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第 201８回例会 

     ２０１９年７月８日（月）第２回       

●点  鐘 会長 稲熊 正徳君 

●斉 唱 「それでこそロータリー」「浜辺の歌」 

●例会行事 新年度事業計画発表 

●ゲ ス ト 三原 和也様（梅本昌裕会員紹介） 

●ビジター 春日井ＲＣ 北  健司会長 

            青山 博徳幹事 

      名古屋城北ＲＣ 舟橋 伸治会長 

              山田 恭敬幹事 

 ●司  会 加藤 吉克副委員 

          会長挨拶            

名古屋空港ロータリークラブ会長 稲熊 正徳君 

 
本日も、沢山の会員の皆様に出席して頂きましてあり 

がとうございます。また本日ビジターの春日井ＲＣの

北健司(けんじ)会長、青山博(ひろ)徳(のり)幹事、そして

名古屋城北ＲＣの舟橋伸(しん)治(じ)会長、山田恭(やす)

教(のり)幹事、ようこそお越しくださいました。ごゆっ

くりとお過ごし下さい。 

今週中に阿萬幹事と両クラブを訪問する予定ですので 

宜しくお願いいたします。 

それと舟橋会長、先週、豊山町の『社会を明るくする

運動』に多数の会員の方と共に参加ご苦労様でした。 

 

さて本日は７月８日ですが、どんな日かご存じでしょ 

うか？  

気になったので過去の主な出来事と記念日を調べてみ 

ました。 

過去の出来事としては、まず最初に・【ペリー来航】 

１８５３年にマシュー・ペリーアメリカ艦隊指令長官

が、リンカーン大統領の親書を携え軍艦4隻で浦賀に来

航しました。その後日米和親条約を結び開国につながり 

ました。 

【池田屋事件】 

１８６４年に、京都にある旅館「池田屋」で、京都の

治安維持組織の新選組が尊王攘夷派の志士たちを襲撃し 

ました。 

【明治生命保険の設立】 

１８８１年（明治14年）、日本で最初の生命保険会社

設立で、現在の明治(めいじ)安田(やすだ)生命保険相互会

社の前身となる「明治生命保険」が設立されました。 

【ウォール・ストリート・ジャーナルの創刊】 

１８８９年、アメリカで世界最大の経済新聞である『ウ

ォール・ストリート・ジャーナル』が創刊されました。

１９９６年には経済紙としては最も早くデジタル化を果

たしており、電子書籍への転換の成功事例とされていま 

す。 

次に記念日としては、 

【外務省(がいむしょう)開庁(かいちょう)記念(きね 

ん)日(び)】 

１８７３年（明治２年）、明治新政府が外務省を創設(そ

うせつ)した日で昭和３４年から記念日に制定されてい 

ます。 

あと、語呂合わせの記念日ですが、紹介させていただ 

きます。 

【那覇の日】 

「七(な)八(は)」最初はラジオ番組のリスナーたちが記 

念日にしていたのを、沖縄県那覇市が２００１年に制定。

那覇市では各種イベントが執り行われているそうです。 
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【中国茶の日】 

中国語の七(チー)と日本語の八(や)で「ちゃ」として、

ＮＰＯ法人日本中国茶協会が制定、遣唐使によって平安

時代初期に日本に伝わったとされる中国茶をより楽しん

でもらおうと、一部のデパート等ではお茶の催しが行わ 

れています。 

【生パスタの日】 

「な（７）まパ（８）スタ」で、全国製麺協同組合連 

合会が記念日に制定しています。 

【質屋の日】 

「シチ（７）ヤ（８）」で、全国質屋組合連合会が記念 

日に制定しました。 

【ナンパの日】 

「ナン（７）パ（８）」で、１９９１年発刊の雑誌「ポ 

パイ」(マガジンハウス社)で提唱された記念日。 

【ナイスバディーの日】 

「ナ（７）イスバ（８）ディ」で、パーソナルトレー

ナーなどを務める大西ひとみ氏が記念日を提唱。（大西ひ

とみさんは、アメリカでの暮らしによるストレス太りか

ら1年半で－24kgの減量に成功。それをきっかけに現

地でパーソナルトレーナー、運動栄養士として9年間活 

動し、現在はダイエットカウンセラー） 

この様なダジャレとも思える語呂合わせはよく利用さ

れていますが、ダジャレもボケ防止には役立つと言われ 

ていますので進んで使いましょう。 

以上が７月８日に関わる出来事、記念日でした。 

これで会長挨拶とさせていただきます。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

        委 員 会 報 告           

●出席報告 （伊東 由之委員） 

本日の例会 

会員数 50 出席率 78.72％ 

出 出席義務者 21 欠 

席 

者 

出席義務者 10 

席 出席免除者 16 出席免除者 3 

者 出席者計 37 欠席者計 13 

前々回例会（6月24日） 

会員数 51 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 13 出席免除者 5 

者 出席者計 46 欠席者計 5 

●ニコニコボックス報告（石原 慎一委員） 

一年間よろしくお願いします。 

        春日井ＲＣ 会長 北  健司 君 

              幹事 青山 博徳 君 

今日はお世話になります。 

      名古屋城北ＲＣ 会長 舟橋 伸治 君 

今年も宜しくお願い申し上げます。 

      名古屋城北ＲＣ 幹事 山田 恭敬 君 

春日井ＲＣ北健司会長、青山博徳幹事、名古屋城北ＲＣ 

舟橋伸治会長、山田恭敬幹事をお迎えして。 

                 稲熊 正徳 君 

春日井ＲＣ、名古屋城北ＲＣの皆様皆様ようこそおいで 

下さいました。 

                 阿萬 裕子 君 

今日も元気で。 

                 山田 幹雄 君 

春日井ＲＣ会長・幹事、名古屋城北ＲＣ会長・幹事、御 

苦労様です。 

                 石川 良治 君 

誕生日を祝って頂いてありがとうございます。 

                 金井 和治 君 

春日井・名古屋城北ＲＣの会長・幹事をお迎えして。 

                 内海 辰巳 君 

春日井ＲＣ会長・幹事及び名古屋城北ＲＣ会長・幹事の 

来訪を歓迎して。稲熊会長・阿萬幹事頑張って。応援し 

てます。 

                 串田 正克 君 

４５周年よろしくお願いします。 

                 栗田 和典 君 

春日井ＲＣ、名古屋城北ＲＣ、会長・幹事をお迎えして。 

                 原田 好展 君 

先日の社会を明るくする運動に多数参加頂き有難うご 

ざいました。 

                 田中 秀典 君 

 

今日も元気で！   

 

石原 慎一 君 伊勢村道雄 君 市川 孝 君

伊東 由之 君 稲吉 將秀 君 井上 政秋 君

梅本 昌裕 君 太田 哲郎 君 加藤 吉克 君

北園 守生 君 國田武二郎 君 近藤 和彦 君 

三治 明 君 柴田 和宏 君 高山 光雄 君

竹尾 悟 君 田邊 雅彦 君 照井 通夫 君

中林 正人 君 早川 正倫 君 堀塲 竜司 君

山内 佳紀 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  ３７名  ５６，０００円  

本年度の協力累計          １５３，０００円  
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春日井ＲＣ  北 健司会長 

 

 
春日井ＲＣ  青山 博徳幹事 

 

 
名古屋城北ＲＣ 舟橋 伸治会長 

 

 
名古屋城北ＲＣ 山田 恭敬幹事 

 

 

 
 

青少年委員会  北園 守生委員長 

職業奉仕委員会 栗田 和典委員長 

国際奉仕委員会 竹尾 悟委員長 

Ｒ財団・米山奨学委員会 中林 正人委員長 

 

 

 
 

日時：令和１年７月８日（月）１３：４０～１４：３０ 

場所：キャッスルプラザ ４階 菊の間 

 

阿萬幹事の進行により、クラブ協議会が開会された。 

稲熊会長挨拶：第１回目の協議会なのに数名の出席予 

定者の欠席があり残念です。 

次回、しっかりと出席要請するとともに再度メンバー 

への運営協力のお願いがありました。 

 

[議  題] 

[各委員会の上期の事業計画について] 

各委員会よりクラブ計画書の委員会事業計画に基づきそれ 

ぞれ上期の行事、計画について発表、説明が行われた。 

 

[確認・要望・意見・依頼事項] 

① 中林R財団米山奨学委員長より、前週に例会欠席連 

絡がなく例会開始時間間近でも出席確認ができない 

場合、出席委員会より本人に直接連絡を入れて確認 

する作業をしてはどうかという意見が出されました。

伊東会員から委員会に持ち帰り協議、対策を考える 

旨の返答がありました。 

② 市川会計より、欠席が目立つ状況をみて、クラブ協 

議会の必要性、重要性をもう少しメンバーに表現す 

るべきではないかという意見が出されました。 

③ 三治監査より、会長、幹事の意思がしっかりとクラ 

ブ全体に疎通できるように、クラブ協議会の重要性 

を会員に説明する必要があるのではという意見が出 

されました 

②③に対して稲熊会長から４名の出席予定者が欠席されて 

いる現状を重く受け止め、今後このようなことがないよう 

に再度クラブ協議会の重要性、必要性を説明するとともに、

例会終了後に積極的に声掛けをして、忘れて帰らないよう 

に注意喚起のお願いがありました。 

 

 [次回開催日時・場所の決定] 

日時 : 令和１年８月２６日(月) 1３:30～ 

場所 : キャッスルプラザ４Ｆ「菊の間」にて 

議事録 柴田 和宏  

 

 


