽しみです。 

杉浦 秀延君  １２月２日、ビーチバレー体験＆クリニックが臨海体育館で開催され、ト

ヨタ自動車所属国内最高峰、白鳥勝浩、橋本涼加選手より碧南工業高校、

碧南高校バレー部の生徒さんにプロ直伝の技を教えて頂きました。すごい

刺激をもらい、成長が楽しみです。 

 総会員数 68 名 (内出席免除者 16 名の内出席者 10 名)出席者 57 名 

 出席対象者 57／62 名   出 席 率    91.94％ 

 欠席者 11 名(病欠者 0 名)   前々回修正出席率 100％ 

角谷信二幹事 



 

＜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    ５日 小林  尚君 

１１日 山口  健君   ２１日 大竹 密貴君   ２４日 貝田 隆彦君 

２９日 服部 弘史君 

 

奥様誕生日 

 １日 杉浦 秀延君の奥様  初野様   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 山口  健君の奥様 由里子様 

 

結婚記念日 

 ９日 小林  尚君・みゆき様 ３３年  １１日 森田 雅也君・千恵子様 ２９年 

１２日 小笠原良治君・恵子様  ４３年  １２日 杉浦 秀延君・初野様  ２４年 

１４日 山田 純嗣君・茅子様  ６２年  １５日 木村 徳雄君・小百合様 ２６年 

２１日 新美  孝君・信子様  ６０年 

 

入会記念日 

２日 伊藤 正幸君、梶川 光宏君、石川 鋼逸君、杉浦 邦彦君 

７日 山口  健君 

１５日 新美  孝君 

 
 

年 次 総 会  
 

 定款第 8 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。 

 角谷幹事より定足数が会員総数68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。 

 長田豊治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、鈴木健三次年

度会長より以下の通り発表された。 

 

 

会長          鈴木 健三 

直前会長        木村 徳雄 

鈴木健三次年度会長 



会長エレクト      伊藤 正幸 

副会長         新美 宗和 

幹事          角谷  修 

副幹事         黒田 泰弘 

会計          西脇 博正 

会場監督（SAA）    粟津 康之 

クラブ奉仕委員長    岡本 明弘 

職業奉仕委員長     鶴田 光久 

社会奉仕委員長     清澤 聡之 

国際奉仕委員長     竹中  誠 

青少年奉仕委員長    平松 則行 

ロータリー財団委員長  石橋 嘉彦 

 

 

 

次回例会案内 
 

平成２９年１２月２０日（水） 

卓話「会社を元気にするキャリアコンサルタントはこんな国家資格です」 

神谷研税理士事務所 副所長・キャリアコンサルタント 亀島深里氏 


