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第１９６７回例会 

     ２０１８年３月１２日（月）第２８回       

●点  鐘 会長 稲吉 將秀君 

●斉 唱 「奉仕の理想」「ふるさと」 

●例会行事 故福田浩三パストガバナー追悼例会 

●ゲ ス ト 福田 達司様 

 ●司  会 市川 孝委員長 

 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ会長 稲吉 將秀君 

 

 
 

ようやく春を感じる今日この頃ですが、春と言えば桜、

桜と言えばお花見です。皆さんも 

色々と楽しみなイベントがおありかと思います。 

桜の名所は、全国各地にありますが、「日本五代桜」と

言われる桜の名所が全国にあります。日本五大桜という

のは、大正１１年１０月１２日に我が国で初めて国の天

然記念物に指定された５本の桜をいいます。共通の特徴

である名木、巨樹、老樹であることが、指定基準になっ

ています。北から順に「三春滝ザクラ（福島県田村郡三

春町）」「石戸蒲ザクラ（埼玉県北本市石戸宿）」「山高神

代ザクラ（山梨県北杜市）」狩宿の下馬ザクラ（静岡県富

士宮市狩宿）」根尾谷淡墨ザクラ（岐阜県本巣市根尾谷）

です。 

「三春滝ザクラは、樹齢１０００年といわれる日本最大

の枝垂れ桜です。４月下旬に枝垂れた枝に無数の淡紅色

の花があふれんばかりに咲く様は、あたかも壮麗な滝の

落ちる様で極めて美麗といわれています。「石戸蒲ザクラ

は蒲の冠者、源範頼が兄、頼朝から逃れてこの地に隠れ

住み、突いてきた杖が根付いたものといわれています。

樹齢８００年、ヤマザクラとエドヒガンの自然雑種、世

界でもただ一つの特殊な品種で白っぽい花を咲かせる様

です。「山高神代ザクラは、「神代」の名のとおり大和武

尊が東征の折に植えたという伝説があり、樹齢２０００

年、日本最古にして最大級の巨樹の桜です。甲斐駒ケ岳

を背景に、節くれだった太くたくましい幹に、咲き初め

は淡紅色、のちに白色の花を咲かせる様です。 

「狩宿の下馬ザクラは富士山南面裾野の上部にある白山

桜の一変形に属する代表的巨樹で源頼朝が富士山麓で巻

狩りをした時、狩宿の本陣で馬から下りた所なので「下

馬ザクラ」と呼ばれています。富士山を背景に、初め淡

紅色、後、白色の花を咲かせる様です。五大桜の中で唯

一昭和２７年３月２９日に国の天然記念物に指定されて

います。「根尾谷淡墨ザクラは、淡紅色で、盛りを過ぎる

と淡い墨色となる為、淡墨ザクラと呼ばれています。エ

ドヒガンの代表的な巨樹で、地元では１５００年､継体天

皇お手植えといわれる古木です。 

いずれも交通の不便な所にありますが、是非一度は見て

おきたいものです。冬の寒さが厳しいほど美しい花を咲

かせるといいます。今年はどうでしょうか？気の遠くな

るような長い年月その営みを繰り返し、今なお健気な美

しい花を咲かせる生命力、たくましさ、貫録に圧倒され、

己の抱える悩みがちっぽけなものに感じられるのではな

いでしょうか。私も是非一度は五大桜をみてみたいと思

います。 

本日は桜のお話をさせて頂き会長挨拶とさせて頂きます。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 



 

2／5 

        委 員 会 報 告           

●出席報告 （伊藤 康司委員） 

本日の例会 

会員数 52 出席率 81.25％ 

出 出席義務者 25 欠 

席 

者 

出席義務者 9 

席 出席免除者 14 出席免除者 4 

者 出席者計 39 欠席者計 13 

前々回例会（2月２６日） 

会員数 52 出席率 95.74％ 

出 出席義務者 32 欠

席

者 

出席義務者 2 

席 出席免除者 12 出席免除者 6 

者 出席者計 44 欠席者計 8 

●ニコニコボックス報告（國田武二郎副委員長） 

このたびは豊山町立小学校の児童に防犯ベルを寄贈し 

て頂き誠にありがとうございます。 

         豊山町長    服部 正樹 様 

福田ＰＧ、永い間ありがとうございました。安らかにお 

休み下さい。 

                 稲吉 將秀 君 

福田パストガバナー、ありがとうございました。 

                 松本 雅人 君 

福田先生を偲んで。先生ありがとうございました。 

                 柴田 弘  君 

福田先生を偲んで。 

                 鈴木 恵一 君 

ご逝去された福田ＰＧとの思い出の一端をお話し申し 

上げます。 

                 三治 明  君 

故福田先生に感謝して。 

                 高山 光雄 君 

福田先生を偲んで。 

                 伊勢村道雄 君 

福田パストガバナーの逝去を悼み、謹んでご冥福をお祈 

り申し上げます。 

                 金井 和治 君 

福田パストガバナーのご冥福を祈って。 

                 内海 辰巳 君 

福田パストガバナー大変お世話になりました。ありがと 

うございました。 

                 波多野 真 君 

福田先生ありがとうございました。合掌 

                 山北 秀和 君 

福田パストガバナーの功績に追悼の意を捧げます。 

                 原田 好展 君 

福田先生を偲んで！ 

                 稲熊 正徳 君 

福田先生長い間本当にありがとうございました。 

                 安川 正勝 君 

福田先生のご冥福を心よりお祈り申し上げます。感謝 

                 堀塲 竜司 君 

 

今日も元気で！   

 

阿萬 裕子 君 石川 良治 君 市川 孝 君

伊藤 康司 君 井上 政秋 君 太田 威彦 君

川口 直也 君 北園 守生 君 串田 正克 君

國田武二郎 君 栗田 和典 君 田邊 雅彦 君

友原 寛之 君 中島 俊朗 君 中林 正人 君

早川 正倫 君 真城 壮司 君 安江 寛二 君

山内 佳紀 君 

 

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力  ３５名  ６４，０００円  

本年度の協力累計        １，２４５，０００円  

 

 

御協力ありがとうございました。 

 

 

 
 

 
 

 

福田浩三パストガバナー  お別れのことば             

2018.03.12 

2017-2018年度会長 稲吉將秀 

 

福田浩三パストガバナーに心より哀悼の意を捧げます。 

本日は私から福田浩三パストガバナーのプロフィールの

ご紹介をさせて頂き、引き続いて生前の功績や人柄、思

い出の出来事等々を４名のロータリアンの方からお話を

させて頂きます。 

プロフィール 

1974.09.09  名古屋空港ロータリークラブ に入

会 

1976-77年度 国際奉仕委員長 

1977-78年度 ＳＡＡ委員長 

1978-79年度 クラブ会長 

1982-83年度 分区代理 

1984-85年度 地区大会委員長 
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1985-86年度 地区 ガバナー 

1986-今年度まで 地区諮問委員会委員 

 

まだまだ他にも多くの役職や活動をされロータリークラ

ブの発展と功績に寄与されました。 

生前は大変なロータリークラブの重鎮でありながら若い

会員にも分け隔てなく明るくにこやかに声をかけられ、

ご指導も頂きました。まさに名古屋空港ロータリークラ

ブの誇りであり宝でした。大変残念でございますが、本

日お別れを言わせて頂きます。本当に長い間ご苦労様で

した。そしてありがとうございました。心安らかにお眠

り下さい。 

 

 

 
献花 

 

 
 

 

 
柴田 弘パスト会長 

 

 

 

 
三治 明パスト会長 

 

ご逝去されました福田 PGのご霊前で、ご指名戴きました 

ので、先生との思い出での一端を、お話し申し上げます。  

今迄の私の口癖で先生と呼ばせて戴きます。 
      

     
 先程稲吉会長がお話しされました様に、ロータリーに置 

ける先生の立派なご活躍と功績は、地区内はもとより今更 

申し上げるまでもありませんが私共のクラブが全員一丸と 
 

なってここまで発展してこられたのは、偏に有形無形の先 
  

生のご指導の賜物と私は確信しております。 
  

私にとりましても当クラブに入会以降、ロータリー活動 
   

はもとより様々な事を尊敬する人生の大先輩として色々と 

教えて戴きました。 
   

先生のご逝去の報に接し、心から悲しみに耐えません。 
 

     
この長い間のご厚誼を戴いた中で、色々思い出はあります 

   
が、そんな中で、過去に私の配慮が足らなかった不手際で 

大変先生にお叱り戴いたお話をさせて戴きます 
 

 北の暮らし再発見とのテーマで第三回の全国空港フオー 

ラムが、１９９７年、７月初夏の旭川空港クラブで開催さ 

れました。 

 

 

この年度は私が会長を仰せつかり、今ご参加いただいた会 
     

員も多いわけですが、会員、ご家族含め３５名の皆さんで 
 

大挙して参加しました。 

    

旭川空港クラブは発足後まだ数年で２０数名の会員数にも 

係わらず、全国からの２００名超える参加者を町を挙げて  

の温かい大歓迎で、総合福祉会館で開催された本会議に引 

き続き、懇親会は大雪山の麓の初夏の花が咲き乱れる公園 

で、屋台なども設営され大盛況で翌日我々は札幌にもう一  

泊して名古屋へ帰りました。 
       

問題は本会議後に起こりました。 
    

先生が会長を呼んで来いと大変怒っておられるとの伝言で 

慌てて行きますと、会長！僕の座る席はどうなっているん 

だ？PGとしての座る席が設営してない、こんな会には出 
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たくないからすぐ名古屋へ帰るから段取りをしてくれ！ 
 

今から２０年前の先生は大変な剣幕でした。 
 

実は私も座席表を見た瞬間気が付いたのですが、他クラブ 

などとの対応に紛れその儘になっていて、参加者名簿にも   

PGとは記載した心算ですが、発足後間もない旭川クラブ 

は PGへの特別な配慮の認識も或いはご存じなかったので      

はとも思いますが、何れにしても確認を怠った私の手落ち 

には間違いありません。夕暮迫る旭川で、すぐ帰るからと 

段取りせよ言われてもと、困り果てて腹を決めて先生に申 

し上げました。 

 

 

先生のお怒りは良く分かりますが、当クラブが提唱した第 
 

３回の空港フオーラムでクラブの重鎮である先生が席を立 

たれるのは何としても困るので、私の顔を立てて此の侭居 
 

て下さい、その代わり今回は配慮が足らなかった私の責任 
 

ですので名古屋へ帰れば責任を取って私は会長を辞めます 

からと先生に懇願しました。  

そして旭川の会長、実行委員長に頼み込んで急遽プログ 

ラムを変更戴いて確か乾杯の音頭かをお願いしたと思いま 

す。 

 その夜、輝くばかりの満天の星空の下で、燦燦の宴と書 
       

かれた盛況の懇親会では怖くて先生の傍まで行けず、翌朝 

恐る恐る先生の傍へ行き昨夜は大変失礼しました。先生に  

居て戴き有難うございましたと話しますと、君が顔を立て 

  てくれというから仕方がない。とややご機嫌で若干話した 

後の分かれ際に君！会長を辞めるなよ！との一言がありま 

した。 

こんな事があった以降、福田先生とは以前にも増して親し 

 

くお世話になりました。 

 その後我がクラブでもフオーラムが開催されましたし、 

又夜の例会で宴席で先生の隣に座った折に、時時申しあげ 

ました。 

 先生！旭川ではよく叱られましたねと囁きますと、先生 

は決まってこう言われましたし、今日も天国から言われる 

と思います。 

 ニッコリ笑って、そんな事あったかねえ！ 

 福田先生、安らかにお休み下さい。 

 

 

 

    
鈴木 恵一パスト会長 

     

 

    
高山 光雄パスト会長 

 

    

ご遺族 福田 達司様 
     

  
     

         

 
 

名古屋空港Rotary 第9回理事役員会 議事録 

 （3月5日） 

 

【議題】 

稲吉会長より  

先日3月4日 皆様からご協力頂いた1人一本の植樹の 

植樹式に、私と松本幹事、柴田委員長、山内委員の4人

で小牧ワイナリーに行って参りました。約 200 本を

2000平米の敷地に植樹されつつあります。現在はもう

100本が植樹され、現在すでに100本が植樹されつつ

あります。入り口の看板に「名古屋空港ロータリー」の

名前が記載されている事も確認してます。 

詳細はウイークリーに載せさせていただきます。 

 

［報告事項］ 

① 3月 4月の例会行事について（栗田副会長） 

 栗田副会長が欠席の為松本幹事より別紙資料 1 のとお

り報告がありました。 
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［審議事項］ 

①2018〜19 年度理事役員・委員会構成案について、

山北会長エレクトから別紙資料2の通り説明があり、承

認されました。…（山北会長エレクト） 

 

② 稲吉会長より 

   今月 7 日に防犯ベルの贈呈が豊山町役場で行われ、

私と松本幹事が出席します。 

    

   3月12日故福田パストガバナーの追悼例会です。 

   4月2日の第1例会ですが、急遽ガバナー補佐が来

訪される事になりました。例会後会長 幹事 エレクト 

副幹事の5人で懇談会を催す予定です。 

   4月23日愛知航空ミュージアムの見学会、5月には

親睦委員会の計画している春の家族会もあります。6

月には IDM、ここにきて最後の追い込みではあります

が各委員会の方お手数ですが宜しくお願いします。 

 

［審議・討議事項］ 

① 3月12日の故福田パストガバナーの追悼例会につ

いて…松本幹事より別紙の予定で行うとの説明があ

りました。 

    献花の順番と食事 テーブルの配置等、スムーズに会

を行う為に献花のやり方 食事の時間等協議され詳細

決定しました。 

    服装は会長、幹事 エレクト 副幹事は黒スーツに黒

ネクタイ、その他のメンバーは 黒ネクタイ着用でお願

いします。 

      

②春の家族会について…（金井委員長） 

   当初のクラブ計画書では 5 月 28 日（月）内容につ

いては親睦委員会の方で検討しており岐阜県関市の名も

なき家と各務原市の航空宇宙博の見学を予定してます。 

   昼食はバーベキューハウス（雨でもできる）にて行う

予定ですができればお子様お孫様にも参加していただき

たいため5月26日（土）に変更希望を可決されました。 

               

 

［確認・要望・依頼事項］ 

①松本幹事より 米山の歓送迎会 3 月 17 日キャッスル

プラザにて行われます。 

   担当は米山奨学委員会。 

   小牧ロータリークラブ創立50周年記念式典4月1 

日名鉄小牧ホテルで行われます。 

   担当は会長幹事です。 

   国際ロータリー2760地区、2018〜2019年度地 

区研修協議会の開催が名古屋キャッスルにて行われま 

す。 

   担当は会長エレクト、副幹事。出席義務者は次期クラ 

ブの担当者、3年未満の新会員です。 

 

② 柴田国際委員長より   

   国際大会出席について、ほぼ全員から出欠がとれまし 

たが出席者がいないため 

   当クラブからは国際大会欠席になります。 

 

③公共イメージ向上委員会に故福田パストガバナーの追

悼例会の記事をロータリーの友に投稿するよう依頼があ

りました。 

      

［その他］ 

     特に無し 

       

［次回開催日時 場所の決定］ 

日時：30年4月2日（月）11；30〜 

場所：キャッスルプラザ「福の間」にて 

 

 

 

 

 

 
日時 ２０１８年３月７日（水） 

場所  豊山町役場 

参加者 会長・幹事・柴田 弘社会奉仕委員長 

    山内 佳紀職業奉仕委員長 

 

 

 
服部豊山町町長へ目録贈呈 

 


