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10月は地域社会の経済発展月間・米山月間です！ 

エリザベス女王がご逝去されました。同じ立憲君主制である国民として醸成された感覚

として、共感できるのかなあとも思いました。但し、ご遺体の車列が通過する時に、拍手

や歓声があったことは、昭和天皇の大喪の礼の記憶とは違って、お国柄なのかと思いまし

た。また報道によれば、ずいぶん前から葬送儀礼に関してはエリザベス女王ご自身の想い

も取り入れて、準備が進められていたとのことでした。 

翻って、我が国の上皇上皇后陛下の葬送儀礼に関しても主要な部分は決まっています。

一つ目は400年ぶりに火葬されること。1617年の後陽成天皇の火葬以来のこととなります。したがって大喪の

礼の車列には御遺体ではなく、お骨の状態での移動になります。二つ目は上皇上皇后陛下の陵墓・お墓は寄り添

うように並列に造られることです。八王子にある武蔵野陵墓地の余地の問題もありますが、夫婦の合葬を望まれ

た上皇陛下の意見をありがたく思うものの、畏れ多いと辞退された上皇后のお気持ちを汲んで、寄り添う形の陵

墓になるそうです。武蔵野陵墓地をGoogle Mapで見ていただくと、山林が切り開かれ、既に造成が進んでいる

ことがよく分かります。少しだけ、墓石屋さんの雑学をお伝えしました。 

さて、本日は澤田ガバナー補佐をお迎えしての例会であります。個人的な思いで恐縮ですが、篭橋ガバナーは

『笑顔』というキーワードを地区方針に取り入れた親しみやすさ、澤田ガバナー補佐は建設業という職業柄でし

ょうか、面倒見の良い親分肌の雰囲気が印象的で、私自身はこの年度に会長職を拝命してよかったなあと思って

います。50周年記念式典へのご出席など、お世話をお掛け致しますがよろしくお願いいたします。後ほどの卓話

では、地区の方針、西三河中分区の行事などお話しを頂きます。澤田文雄ガバナー補佐『節』を楽しみに拝聴さ

せていただきます。会員の皆様は、ガバナー補佐訪問、ガバナー公式訪問、地区大会という重要な行事で改めて

今年度のRIの方針、2760地区の方針を確認して頂きたいと思います。また、コロナ禍により少なくなってしま

った、地区内、分区内のロータリアンとの貴重な交流の場でもありますので、積極的に交流し、楽しんでいただ

きたいと思います。 

澤田ガバナー補佐もお招きする 50 周年記念式典は、あと 31週後です。本日の出会いに感謝して、会長挨拶

を終わります。ありがとうございます。 

 

 

コロナ禍でリモート開催が多く寂しい思いをしている中、岡崎東ロータリー様は対面での開催をしていただき、

嬉しく思っております。この度は 50周年、おめでとう御座います。来年の 4 月に開催される記念式典が大成功

となる事を心より願っております。 

ロータリーには様々な活動、目的、テーマが御座いますが、いずれも目指すべきは持続可能なロータリー活動

であるということです。今現在、ロータリーにはどのような問題があるのか。大枠で 5 つありますが、特に注目

されているのは、会員による DEI に関する経験は世界各地で異なるという点です。例えば、インドではカースト

制度という身分制度が残ってます、また世界には宗教、民族での差別が残っている地域もあります。その中でロ

ータリーは「公平さ」を掲げ、そういった差別をなくす活動をしている。しかし、これは世界平和を成し遂げる

と同等の意味をもち、なかなか困難であるので、こういった点を理解した上で、ロータリー活動をしていくこと

が大切である。ジェンダーや差別の問題を解決する場として、ロータリーの存在が大きくなるような活動をして

いくことが重要であります。昨年まではコロナ禍の中で、様々な行事や重要会議が中止になっております。今年

度は規模や人数を縮小してでも、開催にこぎつけたいと考えております。 
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【本日の卓話】    
国際ロータリー第 2760 地区 

ガバナー 篭橋 美久 君（名古屋中 RC） 
 「  ガバナー公式訪問  」 

 

 

【前々回 9/15 の会長挨拶】           

【前々回の卓話】「 ガバナー補佐訪問 」2022―23 年度 西三河中分区ガバナー補佐 澤田文雄君 
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ご来訪者  西三河中分区ガバナー補佐 澤田 文雄君

RID2760 地区 地区副幹事 松本健一郎君 

同    地区スタッフ 岡田 光弘君 

西三河中分区 分区幹事   大野 教善君 

        同    分区副幹事  奥村 岳宏君 

幹事報告 （加藤和志君）    
◼ 9/21(水)地区国際奉仕委員長会議が開催され、西脇

国際奉仕委員長が参加されます。 

◼ 9/22(木)米山奨学委員長会議･学友会総会がホテル

メルパルク名古屋にて開催され、鋤柄米山奨学委員長

と米山奨学生の楊さんが参加されます。 

◼ 9/16(金)姉妹クラブの松本東 RC へ 50 実行委員長

の市川幾雄君はじめ 8名で訪問します。 

◼ 次週 9/22 の例会は「月見親睦夜間例会」です。18

時～ローレライですのでお間違えのないように。 

◼ 本日例会後、第４回クラブアッセンブリーを 501 号

室にて開催します。関係の方は出席の方お願いします。 

親睦委員会 9/22 月見親睦夜間例会案内 

米山奨学委員会 小銭寄付のお願い 

出席委員会 本日の出席率 92.16%（欠席 4名） 

前々回(9/1)の修正出席率 100%（欠席 0 名） 

ニコニコ委員会 
☺ 澤田文雄ガバナー補佐･大野教善分区幹事･奥村岳宏

分区副幹事より多額のご厚志を頂きました。 

☺ 松本健一郎地区副幹事･岡田光弘地区スタッフより多

額のご厚志を頂きました。 

☺ 足立汎和君･市川幾雄君･稲垣寿君･加藤和志君･畔栁

秀幸君･鈴木圭介君･野村政弘君･酒井賢君･三城偉央

君･新浪勝也君･杉田広喜君･清水幹良君･小出一輔君･

本田康英君･中根盛仁君 澤田ガバナー補佐はじめ本

日ご来訪の皆様を歓迎いたします。 

☺ 片岡達宏君 来週 9/22 は月見親睦夜間例会です。

出席の皆さんよろしくお願いします。 

☺ 長坂勲君･小木曽進君 ニコに協力します。

 

 

 

 

 

岡崎東ロータリー－クラブの皆様にも多分な御協力を依頼することになろうかと思いますが、どうかご理解の

程、何卒、宜しくお願い申し上げます。 

 
「ガバナー補佐訪問」 

 
会長幹事懇談会 

 
卓話：澤田文雄ガバナー補佐 

 
会長よりお礼の挨拶 

≪参加報告≫  姉妹クラブ 松本東ロータリークラブ例会参加報告         会長 稲垣 寿 

先週の金曜日に松本東 RC を訪問して参りました。先方の小林会長はじめ、会員の皆様の歓待を受け、改め

て姉妹クラブというものはいいものだなあと感じました。小林会長は大変真面目な方、且つ風流な方で、自作

の俳句を会長挨拶で読まれておられました。また、松本東クラブ 35年度の会長で、ムードメーカーである北澤

さんも絶好調で、安心を致しました。益々、50周年記念式典が楽しみになって参りました。 
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本日は月見夜間例会ということで新装になったローレライさんでの初の夜間例会です。

個々の感染対策を守って、節度を保ちながら、楽しんでいただきたいと思います。先日の

中秋の名月は雲間から見ることができましたが、皆さんはいかがでしたでしょうか。子ど

もの頃は、2階の物干し場に月見団子とススキがあったような記憶があります。暦と日常

生活が一体となっていることは、当たり前すぎて、改めて深く思いを巡らすことが少なく

なってしまいましたが、とても大切なことだと年齢を重ねるごとに思うようになりました。  

ちなみに、明日は秋分の日、秋の彼岸お中日です。1948 年（昭和 23 年）に公布・施行された国民の祝日に

関する法律によって制定されました。同法第 2条で定めるとこによると、秋分の日は『祖先を敬いなくなった人々

をしのぶ』と定義されています。私の職業であるお墓業界では、秋分の日を『お墓参りの日』として一般社団法人

『日本記念日協会』に申請して認定されました。会員の皆さんも是非、ご家族でお墓参りに出かけて頂ければと

思います。少し大げさに言いますが、亡きご家族を想いお墓参りをするということは、とてもカッコいいことだ

と思いますし、子どもや孫たちが、和気あいあいとお墓参りに来てくれるようなご先祖様はとてもイケてると思

います。逆に言えば、お墓があるのに墓参りしないのはカッコ悪いことだと思います。 

話は飛躍しますが、私たちのクラブの祖先は誰かと問えば、やはり 26 人のチャーターメンバーだということ

でしょう。残念ながら 50 周年を迎える年度にチャーターメンバーはいらっしゃらないのですが、その方々の記

憶を持つメンバーはまだたくさんいらっしゃいます。ちなみに、岡崎南クラブの 50 周年記念誌の表紙には 3 名

の現役チャーターメンバーが特別枠でご紹介されています。私たちも 50 周年を記念して記念誌が発行されるわ

けですが、どんな記念誌が発行されるか今から楽しみです。50 年後の会員が記念誌を手に取って目を通した時

に、『さすが！』と感じるものになることを願ってやみません。予算と時間の制約によりますが、会員の皆さんの

叡智を結集して、データや行事報告を掲載しただけの『記録誌』に留まらない内容にしたいと思います。 

今日は、我がクラブの過去の記念誌を事務局より借りて参りましたので、懇親会の席では酒の肴にしながら、

秋の夜長を楽しみたいと思います。50 周年記念式典は、あと 30 週後です。このクラブでの出会いに感謝して、

会長挨拶を終わります。ありがとうございます。 

 

 

 

幹事報告 （加藤和志君）    
◼ 先週 9/16(金)姉妹クラブの松本東 RC を表敬訪問し

てまいりました。松本東 RC と稲垣会長からお土産を

頂きましたので受付でお受け取り下さい。 

◼ 9/30 開催予定だった地区社会奉仕委員長会議は 

11/18に延期になりました。 

◼ 次週 9/29 の例会は休会ですのでお間違えのないよ

うお願いします。 

 
会長挨拶 

 
乾杯のご発声：畔栁エレクト 

 
ご歓談 

 
ご歓談 

   
 

親睦委員会によるビンゴ大会 

   
ご挨拶：清水クラブ奉仕委員長 

【前回 9/22 の例会】  「 月見親睦夜間例会 」  18 時～岡崎市竜美ヶ丘会館「ローレライ」 

【前回 9/22 の会長挨拶】           
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◼ 次々週 10/6はガバナー公式訪問です。岡崎ニュー

グランドホテル３F での開催となります。当クラブ

ホストとなりますので各委員長さん及び会員の皆様

はおもてなしの対応をお願いします。 

◼ 10/6(木)例会終了後、第 9 回理事会を開催します。

理事役員の方はご出席をお願いします。 

 

会場委員会 次週ガバナー公式訪問駐車場について 

出席委員会 本日の出席率 78.43%（欠席 11 名）                      

前々回(9/8)の修正出席率 100%（欠席 0 名） 

ニコニコ委員会 
☺ 稲垣会長はじめ本日参加の皆様よりニコにご協力い

ただきました。有難うございました。 

 

 

≪参加報告≫ 地区危機管理セミナー参加報告            米山カウンセラー 梅村順一 

9 月 8 日(木)地区危機管理委員会による「危機管理セミナー」がリモートによるＺＯＯＭ会議の形式で実施されま

した。「ハラスメントをどう防ぐか」をテーマとして研修があり、その後 7つのグループに分かれ討論を行いました。 

当クラブから佐野青少年奉仕委員長と米山カウンセラーの立場から梅村の 2 名が参加しました。ロータリークラブ

は、米山奨学生や交換留学生を迎える中で、ハラスメントに関する事件が発生したことからＲＩとして厳しい規制と

統制を掛けるべくセミナーを開催していると感じました。会員ひとり一人が、ハラスメントを理解して防止に努める

ことが必要です。具体的な事例をもとに検証する今回のセミナーは、大変有効であったと感じています。 

10 月の例会予定 

例会予定日 例会会場 内容 

10/13(木) 定款第 7 条第 1 節の規定により休会 

10/20(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「新会員卓話」 会員 酒井郁美君 

10/27(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「はたらく」 ㈱FUJIYA 取締役 柳 賢一様 

同好会便り 

同好会 開催予定日 場所 内容 

あづま会 未定 未定 【9 月定例会結果】9 月 27 日(火)ザ・トラディションGC 

 優勝：中根匡規君N69/G99・準優勝：畔栁秀幸君N72/G84 

ひよどり会 10 月 13日(木)  子･子･子 定例会 


