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石原稔久

第１０７７回（当年度１０回）の記録
□平成25年９月１１日（水）18：00～19：00
□会場 一宮商工会議所3F
□開会の点鐘 柴田会長
□ロータリーソング 「我等の生業」
□ビジター 戸本伸様（岐阜長良川ＲＣ）
□出席・ニコボックス報告 野田副委員長
□ロータリーの友紹介 坂田委員長
□青少年サミット報告 岩田委員長
□幹事報告 春木幹事
□ＳＡＡ報告 鵜飼ＳＡＡ

会長挨拶

小

会 員 総 数
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一宮商工会議所

柴田裕市
１０/２の内宮、１０/５の外宮の社殿を２０年毎に
建て替える伊勢神宮の式年遷宮は、持統天皇
の飛鳥時代から数えて６２回目１３００年という世
界でも例を見ない歴史と伝統を有しており、今
年は８年前の２００５年から御用材の伐採と搬出
から始まっています。６５棟の木造社殿が造られ、内宮正殿、外宮
正殿は共に最大で弥生時代の穀物倉庫に由来する唯一神明造
りと呼ばれる構造で、高さは１２米、３～４階建てビルに相当しま
す。又、１６００点にも及ぶ装束や宝物の道具類の調度品も全て新
品にとりそろえられるとの事です
では、なぜ２０年に一度なのか。壊れた訳でもないのになぜ遷
宮を行うのか。社殿の耐久年数からきた年限とする説や建築技
術を伝承することが可能な年限だからとする説。又、遷宮経費
に充てる米の貯蔵期間に由来しているとか諸説あるが、そこに
とこわか

は、「常若」という神道の精神が根底にあるといわれている。若
とは、年齢的なものではなく、若々しい瑞々しいとの事。大切な
神を常に新しい社殿に祀り、「常若」の力を得てもらうというの
である。
第１０７８回（当年度１１回）の記録
□平成25年９月１５日（日）８：３０～１６：００
□会場 一宮市総合体育館
□開会の点鐘 柴田会長
□ビジター 青山佳裕様（一宮ＲＣ）
岩瀬 亮様・仲山拓次様・森 美穂子様
仲山将大様・鵜飼和司様・石原正子様（一宮RAC）
□サイン受付 ７名
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８６.０５％

会員出席

１００％

状況報告
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９月は新世代のための月間です

８１.４０％

９５.３５％

ニコボックス（ＡＢＣ順）9/11・9/15
☆春木和美君
今日は、かつて東海豪雨のあった日。そして米同時多発テロがあっ
た日です。今日の平和に感謝！！
☆今井多美子君
永田さん、先日は有難うございました。
☆猪子裕史君
永田さん、鵜飼さん、先日はありがとうございました。
☆石原稔久君
永田さん、有難うございました。鵜飼さん、お疲れ様でした。
☆岩田真周君
本日はおねがいします。
☆鹿島兼一君
例会に出席できたので。
☆小島三男君
月曜日にあまＲＣへ白木分区幹事と訪問してまいりました。
☆松前裕己君
例会に出席できたので。
☆松前憲典君
サッカー大会の成功を祈ります。岐阜長良川ＲＣの戸本さん、ようこ
そ当クラブへ来訪ありがとうございます。
☆森 明美君
永田さん、鵜飼さん、先日はありがとうございました。
☆森 俊一郎君
良いことがあったので。
☆野田義広君
健康であることに。
☆小野木宏君
例会に出席できたので。
☆尾関一之君
先週は、大雨で欠席させていただきました。
☆柴田裕市君
本日は、新世代奉仕委員会ご苦労様です。２０２０年東京オリンピックも決
まりました。15日の青少年育成サッカー教室も成功させましょう!
☆白木公明君
元気で毎日生活しています。皆様に感謝申し上げます。
☆鵜飼俊光君
岩田委員長、頑張って下さい！
☆山田秀代君
永田さん、鵜飼さん、先日はありがとうございました。
☆青山佳裕様（一宮ＲＣ）
青少年育成サッカー教室の開催おめでとうございます。出席させて
頂きました喜びで。
☆春木和美君
サッカー大成功！！岩田委員長、何から何まで本当にお世話になり
ました。ありがとう！
☆今井多美子君
本日は、岩田さん、委員の皆さん、お疲れ様でした。大成功でしたね。
ありがとうございました。
☆猪子裕史君
岩田君、お疲れ様でした。
☆石原稔久君
カンちゃん、ショウちゃんはじめ皆様、お疲れ様でした。
☆岩田真周君
本日は、皆さんのお力で無事終りました。大変有難うございました｡
☆梶原誠二君
本日は、ご苦労様でした。
☆小島三男君
新世代奉仕委員会の皆様、本日はご苦労さんでした。すばらしい大
会でした。
☆松前憲典君
サッカー大会の成功おめでとうございます。慰労会で疲れをとって
下さい。
☆森 明美君
本日は、皆様お疲れ様でした。何度もつかえご迷惑おかけしました。
☆永田 正君
岩田委員長、大変ご苦労様でした。今夜はゆっくり飲んで下さい。
☆小野木宏君
今日は、ご苦労様でした。
☆大塚省治君
カンちゃん、さすが完ペキでしたネ！！皆さん、ご苦労様でした。今
度はU9と勝負だ！！
☆坂田義一君
皆様、今日は朝早くから一日ご苦労様でした。
☆柴田裕市君
本日は、青少年育成サッカー教室に岩田委員長他関係者の皆様、大
変ご苦労様でした。大成功のうちに終りありがとうございました。
☆鵜飼俊光君
またひとつ、大きな事業が終わりました。皆さん、お疲れ様です！
☆山田秀代君
カンちゃん、今日はおつかれさまでした。

青少年育成サッカー教室
一宮市総合体育館
新世代奉仕委員会委員長

岩田真周君

９月１５日（日）、「第6回ロータリーカップ・サッ
カー大会IN一宮」が一宮市総合体育館にて、開
催されました。
U-11（四・五年生の部）9チーム
とU-9（二・三年生の部）9チームと
フレンドリーマッチの6チームの約
230名の子供達がトーナメントや
リーグ戦で優勝を目指して大粒
の汗を流しながら熱戦を展開しま
した。
U-11は愛知FC一宮（一宮市）の
優勝で準優勝はNPFC（稲沢市）三
位はアレグリSC（稲沢）、U-9はFC
市江（海部）の優勝で準優勝は犬山クラブ（犬山）三位は稲沢FC
（稲沢）、FM（フレンドリーマッチ）は木曽川FC・Bチーム（一宮）の
優勝で準優勝は犬山クラブ・Bチーム（犬山）でした。
私達一宮中央ロータリークラブのメンバーも早朝から準備、
競技の運営、片付けに至る
まで大変忙しく額に汗を掻
いて頑張って頂きました。お
陰様でロータリーカップも
大成功だったと思います。
打ち上げでは、皆さんの笑
顔も拝見し、労 いのお言葉
まで頂き、ありがとうござい
ました。メンバーの皆様、 大
変ありがとうございました。

地区青少年サミットに出席して
新世代奉仕委員会

岩田 真周君

私は、9月1日（日）キャッセルプラザホテ
ルに、柴田会長・春木幹事にご同席頂き、
「国際ロータリー2760地区2013～2014年
度地区青少年サミット」に参加者させて頂
きました。
田中ガバナー又特別出席者（8名）を始め
地区委員長・地区83ロタリークラブの会長・
幹事・青少年奉仕員会委員長（139名）地区
の青少年奉仕の関連役員様（48名）インターアクト・ローターア
クト・青少年交換・RYLA（110名）総勢約300名が出席されました。
まず今年の7月から「新世代奉仕委員会」から「青少年奉仕委
員会」に名称が変更された報告がありました。次に、インターア
ク ト 委 員 会の 活動 報 告、ロ ータ ー ア クト 委 員会 の活 動 報 告、
RYLA委員会の活動報告があり、休憩の後、地区青少年交換委
員会の活動報告がありました。
色々な活動報告の中で、一番心に残ったのが地区青少年交
換委員会の2012年～2013年まで海外留学をされていた高校生
達です。一人一人が一年間の留学を報告するに当たり、留学先
の母国語でまずは自己紹介をされ、そのあとは堂々と報告を
される姿がとても高校生には見えないぐらい立派でした。私も
自分の子供には是非留学をさせたいと心に強く思い、その時は
皆様方のお力もお借りしたいと思います。
青少年奉仕委員会の活動内容が理解でき大変勉強なり、驚き
と感動の１日でした。

次回１０月２日（水）の予定

クラブフォーラム
西尾張分区合同ゴルフ競技会打合せ

