本日の行事予定 (2013 年 11 月 8 日)
第 2946 回例会
≪ロータリー財団月間≫
卓話担当：ロータリー財団委員長 浅井彦治君
講
師：地区ロータリー財団委員会
委員長 鈴木文勝君
演
題：「ロータリー財団
未来の夢計画について」

ました。本年度、津島ＲＣがやってきたことは全
て中日新聞に載りました。中日新聞だけでも 10
回以上ではないかと思います。
先週 15 名のメンバーで、
台北滬尾ＲＣを訪問して
きました。10 名は 2 日間
ゴルフをやりゴルフ三昧
だったのですが、5 名は観
光で台南のほうへ新幹線
で行きました。
近代海部郡誕生 100 年
記念講演会の講師の白駒先生がたまたまお話をさ
れていましたが、東日本大震災のときに台湾から
日本へ 200 億円という寄付金が届いたという話が
ありました。かつて、台南に(日本の八田與一が)
ダムを作って華南平野の灌漑に大いに貢献したそ
うです。
現地へは 3 台のタクシーで移動しました。私達
の車は(運転手が)かなり年だったので、そんなに
スピードを出さなかったんですが、他の 2 台は大
変スピードを出して、とてもスリリングなカーチ
ェイスだったと聞きました。
安平古堡では、1661 年に鄭成功（ていせいこう）が
オランダ統治から解放したという城跡を見たんで
すが、彼は日本と混血だということで、やはり日
本と台湾はかなり縁が深いのかなという感じがし
ております。

先回の記録（例会）
第 2945 回 ’13 年 11 月 1 日（金）晴れ
卓話担当：相羽あつ子君
講
師：名古屋音楽大学音楽学部邦楽コース
加藤泰山さん、相羽美穂さん、
山本聡美さん、小関明日香さん、
佐藤亜衣さん
演
題：「邦楽演奏」
ロータリーソング 「四つのテスト」
ソングリーダー 八谷潤一君
ゲ
ス ト 青少年交換学生 ジェッシー・
ラフランス・ロビノゥ君
会 員 総 数 67 名
10 月 11 日例会分訂正
出席免除会員 21 名
欠 席 会 員
13 名
本日出席会員 53 名
MAKEUP 会 員
8名
本日の出席率 79.10％ 訂 正 出 席 率
98.41％
超 過 出 席 鈴木吉男君、伊藤哲朗君、寺島淳
一君、安江正博君、篠田廣君、野々山勝也君、服
部貴君、山田勝弘君、伊藤誠君、田中正明君、加
藤則之君、浅井彦治君、加藤泰一郎君、八谷潤一
君(第 4 回役員理事委員長会議)、鈴木吉男君、寺
島淳一君、田中正明君（近代海部郡誕生打合せ）、
鈴木吉男君（一宮中央ＲＣ）、山本達彦君(地区米
山カウンセラー研修会)
会長挨拶
鈴木吉男会長
今日の中日新聞尾張版にジェッシーの記事が出
ておりました。津島の（青少年交換の記事が）タ
イミングを逸したようですが、ようやく載りまし
た。日本の女性はシャイだけど可愛いと出ており
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幹事報告
寺島淳一幹事
1. 台北滬尾ＲＣ友好訪問
から、鈴木吉男会長始
めメンバー15 名無事
に帰ってきました。台
北滬尾ＲＣの皆さんに
は、大変盛大な歓迎を
していただきました。
参加していただいたメンバーの皆様、本当に
お疲れ様でした。
2. 新入会員の佐藤雅彦君に出席いただきました。
後ほど入会式を行います。推薦者は鈴木吉男
会長と私です。所属委員会はクラブ広報委員
会です。伊藤基クラブ広報委員長よろしくお
願いします。
3. 青少年交換学生のジェッシー君に出席いただ
きました。後ほど鈴木吉男会長より 11 月分の
お小遣いをお渡しし、近況報告をしていただ
きます。また 11 月 2 日(土)、名古屋和合ＲＣ
の「ワールドフード・ふれ愛フェスタ」にボ
ランティアとして参加します。
4. 財団法人ロータリー米山記念奨学会より、感
謝状が届きました。功労者は水野憲雄君と当
クラブです。後ほど山本達彦米山奨学委員長
より贈呈していただきます。
5. 11 月第一例会は内規により、次期役員・理事
候補者指名委員の委嘱を発表いたします。後
ほど鈴木吉男会長より発表いたします。
6. 11 月のロータリーレートは 1 ドル＝100 円です。
7. 『ロータリーの友』11 月号とクリスマス家族
例会の案内をお配りしました。また、パスト
会長会議とクリスマス試食会の案内を該当の
方に配布しました。
8. 本日例会終了後、役員・理事・委員長会議を
開催します。該当の方は出席をお願いします。
以上です。よろしくお願いします。
ニコボックス報告 第 2945 回分
伊藤誠ニコボックス委員
鈴木吉男会長、伊藤哲朗副会
長、寺島淳一幹事 ①台北滬
尾ＲＣに参加されたメンバー
の皆様疲れ様でした。特に堀
田力男君、これに懲りずにま
た参加してください。②佐藤
雅彦君の入会をお祝いして!!
余郷利彦君 ①鈴木会長始め
台湾訪問の皆さんご苦労様でした。②商工会議所
会頭宇佐美三郎君、副会頭山本達彦君、就任おめ
でとうございます。③ＵＦＪ佐藤君をお迎えして。
浅井賢次君 ①台湾より皆さん無事ご帰国、ご苦
労様でした。②河口湖、山中湖畔へ行き、素晴ら

しい紅葉に映える富士山を見て心が洗われました。
③今日、相羽会員のお嬢さんをお迎えして。
宇佐美三郎君 本日より津島商工会議所の会頭を
務めさせていただきます。よろしくお願いいたし
ます。
鶴見治貞君、伊藤祥文君、佐藤敬治君、寺田晏章
君、水野人志君、坂井裕君、山田勝弘君、松崎安
孝君、高木輝和君、浅井彦治君、幅辰雄君、野々
山勝也君、安江正博君、小林啓子君 宇佐美会頭
ご就任おめでとうございます。
伊藤祥文君 ①篠田先生始め皆様、先日の堀の銘
板ではありがとうございました。②服部貴さん、
ありがとうございました。
稲垣宏高君 先々週のロータリーゴルフで優勝し
ました。
佐藤雅彦君 本日からお世話になります。どうぞ
よろしくお願い申し上げます。ガンバリます!!!
相羽あつ子君 本日卓話を担当します。よろしく
お願いします。
佐藤敬治君、宇佐美三郎君、杦田勝彦君、水野人
志君、野々山勝也君、吉田康裕君、児玉昭君、住
田由純君、高木輝和君、安江正博君 三菱東京Ｕ
ＦＪ銀行佐藤支店長入会おめでとうございます。
三谷栄一君 台北滬尾ＲＣに 15 名で参加し、楽し
く過ごすことができました。参加の皆様に感謝し
ます。ありがとうございました。
鈴木吉男君、寺島淳一君、加藤泰一郎君、伊藤幸
蔵君、水野憲雄君、伊藤誠君、服部貴君、堀田力
男君、後藤務君、幅辰雄君、浅井彦治君、野々山
勝也君、安江正博君 台湾より無事に帰ってきま
した。
山田清三君 ネクタイを忘れてしまいました。
佐藤敬治君 住田さん、お世話になりました。
高木輝和君 台北滬尾に行ってきた皆さん、お疲
れ様でした。
坂井裕君 本日より出席報告させていただきます。
寺島淳一君、水野憲雄君、山本達彦君、佐藤雅彦
君、矢田潔君、安江正博君、幅辰雄君、野々山勝
也君、堀田力男君、伊藤幸蔵君、後藤務君、服部
貴君、伊藤誠君、宅見康悦君、加藤泰一郎君 ウ
ィークリーに写真が載りまして。
浅井彦治君 その他。

卓 話
卓話担当：相羽あつ子君
講
師：名古屋音楽大学音楽学部邦楽コース
加藤奏山さん、相羽美穂さん、
山本聡美さん、小関明日香さん、
佐藤亜衣さん
演
題：「邦楽演奏」
今日の卓話を担当させていただきます相羽です。
始めに、瑞泉寺つしま幼稚園は今年創立 88 年を
迎えます。
「卒園生です」と、子どもを連れて幼稚
園に来てくださるお父さんお母さん。先生冥利に
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尽きる幸せをいっぱい頂きま
した。先代から伝えられてき
た教育がこうして今に繋がっ
ていることに、心から感謝い
たします。
本日は、名古屋音楽大学邦
楽部の学生さんに来ていただ
いています。演奏の前に幼稚
園のお琴について少しだけお話しいたします。
日本に閉塞感が漂い、外国へ移住したほうがい
いという気運が高まっていた時期がありました。
その時「ＮＺへ移住して優雅に暮らす」と言って
いた友人がいました。お寺と幼稚園がある以上そ
んなことはできないし、私はこの津島で日本を好
きだといえるような子ども達の教育に頑張ると生
意気に力んでいたのを思い出します。ちょうどそ
んな時です。日本人の脳は、茶道・華道・和楽器
などの日本文化に触れているときに、ドーパミン
をたくさん出すことを学びました。もうひとつ、
創立当初昭和元年の幼稚園入園願書に母の趣味の
欄がありました。何とあったか想像できますか？
お箏・お茶・お花と当たり前のように印刷されて
いました。中国へ行ったとき、子ども達が中国の
民謡を聞かせてくれました。
「日本の歌も聞かせて
ください」と言われ、わらべ歌を歌いました。寂
しいことに現在は教科書から文部省唱歌やわらべ
歌が消えつつあります。グローバルな時代に、和
楽器・わらべ歌といろんな要素を持って、子ども
達がわかりやすく学べるものとして、数あ
る日本文化の中からお箏を選びました。日
本人としての誇りを持つ子どもに育っても
らいたいのです。幼稚園でお箏を導入して
12 年になります。もちろん全員の年長児さ
んが取り組んでいます。
しかし、お箏を導入して間もなく「箏を
やって何になる？」といわれた時期もあり
ました。その頃です。河西先生の卓話でお
みえになったお箏の先生から「英語堪能で
優秀な外交官が日本のことを聞かれても何も答え
られなくて恥ずかしい思いをしていた。日本に帰
って、お寺や歌舞伎などを見て日本文化の一つで
も学び直していらっしゃい。と言った」というエ
ピソードを話されました。その時は、力強い後押
しをいただいたように思いました。
ちょっと前になりますが、歩道を飾るチューリ
ップに傘を振り回して花の首を折ってしまう心無
い事件がニュースになったことがありました。こ
れは幼いころ「お花が綺麗だね」というたった一
言を聞いたこともないかわいそうな人の行為です。
音楽も同じで、聴いたことがなければ、雅楽や邦
楽の音色も雑音になりかねません。ここにはお医
者様も多いので、私ごときが言うことではありま
せんが、人間の脳は 2 歳で伸びるピークを迎え、3
歳で 80％、10 才で 90％で、ほとんど完成と言わ

れています。子どものときは砂漠の砂が水を吸う
がごとくどれだけでも吸収していきます。脳の伸
び盛りに「お花がきれいだね、空気がおいしいね、
そよ風が吹いてるね、鈴虫が鳴いているよ」など
の四季折々の言葉のシャワーをいっぱい浴び、日
本の音楽・芸術などを見聞きし、豊かな感性を育
てていただきたいと思います。
また、ほかにも思わぬ効果がたくさんありまし
た。園児は、本堂で畳に正座して箏を練習します。
それこそ和の文化。一曲の演奏のために 30 分位全
員が平気で座れるようになります。集中力も鍛え
られます。数のセンスにも効果がありました。弦
が 13 本、弦の番号が音階です。弾くときに 5 の前
の弦は？ 7 の後の弦は？ と数の位置関係を学
習していることにも気づきました。音楽大学のオ
ープンキャンパスに来た学生さんで、津島で幼稚
園の時にお琴を弾いていましたと言っていた方が
あったそうです。大人になっても忘れずにいてく
れたのですね。
練習を始めたときはお箏 10 面からスタートし
たのですが、
「おばあちゃんが使っていたのですが、
子ども達に使ってもらうと、きっと喜んでくれる
と思う」ということで頂戴したお琴もあります。
地域に深く浸透していたまさに日本の音楽だった
のですね。子ども達の練習に本当に助かっていま
す。ありがとうございます。
先ほどの願書の話ですが、ちなみに父の趣味欄、
何が書いてあったと思われますか？

新入会員入会式
【プロフィール】
氏
名：佐藤雅彦
(さとう まさひこ)

事 業 所：㈱三菱東京ＵＦＪ
銀行津島支店
職業分類：普通銀行
役
職：支店長
生年月日：
住
所：
家族構成：
趣
味：
推 薦 者：鈴木吉男、寺島淳一
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誕生日祝福（11 月）
坂井裕親睦活動委員
堀田力男君（ 8 日）
高木輝和君（12 日）
後藤 務君（15 日）
根崎健一君（22 日）
前田昭生君（28 日）
夫
人
浅井賢次夫人（ 4 日）
山田勝弘夫人（11 日）

佐藤栄一夫人（21 日）

結婚記念日祝福
伊藤彰浩君（ 3 日）
稲川明俊君（ 5 日）
住田由純君（13 日）
加藤隆朗君（18 日）
三谷栄一君（25 日）

野々山勝也君（4 日）
服部 貴君（10 日）
佐藤敬治君（16 日）
根崎健一君（23 日）

その他

水野憲雄君に米山功労者

津島ＲＣに第 20 回米山
功労クラブ表彰

滝川林一前年度副会長
よりゲスト紹介

アドリブ
はまかし
てちょー

司会の
伊藤幸蔵会場委員

鈴木会長より青少年交換
学生のジェッシーにお小
遣いを渡しました。

青少年交換だより
11 月 2 日、カナダの成田浩規君から 10
月のマンスリーレポートが届きました。
学校の状況
英語は聞き取れるようになってきましたが、
知らない単語が出てくると文章の輪郭が崩れて
聞き取れなくなることも多々あります。話すこ
とはまだ難しく、日常会話＋αを話す程度です。
クラブ活動のサッカーはシーズンが終わりま
した。アウェイの試合をしにエステバンやスイ
フトカレントまで泊まり込みをしたりしました。
サッカーを通してたくさん友達もでき、サッカ
ーの楽しさも知り、いい経験になりました。春
のトーナメントにも参加したいと考えています。
10 月 7 日はペアレンツナイトという学校説明
会のようなものがあり、ジャズバンドの発表を
しました。うまくいったのでよかったです。
10 月 25 日に日本の 24 時間テレビのような、
チャリティーのために行われるコミュニソンが
あり、クラリネットの発表と、合唱をしました。
その他の近況
学校ではたくさん友達ができましたが、日本
語で話すように冗談交じりに話したりすること
ができなく毎日歯がゆい思いをしています。カ
ナダではちょくちょく雪が降るようになってき
ました。25～27 日はハロウィンウィーケンドと
いうロータリー交換留学生の集まりに参加して、
て自分の英語能力の向上に気が付きました。先
月のオリエンテーションの時より明らかに聞き
取ることができたし、少し話すこともできまし
た。周りの人の話していることがわかって一層
楽しく感じました。ミネトーバというところで、
馬車に乗ったりホーンテッドハウスに行ったり
しました。
31 日はハロウィンということで仮装をして学
校に行きました。衣装は日本のアニメ好きな人
がコスプレの衣装を貸してくれたのでそれを着
ていきました。学校にはたくさん仮装した人た
ちがいてとても楽しかったです。一緒に写真を
撮ったりしました。中には自分と同じようにコ
スプレをしている人もいて、日本のアニメにつ
いて語ったりもしました。放課後はたくさんの
子供が家にお菓子をもらいに来ました。

次回例会
第 2947 回 ’13 年 11 月 15 日（金）
卓話担当：寺田晏章君
講
師：あかだ屋清七 6 代目当主
岡田貞雄氏
演
題：「尾張津島とあかだ くつわ」
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