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ロータリーは機会の扉を開く

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3097回例会プログラム

14．謝
15．点

［当年度＝14回目；当月＝４週目］

13：30
１．例 会………〈司会：プログラム委員会〉
12：00 〈食 事〉
１．チャイム

12：30

２．点

鐘……〈会

ビ

長〉

３．開会宣言
４．ロータリーソング斉唱……日も風も星も
５．講師・ゲスト並びにビジター紹介
６．会長挨拶並びに会長報告
７．西三河分区インターシティ・
ミーティング PR（ホスト 安城 RC）
よこやま ま き お
IM 実行委員長
横山真喜男 様



ほそ い



長〉

16．閉会宣言

2020年（令和２年）10月26日㈪

12：28

辞
鐘……〈会

ひではる

IM 実行委員会顧問 細井 英治 様
８．幹事報告
９．出席報告
※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
12．次週並びに次々週のプログラムの予告
（11／２）……

17．散

ジ

タ

会

ー

IM 実行委員長
IM 実行委員会顧問

出

横山真喜男 様（安城 RC）
細井 英治 様（安城 RC）

席

会員総数

97名

出席免除

22名

出席義務者＋免除者の内例会出席者
欠 席 ６名
出席率 93.54％

93名

前々回（10／12）の修正出席率 100％

会

長

報

告

１）10月24日土曜日、雨天順延となっていた、RC カッ
プサッカー大会第二部の閉会式に近藤純子青少年奉
仕委員長と出席してきました。

卓話「障がい者とともに学び、生きる、

インクルーシブ社会へ」
講師 認定 NPO 法人アジア車いす
交流センター（WAFCA）
事務局長 熊澤 友紀子 様
（紹介者 新村 淳彦 会員）



（11／９）……職場例会（職業奉仕委員会）
12：00 ～食事
12：30 ～ 13：30例会・概要説明・見学
於：愛知豊明花き地方卸売市場
13：00

13．本日のプログラム
新会員アワー
岡田 行永 会員
渡部

亨 会員

幹

事

報

告

１）本日例会終了後に特別会議室にて第５回理事会を
開催します。関係の会員はご出席をお願い致します。

（1）

会長あいさつ

西三河分区インターシティ・ミーティング PR
神野

公秀

10月に入ると、お菓子売り場や
ショーウィンドーをハローウィンの
モチーフが賑やかに彩ります。ハ
ローウィンが日本に伝わったのは
1970年代で、1980年代には、東京で
日本初となるハローウィンパレード
が行われました。以来、ハローウィ
ンは日本の年中行事としてもすっかりお馴染みになり、
今では、クリスマスやバレンタインデーと並ぶ経済効
果のある年中行事であり、小さな子供達には「お菓子が
もらえる嬉しい行事」
、若者たちには「年に一度大騒ぎ
できるイベント」となっている感が日本にはありますが、
その起源はとても厳かなものです。
今から二千年以上も前に活躍したヨーロッパの先住民

新会員アワー
岡田

行永 会員

族 ケルト人の暦では、10月31日は一年の終わりでした。
そしてこの日には、ご先祖様の霊が家に帰ってくると信
じられていました。日本のお盆と大晦日が重なったよう
な日で、さらには収穫祭でもあり、ケルトの人々はごち

７月から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い
た 刈谷商工会議所 専務理事の岡田
です。本日は、新会員アワーとして

そうと感謝をご先祖様にささげたといわれています。ご
先祖様の霊がこの世に戻ってくるとき、悪霊や魔女も
やってくるとされたため、大きなかがり火を焚いて供物

貴重なお時間を頂きありがとうござ
います。
昭和38年生まれで、１か月後に57

をささげ、その火を家にもち帰り魔除けとしました。や
がてキリスト教がヨーロッパに広まると、10月31日のケ
ルトのお祭りも姿かたちを変えていきます。キリスト教
は、11月１日をすべての聖人を崇敬する祝日「万聖節
（All Hallows）
」とし、その前夜は（All Hallows’ eve）、
略して「Halloween（ハローウィン）と呼ぶようになり
ました。ハローウィンとなってもケルト文化を受け継い
でいこうと、人々はご先祖様の霊に仮装したり、供物を

歳になります。安城生まれで、現在も、七夕まつりのメ
イン道路を一本入ったところに住んでいます。妻と大学
生の長男、高校生の長女の４人家族です。
出身高校は刈谷北高校です。来年 創立100周年を迎え、
周年記念事業を計画しておりますので、ご協力をよろし
くお願いします。出身大学は金沢大学です。今は、移転
していますが、当時 大学は町の真ん中の金沢城の中に
キャンパスがあるという恵まれた環境でした。

ささげたりして、弔いと感謝の気持ちをあらわしました。
本来のハローウィンに即した仮装は、あの世とこの世を
行き来できる、魔女やお化け、ゾンビ、モンスターなど
でした。ハローウィンが大きく変わるのは、19世紀でア
メリカに伝わると、子供を中心とした楽しいお祭りにな
りました。仮装はあの世とこの世を行き来できるミステ
リアスな異界の者に、供物はお菓子となり「トリック・
オア・トリート」
（お菓子をくれなきゃイタズラするぞ）」
のフレーズも生まれました。よく見かける、カボチャを
くり抜いて中に灯をともす、ジャック・オー・ランタン
は、この灯があると良い霊が集まり、悪い霊は去ってい
くためで、
あの世にもこの世にも行けず、
悪魔からもらっ

高校までは、スポーツが苦手で嫌いでしたので、スポー
ツから縁遠い生活をしていましたが、大学時代にスキー
をはじめて、その後、山登りやゴルフなどをやってきま
した。しばらく山登りはしていませんでしたが、3000m
超の山の中で唯一登っていない富士登山にトライしよう
と、最近リハビリを開始しております。
大学卒業後、昭和61年にトヨタ車体に入社し、昨年末
まで、総務に25年、人事に９年所属しました。経験部署
数は少ないですが、今の仕事につながる経験をさせても
らったと思います。本年１月からは刈谷商工会議所でお
世話になっています。コロナ禍の影響で活動が制約され
る中ですが、会議所の役員・会員・職員、市や商店街な

た火種を頼りにさまよう男性の伝説をもとに生まれたそ
うです。

どの関係団体の方々に教えてもらいながら、日々勉強の
毎日です。
これまで長年お世話になってきた刈谷の地に、ロータ
リークラブ・商工会議所の一員として、微力ながら貢献
できる機会を頂いたことに感謝しています。皆様のご指
導・ご鞭撻をいただきながら精進してまいりますので、
よろしくお願いいたします。

（2）

新会員アワー
渡部

亨 会員

2020年７月より、伝統と格式のあ
る刈谷ロータリークラブに入会させ
ていただきました㈱豊田自動織機の
渡部です。
1961年生まれの59歳で、血液型は
典型的なＡ型と言われています。
実家は代々刈谷で暮らしていまし
たが、父が転勤族であったため、私の生まれは九州男児
なのですが、その後、東京、横浜、尼崎など、風土や文
化、また食生活も異なる色々な地域を巡ってきています。
大学ではグリークラブという男声合唱団で４年間活動
しておりまして、コンクールで入賞した事もありますが、
カラオケは鬼門です。
社内歴としては、経理が最も長く25年になりまして、
他に経営企画や中国に新工場を建設するプロジェクトな
どにも参画してきました。
家族は、妻と娘と息子の四人家族です。娘は昨年、就
職して一人暮らしを始めましたので、現在は、３人と猫
４匹とで暮らしています。
私が家に帰ると猫達がスリスリと寄ってきまして、こ
れが私の癒しのヒトトキになっています。
趣味と言えるレベルではありませんが、３年前からゴ
ルフを始めています。レベル的にはまだまだですが、ス
コアはあまり気にせず運動として楽しんでいます。
あと、ポケモン GO を４年間やっていますので、もし
お仲間がいらっしゃれば、お声がけいただければ幸いで
す。
今後、
皆様と親しくさせていただきながら、
地域やロー
タリークラブへ貢献できるよう、努めていきたいと考え
ています。
どうぞよろしくお願い致します。

第５回理事会
Ⅰ 会長挨拶
〈会 長〉
Ⅱ 議 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〉
〈親睦活動委員長〉
３．新会員について
〈幹
４．
「END POLIO NOW」マスク購入について
〈幹

事〉
事〉

５．次年度指名委員について
〈幹

事〉

６．その他
Ⅲ 会場監督の所見
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