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本日の行事予定 (2015 年 2 月 27 日) 

第 3007 回例会 
卓話担当：松崎安孝君 

演  題：「だいじょうぶかな？ 
         認知症テスト」 

 
 先回の記録（例会） 

第 3006 回 ’15 年 2 月 20 日（金）晴れ 

第 3006 回例会 
卓話担当：伊藤 誠君 

演  題：「1 年が過ぎて…」 

ス ト レ ッ チ 佐藤雅彦君 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

ソングリーダー  田中正明君 

会 員 総 数  67名   1月 30日例会分訂正 

出席免除会員  20名    欠 席 会 員    12名 

本日出席会員  51名     MAKEUP会 員     9名 

本日の出席率 76.12％   訂 正出席 率   100％ 

超 過 出 席 滝川林一君、山田章博君、猪飼充

利君、浅井賢次君、服部則仁君、鈴木吉男君（津

島東高校ＩＡＣ第 4 回例会） 

 
副会長挨拶 

三谷栄一副会長 

私が最も大事にしている

感謝の気持ち『ありがとう』

についてお話ししたいと思

います。 

皆さんは『ありがとう』、

『ごめんね』と言えます

か？ 

家族や友達など身近な人

に、あるいは会社の同僚や

日々顔を合わせるお店の人などに、『ありがとう』

という気持ちを感じていますか？ もしそうで

ないなら、ぜひ『ありがとう』と思うことを意識

してみてください。人は感謝の気持ちを覚えるこ

とで、より謙虚になり、人間関係もよりスムーズ

にしていけると言います。それだけではありませ

ん。『ありがとう』いう感謝の気持ちひとつでよ

り幸せを実感できると思います。ではいったい、

どんなよいことがあるのでしょうか？ 

まず、はじめに 『ありがとう』の気持ちで、

稼ぐ力もアップする。 

利益がなかなか伸びないとお悩みの方も多い

かと思いますが、“ありがとう”という感謝の気

持ちを持つことで、利益がアップするとしたらど

うでしょう？ その根本にあるのは、自分が今も

っているモノ・コトの良さをよりはっきりと認識

できることにあります。それが得がたい魅力の一

つとなり、より多くの顧客や仕事を呼び込む力と

なるのです。世界的経済誌『フォーブス』でも、

「人をより惹きつける魅力として大事なのは、カ

リスマ、親切、笑顔、身体的外見といったことよ

りも、感謝の気持ちにある」いうことが指摘され

ていました。たしかに毎日不満たらたらで働くよ

り、『ありがとうございます』という気持ちで取

り組んでいるほうが成果も認められやすいと思

います。稼ぐ力を伸ばしたかったら、まず自分の

気持ちの持ちようを変えてはいかがですか。 

次に、 『ありがとう』の気持ちがあれば、お

金の無駄遣いも少なくなる。 

そんなにお金の余裕もないのに、高いものを買

ってしまう……それはストレス解消のひとつと

して人がやってしまいがちなことです。でも毎日

自分がおかれている環境に対し、『ありがとう』

いう気持ちがあれば、不満やストレスもたまりに

くいはず。その結果、余計な散財もしなくなり、

自然とお金のたまりやすい性質になっていきま

す。『無駄遣いしなくても、心豊かに暮らせる』、

そのヒントは感謝の気持ちを持てるかどうかに

かかっています。 

最後に、 『ありがとう』の気持ちが強まると、

目標を決め、達成しようというモチベーションも

上がリます。 

いろんなことに感謝できるようになると、意識

もよりポジティブで楽観的なものに変わってい

きます。そうなると、自分なりに目標や理想を設

定し、それを達成しようというモチベーションも

ぐっと高まります。ことわざに『実るほど頭を垂
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れる稲穂かな』とありますが、これも成功をおさ

めた人ほど、感謝の気持ちを忘れず謙虚であるこ

とを忘れないという戒めでもあるのでしょう。傲

慢で、人を見下すような態度をとっている人には、

決して人望も集まらないし、個人としても幸せな

気持ちにはなかなかなれないことでしょう。『あ

りがとう』という感謝の気持ちは、幸せになるた

めにも、とても大切なことと思います。 

 
ニコボックス報告 第 3006回分 

伊藤基ニコボックス副委員長 

安江正博会長、三谷栄一

副会長、野々山勝也幹事 

①2月 21日、22日は地区

大会です。参加される皆

様、よろしくお願いしま

す。②伊藤誠君、本日の

卓話よろしくお願いしま

す。 

伊藤誠君 本日卓話を担当します。どうぞお気軽

に早退、居眠りをなさってください。 

浅井賢次君 ①梅の蕾もふくらみ始め、風の音も

春を感じさせてくれます。春、楽しみです。②後

藤務君の会社のお話を聞き、素晴らしい活躍で日

本の底力を感じました。頑張ってください。③来

週例会を欠席します。 

篠田廣君 ①長女が結婚しました。②家族がアメ

リカから全員引きあげました。③ゴルフ優勝しま

した。 

児玉昭君 ゴルフ例会で久しぶり準優勝でした。

強風の中、頑張りました。ウィークリーに写真が

のりました。 

小林啓子君 2 月 24 日(火)から 3 月 1 日(日)ま

で、第 16 回西尾張分区ロータリークラブ美術展

が開催されます。津島ＲＣから 5名が出展してい

ます。ご協力ありがとうございました。よろしく

お願い致します。 

佐藤雅彦君 娘が二足歩行を始めました。 

宇佐美三郎君 本日、女房（にょうぼう）と食事に

行きます。(拍手) 

松崎安孝君 通行料として。住田さんと目が合い

ました。 

住田由純君 松崎先生、いつもありがとうござい

ます。本日も目が合いました。 

伊藤祥文君 そろそろ花粉のシーズンです。マス

クが必要です。 

匿名（伊藤幸蔵君）ワタシンさんのギフト商品券

1,000円分をいただきました。 

長田一郎君、服部貴君、伊藤哲朗君、高木輝和君 

ウィークリーに写真がのりまして 

横井知代君、杦田勝彦君、生田達一君、八谷潤一

君、相羽あつ子君、稲垣宏高君、中野義光君、服

部則仁君 その他。 

 

卓 話 
第 3006 回例会 

卓話担当：伊藤 誠君 

演  題：「1年が過ぎて…」 

 

～小牧へ来てみたら、 

こんな所だった!!～ 

 

現在の勤務地、尾張

中央支店（小牧市）へ

異動になって 1年が過

ぎました。そこで今回

は小牧とその周辺に

ついてお話ししたいと思います。 

 小牧市は、東名・名神高速道路と中央自動車道

が交わり、日本の交通の大動脈が交わる要所と言

われます。しかし、公共交通機関で行こうとする

と陸の孤島のような所です。名古屋の中心部へ直

接出ることができないのです。因みに津島から小

牧へ向かう場合、車ですと昼間の時間帯は 1時間

程度ですが、朝 7 時、8 時の通勤時間帯ですと 1

時間 30 分以上かかります。電車の場合ですと、

名鉄で津島～名古屋、地下鉄で名古屋～栄～平安

通、そして、また名鉄に乗り換え、平安通～小牧

というルートが一番早くて、1 時間 20 分～30 分

程度です。名鉄だけですと津島～栄生～犬山～小

牧となり、乗り継ぎの都合で 1 時間 20 分～1 時

間 50分位と安定しません。 

 小牧へ通勤し始めて、まず最

初に私の興味を引いたのは、小

牧駅から名古屋方面へ 2 つ目の

名鉄小牧線「間内」駅（小牧市

と春日井市の境）に立つ「浅井

長政」の大きな銅像でした。尾

張の織田家に滅ぼされた浅井長

政の側室の子「七郎」が逃げて来て、織田家の本

拠地とも言える尾張のこの地で、大正時代まで住

み続けていた証として、子孫の方が建てられたよ

うです。（現在は藤沢市にお住いのようです。） 

 小牧市内もあまりこれと言った有名な観光地

はありません。小牧城址、間々観音、メナード美

術館くらいのものでしょうか。今、小牧市は「信

長」頼みではありませんが、小牧山の発掘調査を

一生懸命しています。実は、小牧城は信長が初め

て築いた城で、安土城築城に繋がる近代城郭のル

ーツとなるのではないかという可能性があるた

めです。それは、五重の石垣（石垣を持つ日本で

初めての城）を巡らせ、城の周りに部下を住まわ

会社の窓から御嶽山

の噴煙が見えました。 
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せ、その周りに町人を住まわせ城下町を作ったと

いうことです。城下に部下を集めることで、1年

中いつでも戦える専業の戦闘部隊を作ることに

も繋がりました。 

 しかし、信長が小牧城にいたのは僅か 5年足ら

ず。その後、岐阜、安土へと居城を移してしまい

小牧城そのものは廃城となりました。豊臣秀吉と

徳川家康が戦った「小牧・長久手の戦い」の際に、

徳川家康がその立地条件の良さに目を付け陣を

置いたことがあるだけです。江戸時代には宿場町

として発展し、城の資料はあまり残っていないよ

うです。 

 ここで、余談ではありますが、小牧市はこの小

牧山の紹介のために、信長或いは織田家の繁栄に

ついてもよく紹介をしています。その紹介文の中

には「津島」の地名が再三にわたり出てきます。

清洲、岐阜、安土を除けば、断トツに多く出てき

ます。当時の津島の繁栄ぶりがとても良く窺えま

す。津島市民としてはとても嬉しく思いました。 

 小牧の観光振興は、「小牧山（信長）頼りで、

津島を立ててくれる街」でした。 

 最後に小牧へ行って初めて気付いたことです

が、名鉄小牧線沿線には「古墳群」が多いことで

す。犬山市には、愛知県下で 2番目に大きい「青

塚古墳」と一番古い「東之宮古墳」、春日井市の

味美駅と味鋺駅の間には 4番目に大きい「味美二

子山古墳」や「味美白山神社古墳」等々多くの古

墳があります。3番目に大きい「白鳥塚古墳」も

守山区にあり、意外とこの地域に近いです。 

 
その他 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-15年度第 2760地区大会 

 2 月 21 日(土）、22 日(日)

に半田ＲＣがホストをつとめ、

第 1 日目の本会議は半田市福

祉文化会館で、晩餐会と第 2

日目はウェスティンナゴヤキ

ャッスルにて第 2760 地区大

会が開催されました。 

 1 日目のアトラクションで

は半田ジュニアブラスバンド

の演奏、下半田山車からくり人形実演、RI 会長

代理ご夫妻歓迎晩餐会では大獅子・小獅子の舞等

が披露されました。 

2 日目のアトラクションは藤田流十一世家元

の藤田六郎兵衛氏の能笛、コール・ロータリー名

古屋の合唱、そして早稲田大学特命教授で中国特

命全権大使や伊藤忠商事㈱会長もつとめた丹羽

宇一郎氏の「中国の大問題と日本の将来」と題し

た記念講演がありました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 第 16 回西尾張分区ロータリークラブ美術展  

 2月 24日(火)から、第 16回西尾張分区ロータ

リークラブ美術展が開催され、津島ＲＣからは 5

人が出展しました。3月 1日(日)まで開催中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015アカデミー賞映画「バードマン」か、 

「タイタニック」か？ カッコ良く、元気良く、

ストレッチ体操の佐藤雅彦君 

半田市のゆるキャラ「だし丸君」と 

半田ジュニアブラスバンドの演奏 

藤田六郎兵衛氏が能笛を演奏 

児玉正江 水彩画「花」2点 

伊藤幸蔵 

次年度副会長 

野々山勝也

幹事 

伊藤祥文

会場委員 
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次回例会 

 第 3008回 ’15 年 3 月 6 日(金)  

卓話担当：水野憲雄君 

講  師：NPO法人共生会理事 

       犬飼三郎氏 

演  題：「ソロモン王に学ぶ」 

お知らせ 

■第 16回西尾張分区ＲＣ美術展 

 と き：2月 24日(火)～3月 1日(日) 

     9：30～16：30(閉館 17：00) 

 ところ：稲沢市荻須記念美術館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 野々山勝也幹事 

1. 本日、地区大会登録料の請求書を出席義務者

の方にお渡ししました。お支払はすみやかに

お願いします。 

2. 来週 3月 7日（金）は例会終了後に役員・理

事・委員長会議を開催しますので、該当の方

はよろしくお願いします。 

3. 3 月のロータリーレートは、1 ドル 118 円で

す。 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月 27日（金）第 3007 回 幹事報告 
 

3月のメニュー 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

名古屋名南 RC 3/3 火 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ(夜） 

名古屋みなと RC 3/6 金 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

一宮北 RC 3/6 金 一宮商工会議所 

尾西 RC 3/9 月 尾西信用金庫本店 

名古屋東 RC 3/9 月 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

一宮中央 RC 3/11 水 一宮商工会議所(夜) 

名古屋ｱｲﾘｽ RC 3/11 水 ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 

名古屋北 RC 3/13 金 名古屋東急ホテル 

名古屋東 RC 3/16 月 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

名古屋空港 RC 3/23 月 キャッスルプラザ 

尾西 RC 3/23 月 尾西信用金庫本店 

名古屋城北 RC 3/24 火 栄東急イン 

名古屋ｱｲﾘｽ RC 3/25 水 ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 

名古屋北 RC 3/27 金 名古屋東急ホテル 

あま RC 3/30 月 名鉄グランドホテル 
 

3月 6日(金) 天丼・刺身 
3月 20日(金) 上鰻丼  
3月 27日(金) カレーライス

   

伊藤悠悟  

写真「紅葉」3点 

佐脇正唯 水彩画 

「運河沿いの 

レストラン」 「ドナウ川ナイトクルーズ」 

「チェスキー 

クルムロフ遠望」 

寺田徳子 油彩画 

「甘い香り？」 「ダラットの風景」 

小林啓子 油彩画 

「パタゴニアの風」 

「ラパス 2014」 Photo by k.k. 


