
２０１５年６月２９日（晴れ） 第４週 第２１１５回例会

”それでこそロータリー”Song

米山奨学生 グエン シン コン君Guest

Attendance

８１名 １４名 ７９．４１％会員 欠席 出席率

栗木和夫 会長President Time

皆さん、こんにちは！先程は藤田秀樹さんの入会式が滞

りなく済み私も大変うれしく思います。あまロータリーク

ラブの創立以来堅持してきた、素晴らしい雰囲気と伝統を

守り、楽しいクラブ活動をしてください。本日は栗木年度

最終例会になりました。思い起こせば平成24年10月に内

定してから、駆け足のごとく月日が流れました。色々なこ

とがありましたが、あまRCの会長をさせていただき、今日

この日を迎えられ大変光栄で誇りに思い幸せです。特に会

員増強においては、伊藤英毅増強委員長のおかげで４名の

方が入会されました。退会者が４名の為、純増にはなりま

せんでしたが前年と変わらず79名です。例会及び友愛例会

では、新入会員になられそうな方20余名を招待しました。

「あまRC50周年には会員100名」というスローガンをか

、 。 。かげ 今後も増強に頑張ります 大変お世話になりました

後程栗木年度の主要な行事・活動をDVDにしたものが流れ

ます。楽しみにしていてください。本日は理事役員退任あ

いさつがあります。皆さんよろしくお願いします。

臼井幹裕 幹事Secretary Report
１ ロータリーレートが7月1日より１ドル124円（現行1

18円に変更となります。

２ 飯田篤さん、山田謹一さんが6月30日付けで退会され

ます。

３ 第1回定例理事会のご案内

日時 7月6日（月）17:00

場所 エスコフィエ 名古屋観光ホテル１F

４ 第1回委員長会議のご案内

日時 7月6日（月）18:00

場所 エスコフィエ 名古屋観光ホテル１F

※委員長さん欠席の場合は必ず副委員長さんにご依

頼下さい。

５ 瀬戸RCビジターフィー変更のお知らせ

7月1日より3,000円となります。

７月 ６日（第２１１６回）Today

担当 東海広光 会長

演題 新年度発会

新役員・理事挨拶

７月１３日（第２１１７回）Next Week

担当 東海広光 会長

演題 ガバナー補佐訪問

平松清美ガバナー補佐（尾西RC）



ニコボックス賞は横井君と篠田正志君
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ご投函有り難うございます

栗木和夫 会長

藤田秀樹君、あまRC入会おめでとうございます。

栗木年度役員・理事の皆さん、お世話になりました。

また各委員長・委員の皆様にも、ご支援・ご協力、大

変有り難うございました。

2014～15年度反省会－さよなら栗木年度－にご出席

の皆さん、楽しい懇親会有り難うございました。参加

者多数の為、辞退していただいた方には大変申し訳あ

りませんでした。

栗本ニコボックス委員長および委員の皆さん、ラスト

スパートには感銘しました。お疲れ様。

篠田正志 副会長

栗木年度最後の例会です。1年間お世話になり、感謝

申し上げます。

ニコボックス委員の皆さん、1年間ご苦労様でした。

臼井幹裕 幹事

ニコボックス委員、親睦活動委員、会場委員の皆様の

ご協力で、楽しく例会を運営できました。

藤田秀樹君の入会を歓迎します。

板津和博君

前回例会で、大事な時計に身体をひっかけ壊してしま

いました。皆さんに少しの間ご迷惑をおかけします。

大変申し訳ございません。

栗本委員長、伊藤正征副委員長、1年間お疲れ様でし

た。ニコボックス委員の皆さん、1年間有り難うござ

いました。

栗本裕子君

栗木年度反省会にご参加の皆様、お疲れ様でございま

した。盛り上がりに盛り上がり、1年の集大成は栗木

会長らしい豪快で見事な花道でした。反省は極めて短

かったですが、1年間本当にお疲れ様でした。楽しい

会を開いて頂き、有り難うございました。

ニコボックス委員会から、目標達成のご報告を申し上

げます。皆様の温かいご協力とガンバレ！ガンバレ！

の応援を頂きました事、心より感謝いたします。本日

ニコボックス賞及び委員長賞を感謝と共にお贈りさせ

て頂きます。1年間本当に有り難うございました。

山田幸治先輩、いつもNHK映像演出のご連絡、有り難

うございます。

西川広樹君

今年度最終日に。ニコボックスの皆様、ご苦労様でし

た。



大竹和美君

栗木会長、おめでとう。いよいよ東海君の出番です。

栗本君、よく頑張られました。

立松絹久君

親睦活動委員会の皆様、京都楽しかったですね。

栗木年度、楽しい反省会でした。参加者の皆様、有り

。 、 。難うございました 家田君 ご迷惑をおかけしました

東海広光君

栗木年度最終例会おめでとうございます。栗木会長、

臼井幹事、お疲れ様でした。

ニコボックス目標達成おめでとうございます。流石栗

本委員長！！

いよいよ来週より東海年度のスタートです。よろしく

お願いいたします。

稲垣秀樹君

栗木会長、篠田正志副会長、臼井幹事、1年間大役お

疲れ様でした。

川口信義君

栗木会長、副会長、幹事、役員の皆様、1年間ご苦労

様でした。

加藤徹君、先日の京都打ち上げ会ではお世話になりま

した。

伊藤英毅君、四季の会ではお世話になりました。

北野君、中日本吟倹詞舞道大会ではお世話になりまし

た。

ニコボックスの皆様、1年間ご苦労様でした。

河瀬文一君

ニコボックス委員の皆様、1年間担当ご苦労様。

山田幸治君

田邊パストガバナーの写真を見つけました。田邊君に

進呈します。

6月25日、NHKのマイビデオで放映されました。

なでしこジャパン、準決勝進出オメデトウ。

四季の会でアユをご馳走になりました。美味しかった

です。

藤田淳士君

ニコボックスの皆さん、1年間ご苦労様でした。

後藤袈裟美君

栗木会長年度理事・役員の皆様、この1年大変ご苦労

様でした。

藤田秀樹新会員をお迎え出来、喜びで一杯です。

前田重廣君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

藤田秀樹君のご入会、おめでとうございます。

中西 巧君

6月22日の親睦活動委員会に出席の皆様、お疲れ様で

した。仕事の都合で参加出来ず、申し訳ありませんで

した。

大竹敬一君

栗木会長、臼井幹事、皆さん、お疲れ様でした。

山田尊久君

神戸、名古屋の合唱祭は良き思い出となりました。冨

田先生、体を使って歌う事の素晴らしさを有り難うご

ざいました。これからも歌う事は一生続けます。

福嶋敏雄君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

後藤雅光君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

家田安啓君

今日は7階に駐車出来ました。ちょっと幸せ。

伊藤英毅君

四季の会、無事終わりました。ご参加下さった皆様、

有り難うございました。合掌。

加藤春視君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

加藤 徹君

ニコボックスの皆様、1年間お疲れ様でした。

北島奈穂子君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

北野庸夫君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

栗木会長、お疲れ様でした。

黒川元則君

会場委員会も副委員長はじめ、大先輩方のご協力を得

て、1年間何とかやってこれたと思っております。ま

た栗木会長はじめ理事の皆さんには、この様な勉強の

場を与えて頂き、改めて感謝いたします。1年間有り

難うございました。

黒野晃太郎君

栗木年度最終例会です。出席出来て良かったです。

児玉憲之君

栗木会長、臼井幹事、1年間お疲れ様でした。

真木伸一君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

水野 眞君

今年1年、無事過ごせました。来年度よろしく。

水谷安紀君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。



栗木年度お疲れ様でした。

大西晃弘君

、 。栗木年度役員・理事の皆様 お疲れ様でございました

酒井和雄君

黒野君の元気な顔を見て。

鈴木正徳君

久し振りに日本拳法の大会記事が出ました！

高山 敏君

ニコボックスの皆様、ご苦労様でございます。

上田博行君

会計という重責を担い、皆様のご協力に感謝申し上げ

ます。役員、各委員長、1年間お疲れ様でした。また

お世話になり有り難うございました。

山田幹夫君

栗本委員長に脅迫されまして。

横井久雄君

ニコボックス栗本委員長、目標達成おめでとうござい

ます。

野球部の皆様より

退任の役員・理事の皆様より

合 計 １６５，１２１円

役 員 ・ 理 事 退 任 挨 拶

会長 栗木和夫君

栗木年度の活動に際し、皆

さまのご支援ご協力に感謝申

し上げます 「例会出席にて親。

睦と自己改善、そして奉仕の

心を醸成する」をスローガン

に邁進できたことは、各委員

、長さんをはじめ委員の方々が

自主性を優先してクラブ行事

を行っていただいたおかげだと思います。

平成26年7月7日（月）の第2075回例会が七夕の初例

会でした。田中パストガバナーとモンゴル・フレーRCのガ

。 、ラー次次期会長が激励においでになり感激しました また

あまRC入会5年未満の方を対象に、鈴木正徳情報委員長に

よるRLI方式での勉強会は４回行われましたが、回を重ね

るほど成果が感じられました。最終回には全会員に呼びか

けたところ多数の参加で盛況だったことが、数多く印象に

残っていることのひとつです。大変ありがとうございまし

た。次年度会長の東海広光君に素晴らしい年度になること

を祈念して退任あいさつとさせていただきます

副会長 篠田正志君

役員・理事そして会員の皆

様には、栗木年度の運営に、

ご支援頂き有難うございまし

た。会長・幹事のしっかりと

した組織運営の基、副会長と

してたいした働きも出来ませ

んでしたが、会の事業には出

来うる限り積極的に参加する様心懸け、ロータリーの運営

と活動がいかに大切で有り、又楽しいものかを知り、学ぶ

ことが出来ました。1年間有難うございました。又、次年

度は、会長エレクトとして新たな気持ちで勉強していきた

いと思いますので、よろしくお願いします。

会計 上田博行君

会計として重責を担い、冗

費のない様努め、各委員会に

もご協力いただき、計画通り

予算内に収める事が出来、達

成しました事、厚くお礼申し

上げます。会長方針の基、新

たに入会5年未満の会員による

研修勉強会が4回行われ、その

一部の補助も致しました。会長、役員・理事・各委員長、

1年間お疲れ様でした。

S.A.A 山田幹夫君

今年の例会運営はほぼ順調

に行われたと思われる。例会

中の私語も殆ど無く全く問題

はなかったが、卓話者の選定

で若干疑問があったのは残念

である。

会長エレクト 東海広光君

今年度会長エレクトとして

一年間勉強させていただき沢

山の学びをいただきありがと

うございました。ロータリー

の良いところは一年、一年役

員・理事が替わり、いろいろ



な方法とか手段で会の進め方が変わってきます。栗木年度

で学んだことを47代会長としてあまロータリークラブ継承

のために生かしてまいりますので会員の皆様のご協力とご

指導をよろしくお願いいたします。

直前会長 高山 敏君

栗木会長、役員・理事、各委

。 、員長１年間お疲れ様でした 秋

春、年末の家族会、モンゴルウ

ランバートルへの支援と楽しい

思い出が残る年度となりまし

た。私（直前会長）として、何

も助言する事もなく、素晴らし

い年度であったと思います。次期東海年度にもエールを送

りまして退任の挨拶とさせて頂きます。

クラブ奉仕委員長 田中正博君

時のたつのは早いもので、

栗木会長の例会挨拶が聞けな

くなると思いますと寂しい気

。持ちでいっぱいでございます

私は13委員会の活動を把握

して、秩序ある楽しい例会が

行えるよう努めることが役目

でございましたが、どの委員

会の皆様も栗木会長の方針に従い、また臼井幹事の報連相

に耳を傾けていただき、スムーズなクラブ運営、楽しいク

ラブ活動が出来たのではないかと思います。また、多くの

会員の皆様と触れ合う機会をいただきまして、大変勉強に

なりました。改めて感謝を申し上げます。

親睦活動委員長 加藤 徹君

代読 幹事 臼井幹裕君

「親睦を通じて奉仕を」という方針で展開された栗木年度

の理事としての活動のなかでも大きなウェートを占めたの

が、担当させていただいた親睦活動委員会でした。方針に

使われている「親睦」という名称をそのまま有する委員会

というプレッシャーは大きかったですが、何事も楽しみな

がら行ってくれる委員会メンバーの皆さんに助けていただ

き無事役割を全うできました。親睦活動委員会合唱隊、た

きや漁、アイドルグループのデラ、あまロータリーウルト

ラクイズ、マンマミーア、などなど少し強引な企画にも笑

顔でご参加いただいたメンバー皆様とご家族のおかげと感

。 。謝でいっぱいです １年間どうもありがとうございました

職業奉仕委員長 宮下忠克君

職業奉仕委員会の活動とし

て8月29日に地区の委員長研

修会に参加、この研修を受け

て上半期は職業奉仕月間に合

わせ、10月20日に深田哲司

氏（飛騨海洋科学研究所・所

長）に「飛騨とらふぐに懸け

る男」と題して「飛騨とらふ

ぐ」の養殖化の苦労話とブランド化によって、養殖プラン

トの増産から発生する雇用創出、さらには飛騨古川の地域

。おこしなど地域活性化への意気込みを語ってもらいました

下半期は3月１６日にクラブフォーラムを開催しました。

職業奉仕について会員同士で話し合うフォーラムを、

このところ実施していないという事で職業・業種別に班分

けをして 「自分たちの職業を通してどういった社会貢献が、

出来るか？」を話し合ってもらいました。栗木年度で初め

て理事になり、またロータリーでは一番基本となる職業奉

仕委員長を務めさせていただき感謝申し上げます。ご協力

ありがとうございました。

社会奉仕委員長 紅谷幸政君

代読 幹事 臼井幹裕君

本年度、社会奉仕委員長として環境保全委員会、地域社

会委員会と協力して、下記の奉仕活動を実施しました。

１．海南病院小児病棟に、子供向け書籍購入費用として30

万円を寄贈しました。

． 。２ 海部地区心身障害児者保護者会連合会に支援金の贈呈

（地域社会委員会）

３．大治町いきいき花クラブに寄付。

４．かしの木会に寄付。大江・蟹江川の水浄化事業の一環

として、浄化設備への支援 （環境保全委員会）。

社会奉仕委員会として、防災についての卓話を実施しま

。 、 。した また 海部地区歴史研究会の講演会に後援しました

1年間の活動を振り返って、社会奉仕がいかに重要である

か実感しました。1年間、皆様のご協力有り難うございま

した。

青少年奉仕委員長 後藤雅光君

毎年、ボーイスカウト等に60万円の予算でしたが今年度

は増額をいただき、皆様のおかげで新たにあまRC地区の甚



目寺小学校と大治町内の青少

年育成事業の芋堀り会等に助

成を行いました。また、子供

会のスポーツ大会、地区ライ

ラセミナーに協賛をして頂き

ました。当地区の青少年を育

成して先行きにはあまRCの会

員になる事を心待ちにしてい

ます。

国際奉仕委員長 横井久雄君

皆様の協力により、年度計

画通り実施できました。有り

難うございました。

１．姉妹クラブ汐止RCとの友

好推進

汐止RC創立記念式典参画に

よる交流。また日帰り旅行及

び露天風呂で交流を深めた。

２．モンゴル・ウランバートル地区補助金事業の推進

59番学校教室増設と、学習道具の贈呈。またモンゴル文

部副大臣との面談による知識の拡大。

３．ブラジル・サンパウロ国際大会の参加と親善

当クラブ代表として真木会員が参画。親善がはかれた。

お願い

国際奉仕のプログラムに、今後新会員は積極的に参加し

て、他国の文化吸収と親善に務めて頂きたいと思います。

ロータリー財団委員長 吉田 勤君

代読 幹事 臼井幹裕君

理事として初めて理事会に参加させていだだき、一年間

お世話になりました栗木会長以下、幹事・理事の皆様に感

謝申し上げます。良い経験になりました。

財団のクラブフォーラムで、鈴木財団委員長をお迎えし

て会員アンケートにお答えいただく形式で啓蒙活動に努め

たことが印象に残っています。

最後に、ロータリー財団へのご理解、並びに寄付にご協

力をいただき有難うございました。

副幹事 児玉憲之君

栗木会長、臼井幹事、一年間お疲れ様でした。また、役

員・理事の皆様、一年間お疲

れ様でした。振り返ってみま

すと、スムーズなクラブ運営

や趣向を凝らした夜間友愛例

会、地域に密着した積極的な

社会奉仕委員会の活動、遠く

モンゴルへの支援事業や台湾

・汐止ロータリークラブと交

流した国際奉仕委員会の活動など、感動がいっぱいの一年

間でした。栗木会長の会員に対する愛情たっぷりの思いや

りと臼井幹事の的確なクラブ運営手法を身近で学ばせてい

ただく機会を頂戴したことを大変有難く思っております。

次年度の第47代東海年度幹事職を拝命するにあたりまし

て、学ばせて頂いた事を最大限生かしたいと考えておりま

す。あまロータリークラブが未来永劫、益々発展していき

ますよう精一杯頑張ってまいりますので、皆様の御指導・

御鞭撻を頂きますようお願い申し上げます。

幹事 臼井幹裕君

栗木会長のもと、幹事とし

て、大過なくクラブ運営を行

うことができ、安堵していま

す 当たり前のことですが 定。 、「

款・細則に則った運営 「クラ」

ブ計画書の重視」を心がけて

参りました。現実には、なか

なか思うようには行かず、力

の限界を感じる毎日でしたが、幸い栗木会長、篠田副会長

はじめとする理事・役員の方だけでなく、諸先輩の皆様か

らも温かいお言葉、忌憚のないご意見をいただきながら、

楽しく務めさせていただきました。ありがとうございまし

た。


