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”それでこそロータリー”Song

Attendance

７７名 １２名 ８０．３３％会員 欠席 出席率

東海広光 会長President Time

本年度も折り返しを迎えまして、今日は委員会中間報告

です。委員長さんには中間報告をお願いいたします。半年

間ご協力誠にありがとうございました。残り半分も精一杯

頑張りますのでどうかよろしくお願いいたします。

1990年度からRI理事会は毎年1月27日（ロータリーの

創立者ポール・ハリスの命日）を含む１週間を、物故ロー

タリアンの冥福を祈り生前の貢献を記念する週間として 追「

悼記念週間」に設定いたしました。ポール・ハリスは194

7年1月27日に78歳で亡くなっています。何とあの有名な

マフィアのボス、アル・カポネはポール・ハリスの亡くな

る2日前の1月25日に48歳で亡くなったのです。ポール・

ハリスと全く逆の面で凄いのがご存じアル・カポネです。

ロータリーが広がりを見せていた1925年、アル・カポネ

は26歳にしてマフィアのボスになっています。ロータリー

活動に脂がのっているポール・ハリスとボスになったアル

・カポネは、同じ時代に同じシカゴの街で全く真逆な道を

歩んでいたということです。この頃はアメリカの歴史上で

最も過酷な時期でありました。1920年の禁酒法開始とと

もにマフィアが台頭し、1929年にはニューヨーク株式の

暴落で大恐慌が始まりました。その後禁酒法が約13年、大

恐慌が約4年続き、両者とも1933年に終わりました。こ

の間、アル・カポネのいたシカゴはまさに悪の街でした。

2人に個人的関係はないようですが、シカゴ市内でのロー

。タリークラブとマフィアの対決は幾つか記録されています

2人は政治的にも経済的にも退廃したシカゴの同時代に良

くも悪くも活躍しました。その頃のシカゴは、アル・カポ

ネに代表される様にすさんだ街で金がすべてで、金儲けの

ためなら人を騙しても騙された方が悪いという様な社会風

潮があり、脱税、贈収賄、不公正な取引が公然と行われて

いました。このような時代背景の中、人と人との信頼関係

はなく、公正な取引などとても出来ない時代でした。あの

、 、 、カポネは 禁酒法のお蔭で年250億の利益をあげ 政治家

警察官、裁判官、裁判員などを買収し、悪の限りを尽くし

ていました。アル・カポネはこの頃、実質的なシカゴ市長

だったとも言えるほどの有名人だったそうです。その様な

時代でしたので、必然的に「職業奉仕」の理念が生まれて

きたのです。また、会員だけの助け合い「会員相互扶助 、」

２月 １日（第２１３９回）Today

担当 立松絹久 プログラム委員長

演題 卓話「聴くゴルフ」

プロゴルファー 桑原克典氏

２月 ６日（第２１４０回）Next Week

担当 東海広光 会長

演題 西尾張分区IM

於 名鉄ニューグランドドホテル 18:00

（2/8例会振替）



会員だけが儲かれば良い、会員だけが利益が出ればいい、

と言う考えから、地域も発展しないと自分達も良くならな

い。地域社会の発展にも貢献しなければならない、と言う

考え「社会奉仕」の理念が生まれ、会員が全世界へ増えて

いき、そしてその全世界の会員の繋がりが、世界平和を願

う国際奉仕へと発展したのであります。カポネは自分の身

の危険を感じ、ほとぼりの冷めるまで自ら刑務所入りを望

み、獄中で1938年身体の変調を訴え検査を受けると梅毒

が第3期まで進行していることが判明しました。この時代

新たに開発された特効薬ペニシリンを民間人として初めて

投与されるが、病気が進行し過ぎていて1947年1月25日

午前7時25分、脳卒中と肺炎を併発してフロリダの別荘で

死亡しました。私はてっきり電気椅子の上で死んだことだ

と思っていました。ポール・ハリスは亡くなる前年、194

6年暮れから、既に病の床にあるその体は相当衰えていた

にも拘わらず、彼の士気は衰えることなく、最後の最後の

まで彼の人生はロータリーと共にあったと言えます。病床

でも彼はペンを取り続けており、最後の著作「我がロータ

リーへの道」の原稿を完成して亡くなったと言われていま

す。

児玉憲之 幹事Secretary Report
１ 第8回定例理事会のご案内

日時 2月1日（月）18:00

場所 元海

２ 第3回新会員研修会のご案内

日時 2月17日（水）18:00～19:00

※終了後、懇親会があります。

場所 呉竹 名古屋観光ホテル

ク ラ ブ ア ッ セ ン ブ リ ー

会計 北野庸夫君

。上半期が終わりました

行事が多々ありましたが

資金運用については適切

になされています。入金

の滞りもありません。下

期もよろしくお願いしま

す。

職業奉仕委員長 家田安啓君

上半期は、ウィークリ

ーでの職業紹介のため、

会報委員会と打ち合わせ

のうえ、原稿募集を行な

いました。下半期は、募

、集した原稿に沿った形で

会員職業紹介を行ないた

。 、いと考えています また

。 、卓話若しくはクラブフォーラムを実施する予定です なお

原稿募集は継続しておりますので、ご協力をお願いいたし

ます。

社会奉仕委員長 加藤春視君

前期は、環境保全委員

会 吉田委員長、地域社

会委員会 前田委員長に

ご協力を戴き、地域社会

に役立つ事業に協力して

まいりました。3月には、

当初防災について卓話を

考えていましたが、今年

度は、地区において環境について重点をおいておられると

いうことなので大変良い機会なので会員の皆様と改めて私

達を取り巻く環境について学んでいきたいと思います。ご

協力をお願い致します。

環境保全委員長 吉田 勤君

上期は、ノーカーデイ

を2回実施しましたが、ご

。協力有難うございました

下期は、1月31日かしの

、木会の河川クリーン活動

4月下旬のあま市ゴミゼロ

運動の活動を行いますの

で、是非会員の皆様のご

参加をお願いします。また、いきいき花クラブへの寄付、

学戸地区ホタル育成活動の支援も計画しています。

地域社会委員長 前田重廣君



１．今期は未だ活動出来

ておりません。地域社会

と密接な関係を構築して

いくという意味と、広報

。活動的に重要な活動です

地域でのロータリー活動

の公共イメージアップを

図り、ひいてはクラブの

。会員増強への礎に成るよう推進していく活動としたいです

２．かしの木会など、地域社会奉仕の活動に積極的に参加

をしてくださる様にお願い致します。

３．地域で災害、防災などに備えて卓話を行い、地域と連

携して活動出来るよう、若い世代者と共に意識を高めるこ

とを是非実行したいです。

青少年奉仕委員長 山田尊久君

上半期は、海部地区子

ども会スポーツ大会開会

式に出席、元気大治まち

づくりちびっこ農園へ参

加、奉仕の大切さを味わ

いました。下半期は、海

部地区ボーイスカウトへ

の支援、蟹江中学校の吹

奏楽部を中心とした地域活動への支援、美浜少年自然の家

で開催のロータリー青少年指導者養成プログラムRYLAセ

ミナーへ海部地区の高校生との参加を予定しています。

国際奉仕副委員長 中西 巧君

本年度の国際奉仕支援事

業は 「フィリピン国ケソ、

ンシティ路上生活児童の

」保護施設内水場設備建設

を実施致しました。201

4年12月計画立案。201

5年2月事前視察。2015

年8月中間視察。2015

年12月完成検査、引き渡し式を全て完了し、地区への報告

書提出業務を残すだけとなっております。皆様からお預か

りした善意のお金を、両親から見捨てられた路上生活児童

へ衛生的な生活を提供する為に使わせて頂きました。報告

書の提出業務まで確実に終わらせます。詳細は3月の例会

にて報告させて頂きます。

ロータリー財団委員長 渡辺 均君

代読 幹事 児玉憲之君

寄付の状況。

「上半期」はPHF7名、ベネファクター4名、計11名。

ロータリー財団委員会に対して温かいご理解を賜り、有

り難い結果になりました。ロータリー活動の原資となる浄

財でありますので、厚く御礼申し上げます。

「下半期」はあまRCに入会後、寄付のお声かけもなく、何

となく年月が経過して、未だ一度もご寄付を頂いてない方

に、高いご理解を賜ります様に、ひたすらお願いにあがる

所存でございます。その節はどうぞよろしくお願い申し上

げます。

米山奨学委員長 鈴木正徳君

皆さん、こんにちは。

米山奨学委員会の鈴木正

徳です。今年度も、沢山

の御寄付を賜りありがと

うございます！毎年アジ

アの優秀な学生の為に、

ロータリーアンが寄付を

する事は、大変に大切で

大事な事であります、今年も、グエン・シン・コン君のよ

うな、とても優秀な学生を援助する事が出来て良かったと

思ってます。彼も将来的に、日本とベトナムの架け橋にな

りたい。また、ベトナムで初めてのロータリーアンになり

たいと言っております。会員の皆様におかれましても、こ

れまでのロータリー人生の中で、義理があったり、人情、

助け合い、お祝い、嬉しい事など、人生の幸せを感じた時

が有りましたら、是非御寄付をお願いします。



クラブ奉仕委員長 高山 敏君

会長方針「ロータリー

を学び、ロータリーを楽

」 、しもう を常に心に留め

引き続きクラブ奉仕13委

員会の「横の繋がり」を

充分にとりつつ、日々の

例会が明るく楽しい例会

になるように運営を心掛

けてまいりますので、宜しくお願いします。特に下半期は

会員の増強に力を入れるとともにあまロータリークラブの

伝統をさらに高揚していきたいと思いますので会員皆様の

ご指導、ご協力を宜しくお願い申し上げます。

出席委員長 河瀬文一君

東海年度は会長方針の

もと、上半期出席率100

％を目指しスタートしま

した。おかげさまをもち

まして、会員各位の積極

的な出席により、100％

達成することが出来まし

た。また、達成した要因

として、欠席した場合、会員各位の熱心なメークアップを

実行された事を欠く事が出来ません。今後ともご協力をよ

ろしくお願いいたします。

下半期につきましては、1月7日名鉄犬山ホテルにて第1

回の例会が行われ、遠方にもかかわらず、多くの会員様に

ご出席いただきました。有り難うございました。下半期も

上半期同様、100％を目指して頑張る所存でございますの

で、会員の皆様、よろしくお願い申し上げます。

職業分類副委員長 浅野多喜男君

代読 高山 敏君

新入会員の増強が緊急の課題となっています。職業分類

委員会としては、新入会員につきましては推薦者のご意向

を大切に、そして未充填職業分類表を埋めるべく、関係委

員会と協力し合って増強を図りたいと思います。

会員選考委員長 岩島裕芳君

会員に推薦された候補

者の選考を速やかに済ま

せ、理事会に報告しまし

た。引き続き、各委員会

との連携を密にし、入会

候補者が多くなるように

努めます。

会員増強委員長 加藤 徹君

上半期はまだ増強実績

を上げることができず、

例会にて卓話をしていた

だいた銀行支店長さんか

らの情報による候補者の

リストアップにとどまり

ました。さらにこれから

会員の皆様にあらためて

入会候補者の情報をいただきリストの充実を図ると共に、

リストアップされた候補者を具体的に入会へと導くよう下

半期行動いたします。

ロータリー情報委員長 真木伸一君

代読 高山 敏君

東海会長のご指導の元で新会員研修懇談会を昨年２回実

施しました。今年度内にもう一回実施予定です。歴代会長

会を12月に実施しました。５月頃もう１回実施したいと思

っています。

。新会員が早く会に馴染めるように今後一層努力致します

皆様のご協力を切にお願い申し上げます 「感謝」。

会報委員長 大西晃弘君

「クラブ内外に対するPR

ツールとして会報の重要

性を再認識し、今まで以

上に内容の充実した会報

の制作、発行を行う」と

言う方針のもと、今期の

クラブ会報委員会、ウィ



ークリー作りはスタートいたしました。新しい試みとして

「わが街 あま地区文化財 、東海会長による「ロータリー」

の歴史」という2つの新企画の掲載をスタートいたしまし

た。また、来月以降は、職業奉仕委員会のご協力のもと、

。会員の皆様の職業紹介のコーナーも新しく始める予定です

このコーナーについてはまだまだ原稿が不足いたしており

ますので、是非事務局までご提出頂けますと幸いです。

残り約5ヶ月間、できる限り充実した紙面作りに取り組

んでまいりますのでご協力のほどよろしくお願い申し上げ

ます。

親睦活動委員長 伊藤正征君

東海年度 事業計画 予

算3,400,000円

奥様への誕生日の品を

お花、会員への誕生日の

品は、イージーワインオ

ープナーにさせて頂きま

した。親睦活動委員会と

して6つの企画の内5つ予

定を終えています。

親睦とは同じ時間の共有から始まります。東海年度今年

は、沢山の皆様にお時間を頂き参加して頂いております。

会員の皆様にはこの場を借りて深くお礼申し上げます。あ

りがとうございます。

報告

１．7月20日月曜日 海の日(晴れ）場所 国際会議場

7Fパステル 参加123名。夜間友愛例会を開催、港

祭の花火を鑑賞しました。

２．9月5日土曜日（晴）秋の家族会「しまかぜで行く伊勢

参り（内宮）と海女小屋体験」77名の参加、A・Bコ

ースと分けての移動でしたが、昼食を海女小屋にて合

。 、 。流 バッチリ同じ場所 同じ時間に食事が出来ました

３．12月19日土曜日（晴） 年末家族会 場所 名鉄グ

ランドホテル 参加209名。美しい歌声コーラス部の

皆様から、小田純平さんの渋い歌、そしてクラウンさんと

子供たちの笑い声、そして運を味方にした恒例福引大会を

して最後に「手にて手を繋いで200名」の合唱がとても意

味のある時間となりました。

４．1月7日木曜日（晴） 新春夜間例会 場所 犬山名鉄

ホテル 参加44名。犬山成田山でのご祈祷から名鉄犬

山ホテルにて新春夜間例会を開催

５．1月18日月曜日（晴） 年男・年女放談 場所 名鉄

グランドホテル。記念写真の贈呈から、年男として立

松さんと家田さんのお話しを頂戴しました。

６．6月20日月曜日 創立記念夜間例会 場所 名鉄グラ

ンドホテル。親睦最後の企画は、予算が若干残ってお

ります。6月20日夜間例会、東海会長より創立を祝うと共

に、ロータリー歴50年となる大竹初代会長へ祝いのイリュ

ージョンマジシャン田中大貴さんをお呼びしてのマジック

ショーを企画しています。どうか皆様のご協力、ご参加の

程よろしくお願い致します。

ニコボックス委員長 臼井幹裕君

代読 青本道春君

会員の皆様から、喜び

の声を、時には嘆きの声

をニコボックスに投函い

ただきありがとうござい

ます。さて、上半期につ

いてのご報告です。事柄

の性格上、ご異論のある

ところですが、クラブ計

画書にて、目標額を設定させていただきましたところ、ま

さに幸いにも田中正博ニコボックス副委員長自ら、藍綬褒

章を受章するという大きな喜びに恵まれたこともあって、

上半期の投函総数411通、投函総額も150万円を上回る結

果となりました。重ねてお礼を申し上げます。ささやかで

すが、感謝の気持ちとしてニコボックス賞をその回数と金

。 、 、額ごとに上位3位までの方へお渡ししました なお 会長

副会長・幹事・クラブ奉仕委員長は別格のご投函をいただ

いていますが、ニコボックス賞の対象者からは除いており

ます。下半期も、委員一同、不慣れな中、一致協力して頑

張って参ります。皆様の心温まる投函、ユーモアあふれる

投函をお待ちしていますので、どうか引き続きニコボック

スをよろしくお願い申し上げます。



雑誌委員長 後藤雅光君

公式雑誌「ガバナー月

信」及び「ロータリーの

友」を読んで外部の活動

を良く理解して、今後の

あまロータリークラブの

原動力になれば良いと思

います。予算を500,00

0円いただいています。

公金ですので、活用して下さい。

プログラム委員長 立松絹久君

皆様のご協力により前

半のプログラムも無事終

わり、後半のスケジュー

ルもほぼ埋めることが出

来ました。これもひとえ

に皆様のお力添えのおか

げと感謝しています。最

後まで為になり興味深い

お話が聞けるよう卓話者のかたと調整して行きたいと思っ

ています。

広報委員長 加藤憲治君

上半期は国際奉仕委員

会のフィリピンの保護施

設「こどもの家」の一部

完成式の報道を、昨年1

2月17日・22日に讀賣

新聞及び中日新聞、また

12月13日に現地マニラ

新聞にも掲載されまし

た。下半期には各委員会の対外活動や、クラブ内での特筆

すべき活動がありましたら、事前に広報委員会にご連絡下

さい。

会場委員長 北島奈穂子君

会場委員長を仰せつかっております北島です。上半期、

多くの皆様のご協力ご指導のお陰をもち、無事終えること

ができた事感謝申し上げます。有り難うございます。現在

メンバー5名で頑張って

おりますが、少々手薄で

ございます 。会場委員、

会として入口で皆様を笑

顔でお迎えしたい！とい

う方がいらっしゃいまし

たら、是非お声をかけて

頂きたく思います。

下半期も円滑な例会設営に努めて参りますので、何卒よ

ろしくお願い致します

保健委員長 藤田淳士君

前期は「健康寿命」を

いかに長く保つかと題し

て、内科医の立場から身

体全体についての卓話で

したが、身体の一部であ

（ ） 、る歯 口腔 については

歯科医の立場からの卓話

になります。

親睦活動委員会

２月の誕生日のみなさん

会 員 誕生日 夫人＆主人 誕生日

藤田 淳士 S.9.2.20 浅野加洋子 S.11.2.17

熊沢 登 S.11.2.5 田中沙代子 S.14.2.13

（ ）堀江 承元 S.17.2.28 清隆

後藤 雅光 S.23.2.20 伊藤 雪江 S.23.2.6

（ ）山田 尊久 S.24.2.11 英毅

高山 敏 S.28.2.3 渡辺 福美 S.28.2.8.

松井 英治 S.31.2.17 （均）

臼井 幹裕 S.38.2.23 敬称略

大西 晃弘 S.42.2.15

祝えや いざ 君のバースデー

いついつまでも 健やかなれ



ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

東海広光 会長

・本日の委員会中間報告、よろしくお願いいたします。

・第7回定例理事会ご出席の皆様、お疲れ様でした。非常に寒い中、有り難うございました。

・ベイショア・真理さん、本日と来週のピアノ演奏、よろしくお願いいたします。

西川広樹 副会長

・児玉幹事、有り難うございました。

児玉憲之 幹事

・第7回理事会に出席されました皆様、お疲れ様でした。

・本日クラブアッセンブリーです。よろしくお願いします。

稲垣秀樹君

・先週は夫婦・子供そろってインフルエンザにかかってしまいました。ようやく回復しました。

・待望の我が家が完成いたしました。近くにお寄りの際には、是非ともお立ち寄り下さい。

伊藤英毅君

・長女に2人目の子供（男の子）授かりました。これで孫が5人です。一人前の幸せを味わっています。

前田重廣君

・クリーンコミュニケーションin大江＆蟹江川の清掃、多くの会員参加をよろしく。かしの木会より。

後藤 眞君

・本年感謝状贈呈式に於いて、県警本部長より感謝状頂きました。黒川君、山田幹夫君等々、皆様のご尽力のおかげで、新

聞に記事が載りました。

家田安啓君

・伊藤正征君、寒い中、まいりました。負け分はニコボックスへ入れておきました。

中西 巧君

・一昨日の地区新会員研修に参加させて頂きました。日頃よりクラブ内で新会員研修を受けさせて頂いていたので助かりま

した。

後藤袈裟美君

・田中正博君と目と目が合って。素通り出来なくて。

今西邦弘君

・ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

板津和博君

・1月23日の新会員研修セミナーにご参加の皆様、お疲れ様でした。私は途中で帰りました。すみませんでした。

加藤 徹君

、 。 、 。・昨日は極寒の中 蟹江町駅伝に会社から6チーム参加しました 寒い中 最後まで応援いただいた町の皆さんに感謝です

川口信義君

・この冬一番の寒さだが、列島は琴奨菊の一番で燃えましたね。

黒野晃太郎君

・寒い、寒い、寒い。

水野 眞君

・ニコニコの励ましをいただいて、今年もニコニコに努めます。有り難うございました。

水谷安紀君

・寒いなも！

大西晃弘君

・昨日の朝、ベトナム出張から戻ってまいりました。気温差で身体がボロボロです。

酒井和雄君

・ニコボックスの皆さん、ご苦労さんです。

田中正博君

・今日は早引きします。よろしく！！



立松絹久君

・とても寒い日になりました。風邪をひかないよう気を付けてください。

山田尊久君

・ニコボックス賞いただき、感激しました。有り難うございました。

吉田 勤君

・今日は雪で社員がスリップ事故を起こしました。皆様もお気をつけ下さい。

投函件数23件 合 計 ６１，０００円


