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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 
   

会 長 挨 拶  
 

皆さん、明けましておめでとうございます。本日は新年最初

の例会ということになりますので、初めてのこと、「first」と

いう言葉に相応しい話をしてみたいと思います。 
 私は自慢するものはほとんどありませんが、機械式腕時計の

「OMEGA」に関してと、鉄道オタクの静岡県の聖地「天竜浜

名湖鉄道」、いわゆる天浜線については少しだけ語ることができます。そんな私にとって今年

最初の朗報として 2 月 8 日（金）公開の映画「ファースト・マン」は皆さんもよく知って見

えます、人類初の月面着陸を成し遂げられました宇宙飛行士のニール・アームストロングの

生涯を描いた映画になっております。皆さんにはニール・アームストロング船長の名前と月

面に降りた時の言葉「これはひとりの人間にとっては小さい一歩だが、人類にとっては偉大

な飛躍である。」が大変有名ですが、OMEGA マニアの我々の評価は全く違います。そもそも

アポロ 11 号はニール・アームストロング船長、バズ・オルドリン操縦士、マイケル・コリン

ズ司令船操縦士の 3 名を乗せて、ケネディ宇宙センターから打ち上げられました。私はこの

時、宇宙飛行士というのは 3 名が月面着陸するのかなと思っていたのですが、今 3 番目に申

し上げましたマイケル・コリンズという司令船の飛行士の方は、分離される前の司令船です
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からこの方は最初から月面着陸の予定がなかったということで、お 2 人だけ月面着陸するこ

とになります。この 2 名の内、船長の方が最初に降りるんだろうなと思っていたんですが、「さ

ぁ、どういう順番で降りるんだろう。」と思っていたことは確かでございます。その時、3 名

の腕には後に大ブームになる「OMEGA Speedmaster」がはめられていました。そして、

その時計は司令船や機械に傷を付けないように市販されていた金属バンドではなく、糸を幾

重にも組み込んだモノバンドでございました。この組み方が美繍の布と似ているということ

で、愛知県出身の私はこれを見学に行った時に色々聞かれたんですが、もちろん何も説明す

ることができませんでした。「おぃ、鈴木。おまえ見ていたようなことを言うなよ。」という

方がたくさん見えると思いますが、実は私、OMEGA 銀座店にバズ・オルドリンが来日した

時に駆けつけて実際に現物を見て参りました。そもそも、ニール・アームストロング船長は

時計にも船体外部にも傷を付けないように時計を外して月面に降りたのですが、バズ・オル

ドリン操縦士は腕につけたまま堂々と降り立ったのであります。これが月に初めて降りた時

計「OMEGA Speedmaster」誕生であったのであります。ですから、OMEGA にとっての

英雄はバズ・オルドリン様様なのであります。既に 50 周年の記念モデルも今年度発売されて

おります。因みに人類最初の月面着陸は 1969 年 7 月 24 日ですから、今年が 50 周年。言う

までもなく我が碧南 RC は 60 周年で、後程、植松先生に披露していただける謡曲が「鶴亀 月
宮殿」という本日の話は月尽くしでまとめてみました。 
 本年も何卒よろしくお願い致します。 
 

  幹 事 報 告  
 
 幹事報告をさせて頂きます。 
・ 例会変更のお知らせは、今週はございません。 
・ ロータリーレート変更のお知らせが届いております。1 月

のレートは 12 月と同じ 112 円になっております。 
・ ガバナー月信 1 月号掲載のお知らせが届いております。 
・ 愛知ロータリーE クラブより「会長変更・事務局移転のお知らせ」が届いております。 
・ RYLA セミナーの候補生の推薦がございましたら、委員長の方にご連絡をお願い致します。 
・ 1 月 16 日（水）は休会となります。次回の例会は 1 月 23 日（水）になりますので、お間

違いのないようにお願い致します。 
・ 1 月 23 日（水）に第 13 回の 60 周年記念正副委員長会議を開催致しますので、ご出席を

よろしくお願い致します。 
・ 本日の例会終了後に第 7 回の理事会を開催致しますので、理事の皆様はよろしくお願い致

します。 
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※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  正月のお忙しい中、叔父新美孝の葬儀に御会葬いただき大変ありがとうご

ざいました。 
黒田 泰弘君  年忘れ家族会で初めて当選しました。楽しい会をありがとうございました。 
西脇 博正君  年忘れ家族会にて特別賞をいただき、ありがとうございました。さっそく

今月の結婚記念日に使わせていただきます。 
森田 英治君  昨年暮れ、１２才から７５年間友人であった碧南トヨタ会長新美孝さんと

のお別れがありました。心からお悔やみ申しあげますが、私はまだまだ元

気です。頑張ります。合掌。 
        交通安全の功労者に贈られる最高の栄誉の「交通栄誉章緑十字銀章」受章

決定の通知を受けました。ありがたいことです。 
加藤 良邦君  平成３１年正月祭、お陰様にて寒さ厳しき中、無事に終える事が出来まし

た。深く感謝申し上げます。 
鈴木 並生君  商工会議所又、個人としてもお世話になります。本年もよろしく。 
植松 敏樹君  新春を寿ぎ、謡曲「鶴亀 月宮殿」を歌わせて頂きます。 
長田 豊治君  新年明けましておめでとうございます。年末の家族会、会議所議員新年会

と続けて景品を頂きました。宝くじを買おうかと迷っております。ありが

とうございました。 
平岩 辰之君  明けましておめでとうございます。昨年の年忘れ家族会では、大当たりを

戴きありがとうございました。娘夫婦も新築を建てて、新年より新しい家

で生活しております。皆様に感謝申し上げます。 
岡本 明弘君  昨年の年忘れ家族会で銅賞を頂きました。ありがとうございました。 
山中 寛紀君  毎年１月早々一番にバースデイのお花を頂き恐縮です。今年はこれまで経

験ない程のインフルエンザの大流行です。どうか皆さん外出後のうがい手

洗いでしっかり予防して下さい。 
榊原  健君  昨年の家族会では運悪くあたってしまいました。悪運は昨年で切り、今年

は良運にめぐまれます様に。 
服部 弘史君  年末の家族会の抽選会では、銅賞を頂きありがとうございました。 
大竹 密貴君  年忘れ家族会、皆様のおかげで無事に終えることができました。誠にあり

 総会員数 67 名 (内出席免除者 18 名の内出席者 11 名) 出席者 57 名 

 出席対象者 57／60 名   出 席 率    95.00％ 

 欠席者 10 名(病欠者 0 名)   前々回修正出席率 100％ 



がとうございました。 
        昨年末に大浜にぎわいづくり実行委員会の委員長を退任いたしました。大

浜てらまちウォーキング実行委員長をさせて頂きました５年間、黒田昌司

様、鈴木並生様、平岩統一郎様をはじめ、ロータリーのメンバーの方々に

は大変お世話になりました。心より感謝申し上げます。誠にありがとうご

ざいました。 
鈴木きよみ君  明けましておめでとうございます。良いお正月を迎えました。年忘れ家族

会では抽選に当たりました。ありがとうございました。 
鈴木 泰博君  年忘れ家族会大変お世話になりました。衣浦グランドホテルの食事券をい

ただきました。奥津様ありがとうございました。 
山口日出子君  昨年の抽選会「銅賞」が当たりました。会長様ありがとうございました。 
 
＜親睦活動委員会＞ 
会員誕生日 
 １日 山中 寛紀君   ２日 杉浦 栄次君   ７日 鶴田 光久君 

１０日 加藤 良邦君  １７日 林  俊行君  １８日 鈴木 健三君 

２５日 長田 銑司君 

 

奥様誕生日 

 １日 岡本 明弘君の奥様 早百合様   ２日 山中 寛三君の奥様 美智子様 

 ４日 黒田 昌司君の奥様 みゑ子様  １１日 石川 鋼逸君の奥様  寛子様 

１５日 鶴田 光久君の奥様 美奈子様  ２２日 山田 純嗣君の奥様  茅子様 

２９日 貝田 隆彦君の奥様  直美様 

 

結婚記念日 

 ２日 奥田 雪雄君・万里子様 ３４年    ３日 石川 鋼逸君・寛子様  １５年 

１４日 西脇 博正君・京子様  ３５年   １８日 石井 和哉君・英子様  ２７年 

 

入会記念日 
１０日 山田 純嗣君、黒田 昌司君 

１１日 鈴木 健三君、粟津 康之君 

１２日 奥田 雪雄君、山中 寛紀君、森田 雅也君、新美 雅浩君、長田 和徳君 

１３日 加藤 良邦君 

１４日 藤関 孝典君、永坂 誠司君 

１５日 岡島 晋一君 

 

 

 

 



「新年例会」 
謡曲「鶴亀 月宮殿」  会員 植松敏樹君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

次回例会案内 
 

平成３１年１月３０日（水）１２：３０～ 
職場例会  会場：あおいパーク 


