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本日の行事予定 (2015 年 3 月 20 日) 

第 3009 回例会 
卓話担当：大河内勝彦君 

講  師：研ぎ陣名古屋店 店主 

  柏木 功氏(名古屋東ＲＣ) 

演  題：「刃物は何故切れる」 

 
 先回の記録（例会） 

第 3008 回 ’15 年 3 月 6 日（金）晴れ 

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」 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

ソングリーダー  八谷潤一君 

会 員 総 数  67名   2月 13日例会分訂正 

出席免除会員  20名    欠 席 会 員  13名 

本日出席会員  56名    MAKEUP 会 員    9名 

本日の出席率 83.58％ 訂 正出席 率   100％ 

超 過 出 席 伊藤哲朗君、稲垣宏高君、加藤則

之君、高木輝和君、三谷栄一君、山本達彦君、野々

山勝也君、鈴木吉男君、篠田廣君、浅井彦治君、

前田昭生君、八谷潤一君、服部貴君、幅辰雄君、

伊藤幸蔵君、猪飼充利君（第 11回役員・理事・

委員長会議） 

 
会長挨拶 

安江正博会長 

 ロータリー病という

病気があるそうです。ロ

ータリアンのみがかか

る病気で、別名“ロタキ

チ”と呼ばれます。 

 代表的な症状は四つ

あります。①毎週例会日の 11 時頃になるとソワ

ソワし仕事が手につかなくなる。②次回出席がで

きないとわかると、すぐ手帳を取り出しメークア

ップを考える。③「手続要覧」を振りかざし正論

を主張しないと気持ちが治まらない。④ロータリ

ー活動にのめり込み、部下や家族を巻き込む。ク

ラブ内では感染するが地域住民にまでは迷惑を

かけないとのこと。 

治療は患者を遠ざけるしかありません。予防と

して毎回の会合で関心を他にそらす必要があり

ます。感染防止には距離を置くしかありません。

予後は比較的良いようです。 

最近のロータリークラブは、会員資格や例会出

席の規定が緩やかになったために、患者発生は激

減し、過去のものとなった観があります。 

ロータリー病に罹りやすい人は、規律や秩序を

忠実に守り、細部にこだわりを持ち、自分の考え

方やルールを他人に強要する性格の人です。精神

医学的には「強迫性パーソナリティ（性格）」で

あってまだ本当の病気ではありません。“生真面

目なロータリアン”として仲間内ではむしろ尊敬

されております。 

しかし周囲が迷惑する場合は、「強迫性パーソ

ナリティ障がい」と診断されそうです。さらに病

的な場合は神経症やノイローゼの一つである「強

迫神経症」と見なされ、治療が必要です。 

 
ニコボックス報告 第 3008回分 

住田由純ニコボックス委員長 

安江正博会長、三谷栄一副会

長、野々山勝也幹事 ①卓話

講師に犬飼三郎氏をお迎え

して。②本日は啓蟄ですがま

だ寒いです。お気を付けくだ

さい。 

安江正博会長 ①水野憲雄

君、本日の卓話よろしくお願

いします。②今日 4番目の孫が生まれる予定です。

女の子のようです。 

伊藤哲朗君、高木輝和君 講師の犬飼さんをお迎

えして。 

杦田勝彦君 津島市から永年勤続表彰を受けま

した。（固定資産税評価審査委員です） 

水野憲雄君 本日卓話を担当します。 

山田章博君 今月、司会を担当します。よろしく

お願いします。 
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佐藤敬治君 安江会長、退院おめでとうございます。 

浅井賢治君 ①ハワイから無事帰りました。孫娘

達が東京マラソンに出たので一足遅れ合流し、現

地で誕生祝をしてくれました。②アラモアナＲＣ

に 3回目出席し、皆さんより歓迎を受け、懐かし

くお逢いでき、またホテル横のカハラ・サンライ

ズＲＣにも出席して来ました。③安江会長お元気

なお顔を拝見し安心しました。 

余郷利彦君、高木輝和君、矢田潔君、鶴見治貞君、

伊藤幸蔵君、佐藤敬治君、住田由純君 浅井賢次

さん、おかえりなさい。 

古川弘一君 浅井賢次さん、いつもお心づかいあ

りがとうございます。 

後藤務君 ①新工場がだいぶんで

きてきました。②孫が明日１年振

りに日本へ帰ってきます。ホーム

シックも１回もならず、元気です。 

伊藤哲朗君 あさっての日曜日、

名古屋の街中を走ってきます。目

標は 10.5㎞を１時間です。 

加藤則之君 月が変わりました。

梅も咲きました。次は桜です。 

河西あつ子君、小林啓子君、横井

知代君、相羽あつ子君 Mr.Ｘよりバレンタイン

のお返しをいただきました。愛をありがとう。 

伊藤 基君 ウィークリーに写真が載りまして。 

伊藤祥文君、幅辰雄君、生田達一君、長田一郎君、

佐藤雅彦君、山本達彦君、河西あつ子君 その他。 

 
卓 話 

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」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ソロモン王「平和の意」（紀元前 1011年～紀

元前 931年） 

イスラエル第３代の王（紀元前 971 年～紀元

前 931 年在位）。ソロモンはエジプトのファ

ラオの娘をめとり、ギブオンで盛大なささげ

ものをした。その頃、神がソロモンの夢枕に

立ち、「何でも願うものを与えよう」という

と、ソロモンは知恵を求めた。 

2. ソロモンの知恵 

・ソロモンの知恵の優秀さは後代まで語り草

となった。 

・ある時、二人

の遊女が王

の前に来て、

死んだ一人

の女の子供

のことで裁

きを申し出

たところ、ソ

ロモンは生きている子どもを殺すように命

じた。その時、いのちごいをした女に生き

ているこどもを渡した。 

3. ソロモンの功績 

・功績：外国との交易を広げて国の経済を発

展させ、統治システムとしての官僚制度を

確立して国内制度の整備を行った。また、

外国との貿易のための隊商路を整備のため

要塞化された補給基地を建て、大規模な土

木工事をもって国内各地の都市も強化して

いる。さらに軍事面ならびに外交面では、

近隣王国と条約を交わし、政略結婚を重ね

て自国を強国に育てあげた。また、ソロモ

ンはエルサレム神殿を築いた。 

・ソロモンの神殿の大きさは、長さ約 26.4m、

巾約 8.8m、高さ約 13.2m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ソロモンの人生観 

・空の空、諸行無常 

・全てのことに時がある 

天の下では、何事にも定まった時期があり、

すべての営みには時がある。生まれる・死

ぬる・飢える・引き抜く時・崩す・建てる・

泣く・嘆く・踊る・愛する・憎む 

5. ソロモンの人生観の結論  

神を畏れよ！ 神の戒めを守れ！ これが

人間にとってすべてである。 

6. 自分のこととして 

自分の自慢話ですが、34歳で牧師となって、

教会で奉仕し、障害者の方や家族の方々のた

めに自分なりに全力を尽くした。昨年末に総

胆管結石による黄疸が発症し、いきなり動け

なくなる事態に遭遇した。その後、検査・入

院・手術を行ったが、その間、自分の人生を

振り返りました。自分でやったと思っていた

ことは何もない。愕然としました。そんな時、
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「空の空」という言葉を思い出しました。自

分の人生を振り返りました。そんな時、自分

が大切にしていたものが明確になります。私

にとっては、与えられた信仰が唯一の希望で

した。あなたにとってはいかがでしょうか。 

※ 愛知県自立支援協議会地域アドバイザー、                          

同盟福音基督教会協力牧師、ＮＰＯ法人共生会理事 

 
 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
誕生日祝福（3月） 

稲垣宏高親睦活動委員長 

 

 

 

 

 

 

 

幅  辰雄君（ 7日） 

矢田 潔君（14日）   伊藤 基君（19日） 

山田勝弘君（21日）   寺田晏章君（23日） 

 

夫  人 

梶浦興蔵君（ 5日）   加藤泰一郎君(5日） 

生田達一君（16日）   稲川明俊君（19日） 

伊藤  基君（21日）    松崎安孝君（25日） 

 

結婚記念日祝福 

幅 辰雄君（ 3日） 

伊藤  誠君（12日）   伊藤祥文君（12日） 

余郷利彦君（15日）   滝川林一君（20日） 

服部則仁君（21日）   浅井賢次君（26日） 

相羽あつ子君(26日）   伊藤哲朗君（29日） 

 

青少年奉仕委員会 

幅辰雄青少年奉仕委員長 

 3 月 18 日(水)、

津島東高校ＩＡＣ

の第 5 回例会が開

催され、9 人の会

員が出席しました。

2 月 7 日の「わく

わく体験フェステ

ィバル」の活動報

告、2 名が参加す

る「ライラセミナ

ー」の予定発表、

新年度の役員や会

員募集等について

確認しました。 

 
ロータリーニュース(3月 2日) 

 

国際女性デーに寄せて 

卓越したロータリーの女性会員 

 

3月 8日は「国際女性デー」です。ロータリー

で活躍する女性会員も、この記念すべき日に称え

られるべき素晴らしい活動を世界中で行ってい

ます。全員を紹介することはできませんが、特に

母子の健康、経済の発展、そのほかの人道的分野

で卓越した活動を実施している女性を紹介しま

す。これらの女性こそ、ロータリーの多様性と国

際性を体現しています。 

 

オラ・アルアワムレ・アルマスリさん 

アンマンキャピタル・ロータリークラブ（ヨルダ

ン、アンマン） 

 アルマスリさんは、経済的に恵まれない子ども

たちが多く通うヨルダンの公立学校に、集水シス

テムを設置したほか、生徒への職業研修プロジェ

クトを実施・支援。『フォーブズ』誌が選んだア

ラブ世界でのトップ・ビジネスウーマン 50 人の

一人。 

 

ファリー・モイニさん 

ラホヤゴールデントライアング

ル・ロータリークラブ（米国カリ

フォルニア州、サンディエゴ） 

 モイニさんは過去 10 年間、アフガニスタンへ

19 回足を運び、学校建設やコンピューター室の

設置など、さまざまなプロジェクトに参加。ジャ

ララバードでの学校建設、新生児ケアや助産師へ

の研修プロジェクトに一緒に参加したクラブ仲

間に大きなインスピレーションを与える。 

 

クリスティーナ・コヴォソー・パトロクロウさん 

リマソール・ベレンガリア・コスモポリタン・ロ

 やっぱり副会長

のほうが楽だわ 

 今月の司会を

担当します 

野々山勝也幹事 

「次年度会議よろしく」 

山本達彦幹事エレクト 

三谷栄一副会長 

山田章博会場委員 
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次回例会 

第 3010回 ’15 年 3 月 27 日(金) 

卓話担当：滝川林一君 

演  題：「ネパール アンナプルナ山群」 

お知らせ 

■次年度役員理事委員長会議 

 と き：3月 27日(金)18：00 

 ところ：朝日寿し 

 

■ふるさと学習賞表彰式・作品展示会 

 と き：3月 29日(日)9：30 

 ところ：津島市立図書館 

ータリークラブ（キプロス、リマソール） 

 リマソール・インターアクトクラブの創立会員

であるコヴォソー・パトロクロウさんは、キプロ

ス初のローターアクトクラブ、リマソール・アマ

スジア・ローターアクトクラブの設立を支援。元

ポール・ハリス・フェローでもある同氏は、2006

年、シェルターボックスと協力し、レバノンでの

救援活動にも参加。 

 

ディーパ・ウィリングハムさん 

サンタイネズバレー・ロータリーク

ラブ（米国カリフォルニア州、ソル

バング） 

 ウィリングハムさんは、貧困地域に住む少女へ

の教育と児童人身売買の防止活動を行う非営利

組織、PACE Universal の創設者・会長。世界中

のロータリークラブと協力し、教育、小口融資、

医療、きれいな水と衛生、インフラの提供に取り

組む活動を展開。これらの活動によって、3～4

万人の人びとに支援を提供。 

 

テオドラ・アリンソド・ルセロさん 

サンタロサ・セントロ・ロータリークラブ（フィ

リピン、ラグナ） 

 助産師であるルセロさんは、年間 500件の出産

をサポートする産科クリニックを経営するほか、

十分なサービスが行き届いていない地域に住む

妊婦への無料クリニックやワークショップを実

施。2013 年、卓説した医療サービスを提供する

人に贈られる賞を受賞。 

 

キャロライン・ジョーンズさん  

アンカレッジ・イースト・ロータ

リークラブ（米国アラスカ州、ア

ンカレッジ） 

 ロータリー財団初の女性管理委員を務めたジ

ョーンズさんは、ロータリーボランティアとして

ロシアを 5回訪問、うち 3回は、現地の孤児院で

発達遅延のある子どもたちへの教育に従事。さら

に、27 年間のロータリアン歴の中で、インドで

のポリオ撲滅活動、ブラジルでの植樹、コスタリ

カでの小口融資推進、ウガンダでの粉ミルク配布

など、さまざまな活動に参加。 

 

バーナデット・ブラックストック

さん 

グラスボロー・サンライズ・ロー

タリークラブ（米国ニュージャー

ジー州、フランクリンビル） 

 ブラックストックさんは People for People 

Foundationの CEOを務め、基本的ニーズ（食糧、

衣服、居住、光熱費、薬やその他の日用品）に事

欠く生活を送っている人に支援を提供。2003 年

以来、1万以上の家族をサポート。 

ジンジャー・ヴァンさん 

ベイカー・ロータリークラブ（米

国ルイジアナ州、ベイカー） 

 中退の危険性がある学生に個人

指導を提供するプログラムを実施するヴァンさ

んは、クラブからの支援も受け、荒廃した学校の

改築や、家庭教師との協力の下、1 日 50 人の生

徒に個人指導を提供。また、職人仕事の担い手が

少ないベイカー地域での労働力開発にも力を注

ぐ。無職の人、不完全雇用の人、退役軍人を対象

に活動。 

 
 

 

 野々山勝也幹事 

1. 3 月 21日(土）～22 日(日)に地区の第 23回

ＲＹＬＡセミナーが、知多半島の美浜少年自

然の家にて開催されます。滝川林一青少年奉

仕副委員長と、2013～14 年度青少年交換帰

国生の成田浩規君、そして津島東高校ＩＡＣ

の 2 名が参加します。22 日の第 2 回地区内

クラブ青少年奉仕委員長会議に、滝川副委員

長が出席します。 

2. 3月 25日(水)～27日(金)に、第 28回白馬ロ

ータリークラブ主催 4 地区合同交換学生ス

キーの集いが開催されます。津島ＲＣからは

次年度青少年交換学生候補生が参加します。 

3. 3 月 26 日(木)、第 2 回地区広報雑誌委員長

会議が開催されます。八谷潤一委員長が出席

します。 

4. 3 月 27 日(金)の例会に、あまロータリーク

ラブの次年度会長・幹事さんが、津島ＲＣへ

表敬訪問される予定です。 

5. 3 月 27 日(金)18：00 より朝日寿しにて、第

1 回次年度役員理事委員長会議が開催され

ます。関係の方はよろしくお願いします。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月 20日（金）第 3009 回 幹事報告 
 


