
２０１５年２月２３日（晴れ） 第４週 第２１００回例会

”それでこそロータリー”Song

山本英夫君（蒲郡RC）他１１名Visitor

山田 真氏（宇津山弘君ゲスト）Guest

横江久具氏（高山 敏君ゲスト）

青本道春氏（横井久雄君ゲスト）

Attendance

７９名 １０名 ８５．２９％会員 欠席 出席率

栗木和夫 会長President Time

皆さん、今晩は。ゲストの皆様、ようこそあまRC夜間友

愛例会にご出席いただき有り難うございます。ごゆっくり

お楽しみください。

21、22日の2日間に渡り、半田RCがホストクラブとし

て地区大会が盛大に開催されました。国際ロータリー第26

60地区大阪東ロータリークラブのRI会長代理、若林紀男さ

んと近藤雄亮ガバナーのお話は大変有意義で勉強になるこ

とばかりでした。地区大会報告は少し先になりますが、3

。 、月9日に発表させていただきます さて今夜の友愛例会は

1905年にアメリカ・シカゴでポール・ハリスが友人４名

でロータリークラブを創立して110周年になる記念と、あ

まRCが昭和４４年６月に大竹和美さんを初代会長として、

チャーターメンバー25名で例会が始まってから第2100回

、 、になる記念として 皆さんで思い出に残る例会をしようと

夜間友愛例会にさせていただきました。後程お元気になら

れた、大竹初代会長より思い出に残る、楽しいエピソード

などをお話ししていただくようお願いがしてあります。

みなさん楽しみにしてください。又ゲストとしてあまRCに

入会していただき、活躍していただける青年をお招きして

いますので皆様よろしくお願い申し上げます。

臼井幹裕 幹事Secretary Report

１ 第9回定例理事会のご案内

日時 3月2日（月）13:45

場所 アイリス

３月 ２日（第２１０１回）Today

担当 栗木和夫 会長

演題 卓話「あま市のまちづくり」

あま市長 村上浩司氏

３月 ９日（第２１０２回）Next Week

担当 栗木和夫 会長

演題 地区大会報告



スピーチする大竹和美君

ご投函有り難うございます

栗木和夫 会長

地区大会参加の皆様、お疲れ様でした。

ロータリー創立110周年、あまRC例会2100回記念

の友愛例会を楽しんでください。

クローバーTVにて撮影されています 皆さん笑顔で！。

篠田正志 副会長

地区大会参加の皆様、ご苦労様でした。

臼井幹裕 幹事

地区大会参加の皆様、お疲れ様でした。

、 。 。本日 友愛例会です お楽しみいただければ思います

大竹和美君

栗本君に敬意を表して。

古川 宏君

小さな庭に純白の梅の木が2本。そこへ鶯の番が楽し

く遊んでます。もう春はそこに！！

清水明俊君

青本理事長、本日はようこそあまロータリークラブに

お越しくださいました。心より歓迎いたします。有り

難うございました。

東海広光君

今日はロータリー創立110周年、あまRC第2100回

例会開催おめでとうございます。1905年2月23日に

第1回例会が開催されましたシカゴRCは現在何回目の

例会を迎えるのでしょうか？

、 、 、 、地区大会参加の新会員 北島君 板津君 篠田耕伸君

閉会の点鐘までお疲れ様でした。講演は聴き取りにく

くて眠かったですね。

黒川君、先日は有り難うございました。

山田幸治君

私の家から駅まで3キロ、歩いて45分です。ノーカーデ

ーは非常に困ります。もっと駅まで遠い人もあります。

浅野多喜男君

2100回例会おめでとうございます。

前田重廣君

。 、 。久し振りの例会 ニコボックスの皆様 ご苦労様です

高山 敏君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

渡辺 均君

2100回例会を祝して･･･。

初代会長の元気なお姿を拝見して。

紅谷幸政君

北野君、写真有り難うございます。

後藤雅光君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

岩島裕芳君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

加藤春視君

。 。本日は会社より1分で来られました ありがたいです

川口信義君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

北島奈穂子君

地区大会出席の皆様、お疲れ様でした。

北野庸夫君

2100回例会、おめでとうございます。

児玉憲之君

地区大会に参加の皆様、お疲れ様です。2100回記念

例会開催、おめでとうございます。

水谷安紀君

2100回例会おめでとうございます。

田中正博君

2100回例会記念、おめでとうございます。

横井久雄君

青本様、ようこそ。ゆっくりおくつろぎください。

合 計 ５０，０００円



夜 間 友 愛 例 会

乾杯の発声は渡辺 均君

親睦活動委員会によるテーブル対抗クイズ

優勝は6番テーブル

ゲストの山田 真氏、横江久具氏

ゲストの青本道春氏



中締めは高山 敏君

親睦活動委員会

３月の誕生日のみなさん

会 員 誕生日 夫 人 誕生日

後藤 袈裟美 S. 5.3.22 大竹 芳子 S.2.3.11

黒野 晃太郎 S.17.3.29 （和美）

渡辺 均 S.23.3.30 神戸 一子 S.12.3.9

S 20323鈴村與左衛門 S.26.3. 6 酒井 信子 . . .

（ ）福嶋 敏雄 S.26.3.22 和雄

中西 巧 S.32.3.18 鈴木 陽子 S.22.3.2

（ ）和彦

神田 輝美 S.30.3.20

敬称略

祝えやいざ 君のバースデー

いついつまでも 健やかなれ

「ロータリーと私」

横井久雄君

あまRCに入会、5年経過しました。その間、親睦活動・

会場・ニコボックス各委員、また財団・国際奉仕委員長を

仰せつかり、その都度とまどう毎日である。振り返ってみ

ると、自分自身の勉強の足りなさと、勉強の機会も少ない

ことが起因。本年度よりようやく先輩よりロータリーの理

念目的、実践等の研修がされるシステムが出来、新会員に

対する思いやりが伺える様になりほっとしております。そ

んななかで各委員・委員長・役員は、会員がロータリーを

通じて楽しい生活が送れる様、また関係先とのコミュニケ

ーションを計る義務と責任があると思います。各人は受け

た職務を最大限努力すべきであり、私自身5年間そのつも

りでやってきた。一生懸命やっても1年、流れでやっても1

年。どうせやるなら何かが残る様やった方が、自分自身の

人生にもプラス（ロータリーライフを楽しむ、思い出が残

る）になると思う。会員の皆様、どう思われますか！

あ ま ク ラ ブ こ ぼ れ 草

27 喫煙テーブル

大竹和美君

現在は、世間一般の風潮からしても、禁煙が騒がれるよ

うになり、当クラブでもホテルの意向もあり、例会場では

禁煙となった。以前は自由であった事はご承知の通り。そ

して喫煙反対派は田中清隆、北林弘道元会員両名が筆頭、

喫煙派は故請井武士、服部浩元会員両筆頭、どう言う訳か

。 、 、全員医療関係会員であった 他の会員は賛否 中間派諸々

僕は中間派であった。その訳は結婚一年間まではヘビース

モーカーで通っていたのである。或るきっかけから禁煙に

踏み切り60数年になる。無理して喫煙者の近くには座らな

いようにしているが、喫煙席位許しても良いのではないか

とさえ思うこの頃である。ちなみに長男敬一はヘビーの類

である。

例会日 クラブ名 場 所

3/3（火） 名古屋名南 17:30 マリオットアソシア

3/4（水） 名古屋南 名古屋観光ホテル

名古屋名北 APAホテル

3/5（木） 名古屋丸の内 クレストンホテル

3/6（金） 名古屋みなと マリオットアソシア

3/9（月） 名古屋東 ウェスティンナゴヤキャッスル

名古屋昭和 名古屋東急ホテル

3月2日MENU

和定食


