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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 
 
 姫ヒマワリ旭、ヒペリカム 
 
 
 

会 長 挨 拶  
 

皆さん、こんにちは。改めまして、皆出席の皆様おめでとう

ございます。これからのロータリー活動もよろしくお願い致し

ます。 

 さて、2 日前の夜になりますが、長女の要望で今度の日曜日

に孫を連れてモリコロパークアイススケート場で開催されま

す THE ICE 2018 の運転手といういつもの大役を任されることになりました。このショーに

は羽生選手は来ませんが、名古屋の宇野選手をはじめ、世界のトップスケーターが一堂に集

まるようです。今回私はまず、秋田犬のマサルくんのロシアのザギトワ選手に注目しており

ます。 

 以前から私は月に 1 回、東京渋谷のクロスタワーに土日を使って研修に行っております。

実はこの渋谷という場所が本日のキーワードなんですが、この研修会で秋田の大館市で開業

している 20 年来の付き合いとなる友人ができました。出会って数回目のある日、1 日目の講

習が終了した後、「鈴木さん、明日僕は講習を休みます。」と言ってきたので訳を聞くと、実

鈴木健三会長 



はここ渋谷の忠犬ハチ公は僕が住んでいる秋田の大館産ということがほとんど知られてなく

て、その啓蒙活動のため、毎年 1 回は大館 JC を中心とした大館市の関係者が渋谷に集まる

ことを教えてくれました。その時には彼は確かに渋谷の忠犬ハチ公を秋田犬（あきたけん）

と呼んでいましたが、ザギトワ選手が優勝して以来、マスコミなどでは秋田犬（あきたいぬ）

と当たり前のように言われるようになりました。先々月、彼と会った時にその疑問をぶつけ

ると、10 年以上前から毎年、大館 JC のメンバーを中心に渋谷駅前で忠犬ハチ公は大館産だ

と人に会う度にコツコツと言い続けてきましたが、当時は通行人のほとんどに無視されたそ

うです。ところがザギトワ選手が「秋田犬が欲しい」と言っただけで全てが解決してしまい、

地元や県外で秋田犬（あきたけん）呼ぶ人もほとんどいなくなり、皆がこぞってハチ公は大

館産で秋田犬（あきたいぬ）と当たり前のように呼ぶようになりました。「地道な活動ってな

んですかね。」と笑っておりました。 

 私は今年度、小さなことからコツコツと碧南 RC の 60 周年を広く認知させようと心掛けて

おりますが、ここに見える方は影響力のある方ばかりなので、その大きな声で一気に広めて

いただけるのも大歓迎でございます。皆さんには機会がある度に色んな場所で碧南 RC の 60

周年を訴えていただきたいと思っております。また、本日はその 60 周年実行委員会も含めて

クラブフォーラムの中で 6 名の方に方針説明をしていただきますので、しっかり耳を傾けて

いただくよう、よろしくお願い申し上げます。 

 以上、挨拶に代えさせていただきます。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ございません。尚、当クラブの次回

例会は衣浦グランドホテルで行いますので、お間違いの無

いようによろしくお願い致します。 

・ ロータリーレートの変更のお知らせが届いております。8

月レートより 1 ドル 110 円から 112 円になっております。 

・ ガバナー月信 8 月号掲載のお知らせが届いております。 

・ 碧南高浜防犯協会連合会より夏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。 

・ 本日、皆様のボックスに地区大会登録のご案内を入れさせていただきました。11 月 11 日

（日）に蒲郡市民会館で地区大会が行われます。是非、ご出席をよろしくお願い致します。 

・ 8 月 22 日のガバナー補佐訪問に伴うクラブ協議会のご案内を各委員長に配布させていた

だきました。ご都合のつかない場合は副委員長のご出席をよろしくお願い致します。 

・ 本日、大正館様より皆様にお中元いただきました。どうもありがとうございました。また、

衣浦グランドホテル様よりクラブにお中元をいただいております。ご報告を申し上げます。

ありがとうございました。 

・ 本日の例会終了後に第 2 回の理事会を開催致しますので、よろしくお願い致します。 

 
 

角谷 修幹事 



※十週連続出席率 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＞ 

新美 宗和君  月曜日のワイン会で奥田先生、木村徳雄さんにすばらしいワインを提供し 

伊藤 正幸君  て頂きました。ありがとうございました。 

伊藤 正幸君  奥田先生にお世話になりました。 

長田 豊治君  碧南高浜防犯協会連合会で夏の安全なまちづくり運動を実施します。よろ

しくお願いいたします。 

新美 真司君  碧南市消防団全国大会出場おめでとうございます。 

清澤 聡之君  先日、奥田先生にお世話になりました。 

杉浦 保子君  久々のロータリーの友、俳壇に掲載されました。ささやかな私のたのしみ

の俳句です。どうぞ笑って下さい。 

苅谷 賢治君  昨日、４人目の孫が生まれました。 

小林  尚君  先日は、森田英治さん、山口健さんに大変お世話になりました。 

石川 鋼逸君  先日行われました第６３回愛知県消防操法大会にて、碧南市代表の第３分

団が小型ポンプの部で優勝させて頂きました。１０月１９日、富山県で行

われる全国大会に出場させて頂きます。全国優勝目指して頑張ります。 

山口  健君  先日は、森田英治さん、小林尚さんに大変お世話になりました。ありがと

うございました。 

長田 康弘君  碧南市消防団が、第６３回愛知県消防操法大会小型ポンプの部で優勝しま

した。うれしいです。全国大会は富山県です。応援します。 

 

＜親睦活動委員会＞ 

会員誕生日 

１０日 樅山 朋久君   １９日 加藤丈太郎君   ２９日 山田 純嗣君 

３０日 倉内  裕君 

 

奥様誕生日 

２５日 新美 宗和君の奥様  雅代様  ３０日 鈴木 並生君の奥様 まゆみ様 

 

 

 総会員数 72 名 (内出席免除者 16 名の内出席者 8 名) 出席者 58 名 

 出席対象者 58／64 名   出 席 率    90.63％ 

 欠席者 14 名(病欠者 0 名)   前々回修正出席率 100％ 



入会記念日 

３日 奥津 順司君 

 
 

ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  
 

「各委員長方針説明」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会案内 
 

平成３０年８月１５日（水） 定款第８条第１節Ｃによる休会 

平成３０年８月２２日（水） ガバナー補佐訪問 

 西三河分区ガバナー補佐 寺部保美氏 

   〃  分区幹事   杉山敏幸氏 

   〃  分区副幹事  大見和志氏 

 地区副幹事 松坂良太氏、地区スタッフ 朝倉伸治氏 

＜親睦活動委員会＞ 

苅谷 賢治 副委員長 

＜国際奉仕委員会＞ 

竹中 誠 委員長 

＜ロータリー財団委員会＞ 

石橋 嘉彦 委員長 

＜米山記念奨学委員会＞ 

黒田 昌司 委員長 

＜会場監督（Ｓ・Ａ・Ａ）＞ 

粟津 康之 委員長 

＜60周年実行委員会＞ 

長田 豊治 幹事 


