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第１９８６回例会 

     ２０１８年９月３日（月）第７回       

●点  鐘 会長 山北 秀和君 

●斉 唱 「君が代」「四つのテスト」 

●例会行事 卓話 伊東 由之君 

      「ﾏｶﾃｨｳｴｽﾄRC 就任式訪問について」 

      故太田威彦君追悼例会 

 ●司  会 石原 慎一委員 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ会長 山北 秀和君 

 
今月は、「ロータリーの友」月間なのでロータリーの友に

ついて少しお話をさせていただきます。 

「ロータリーの友」創刊は、1953年1月です。その半

年前の1952年7月、それまでは1地区だった日本の

ロータリーが、東西2地区に分割されました。地区が分

れても、それまで一緒に活動してきた仲間同士、これか

らもコミュニケーションをとっていきましょうと言う当

時のロータリーアンの思いが「友」の誕生につながりま

した。以後毎月発行され、今年1月で創刊65年になり

ました。 

「ロータリーの友」の名付け親は、共通の雑誌を創刊す

るための準備委員会で、投票によって、岐阜ロータリー

クラブ会員の遠藤健三氏の案「ロータリーの友」に決定

いたしました。遠藤氏によると、『主婦の友』からヒント

を得たと述べています。 

『友』は、創刊当時、すべて横書きで編集されていま

した。これも創刊するに当たって全ロータリアンにアン

ケートをとった結果、決められたことです。しかし「俳

壇・歌壇」など横組みでは入れられないページが登場し、

その後、「卓話の泉」など縦書きで入れるページが増え、

それらを巻末に掲載するようになりました。そこで反対

側にも表紙をつけ、現在の形になりました。 

横書きと縦書きの記事の違いがあります。最初のうちは

きちんと仕分けがされていませんでしたが、近年では、

横書きには国際ロータリー（ＲＩ）からの情報、ロータ

リー特別月間に関する特集、地域雑誌として掲載しなけ

ればならない情報（ＲＩ指定記事）などを掲載していま

す。縦書きは、創立当時のロータリアンの思いを継承す

るもの、つまり日本国内の仲間同士の交流の場です。こ

のため投稿を中心に構成されています。 

 

『友』には表紙が２つあります。どちらが本当の表紙と

いうことはありません。ＲＩの地域雑誌という意味では

横書き、日本のロータリアンのコミュニケーションの場

としての『友』なら縦書きからお読みいただくのがお勧

めとのことです。 

『友』の近年の平均発行部数は、１ヶ月約９万６００

０部です。ちなみに、最も発行部数が多かったのは、会

員数も多く、景気も良かった１９９７年の１４万２００

０部です。 

ＲＩ指定記事って何かと言いますと『Ｔｈｅ Ｒｏｔａ

ｒｉａｎ』から地域雑誌に掲載するよう指定された記事

です。ＲＩ会長メッセージや財団管理委員長メッセージ

などが代表的で、これらの記事こそが、購読義務になっ

ているゆえんです。世界中のロータリアンが共有すべき

ことが指定記事になっていますので、ぜひ目を通してく

ださい。 

毎月配布している定価 200 円の「ロータリーの友」ぜ

ひ 読んだり投稿したりしてください。そこには新しい

発見があるかもしれません。 
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        委 員 会 報 告           

●出席報告 （照井 通夫副委員長） 

本日の例会 

会員数 50 出席率 87.23％ 

出 出席義務者 27 欠 

席 

者 

出席義務者 6 

席 出席免除者 14 出席免除者 3 

者 出席者計 41 欠席者計 9 

前々回例会（８月２0日） 

会員数 50 出席率 100％ 

出 出席義務者 33 欠

席

者 

出席義務者 0 

席 出席免除者 11 出席免除者 6 

者 出席者計 44 欠席者計 6 

●ニコニコボックス報告（栗田 和典副委員長） 

太田会員の追悼例会です。よろしくお願いします。 

伊東君の卓話、期待しています。 

                 山北 秀和 君 

・故太田会員を偲んで。 

・伊東君卓話よろしくお願いします。 

                 安川 正勝 君 

太田さんのご冥福を願って。 

                 内海 辰巳 君 

カウンセラーの感謝状を頂きました。 

                 串田 正克 君 

本日は太田威彦君の追悼例会です。 

太田君のご冥福をお祈りします。 

                 稲熊 正徳 君 

伊東君卓話楽しみです。頑張って下さい。 

                 稲吉 將秀 君 

結婚記念日を祝って頂きて。伊東ちゃん頑張って下さい 

ね。 

                 北園 守生 君 

伊東さんマカティウエストRC引率訪問お疲れ様でし 

た。報告楽しみにしてます！ 

                 柴田 和宏 君 

伊東君、マカティの報告しっかりとお願いします。 

                 安江 寛二 君 

誕生日を祝って頂いてありがとうございます。 

                 山内 佳紀 君 

誕生日を祝って頂きましてありがとうございます。 

伊東さんの卓話も楽しみにしています。 

                 早川 正倫 君 

いつも通りつたない卓話ですがよろしくお願い致しま 

す。 

                 伊東 由之 君 

アテンダンスを祝って頂きましてありがとうございま 

す。 

                 真城 壮司 君 

                  

 

 

今日も元気で！   

石川 良治 君 石原 慎一 君 市川 孝 君

伊藤 康司 君 太田 哲郎 君 加藤 吉克 君

金井 和治 君 國田武二郎 君 栗田 和典 君

近藤 和彦 君 三治 明 君 杉本 敦永 君

高山 光雄 君 竹尾 悟 君 武田 英昭 君

田中 秀典 君 田邊 雅彦 君 照井 通夫 君

中島 俊朗 君 中林 正人 君 波多野 真 君

原田 好展 君 堀塲 竜司 君  

 

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力  ３６名  ５２，０００円  

本年度の協力累計          ３８８，０００円  

 

 

 

 
高天翔米山奨学生に終了証、串田正克カウンセラーに 

感謝状がまいりました。 

 

 

 
 

 
中林 正人 パスト会長 

 

故太田威彦君を偲んで  

 太田威彦君は、昭和３２年４月２９日生まれの満６１

歳になったばかりの若さで逝ってしまいました。２０１

２年３月に稲熊エレクトのスポンサードで入会しました。

その年は内海 PP 会長年度で５月５日からのタイ・バン
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コクで開催された国際大会に参加され、その時から良く

話をするようになりました。帰ってからしばらくして、

お父さんが大腸がんで亡くなられ、7月頃に本人も下血

し検査の結果、大腸がんであることがわかりました。す

ぐに手術の段取りをされ、それから毎日のように電話が

あり、都合がつけば春日井から私の錦の事務所に来て、

色々話をし自分なりに励ましました。手術は成功しまし

たが、残念ながら半年位で肝臓に転移がわかり肝臓がん

の先輩の女房と連絡取り合うようになりました。今年の

４月にも、酵素風呂の事でアドバイスを頂きました。 

肝臓がんの治療は、週に1回新幹線で静岡県の三島市

近くの静岡県立静岡がんセンターへ陽子線の治療に行き、

それ以外は右肩鎖骨近くに金属シャントを入れ1回３０

万円位の注射を続けた結果約１年位で本人からは完治と

聞いていました。ただ肝臓がんの患者が酒を飲んでいい

と医者の許可をもらっていると言ってました。     

翌年２０１３年３月のゴルフ部台湾遠征でも全くセーブ

することなく飲んでました。それ以降のゴルフ部海外遠

征５回は全て参加し、今年２月の沖縄遠征でも夕食後に

稲熊・山北君と４名で那覇の「おでん東大」で泡盛をロ

ックで飲んだことを思いだします。本年度は副会長に就

任することになっていました。元気な姿をみたのは４月

１日の藤岡カントリークラブの月例競技が最後でした、

５月の月例は体調が悪いと欠席、その後ゴルフ部新部長

の安江君が電話をかけても出られませんとのこと、「稲熊

ちゃんに聞いてみたら、外国でも行ってるかも」と言い

つつ、例会も２回連続で欠席してるし、２１日の３RC

合同理事会も欠席、この頃連絡がないなと虫の知らせか

５月３０日の水曜日に携帯に電話をしました、７回位の

コールのあと、元気のない声で「中林さん、だめだわっ

て。」「ゴールデンウィーク後から体調が悪く、２０日の

日曜日に下血し救急車で春日井市民病院へ救急搬送、胃

の内部が裂けておりホッチキスのようなもので１７針縫

合し昨日からやっと三部粥になったところです。」と、翌

３１日の夕刻春日井市民病院へ行きました。ベットから

起き上がろうとし奥さんの介助でベットに座った時に、

パジャマの裾から見えた足首が象の足のようにはれ上が

っている姿を見て、昨年失った長男の最後の姿とオーバ

ーラップし、かなり肝臓が痛んでいると思いました。入

院しているから酒も飲めないし徐々に回復するだろうと

３０～４０分位話をし「がんばれよ」と握手をして帰っ

てきました。 

２０１５～１６・２０１６～１７年度２年間にわたりゴ

ルフ部長を小生のあとに引き受けてくれ、夏の木曽駒遠

征・バンコク遠征・東建多度カントリークラブでの忘年

ゴルフ・ホーチミン遠征と楽しい遠征を計画してくれま

した。海外遠征では必ずセントレアで焼酎２本買ってホ

テルの小生の部屋へ押しかけて来て良く飲んだよな。 

タケちゃんがいなくなって、６月のゴルフ部会の打ち上

げで皆に話し、今日の例会で２回目の話しをしています。

最近、年とともに涙もろくなっていけません、６年と３

か月の付き合いだったけど、１０年も２０年も付き合っ

た気がします。 

太田威彦 会員番号８４４５０８９ 

ポールハリスフェロー、べネファクター 

車が好きで、酒が好き、ゴルフも好きな、怖がり屋のタ

ケちゃん安らかに。 

平成３０年９月３日 

名古屋空港ロータリークラブ  

第３２代会長 中 林 正 人 

 

 
 

 

 

 
伊東 由之君 

「ﾏｶﾃｨｳｴｽﾄRC就任式訪問について」 
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第３回理事役員会議事録 

 

日時 平成３０年９月３日（月）11：30～12：15 

場所 キャッスルプラザ 3 階 福の間（欠席：阿萬副

幹事・井上政秋社会奉仕委員長） 

安川幹事の進行により、理事役員会が開会された。 

会長挨拶：暑い日が続き大変ですが宜しくお願い致し

ます。 

 

[議  題] 

 

[報告事項] 

① 9・10月例会行事について：武田副会長より 

（資料1）の通り報告した。 

② 第23回全国空港ﾌｫｰﾗﾑについて：原田委員長より 

(資料No.2)の通り報告した。 

 

[協議・討議事項] 

①  西日本豪雨義援金について：山北会長より 

(資料No.3)の通り説明した。 

 他の６クラブに義援金について連絡し松本空港ＲＣか 

らすぐの8/7に返事があった。松本空港ＲＣは直接義 

援金を送ったが空港ﾌｫｰﾗﾑでの義援金に賛同するとの 

事だったが、東京羽田ＲＣから2750地区からの要請 

を優先したため不参加と連絡があったことと他からは 

連絡がなかったため今回は各クラブでの対応として頂 

く事で連絡した。その後に豊中南ＲＣより8/22に賛 

同の返信が届いたが既に連絡済みであったためその旨 

を伝えた。 

今後はどのようにするか次回の全国空港ﾌｫｰﾗﾑで協議 

出来ればと思っている。当クラブは会員からの寄付 

４８，０００円に２，０００円を加算して５０，００ 

０円を被害の大きかった広島空港ＲＣへお渡しする。 

②  ロータリー希望の風奨学金支援について：安川幹事よ 

り(資料No.4)の通り説明した。 

  今年も継続するため１，０００円の寄付を各会員から 

募る。 

③  その他：安川幹事より「ロータリーデー」の設定につ 

いて説明した。 

  １１月２３日に制服を寄贈するバトン部を含めて演奏 

会を行う予定で地域の役員や学校関係者、生徒、生徒 

の父母が集まるためこの日をロータリーデーとして設 

定したい。その場でポリオについても広報し少しでも 

寄付を募りたい。実施については豊山町に相談してい 

る。外部広報機関に取材を依頼するなどロータリーの 

活動を広める日とし、当クラブの活動もロータリーの 

友でアピールする。 

[確認・要望・依頼事項] 

① 米山奨学生学友会愛知総会（9/6）について：安川幹 

事より報告。出席対象者は米山奨学副委員長とカウン 

セラーです。 

② 地区審議会及び指導者育成セミナー（9/8）：安川幹 

事より報告。出席対象者は会長（幹事代理出席）と会 

員増強委員長です。 

③ 会長エレクト研修パートⅠ（9/9）：安川幹事より報 

告。出席対象者は会長エレクトです。 

④ ロータリー財団補助金セミナー（9/10）：安川幹事 

より報告。出席対象者は副幹事と事務局です。 

 

[その他] 

①  インターアクトクラブの件について田中青少年奉仕 

委員長から報告があった。 

インターアクトクラブの松本顧問とのコミュニケー 

ション不足を解消するため３クラブでミーティング 

を行った。その際に愛知ﾛｰﾀﾘｰ ECとの関係について 

確認。松本顧問は地元のRC の方だと思い断れなか 

ったとのこと。上田西高校との交流会を行ったが愛知 

ﾛｰﾀﾘｰ EC 会長の小山氏との事業は初めてで積極的に 

行ったことではない。今後は３クラブ以外から接触が 

あった場合は報告するよう依頼した。 

今後の相談窓口についてはRC年度の担当クラブの 

窓口を連絡する。 

小山氏にはＨＰへ掲載された記事も削除は依頼済み。 

小山氏の問題行動についてはガバナー補佐に報告し 

ガバナーへも報告することで対処したい。 

②  ４５周年記念式典、２０００回例会について： 

中林ＳＡＡ委員長より確認があった。 

４５周年記念式典まで１年となったので実行委員会 

を立ち上げる時期ではないか。 

山北会長：稲熊会長エレクトとＰＰ会長から人選 

しＰＰ会に諮る。 

２０００回例会を迎えるにいつもと異なる例会と 

してはどうか。１月２１日が２０００回例会に当 

たるため１月７日の夜間例会を通常例会とし１月 

２１日を夜間例会とすることとしたいと思う。 

 

 

[次回開催日時・場所の決定] 

日時 : 平成30年10月1日(月) 11:30～ 

場所 : キャッスルプラザ「福の間」にて 

 

             議事録 阿萬 裕子 

 

 


