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人類に奉仕するロータリー

この会報は、地球環境保全に考慮し再生紙を使用しています。

第2960回例会プログラム
［当年度＝28回目；当月＝１週目］

2017年（平成29年）３月６日㈪
創立記念例会
１．例

会………〈司会：プログラム委員会〉

12：28

１．チャイム

12：30

２．点 鐘……〈会 長〉
３．開会宣言
４．国歌斉唱
５．ロータリーソング斉唱……奉仕の理想
６．講師・ゲスト並びにビジター紹介
７．食 事

12：45

出

席

会員総数 94名
出席免除 24名
出席義務者＋免除者の内例会出席者

87名

欠 席 10名
出席率 88.51％
前々回（２／20）の修正出席率 100％

会

長

報

告

１）地区委員会出向者へ委嘱状が届いておりますの
で、お渡し致します。

８．会長挨拶並びに会長報告
９．職業表彰（職業奉仕委員会）……
市民安全課交通安全教育指導員
神谷 智子 様
10．お祝い
（誕生日祝・結婚記念日祝・入会記念日祝）
11．幹事報告
12．出席報告
13．委員会報告
14．ニコニコボックス報告
15．次週並びに次々週のプログラムの予告
（３／13）……
卓話「鮨と塩」
講師 おけい鮨 橋本
博 様
（紹介者 新海 伸二 会員）
（３／20）……休 会（法定休日）

13：00

16．本日のプログラム
「刈谷 RC の生い立ち
～ 60年を振り返って」
17．点

鐘……〈会

幹

事

報

告

１）創立記念として紅白饅頭をお配りしました。ご
賞味下さい。
２）ロータリー手帳の購入希望リストを回覧させて
頂きます。ご希望の方は、○印を記入下さい。

委 員 会 報 告
●親睦活動委員会
１）花見家族例会を４月３日（月）に開催します。花
見会場は、「桜の愛でる覚王山と日泰寺」、例会と昼
食は「料亭松楓閣」です。皆様のご参加をよろしく
お願い致します。

長〉

18．閉会宣言
13：30

19．散

会
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会長あいさつ

古希のお祝い

ポール・ハリスの月桂樹
加藤

哲也

1935年２月９日早朝、ポール・ハ
リス夫妻は、フィリピンで開催され
た第５回太平洋地域大会の帰路日本
訪問の途についた、悪天候の為予定
より２日遅れて横浜港に到着、小憩
の後東京へ出て、宿舎帝国ホテル中
庭に月桂樹を記念植樹して、出迎え
のロータリアンと共にロータリーの成長を誓いました。
ポール・ハリスは自署の中でこれを「非常に印象深い
儀式だった」と回想しています。

水越

彌生 会員

ダイヤモンド婚のお祝い

時移り、1969年帝国ホテルの改築に伴い、この月桂樹
は三島の米山記念館に移植されました。
一宮ロータリークラブ初代会長であり、パストガバ
ナー安野譲次氏はこれを株分けし、自宅の庭で丹精され
て居たものを一宮ロータリークラブ創立35周年に記念に
クラブ寄贈され、立派に成長し現在、真清田神社の社殿
の横に植えてあります。
1999 ～ 2000年度、
国際ロータリー第2760地区ガバナー
に就任した刈谷ロータリークラブ野村重彦会員が1999年
10月７日、一宮・尾西両ロータリークラブにガバナーと
して公式訪問の際、一宮ロータリークラブ松永登会長よ
り“ポール・ハリスの月桂樹”の分身を頂戴した。
これは、兼ねてよりその存在をしり渇望していた事で

内藤

耕造 会員

銀婚式のお祝い

あり大いに感激し、以後自宅庭にて丹精込めて育成した
ものの分身第１号を当時地区幹事をして苦楽を共にした
内藤耕造氏に贈呈し、その後刈谷ロータリークラブ創立
50周年を記念して、2004年３月８日創立記念例会の場に
て贈呈した。
以後はミササガパークにて元気な姿を見せてくれてい
る。

職

業

表

彰
村上
山本

お

祝

由洋 会員
善明 会員

い

３月の会員の誕生日…霜出倶弘、小林祥浩、大竹憲治、
水越彌生、加藤真治、内藤昇、野村紀代彦、神谷強、
角谷広高、加藤英樹、古屋俊児会員。
配偶者の誕生日…竹内香子（一正）、久米直美（博明）
、
三吉るみ子（茂俊）、小河孝子（俊文）、加藤節子（正
則）、毛受清美（豊）、後藤幸子（直樹）、髙橋令子（満
市民安全課交通安全教育指導員 神谷 智子 様

典）加藤由美子（英樹）、山下美和（雅則）様。
結婚記念日…内藤耕造、野村重彦、中村美智雄、橋本恭
典、今村順、下谷敏朗、村上由洋、山本善明、石川友
美、菅野貴之会員。
３月度入会記念日…坂 茂、原田光二、岡本巧、出口達
也、中川耕児、佐野彰彦、都築浩介会員。
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本日のプログラム
刈谷 RC 創立記念例会

「刈谷 RC の生い立ち～ 60年を振り返って」
１．刈谷ロータリークラブ結成の背景
工業都市刈谷は大正10年、株式会社豊田自動織機製作
所の設立を契機として、豊田系７社が大工場を次々と建
設せられて工業都市として発展の機運に向かい、鉱工業

家族会の開催、⑤新クラブ結成の助成、⑥クラブ歴史の
編纂を実施いたしました。
４．創立10周年記念事業
昭和39年３月30日、大島鈴松会長のもと、電装ホール
にて、創立10周年記念式典が開催されました。
10周年記念行事として、①交通安全への奉仕として白

生産額は県下名古屋に次ぐ地歩を築いて参りました。

バイ４台の贈呈、②亀城公園環境への奉仕（しょうぶ、
あやめの寄贈）、③青少年への奉仕として、新聞配達善
行少年の表彰、などを実施いたしました。
５．創立15周年記念事業

昭和26年市制を施工、名古屋の衛星都市として益々膨
張繁栄して参りました。
戦前には町内各層の有力者を以て八日会なる会があり、
毎月１回定例的に例会が行われ、各層の意見の交換を行
い、地域社会の向上を念じ、お互いの親睦を図る機会を

神谷広井会長のもと、15周年記念事業が実施され、
①ロータリー文庫の贈呈、②人命救助表彰基金、③警察
友の会設立準備金、④地域内学校、教育用ビデオテープ、
レコーダーの購入、またこの年に刈谷南ロータリークラ
ブの認証を致しました。

作る会合がありました。
昭和27年頃より、ロータリークラブ結成の話題が出て
いました。その後、名古屋ロータリークラブ幹事であり
ました敷島製パン株式会社社長・盛田秀平氏、また副幹
事であられた荒川長太郎両氏が刈谷ロータリークラブ結
成について、ご指導を賜る事となりました。
そしてキーメンとして、五名が選ばれました。
藤井清七氏、広瀬惣平氏、伊東利郎氏、巌瀬政美氏、
太田一造氏
昭和29年３月８日、刈谷商工会議所において、創立総
会を開催し、定款細則その他諸般の事項を審議され、役
員を決定がされ、会員24名を以て新発足をしたしました。
その後、３月30日付け、待望の本部承認の電報が、４
月２日の定例例会席上ガバナーより公表され、めでたく
国際ロータリーの一員として華々しい発足をしたのであ
りました。
２．輝かしいチャーターナイト
昭和29年10月23日、刈谷商業家庭高校で開催され、当
クラブ会員一同からの祈念によって、雲一つない、快晴
に恵まれ、絶好のチャーターナイト日和でありました。
全国各地より集まるロータリアン、その家族が会場を埋
め、参加者全国30クラブより、230名参加の下に盛大に
挙行されたのでありました。
午前11時点鐘を合図に開会を宣言し、
「国歌」
、「奉仕
の理想」が斉唱され、柳瀬ガバナーから石田退三会長に
認証状が伝達されました。
この感激的な一瞬こそ、会員一同にとって一生忘れ得
ぬ思いでの一時でありました。
余興はどれも誠心こめた、郷土の紹介が重点におかれ、
400年来三河に伝わる郷土の民芸が披露され、また少女
バレーおよびバイオリンの独奏など、まことにバラエ
ティに富んだ盛り沢山な余興に参加ロータリアンは本当
にチャーターナイトの雰囲気に浸り、
「手に手つないで」
の合唱で幕を閉じました。
３．創立５周年記念事業
５周年記念事業として、①刈谷駅前広場に５周年記念
時計塔の設置、②街を明るくする運動の展開、③公園お
よび駅前広場にロータリーベンチの設置、④五周年記念
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