


２０１４年１０月２７日（晴れ） 第３週 第２０８７回例会

”我等の生業”Song

野杁章夫ガバナー補佐（一宮RC）他2名Visitor

Attendance

７９名 ８名 ８７．８８％会員 欠席 出席率

栗木和夫 会長President Time

皆さん、今日は。すっかり秋らしい季節になってきまし

たが、体調管理には気を付けてください。気になることが

ある場合は、早期に保健委員会委員長の藤田先生にご相談

いただくと良いでしょう。今日はガバナー補佐訪問という

ことで、西尾張分区の野杁ガバナー補佐、村川分区幹事、

亀井地区副幹事の３名においでいただき、当クラブが効果

的に運営されるようご指導いただきます。又例会終了後に

は30余名がクラブ協議会に参加させていただき、事業計画

及び現況を発表してアドバイス等を頂きます。よろしくお

願いします。さて今日は、次々期48代会長選任のための総

会を開催します。あまRCの細則に従い、高山直前会長、東

海前幹事・次期会長、臼井幹事、そして私の次々期会長指

名委員会において、次々期会長として篠田正志君を推薦し

ます。今期の役員・理事会においてはすでに承認を頂いて

います。本日総会議事として、会員の皆様にご承認を頂き

たいと思います。賛同いただける方は拍手をもってご承認

ください。ありがとうございます。これにより第48代会長

に篠田正志君が選任されました。篠田正志君、一言ご挨拶

をお願いします。次に次々期役員理事候補者、指名委員会

を発足し指名委員として臼井幹事、東海次期会長、児玉次

、 、 。期幹事 篠田正志次々期会長 私の５名を選任いたします

12月第1例会に年次総会を開催して、次期役員・理事候補

者指名を発表したいと思います。ご支援、ご協力お願い申

し上げます。これにて総会を終了させていただきます。本

日、野杁ガバナー補佐訪問日において、あまロータリーク

ラブ第48代会長に篠田正志君を選任できたことは大変うれ

しく思います。後ほどお祝いの言葉を頂けると思います。

これで本日の会長挨拶とさせていただきます。

臼井幹裕 幹事Secretary Report

１ 佐藤 明さんお別れの会のご案内

日時 11月24日（祝）13:30

場所 名鉄ニューグランドホテル ７F扇の間

※平服にてお願いいたします。

※ご供花・ご供物等はご遠慮下さい。

２ 次回例会は11月10日（月）ガバナー公式訪問です。

３ 山田幹夫君が第3回米山功労者に寄付されました。

４ 第5回定例理事会のご案内

日時 11月4日（火）18:00

場所 木曽路 錦店

ゴルフ部へ会長賞の目録贈呈

１１月１０日（第２０８８回）Today

担当 栗木和夫 会長

演題 ガバナー公式訪問

近藤雄亮ガバナー

１１月１７日（第２０８９回）Next Week

担当 吉田 勤 ロータリー財団委員長

「「 」 」演題 卓話 改革 ～新しいロータリー財団

鈴木文勝 地区ロータリー財団委員長



野杁ガバナー補佐を囲んで懇談会

ご投函有り難うございます

野杁章夫 ガバナー補佐、村川文穂 分区幹事

本日、ガバナー補佐訪問をさせて頂きます。よろしく

お願いいたします。

栗木和夫 会長

。 、野杁ガバナー補佐をお迎えして ロータリーの勉強と

楽しいお話を楽しみにしています。

会場委員長黒川君、出席委員長稲垣君、お世話になり

ます。

篠田正志 副会長

野杁ガバナー補佐、村川分区幹事、亀井地区副幹事の

3名をお迎えして。心より歓迎します。

光岡 朗君

「設立50年の集い」が無事終了しました。

昨日の詩吟、黒野君の助言で入賞しました。

東海広光君

汐止RCパスト会長 蘇さんの娘さん「沙理」が明日

から4日間我が家へ遊びに来ます。青少年交換でお世

話になった津島高校の友人と会ったり、名古屋で買い

、 。物をしたり 美味しいものを食べたりと忙しそうです

、 。彼女は今 台湾のユニクロに就職して頑張っています

神戸パストガバナー、大変お世話になりまして有り難

うございました。

小さい頃、早朝野球でキャッチボールした事のあるお

客様の息子さんが日本ハムファイターズからドラフト

で指名を頂きました。早く一軍に上がってプレーでき

る日を楽しみにしております。

よく一緒にゴルフに行く友人が、昨日三鈴CC4番でホ

ールインワンを達成いたしました。そろそろ私にも幸

運がやってくるのかなぁ。

渡辺 均君

錦秋の奥入瀬・八甲田山を回り、とても鮮やかな紅葉

を満喫し感激しました。

吉田ロータリー財団委員長の代理で本日出席しました。

久し振りです。よろしくお願いいたします。

加藤憲治君

野杁ガバナー補佐、村川分区幹事、亀井地区副幹事の

ご尊顔を拝し、嬉しく思います。

黒野晃太郎君

野杁ガバナー補佐をお迎えして。

後藤袈裟美君、光岡君、川口君、お疲れ様でした。

田中正博君

野杁章夫ガバナー補佐、あまRCにようこそ。

クラブ奉仕委員会の皆様、発表よろしく。

後藤袈裟美君

、 。曾山流樹徳詩吟会柳昌会競吟大会で入賞し 気分爽快

家田安啓君

阪神ガンバレ！

稲垣秀樹君

野杁ガバナー補佐をお迎えして。心より歓迎いたしま

す。

伊藤英毅君

野杁ガバナー補佐、本日はお世話になります。よろし

くお願いいたします。

岩島裕芳君

今日、足りないと言われて！

加藤春視君

ウィンクされて！

児玉憲之君

ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

黒川元則君

東海君、児玉君、感謝します。

水野 眞君

天空の山城、竹田城趾へ行って来ました。秋を一杯楽

しみました。



水谷安紀君

眼底検査後の為、ニコボックス委員長が美しく見えま

した。

西川広樹君

ガバナー補佐をお迎えして。

生沼克芳君

ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

鈴村與左衛門君

ガバナー補佐をお迎えして。

高山 敏君

野杁ガバナー補佐をお迎えして。

田邊正紀君

神田君、先日は色々と教えていただき、有り難うござ

いました。

冨田喬司君

朝晩少し寒くなりました。ニコボックスの皆様、ご苦

労様です。

後藤雅光君、横井久雄君

本日の食前スープは、大治町ちびっ子農園で収穫した

サツマイモです。ご試食下さい。また中日新聞コピー

を後ほど回覧します。

合 計 ５８，０００円

ガ バ ナ ー 補 佐 訪 問

国際ロータリー第2760地区 西尾張分区

2014～2015年度ガバナー補佐 野入章夫君

あまロータリークラブの皆さん、今日は。西尾張分区担

当のガバナー補佐 野杁章夫です。本年は何かとお世話に

なると思いますが、何卒宜しくお願い致します。

あまロータリークラブは津島ロータリークラブのスポン

サーで1969年6月16日創立され、そして6月23日、RIに

加盟承認されました。初代会長は大竹和美様、特別代表者

は津島ロータリークラブの丹下周吉郎様、そして創立時の

一宮ロータリークラブの会長は関喜兵衛様で、チャーター

ナイトの時は豊島半七様で御座いました。創立時の会員皆

様のご苦労に感謝致す処でございます。昨年45周年をお迎

えになられ、ここに心からお祝い申し上げます。私は一宮

ロータリークラブの会長として、2004年5月29日名鉄グ

ランドホテルに於いて、あまロータリークラブ創立35周年

記念式典に出席しました事が思い出されます。

さて、西尾張分区合同ゴルフ競技大会を10月16日、春

日井カントリークラブで開催しましたところ、あまロータ

リークラブより14名のご参加を賜り有難う御座いました。

お陰で盛会の中で開催が出来ました事に厚くお礼申し上げ

る次第で御座います。また北野庸夫さんのベスグロおめで

とうございました。本年、もう一つの事業、IMを開催致し

ます。2015年2月7日午後６時より、昨年と同じ会場の名

鉄ニューグランドホテルに於いて開会致します。昨年同様

例会変更で、全員登録を宜しくお願い致します。名高い日

本酒、有名な焼酎10種類以上取り揃えております。どうぞ

お楽しみ下さい。

2014年～15年度 RIテーマ

「LIGHT UP ROTARY」ロータリーに輝きを

ゲイリーC.K.ホアン会長の強調事項は

・地域社会でロータリーの存在感を高めること

・会員増強

・ポリオ撲滅

・クラブの強化

・ロータリーデーの実施

、 、ホアン会長は 台湾・台北ロータリークラブのメンバーで

中国系ロータリアンとしては初のRI会長となられました。

ロータリーは人々の生活を改善することに主眼を置くべき

だと、会長は信じています。そして、ほかのロータリアン

にも恵まれない人々に手を差し伸べてほしいという願いと

して「ロータリーに輝きを」というRIテーマに表れており

ます。

第2760地区のガバナー 近藤雄亮さんは、地区内84ク



ラブを全て訪問される予定です。

ガバナーの方針

集まろう・語ろう・楽しもう

ガバナーの行動指針

・行事への積極的参加

・多様性の再認識

・奉仕の理想と実践

・会員増強

ガバナー補佐のクラブ訪問で伝える事が3つあります

・ロータリーデー 名古屋栄・久屋大通公園で今週の土曜

日11月1日から3日に、地区のロータリーデーと言う位置

付けでWFF（ワールドフードフェスタ）を開催し特に11

月3日が「日本のロータリーの日―Japan Rotary Day i

n Aichi―」となります。

・ロータリークラブセントラル RIのWEBサイトを通じて

の情報の検索・伝達機能が強化されます。会長幹事はサイ

トへのアクセスに習熟して下さい。次の年度へも申し送り

下さい

・立法案審議委員会 今年度新たに出来た組織です。3年

に1度開催されるRIの「規定審議会」に立法案（制定案・

決議議案）を提案するための審議機関です。地区内クラブ

・会員から提案された立法案を事前審議し 「地区審議会」、

に付託し2760地区としての立法案を決定します。今まで

2760地区は提案した事がありません 2016年に次の 規。 「

定審議会」が開催されます。その提案は今年度末までに決

定する必要が有ります。

さて、終わりに私のクラブの初代会長である安野譲次さ

んが一宮ロータリークラブのチャーター・プレシデントの

挨拶で使われた言葉をご紹介します 「ロータリーは長い竿。

で空の星をかき回すようなことをするものではなく、足下

の小石を拾うようなものである」この言葉はチャーターナ

イトに出席されたメルボルンロータリークラブのミッチェ

ルさんが記憶に残されており、1954年RI会長代理として

来日された時披露されました。今では世界各地の大会で使

われております。どこかでこの言葉を耳にされた折には、

今日の事を思い出していただければ幸いと存じ上げます。

ク ラ ブ ア ッ セ ン ブ リ ー

アッセンブリー風景

睦活動委員会

１１月の誕生日のみなさん

会 員 誕生日 夫 人 誕生日

河瀬 文一 Ｓ.11.11.5 水野 久子 S.4.11.18

北野 庸夫 S.16.11.20 光岡 禎子 S.17.11.18

敬称略 上田 弥生 S.29.11.1

立松 瞳 S.43.11.7

祝えや いざ 君のバースデー

いついつまでも 健やかなれ



「ビール」

加藤 徹君

たまにアンケートなどの趣味の欄に、ビールと書いてし

まうことがあるほどビールファンの私。ビールならどんな

種類、銘柄でも好きなのですが、中でも一番は？と聞かれ

て答えるのがアサヒスーパードライ。

30年ほど前、東京の大学に通いはじめた頃に、渋谷のう

どん屋さんで頼んだビールは当時見慣れないものでした。

変わったビールだなと思い飲んでみると、それまで感じた

ことのない口当たりで未体験の味わい。そんな体験をした

半年後くらい爆発的に売れ始めたビールが「アサヒスーパ

ードライ 。どうやらモニター期間に出会うことができたみ」

。 。たいです そんな思い出があるのでやはり一番のひいきに

しかし最近、ベルギービールなど世界のビールを飲む機会

が増えてくると、それぞれの個性的な味わいが深く面白く

感じてしまい、完璧に出来すぎていて飲みやすい日本のビ

ールに物足りなさも･･･。そこでまたまた発見。ほとんどラ

ガービールが主体の日本の中で本格的なエールビールを製

造している「よなよなの里」から販売されている「インド

の青鬼 。もともとは通信販売でしか手に入りませんでした」

が、最近はスーパー、コンビニにも。とっても苦いビール

ですが味わいはgood。見かけたらぜひお味見してみて下さ

い。

ア ド リ ア 海 ・ エ ー ゲ 海 ク ル ー ズ 36

山田幸治君

ホテルで一泊して、マルコポーロ空港へ行きます。

ホテルにあるベニスの鳥瞰図

サンマルコ寺院の絵画

マルコポーロ空港 塔の上部

マルコポーロ空港には空港と分かる看板がありません。

土産物店の看板の前で

例会日 クラブ名 場 所

11/12 水 名古屋和合 ウェスティンナゴヤキャッスル（ ）

11/14 金 名古屋北 名古屋東急ホテル（ ）

11/17 月 名古屋昭和 名古屋東急ホテル（ ）


