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第１９４３回例会 

     ２０１７年７月３１日（月）第４回       

●点  鐘 会長 稲吉 將秀君 

●斉 唱 「それでこそロータリー」「浜辺の歌」 

●例会行事 創立記念夜間例会 

      創立記念卓話 竹尾 悟 君 

 ●司  会 市川 孝ＳＡＡ委員長 

 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ会長 稲吉 將秀君 

 

本日はクラブ創立記念例会です。皆さんすでにご承知の

とおり当クラブは１９７４年７月２９日に春日井ＲＣを

スポンサークラブとしてチャーターメンバー３７名で創

立されました。初代会長は川口卓男様でございます。私

が第４４代会長でございますので、今まで４３名の会長

のもとローターリーの精神は脈々と受け継がれ、今や立

派なクラブと成りました。そのご苦労は並々ならぬもの

があったと推察いたします。あわせてその実績は尊敬に

値するものであると誰もが認めるところでございます。 

 

この伝統のもと今年度もまだ始まって一ヶ月でございま

すが、 

①  １５日に四つの海外姉妹クラブの一つであるフ

ィリピンのマカティウェストＲＣの創立４８周年

記念式典に当クラブから１０名のロータリアンが

参加して懇親を深めてまいりました。 

② そして１７日の海の日には中部大学春日丘高等学

校がホスト校としてＲＩ２７６０地区第２８回ＩＡ

Ｃ年次大会が春日井市民会館で１７のＩＡＣの会員

を始めとして約５００名の参加のもと盛大に開催さ

れました。提唱クラブとして大変光栄な事でござい

ます。 

③ 又、１０月８日には当クラブが起案し設立した全

国空港フォーラムが松本空港ロータリークラブで開

催されます。これら全て歴代の会長初め会員の皆さ

んが作り上げてきた成果でございます。 

 

現在在籍している我々名古屋空港ＲＣの会員はこれ等を

よく認知し肝に銘じ益々精進し、よりよいクラブを作り

上げていかなければなりません。 

本日の例会は先輩方に感謝し新たな歴史を作り上げてい

く決意の場としたいと思います。 

本日は夜間例会でございますので、お酒も用意してあり

ます。大いに語り、大いに飲んで有意義で楽しい例会に

なることを期待して本日の会長挨拶とさせて頂きます。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

        委 員 会 報 告           

●出席報告 （太田 威彦副委員長） 

本日の例会 

会員数 5３ 出席率 78.72％ 

出 出席義務者 24 欠 

席 

者 

出席義務者 10 

席 出席免除者 13 出席免除者 6 

者 出席者計 37 欠席者計 16 

前々回例会（7月10日） 

会員数 53 出席率 100％ 

出 出席義務者 34 欠

席

者 

出席義務者 0 

席 出席免除者 13 出席免除者 6 

者 出席者計 47 欠席者計 6 
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●ニコニコボックス報告（伊藤 康司委員） 

本日の創立記念式典にようこそ。 

                 稲吉 將秀 君 

竹尾パスト会長、創立記念卓話宜しくお願いします。 

                 松本 雅人 君 

暑中見舞い。 

                 山田 幹雄 君 

・朝明けに眠り奪うや蝉しぐれ 

・湯けむりの香る屋台や心太 

                 太田 哲郎 君 

創立記念卓話宜しくお願いします。 

                 竹尾 悟  君 

第１回ゴルフ部優勝させていただきました。来月の開催 

よろしくお願します。 

                 伊東 由之 君 

 

今日も元気で！   

 

阿萬 裕子 君 石川 良治 君 石原 慎一 君 

伊勢村道雄 君 市川 孝 君 伊藤 康司 君 

井上 政秋 君 入谷 宏典 君 内海 辰巳 君 

太田 威彦 君 加藤 泰弘 君 金井 和治 君 

川口 直也 君 北園 守生 君 串田 正克 君 

栗田 和典 君 近藤 和彦 君 三治 明  君 

柴田 和宏 君   田中 秀典 君 田邊 雅彦 君 

友原 寛之 君 波多野 真 君 波多野勝美 君 

早川 正倫 君 堀塲 竜司 君 安江 寛二 君 

安川 正勝 君 山北 秀和 君 

 

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力  ３５名  ４４，０００円  

本年度の協力累計          １６３，０００円  

 

 

 

 
 

 

 
竹尾 悟パスト会長 

 

 

創立記念卓話をさせて頂きます第38代会長の竹尾です。 

当時は、武田前会長を幹事に頂き楽しいクラブ運営が出

来ました。 

思い出は尾張分区11クラブを訪問して自信がついたこ

とです。海外姉妹クラブ３クラブとハワイの調印にむけ

て全てのクラブを訪問しハワイは翌年の串田年度に調印

に至りました。国際大会はタイのバンコクで開催され会

員11名+ご婦人7名の１８名参加しました。 

途中カンボジアのアンコールワット世界遺産にも立ち寄

りました。私は当時の武田幹事の手のひらで踊らされて

いたようです。増強では８名の会員増となりました。 

現在の中堅です。 

 

簡単にロータリーの概略にふれます。 

ロータリークラブの産声は1905年アメリカのシカゴ

に弁護士であったポールハリスの提唱のもと誕生しまし

た。一業一人の会員を集めて発足したのがロータリーク

ラブの前進です。ロータリーと名乗った理由は、クラブ

はなるべく気軽なものにするため会館は持たず、例会は、

会員の事業所、あちこちのホテルと会場を変えるところ

からロータリーと名付けたとあります。 

 

転機はアーサー・シェルドンが入会して仲間の利益ばか

り考えている会は永続しないので、広く社会に貢献する

団体になる事が必要と唱えました。 

 

最もよく奉仕する者、最も多く報いられる 

He Profits Most Who Serve Best の標語を掲げる。 

同じくしてフランク・コリンズが 

超我の奉仕 

Service Above Selfを唱える。 

この二つが合体して 

ロータリーは奉仕団体の性格を明らかになりました。 

親睦から自然発生的に奉仕の理想を生み出す集団ができ

あがりました。 

例会の一時間は人間性を取り戻す時間、素直になる時間

ともいわれています。 

野獣動物は本来本能に従い生きています。本能の欲のま

まです。人間は本能と理性をかねそなえています。 

万物の霊長たる所以は、各業を分担して共同社会をつく

っていく公共性があるからです 

 

食事を取る前に 

天地（あめつち）の恵みと、多くの人々の働きに感謝し

て命の基を慎んで頂きます、と手をあわせます。 

ロータリアンの定義とて 

１・奉仕の機会として知り合いを広め 

2.・自己の職業の道徳的水準を高め 

３・個人の生活全般に奉仕の理想を適用し 

４・国際的な理解と親善と平和を推進することを目的と

した団体である 
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とあります。 

現在201カ国と地域に34,558クラブ、会員総数は

1,220,115人です 

活動分野としては、 

平和の推進 

疾病との闘い （終結間近なポリオ） 

水と衛生 

教育支援 

母子の健康 

地域経済の発展 

この感謝の気持ちが奉仕へとつながります。 

職業奉仕の成果によって 

車輪のマークから相互扶助のギアのマークにかわりまし

た。 

マークの中心には鍵穴ではなく楔穴が図形されました。 

心棒が滑らない為の穴であり、ギアの回転がシャフトに

よって伝道されることを意味しているそうです。 

ロータリーは今単なる親睦団体ではなく、商売繁盛の相

互扶助機関でもなく、奉仕の理想を 中心として集まる同

士の集団です。 

 

私は1997年10月に入会しましたが 

いいかげんな会員で在籍は20年を迎えていますが 

メーキャップしていない付けがまわり今年の10月で出

席年数16年目をむかえます。 

忙しいにかまけ落第留年をいただいています。 

入会の誘いは、入会４ヶ月前の村瀬ＰＰの誘いでした。 

ゴルフサークルがある良いクラブがあるから入会しない

と言うことで入会しました。 

入会時に当時の会長三治ＰＰと幹事の太田ＰＰからきび

しい規律をいわれましたが月曜例会は無理なためトライ

アル入会ですぐに辞めようと思っていました。 

 

継続の理由はゴルフ部会は見逃せません。 

海外持ち出しゴルフは、当時村瀬ゴルフ部長が、済州島

でゴルフをしようと呼びかけたのがはじまりで、その後

中国の上海 大連 ベトナム タイ 台湾と東南アジアを中

心に遠征ゴルフ部会も楽しみの一つです。 

海外姉妹クラブは５年に一度の記念式典訪問です。 

香港クーロンウエスト 1978年８月～ 

 マニラのマカティウエスト 1981年2月～ 

 タイのチャンパークチェンマイ 1990年11月～  

最近のホノルルウエストです。 2012年2月～ 

ハワイでは現地の海兵隊基地にあるゴルフ場でゴルフを

させて頂きました。オバマ前大統領もプレーするとのこ

とです。 

 

それに国際大会の参加は南米アルゼンチンのブエノス

アイレス大会に訪問する際、ロスアンゼルスの乗り換え

時に登場する予定の航空機がボーディングブリッジに 

接触し飛行不可能になったことがありました。一泊ロス

アンゼルスに滞在することになり大会当日に延着したこ

とがありました。翌日シカゴ経由でブエノスアイレスへ

到着したのですがロータリーの友情で仕方が無いねとい

っていただいたときは本当に嬉しかったことを思い出し

ます。逆にロス市内観光ができました。 

イグアスの滝の雄大さ、リオ、サンパウロ、（ブラジル）

もオリンピックをみながら訪問したことを思い出してテ

レビをみていました。  

アメリカ テキサス（サンアントニオ・アラモの砦） ニ

ューヨークとシカゴ大会 ユタのソルトレイク大会では、

ミネアポリス～サウスダコタの国立公園巡り（マウント

ラシュモア、クレージーホース、デビルズタワー）とワ

イオミング州を経由イエローマウンテンとグランドキャ

ニオンの北部横断して会場入りしました。  

モントリオール大会ではバンクーバーから入ってバン

フを経由しモントリオール、ニューヨークからポルトガ

ルのリスボン スペインのバルセロナ マドリードと北半

球一周したのが思い出です。 

ロスアンゼルス大会のヨセミテも醍醐味の一つでした。 

北欧ではスウェーデンのマルメ大会では移動がフィン

ランドのヘルシンキ 岩をくり貫いた教会で松本ＲＣ会

員との出会い、ロシア（サンクトペテルブルグ）、デン

マークの人魚像、北欧3国 ノルウエー（ベルゲン）氷

河をみて鉄道でオスロ フィンランドと回った旅行は記

憶に残っています 

オーストラリアのシドニー大会も思い出の一つです。 

スリーシスターズのブルーマウンテンの広大さも感動で

した。 

韓国のソウル大会はではソウル～釜山へ波多野会長と縦

断の旅をしました。 

長距離大会の参加率は三治ＰＰ夫妻が最多参加でした。 

２０年も在籍しますといろいろな思い出が増えるもので

す。 

 

今後の国際ロータリー大会予定です。  

2018 トロント カナダ ６・２３～２７日 

2019 ハンブルグ ドイツ 6/1～5 

2020 ホノルル  6/6から10日 

2021 台北 6/12～16 

2022 ヒューストン テキサス 6/4～8 

数は力です。 

クラブ会員のご多幸と増強をお祈りし卓話とさせていた

だきました。 
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乾杯 山田 幹雄パスト会長 

 

 

 
 

 

 

 
中締め 伊勢村道雄君 

 

 

 
ロータリーソング「手に手つないで」 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

    

 
 

 
 

 
 
 

 
 


