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＜本日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ＞Ｔｏｄａｙ’ｓＰｒｏｇｒａｍ 演題　： 金峰山寺
点鐘 　　修験の核心“奥駈”に迫る
＜ロータリーソング＞ 「日も風も星も」 講師　： 小谷恒夫さん

＜ロータリーソング＞ 「それでこそロータリー」 総合司会 加藤　猛会場設営副委員長
ハンバーグ

＜出席報告＞ サラダ

会員総数 　　21名 ライス

出席者　　  　１４名  出席率６６．６７% 　　　前々回補正出席率　９５．２４%  

＜来訪者＞
　　　　・表敬訪問 尾張旭ロータリークラブ　 会長　箕輪 良孝様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 幹事　加藤 清久様　
瀬戸北ロータリークラブ 会長　青山 弘彦様

幹事　梅村 邦雄様　
　　　　・ビジター 名古屋名東ロータリークラブ 荻野 恒久様
　　　　・卓話講師 長久手市役所　産業緑地課　　 主事　坂倉　温様

＜会長挨拶＞ 愛知長久手ロータリークラブ
皆さん、こんにちは
今日は暦の上では、二十四節気の中の大暑にあたり、一年の中で も暑
い真夏の頃と言われております。昨日22日は土用の丑の日でしたが、皆さ
んは、きっとおいしいうなぎを召し上がれた事と思いますが、私は今日例会
場への途中、長久手市役所前のうなぎやの前を通り、おいしそうな臭いだ
けを嗅いできました。夏のごちそうと言えば「うなぎの蒲焼」ですが、ビタミン
ＡやＤが豊富でビタミンＡは一串に大人3日分の栄養が詰まっており、夏ヤ
セに良いと万葉集にも登場するほど、昔から精のつく魚とされております。

今年は丑の日が二回ある様で、一の丑として7月22日、二の丑として8月3日です。皆さん夏バテしない様
しっかりと食事をとり、身体にも気をつけて下さい。
さて、今日の例会には沢山のお客様においで頂いております。先日表敬訪問にお伺いした尾張旭RCより、
箕輪良孝会長、加藤清久幹事、そして瀬戸北RCより青山弘彦会長、梅村邦雄幹事、ビジターとして名古屋
名東RCの荻野恒久様、本日の卓話をお願いしました長久手市役所　産業緑地課　主事の板倉温様、ようこ
そおいで頂きありがとうございますごゆっくりしていって下さい
お気付きの方もおいでとおもいますが、当例会場の入り口に掲げてあります「“入りて学び、出でて奉仕せよ
“」の標語についてお話をさせて頂きます。以前，尾張旭の出雲殿の会場の時以来、なかなか例会場が定ま
らず、4年程見る事が出来ませんでしたが、ようやく復活が出来ました。この様に今年度は先輩方がクラブ創
立以来、12年の間に築いていただいた事を思い起こしながら、皆さんと共に、良かったこと、良いと思うことを
少しずつ復活して行きたいと思いますので、お気付きの事ありましたら、アドバイスをお願い致します。ロータ
リー運動の実体を、見事に表した言葉として、「入りて学び、出でて奉仕せよ」“Enter to learn、Go forth to
serve”　という言葉があります。世の中のあらゆる有用な職業から選ばれた裁量権を持った職業人が、一週
一回の例会に集い、例会の場で、職業上の発想の交換を通じて、分かち合いの精神による事業の永続性を
学び、友情を深め、自己改善を図り、その結果としての奉仕の心が育まれてきます。この例会で高められた
奉仕の心を持って、それぞれの家庭、職場、地域社会に帰り、奉仕活動を実践します。これが理想とされる
ロータリーライフです。悩みごとを相談する真の友人こそロータリーの友でなければならず、それを可能にす
るためには、ロータリーの友情即ち親睦を更に高めなければなりません。もし、事業不振のため退会を余儀
なくされる会員がいたとすれば、そのクラブにはロータリーの親睦がなかったことを証明することになるので
す。職業上の相談はどんなことでもクラブ内の友人の相談できる。どんなことを相談しても、自分のマイナス
になって返ってくることは絶対にない。これが可能なクラブのことを、親睦のあるクラブと言います。その前提
となるのが一人一業種制度なのです。皆さん、入り口のこの標語を見て、毎週の例会の時間をお互いに有
意義に活かしていただきたいと、願っております。よろしくお願いいたします。

愛知長久手ロータリークラブ

ロータリーを実践し　みんなに豊かな人生を
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＜表敬訪問＞ 尾張旭ロータリークラブ　　会長　箕輪 良孝様　　幹事　　加藤 清久様

　幹事の加藤清久と申します。一年間一生懸命頑張りたいと思いますのでよろしくお願い致します。

瀬戸北ロータリークラブ　　会長　青山 弘彦様　　　　幹事　梅村 邦雄様

＜委員会報告＞
　　　　◆ニコボックス委員会

・ 　　尾張旭RC会長 箕輪 良孝
 　　　　　　　　幹事 加藤 清久

・   　瀬戸北RC会長 青山 弘彦
 　　　　　　　　　幹事 梅村 邦雄

・ 山田 文明

・ 伊藤 広治

・ 赤塚 一三

・ 加藤　　猛

・ 佐藤 文昭

・ 田中 信子

・ 丹羽 司一

・ 林　　正俊

・ 日野 典子

・ 宮下智香子

・ 安田 茂樹

・ 吉田 濵一

・ 本日も宜しくお願い致します。 小谷 恒夫
　　　“　　風誘う　　　エアコンなしの　　CAR Life　　団扇と氷　　ありがたい夏　　”

（敬称略）

尾張旭ロータリークラブ、瀬戸北ロータリークラブ会長様・幹事様表敬訪問
誠にありがとうございます。今年1年楽しいクラブ運営よろしくお願い致しま
す。
本日も宜しくお願い致します。各ロータリークラブの皆様ようこそお出でいた
だきました。

尾張旭ロータリークラブ、瀬戸北ロータリークラブ会長・幹事様表敬訪問の
皆様ようこそお出でくださいました。本日も宜しくお願い致します。

尾張旭RC、瀬戸北ロータリークラブ会長・幹事のご来訪誠にありがとうござ
います。本日も宜しくお願いします。

尾張旭RC・瀬戸北RC会長様・幹事様表敬訪問ご苦労様です。坂倉様よろ
しくお願い致します。

尾張旭ロータリークラブ、瀬戸北ロータリークラブ会長・幹事様ようこそお越
し下さいました。名古屋名東RC荻野さんよくお越しくださいました。長久手
市役所産業緑地課主事坂倉様よくお越しくださいました。

今年一年お世話になります。初めてお邪魔いたしました。よろし
くお願いします。
表敬訪問にお出でいただきました尾張旭RC会長箕輪良孝様、幹事加藤清
久様、瀬戸北RC会長青山弘彦様、幹事梅村邦雄様、ビジター名古屋名東
RC荻野恒久様、ようこそお出でいただきありがとうございます。長久手市役
所産業緑地課坂倉温主事様本日卓話よろしくお願い致します。

暑中お見舞い申し上げます。明日から渡仏ですが9月中旬に戻りますので
よろしくお願い致します。

皆さんこんにちは。久しぶりに愛知長久手ロータリークラブの例会にお邪魔
させていただきました。やっと落ち着かれて、素晴らしい例会場が見つかっ
たと喜んでおります。知った方も何人かいらして懐かしい思いがしていま
す。ご存じの方もありますが急遽会長になりまして、あまり準備が整わないう
ちに新年度を迎えてしまいました。たまたま私が2回目の会長。加藤幹事は
3回目となりますが一年間よろしくお願いいたします。今年度は米山奨学生
のお世話と、8月から交換留学生が来ます。交換留学生はまだお目にかかっていませんが、米山奨学生の
(チンさん）は非常に元気な子で例会に出席して当クラブで人気者になっていつも和気あいあいとしていま
す。お酒も好きで次週の夜間例会にも出席いたします。再来月から米山奨学生と交換留学生は第一例会に
は出席いたしますので、お暇でしたら是非二人の様子を見がてらメークアップしてくださいますようご案内申
し上げます。どうぞ一年間よろしくお願い致します。

教育」「私の夢」どちらかで5分前後のスピーチですがコンテストに参加の外国人の方がおりましたら是非ご
紹介してくださいますようお願い致します。今年は暑うございますが何とか一年頑張りたいと思いますのでよ
ろしくお願いします。

皆さんこんにちは。今年度瀬戸北ロータリークラブで会長をおおせ仕りまし
た青山弘彦と申します。職業は病院を経営しております。会長・幹事さんお
詳しい方がたくさんいらっしゃいますが私は初めての会長で、何もかも初め
ての事ばかりですのでいろいろご迷惑おかけすることもあるかと思いますが
よろしくお願い致します。当クラブは35周年を迎え11月2日に記念式典、11
月16日に日本語スピーチコンテストを予定しております。テーマは「日本の

　幹事の梅村邦雄でございます。愛知長久手さんは今年はIMがございますができるだけ協力したいと思っ
ています。今年1年よろしくお願いします。

尾張旭ロータリークラブ、瀬戸北ロータリークラブ会長・幹事様表敬訪問誠
にありがとうございます、今年一年よろしくお願い致します。

尾張旭RC箕輪会長、加藤幹事、瀬戸北RC青山会長、梅村幹事表敬訪問
ありがとうございます。名古屋名東RC荻野様ようこそお越しいただきました。
長久手市役所産業緑地課主事坂倉様卓話よろしくお願いします。

今年一年よろしくお願いします。

尾張旭RC、瀬戸北RC会長・幹事様表敬訪問ありがとうございます、今年一
年よろしくお願いします。

尾張旭RC、瀬戸北RCの皆様ようこそお越しいただきました。坂倉様卓話よ
ろしくお願いします。



＜幹事報告＞ 伊藤広治幹事
１） 7月26日　国際奉仕委員長会議　16：00～　名鉄ニュウ―グランドホテル

出席者：山田文明会長　　佐藤文昭地区国際奉仕委員長
２） 7月26日　会員増強セミナー　15：00～　国際センター　

出席者：大島昭夫会員増強委員長
３） 7月30日～　　ガバナー補佐訪問　犬山RC　　…　　丹羽ガバナー補佐・大島分区幹事
４） 第12回ロータリー日韓親善会議　2013年10月19（土）・20（日）参加希望者は…事務局まで
５） 例会変更は受付にて提示

＜卓話＞ 演題　： 長久手市役所　産業緑地課の取り組み
講師　： 長久手市役所　産業緑地課　主事　　坂倉　温様

　　　新生長久手住民プロジェクト　　フラッグ(基本理念）
フラッグ１ 一人ひとりに役割と居場所がある町
フラッグ２ 助けがなかったら生きていけない人は全力で守る
フラッグ３ ふるさと(生命ある空間）の風景を子供たちに

　　　市民主導型市民まつり

　　　　　　以上資料より抜粋

平成24年、市になって初めての「市民まつり」は、作り方も「町民まつり」とはガラリと変えました。市役所や公
的機関が中心となって作っていたものを、公募で集まった市民が実行委員会を作り、話し合って作る形にし
ました。公募で集まった21人のメンバーで実行委員会を作り、進め方から議論をはじめました。ゼロからの出
発であり、みんな試行錯誤を繰り返しながら話し合いが進みました。今まで、ブースの出展者は、過去からの
継続で、市や公共的機関の出展が多数を占めていましたが、今回は市の出典はゼロ、全て公募で出展者を
選びました。会場設営やステージ進行係もこれまではすべて業者委託でしたが、可能な限り自分たちで行う
ようにして経費を節減しました。 初の会議から実に半年間みっちりかけて、この市民主導型の「市民まつ
り」が出来上がりました。当日は、雨にもかかわらず約1万6千人もの人が訪れ、これまでと少し違う雰囲気の
お祭りを楽しみました。『今年得た丹生ハウや人のつながりを生かして、来年はもっとすごいお祭りにしたい〉
と実行委員に一人は意気込んでいます。【産業緑地課】

地域には、子度たちや高齢者の見守り、災害時の助け合いなどたくさんの課題があります。そうした課題を
家族や隣近所といった顔の見えるコミュニティを原点に、人と人との絆を強めて、地域の中で解決していく仕
組みを創設します。それが住民プロジェクト「絆」です。3つのフラッグ(基本理念）を必ず守りながら、市民一
人ひとりが思いやりと生きがいを持って、お互いに支え合える太いきずなで結ばれた「日本一の福祉の町」を
目指します。

皆さんこんにちは。長久手市役所　産業緑地課の坂倉と申します。本来であれば水野
課長が伺う予定でしたが、所要のため私が代理で務めさせいただきますのでよろしく
お願いします。本日このような貴重な時間を与えていただき大変光栄に感じていま
す。また、伊藤幹事さん今日はありがとうございます。このような席は不慣れなためお聞
い点もあるかと思いますがよろしくお願いします。私個人的に学生時代にシアトルに1年間留学していました
が、その時シアトルのロータリーが100周年でビルゲイツさんが名誉会員になられて、ロータリークラブという
印象がとても強く残っています。回りまわって、今日は国は違っても同じロータリークラブさんでそのつながり
を不思議に感じています。本日は長久手市の紹介と、産業緑地課の事業についておはしをさせていただき
ます。

８月６日(火） ８月24日(土）８月１３日（火）

卓話：祝福
　

（トヨタ博物館）

休会
卓話：地区米山奨学委員会

　地区委員　青山稔様
奨学生(学友）宋在原様
（トヨタ博物館）

８月27日（火）

　

20日(火)振替休会
職場例会・日帰り旅行

岐阜県小瀬
「鵜の家足立」


