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●本日のお弁当 
 
 大正館 

 

●本日のお客様 
 
 久松 誠様、松本つな江様、角谷百合子様、杉浦由利子様、杉浦初野様 

 

 
新 入 会 員 入 会 式  

 

新入会員 石川昌樹君 

 

 

 

 
 
   
 

会 長 挨 拶  
 

改めまして、皆さん、あけましておめでとうございます。 

旧年中は色々とお世話になりました。まだコロナも感染拡大

中ではありますが、皆さんの元気なお顔を拝見できて嬉しく思

います。 

 年末年始は訳あって、ずっと自宅に篭っておりました。テレビ

三昧でございましたけれども、紅白歌合戦はもはや私が理解できる世界ではありませんでし

た。年末恒例の赤穂浪士のドラマもやっておらず、某チャンネルはずっと中年独身のおじさ

んがひたすら B 級グルメを食べる「孤独のグルメ」を放映しておりまして、新聞を見ると、

この番組の視聴率が大変良かったそうで、チャンネルを色々と変えて見ていると、それがわ

かるような気がしました。年明けもじっとしていたもんですから、社会人駅伝と箱根駅伝三

昧で、初めて全部見ることができました。 

長田和徳会長 

石川昌樹君 



 今年の干支は卯年ですが、本来の干支で言うと癸卯（みずのと・う）になります。卯年であ

ること以外にも込められた意味がありまして、「これまでの努力が花開き、実り始めること」

といった縁起の良さを表しているそうです。 

 12 年前には何があったかなぁとお馴染みのところで考えますと、東日本大震災がありまし

た。また、9 月にもお話ししたと思うんですけれども、今年は関東大震災から 100 年を迎え

たということで、今年はそういうことがないように祈ります。災害は忘れた頃にやってくる

ということがありますので、備えだけはしっかりとお願いしたいと思います。 

 コロナが蔓延してから 4 年目を迎える訳ですが、価値観が変わったというのか、ものの考

え方がちょっと変わってきたような気がします。私は戦争を体験しておりませんが、第二次

世界大戦が始まる前と終わった後で、日本人のものの価値観とか色んなものが変わったと思

います。1990 年代にソ連の壁が崩壊して、共産主義国がほぼ全滅になりまして、21 世紀にな

って、社会主義国が消滅し、世界に国境を越えたグローバル社会が訪れると思ったんですが、

今はローカル化がどんどん進み、自国さえ良ければという利己主義が蔓延してきております。 

 我々ロータリアンも初心に帰りまして、4 つのテストを読み返して、奉仕の精神で頑張って

いこうじゃないかというふうに思っております。 

 新年早々に色々と難しいことを話しましたが、新入会員の方を迎えることもできましたし、

今日はこの後、杉浦秀延さんをはじめとした皆さんの雅楽での例会となります。 

 今日もよろしくお願い致します。 

 
 

  幹 事 報 告  
 

 新年おめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致

します。幹事報告を申し上げます。 

・ ロータリーレート変更のお知らせです。現行 1 ドル 138 円

から 132 円になりました。 

・ ガバナー月信 1 月号掲載のお知らせが届いております。 

・ ロータリーの友電子版、パスワードのお知らせです。詳細は幹事報告書をご確認ください。 

・ ガバナー事務所より「第 10 回ワールドフード＋ふれ愛フェスタ」チケット予約のお願い

が届いております。 

・ ガバナー事務所より「RI2760 地区 ロータリー女性の集い PARTⅡ ～出会い（EDI）を

広げ、深めよう～ のご案内」が届いております。 

・ 名古屋和合 RC より「創立 50 周年記念誌」が届いております。 

・ 本日の例会終了後に理事会がございますので、よろしくお願い致します。 

 
                     

清澤聡之幹事 



 

  委 員 会 報 告  
 

＜出席奨励ニコボックス委員会＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコボックス＞ 

長田 和徳君  新年おめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。 

平松 則行君  １２月２４日クリスマス家族会に多くの方の御出席、ありがとうございま 

清澤 聡之君  した。 

加藤 良邦君  新年お目出とう御座居ます。皆様のお陰で令和五年新年祭、天候にも恵ま

れ無事終える事が出来ました。深く感謝致します。 

        商工会議所新年総会にて、思わぬ賞品を頂きました。これで今年の運もつ

かってしまいました。 

長田 豊治君  あけまして おめでとう ございます。年末には美味しいお肉を頂き、有

難うございました。 

倉内  裕君  家族会、ありがとうございました。 

山中 寛紀君  明けましておめでとうございます。１２月２４日 X マスイヴに行われた家

族例会にて最後に素晴らしい高級なお肉が当たりました。私の名札を引い

て頂いた長田会長さまには、心より感謝申し上げますと共に、当日お骨折

り頂いた親睦の委員の皆様には御礼申し上げます。正月早々集まった娘た

ちとこのステーキ分けて頂戴致しました。毎年の如く１月早々にはバース

ディのお花も頂きまして、心より御礼申し上げます。 

鈴木 健三君  医院名が変わりました。今までは、漢字で「衣浦歯科医院」でしたが、今後

は、ひらがなで、「きぬうら歯科こども歯科」になります。よろしくお願い

いたします。 

黒田 泰弘君  年末の家族会では、楽しませて頂き、ありがとうございました。オマケに

福引も当たりました。ブラボー！！ 

服部 弘史君  新入会員 石川昌樹さんをご紹介させていただきます。 

鈴木 泰博君  昨年はお世話になりました。今年もよろしくお願いします。 

岡島 晋一君  先日の８日日曜日に３年ぶりに碧南市消防出初式を無事行う事が出来まし

た。長田会長、谷川所長、鈴木泰博様や歴代団長の皆様には御出席頂き、誠

に有難うございました。今年も無火災無災害に向けて頑張ってまいります。 

石川 昌樹君  本日から入会させていただきます。宜しくお願いいたします。 

 

 総会員数 60 名 (内出席免除者 14 名の内出席者 10 名) 出席者 51 名 

 出席対象者 51／56 名 

  出 席 率    91.07％ 

 欠席者 9 名（病欠者 1 名） 



＜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 

１０日 加藤 良邦君（傘寿） 

１７日 林  俊行君（還暦） 

１８日 鈴木 健三君 

 

奥様誕生日 

 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 

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 ３８年    ３日 石川 鋼逸君・寛子様  １９年 

 

入会記念日 

８日 鈴木 洋君 

１０日 黒田 昌司君 

１１日 鈴木 健三君、粟津 康之君、石川昌樹君 

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」 
 

雅楽「平調 音取、平調 越殿楽」 

久松 誠様、松本つな江様、角谷百合子様、 

 杉浦由利子様、杉浦初野様、会員 杉浦秀延君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会案内 
 

令和５年１月２５日（水） 

卓話「海浜水族館と共に歩んだ４０年をふりかえる」 

碧南海浜水族館 館長 森 徹氏 


