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ロータリーは世界をつなぐ

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3066回例会プログラム
出

席

［当年度＝12回目；当月＝３週目］

2019年（令和元年）10月21日㈪
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

12：45

欠 席 15名
出席率 82.95％
前々回（９／25）の修正出席率 100％

会

長

報

告

１）10月17日（木）に多治見カントリークラブにて、

７．会長挨拶並びに会長報告
８．幹事報告

彦会員でした。
２）10月20日（日）刈谷市福祉健康フェスティバルに

12．次週並びに次々週のプログラムの予告
（10／26）……地区補助金事業（社会奉仕委員会）
12：00 ～刈谷ハイウェイオアシス
※10月28日（月）の例会変更分です。
（11／４）……休

会（法定休日）

13．本日のプログラム
新入会員アワー
稲吉 克己 会員
土屋 和哉 会員
14．謝 辞
15．点 鐘……〈会
16．閉会宣言
17．散

知立 RC との合同親睦ゴルフコンペが開催されまし
た。刈谷クラブのゴルフ例会は、室殿豊会員が、グ
ロス87、ハンディキャップ15.6、ネット71.4で優勝
されました。なお、総合優勝は知立 RC の野々山和

出席してきました。

※第１四半期皆出席の発表（出席委員会）
10．委員会報告
11．ニコニコボックス報告

13：30

88名

４．ロータリーソング斉唱
……それでこそロータリー
５．講師・ゲスト並びにビジター紹介
６．食 事

９．出席報告

13：00

会員総数 97名
出席免除 24名
出席義務者＋免除者の内例会出席者

長〉

幹

事

報

告

１）10月26日の例会に関係する資料、
「チラシ」と「会
場図」と「ポリオ募金担当表」をレターケースに入
れさせて頂きましたので、ご確認ください。
２）日本ロータリー 100周年記念バッチが届きました。
レターケースに入れさせて頂きましたのでご確認く
ださい。
３）本日例会終了後、事務局にて第５回理事会を開催
します。関係の方はご出席をお願い致します。

委 員 会 報 告
●社会奉仕委員会
１）千葉県台風15号災害義援金のお願いです。義援金
ボックスをまわしますので、よろしくお願いします。

会

（1）

降、主に発電所で作られた電気を電柱に架線した電線に

会長あいさつ
杉浦

文雄

まず初めに、先週の台風19号で多

より、一般家庭や工場などにお届けする配電設備の計画、
保守および管理の配電部門のほか、企画・教育部門に従
事し、平成29年７月から新城営業所長、そしてこの７月

くの方がお亡くなりになられました、 から現職の刈谷営業所長を務めております。
ご冥福をお祈りいたします。
次に趣味ですが、週末は、妻と「日帰り小旅行」や「落
防災、減災と言う言葉が、最近よ
くでてまいります。災害を少しでも
減らす為の対策は企業でも多く取り
組まれております。台風で、デパー
トやスーパーの臨時休業も今回多くあり、不便な思いも
ありましたが、そこで働く人々の安全を最優先にした減
災措置かと思いました。皆様の会社では、どんな取組を
されてますでしょうか？ またお聞かせいただけたらあ
りがたいです。
さて、いよいよ今週26日土曜が移動例会刈谷ハイウェ

語鑑賞」などに出かけ心身のリフレッシュをしておりま
す。
また、最近はやや肥満ぎみの体型を改善すべく、週末
は近所のスポーツジムに通いジョギングや筋トレで汗を
流しています。さらに健康体への改善を加速するため、
11月からは近隣市町村で開催される２～３のマラソン大
会に出場します。
必ず（できれば）、来年3月の健康診断ではよい結果を
出したいと思います。
次は会社についてです。

イオアシスで地区補助金事業『音楽とのふれあいイベン
ト』です。
これは一般の親子連れ、子供達に演奏を聞いていただ
くだけでなく、楽器の音を出してみる体験や演奏者との

弊社は2020年4月送配電部門、販売部門を分社化しま
す。刈谷営業所は一般送配電事業会社に属し、名称を
「中
部電力パワーグリッド株式会社刈谷営業所」に変更しま
す。会社分割しますが、弊社の使命は「エネルギーの安

ふれあいもしていただく社会奉仕であり青少年奉仕活動
でもあります。そして皆様にはポリオ募金もしていただ
き一度に３つの活動をいたします。本当にお世話をおか

定供給を通じ社会の期待に応えていく。」ことに変わり
ありません。私はこの地域の電力の安定供給確保の先頭
に立ち、万一の停電時には、一刻も早く復旧するよう総

けしますがよろしくお願いします。

力を結集する所存です。
最後になりますが皆さまにお世話になりながら、伝統
と格式ある刈谷ロータリークラブ会員として様々な活動
を通じて自分自身を磨いて参る所存です。今後ともご指
導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

新入会員アワー
土屋

新入会員アワー
稲吉

克己 会員

みなさん、こんにちは。
この７月、加藤英二様のご推薦を
賜り、伝統と格式ある刈谷ロータ
リークラブに入会させていただきま
した。ありがとうございます。

和哉 会員

自己紹介 氏名 土屋 和哉、生年
月日 S44.10.24
先日はカレンダーありがとうござ
いました。
家族構成は３人、妻・長男です。
家族は現在福島県福島市に在住です。
出身地は北海道室蘭市で妻は札幌
出身です。
両親は、父は不動産業・母は生花業を営んでおります。
現在は弟が生花業を継いでおります。

高校まで室蘭にて大学時代は札幌にて過ごし平成五年
自己紹介から始めます。
に明治生命に入社しており勤続26年現在に至ります。生
昭和40年４月、蒲郡ミカンの産地で昔は温泉街、今は
命保険会社を志した理由は20才の時に父をがんで亡くし
ラグーナテンボスを観光地とする海と山の風光明媚な街、 たこと、相続について学んだことがきっかけです。
蒲郡市形原町に生まれ、今年54歳になりました。現在、
北海道の室蘭市と聞いても馴染みがないと思いますの
岡崎市城南町に、共通の知人の紹介で出会った３歳下で、 で少しだけご紹介いたします。ムロランの語源はアイヌ
西尾市で教員を務める共働きの妻と２人暮らしです。来
語で『モ・ルエラン』小さい下り道の意味です。
年３月28日で結婚、丸22年を迎えます。
これに漢字をはめた読み方です。他にも札幌（サッポ
次に職歴です。昭和59年４月、中部電力に入社し、以
ロペ 乾く大きな川 石狩川）小樽（オタルイナ 砂の
（2）

交わる場所）富良野（フラヌイ

臭気

においをもつも

の）千歳・函館はアイヌ語ではありません。
北海道の南部に位置しており地図上では札幌より下の

４．学校訪問コンサート協賛について
〈社会奉仕委員長〉
５．RYLA セミナー参加について

ほう太平洋沿いになります。歴史は明治の開拓時代仙台

〈青少年奉仕委員長〉

藩が入植、馬蹄形の天然の港とあり、函館・小樽に続き
北海道の玄関港として鉄道が引かれ炭鉱地の夕張・三笠

６．ポリオプラス募金について
〈ロータリー財団委員長〉

産出の石炭を本州に運び出しており、明治の時代に入り
日本製鋼所・新日鉄が設立され『鉄のまち むろらん』
と言われるようになりました。近隣の観光地には温泉で
有名な登別市、サミットのあった洞爺湖、隣に市は『製

７．次年度指名委員について

紙工場のまち苫小牧』があり苫小牧には北海道トヨタな
どもあります。名物はカレーラーメン・ムロラン焼き鳥
（トン串）味噌ラーメンは札幌の味の三平が発祥と言わ
れており寒い日に味噌汁に麺を入れたことがスタートと
いう説があります。その際共同開発したのが西山製麺で
す。函館は塩ラーメン、旭川は魚介の醤油、山頭火ラー
メン、蜂谷が有名カレーラーメンはそこまではメジャー
ではありませんが寒い日にはカレーの辛さがおいしいで
す。北海道の焼き鳥は豚バラ肉ベースの焼きトンに玉ね
ぎを刺したものです。

〈幹

事〉

８．その他
Ⅲ

会場監督の所見

10月度刈谷 RC ゴルフ例会
令和元年10月17日㈭
於：多治見カントリークラブ
成 績
氏 名
優
２
３
Ｂ

勝
位
位
Ｂ

室殿
都築
二村
鈴木

豊
浩介
寿泰
豊

Ｇ

Ｈ

Ｎ

87
77
82
105

15.6
4.8
9.6
21.6

71.4
72.2
72.4
83.4

気候は北海道の中では温暖で年間平均気温は8.6度で
長野市と同等であり、内陸部に比べると降雪量は少なく
スキーではなくスケートが盛んで元オリンピック選手現
在参議の堀井学さん、橋本聖子さんが近隣の出身です。
「天災は忘れたころにやってくる」の格言があります
が南海トラフ地震が今後30年以内に発生70―80％以上の
予想、私は東日本大震災津波が地震後30分―１時間後に
８―９ m、福島第一原発のある富岡まちでは21.2m、岩
手県宮古市の10m の壁が2.4KM 続いた田老の防波堤（万
里の長城）が決壊しました。皆様ご存知の通り津波被害
は甚大でした。多くの方が亡くなられ当社でも３名なく
なりました。
私も50年生きてきましたが地震後の廃墟・がれきの山、
人の命はあっけないものだとその時に実感してきました。
一生わすれられません。備えあれば憂いなしだとおもい
ます。

第５回理事会
Ⅰ

会長挨拶

Ⅱ

議

〈会

長〉

題

１．11月・12月のプログラム（案）について
〈クラブ奉仕委員長〉
〈プログラム委員長〉
２．クリスマス家族会について
〈クラブ奉仕委員長〉
〈フェローシップ委員長〉
３．職場例会について
〈職業奉仕委員長〉

（3）

