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BE THE INSPIRATION

インスピレーションになろう

第 253５回例会 №25
2019 年(平成 31 年)2 ⽉ 8 ⽇(⾦) 晴
「我等の⽣業」

幹 事 棚 橋

顯

広報･雑誌・会報委員長 深 谷 友 尋

R.I．会長 バリー・ラシン

外部に向けるべき関⼼がすべて⾃分の健康状態
や体調に向けられ、これに過度にこだわる。

会葬挨拶

内藤 昌裕君ご⼦息 内藤

正明⽒

出席報告
会員 69 名中 出席 51 名 出席率 73.91％
前々回修正出席率 100％
○ゲスト
内藤 正明⽒
○ビジター
名古屋名駅ＲＣ
清⽔ 順⼆君
⽯井 雄⼆君

会長挨拶
⼼の⽼化の特徴
・ 知的機能が低下する。
知的機能（認識、記憶、再⽣、総
合する能⼒）は男性で２５〜３５
歳がピーク。以後次第に低下する。
計算、記憶、空間認知、推理など
が中年以降低下する。知的機能の低下はアルツハイマ
ー病のおもな症状でもある。
・ 性格が変化する
３つのタイプ
拡⼤型：⽣来の性格がより増強されていく。
反動型：⽣来の性格から反対の⽅に変化する。
（内気な⼈が攻撃的になる。
）
（呑気な⼈が短期になる。）
円熟型：全体に調和のとれた円満な性格に変化す
る。（気難しかった⼈が穏やかになる。
）
また考えや⾔動が⾃⼰中⼼的で保守的になる、
猜疑⼼が強くなる、活発さが消え、⾟気くさくな
る⼈もいる。
・ 感情が変化する。
⾼齢者のうつ状態の多くは健康や経済⾯への
不安、家庭内や社会での⼈間関係の疎遠、⽣活⽬
標の喪失などによって誘発される反応性のうつ
といわれるもの。

ニコＢＯＸ
(本⽇、故内藤昌裕さんの御⼦息、内藤正明さんを
ゲストでお招きしております。皆様やさしくしてあ
げて下さい)
⽥島会⻑
(同好会の皆様、活動紹介よろしくお願いいたしま
す)
棚橋幹事
(嬉しい事がありました。それは、ひ・み・つ)
中村君
(本⽇、トラグルメ会の紹介をさせて頂きます)
杉江君
(平松君、先⽇⻑時間にわたりお世話になりました。
アリガトウゴザイマシタ。。)
加藤(茂)君
(本⽇愛⾞同好会「ビースト」の活動報告をさせて
いただきます。よろしく！)
⼭川君
(本⽇、趣味の会 愛⾞同好会の活動報告をさせて
いただきます)
髙村君
(昨⽇、もうすでに⼀杯やっていてワイン会をドタ
キャンしました。ごめんなさい)
⼭⽥(豊)君
(⼀昨⽇、昨⽇と芹澤エレクトに⼤変お世話になり
ありがとうございました)
⻑瀬君
(中井委員⻑よろしくお願いします) 加藤(嗣)君
本⽇合計
累
計

22,000 円
1,651,000 円
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同好会報告
① 愛⾞同好会(BEAST)

副会⻑ 髙村 芳⾏君

趣味の会の活動報告をさ
せていただきます。
私ども愛⾞同好会（BEAST）
は、６年前、岩佐会⻑、⽔⾕
幹事の時に承認をいただき
⽴ち上げました。
会⻑⼭川君、幹事柏森君そして私は、副会⻑として
やらせていただいております。創⽴メンバーは２２名
でした。
私が名古屋商⼯会議所若鯱会のツーリング同好会
のメンバーでもありましたので、若鯱会との合同ツー
リングも何度か⾏いました。
春（５⽉連休明け）と秋（９⽉末〜１０⽉にかけて）
の年に２度、１泊２⽇のツーリングに⾊々な所へ出掛
けております。⼜、忘年会、新年会もやっております
し、夏、ビアガーデンでの懇親会もやります。
こうお話しすると飲んでばかりいる会の様ではご
ざいますが、⾞が好きで、ドライブが好きで、皆と⼀
緒に⾊々な所へ⾏って、そういう楽しい会です。
皆さんも興味がありましたら、どんどん参加してくだ
さい。もちろん参加は⾃由ですし、乗り合いでの参加
も⼤歓迎です。
今年の春のツーリングでは、北海道旅⾏を計画して
おりますので、多くの⽅の参加をお待ちしておりま
す。

② ゴルフ同好会

会⻑

橋本 修三君

当クラブのゴルフ会の歴
史は、２０周年記念誌に載っ
ています。それによります
と、会員の親睦を深める⽬的
で、昭和４２年７⽉１⽇に
「名古屋港ロータリークラ
ブゴルフ会」として発⾜しました。
年度ごとに会⻑から優勝杯の寄贈を受け、毎⽉、主と
して名古屋ゴルフ倶楽部和合コースに於て開催され、
毎⽉の優勝者により、年度末のゴルフ会において、会
⻑杯取切権利者１２名により争奪戦を展開してきた
とのことです。
創⽴２０周年当時の会員総数１１３名中、ゴルフ会
の会員は３８名だったそうです。ちなみに、その年は、
記念ゴルフ⼤会が⽊曽御岳カントリーで開催され、⼩
倉昇君が３９、３９の７８で回って優勝されたとい
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う記事も載っていました。
その後、和合を開催ゴルフ場とするゴルフ会も
次第に参加者が減るようになったため、制度を改
めて再スタートすることになりました。
新ゴルフ会は当クラブの第３６期会⻑を務めら
れた中村吉夫先輩が２００７年頃に初代会⻑とな
って始まり、現在に⾄っています
現在のゴルフ会は、次のようになっています。
原則として例会は年間６回開催し、和合、三好、愛
知はそれぞれ１回ずつ実施する。その他は緑が丘、
桑名、藤岡、塩河などで開催し、年によっては会員
旅⾏にあわせて⾦沢で開催したり、静岡県の御殿
場や東北の利府などへ遠征したりしています。
現在の会員数は４８名で、⼤体３組から４組で
会⻑が寄贈してくれた優勝杯の争奪戦を⾏ってお
ります。以前徴収していた年会費もありません。
今年は、⽥島会⻑のお計らいで、優勝者には優勝杯
のほか１ダースの⾼級ゴルフボールの副賞までつ
いております。このような慣⾏は今後も是⾮継続
して欲しいと願っています。
次回の例会は、３⽉１３⽇に和合で開催する予
定で、現在も出場希望者を募集中です。４⽉は１２
⽇に開催を予定しております。
このゴルフ会は、とても気楽に参加できると思い
ますので、ご興味ある⽅、これからゴルフを始めて
もいいかなと思っている⽅は⼀度是⾮参加してい
ただければと思います。

③

釣りクラブ

幹事 三枝樹明道君
会⻑ 早瀬 鎌⾏
幹事 三枝樹明道
クラブ創⽴２６年
年間２〜３回の釣⾏
は、トイレ付きの貸し切
り船での海釣りです。

初⼼者の⽅は貸し竿があります。
年間２〜３回の懇親会は、釣りをしなくても美味
しいものが好きな⽅⼤歓迎です。

「まいら」にて
④
君

トラグルメ

会⻑

杉江

豊⽂

「トラグルメ」とはトラベル
（旅⾏）とグルメ（⾷事）を
組み合わせた造語です。
⽥島年度では１１⽉に豚
かっぽう「まいら」また来週
１３⽇にはフランス料理
「ラ・グランターブル・キタムラ」にて開催いたし
ます。
今年度中には仙台へ赴き創⽴５０周年記念事業
「みなと友愛の森」の⾒学・観光・ゴルフ・⾷事を
セットに企画しております。
この会の歴史と経緯は私が⼊会当時の１９９０
年には「グルメ会」と称し、年会費１万円を徴収し
運営されておりました。とても楽しく錦界隈を教え
て頂いたのが「タスキ会（SAA・親睦・ニコＢＯＸ
委員会）
」と同様に早くロータリーに馴染めた有意
義な会でありました。
その後１９９３年に名称を「歴史と⽂化とグルメ
の会」と変更しましたが、１９９７年に解散してお
ります。
無くなったのが⼤変残念な思いから、私の会⻑年
度２０１４年に芹澤君にお願いし、同好会として
「トラグルメ」を⽴ち上げて貰いました。
現在、幹事を⼭内君にお願いし、⾊々と企画して
います。多くの会員に参加して頂けるように頑張り
ますので、万障繰り合わせて出席をお願いいたしま
す。

⽉
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今後の例会予定

日

22

「インターシティミーティング」
例会変更
2 ⽉ 18 ⽇(⽉) 16：00
名古屋観光ホテル

1

港友例会

8

卓話「税のあれこれ」
中川税務署⻑ 四井 清裕⽒

15

卓話「オリンピックと世界の国旗」
評論家・世界の国旗研究協会会⻑
吹浦 忠正⽒

22

休

29

卓話
「あいち⼦ども⾷堂ネットワーク
RCC について〜⼦どもの貧困・教育
格差をなくすために〜」
地区補助⾦委員会
委員 藤野 直⼦さん

5

卓話
「ソムリエ的ビジネスマンの流儀」
トヨタ鞍ヶ池記念館
館⻑ 千葉
武⽒

12

卓話
「義⾜を届ける」
義肢装具⼠ 稲葉 智彦⽒

3

4

会
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