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”それでこそロータリー”Song
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東海広光 会長President Time

皆さん、こんにちは。今年度の最終例会に当たり、一言

ご挨拶申し上げます。初めに、一年間ご協力をいただきま

した西川副会長、児玉幹事、役員、理事、委員長の方々と

会員の皆様に厚く御礼申し上げます。無事任期を終えるこ

とが出来ました。本当に有り難うございました。

今年度国際ロータリー ラビンドラン会長のテーマは 世、 「

界へのプレゼントになろう」でした。あまRCも大竹敬一国

際奉仕委員長、中西国際奉仕副委員長さんのご尽力で、フ

ィリピン・ケソン市ストリートチルドレンに対する水廻り

の設備建設事業は大変有意義な奉仕活動であったと思いま

す。現地で子どもたちとディスカッションが出来ましたこ

とが強い印象として残り、私の記憶から消えることはあり

ません。また私の今年度のテーマは「ロータリーを学び、

ロータリーを楽しもう」の中で会長挨拶、そして鈴木正徳

RLI実行委員の下、研修会を4回開催いたしまして、若干は

ロータリーの歴史、またロータリーの奉仕などについて学

んでいただけたのではと思います。そして伊藤正征親睦活

動委員長、北島会場委員長の下、センチュリーホールから

観た名古屋港花火大会、秋の家族会で乗った近鉄特急「し

まかぜ」と海女小屋で食べた伊勢海老とアワビは忘れられ

ない美味しさで、素晴らしい思い出となりました。また20

0名を超す皆様にご参加いただきました年末家族会は髙山

クラブ奉仕委員委員長のご尽力で小田純平さんのミニライ

ブコンサートとなり、落ち着いた雰囲気の中で行うことが

出来ました。新春初例会、第47回創立記念例会と大竹和美

初代会長ロータリー歴50年を祝う会など内容の充実した例

、 。会を開くことが出来ましたこと 本当に感謝に堪えません

また私の年度スタートと同時に趣味の会AMA79を立ち上

げていただきまして、カラオケを通じて皆さんと友好を広

めることが出来ました。渡辺ロータリー財団委員長、有り

難うございました。お蔭様で少し上手く歌えるようになっ

たのかなぁと自分なりに思っております。ニコボックスも

本日の92,000円で総額3,400,651円となりました。ニ

コボックス委員会の皆様の、そして会員の皆様、誠に有り

難うございました。

振り返りますと、自分の人生でまだ自分に足らないもの

又自分が学ばなければいけないものが少し見えてきたよう

な気がいたしました。この一年あまRCの会長として学んだ
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ことをこれからの私の人生に、またロータリー活動に生か

していきたいと思います。私も会員の皆様とともに充実し

たロータリーライフを楽しませていただくと同時に、歴史

と伝統に育まれたあまRCの会員であるありがたさを感じた

一年でした。いろいろ至らない点も多々あったかと思いま

すが、ロータリーの友情の中でお許しをいただきますよう

お願い申し上げます。

来週からは篠田正志年度が始まります。次年度の地区ガ

バナー服部良男さんは「真のロータリアンになろう・ロー

タリーを見つめよう」とのことです。また我があまRCから

西尾張分区黒野ガバナー補佐のスタートでございます。来

年2月18日、西尾張分区IM開催に向けました準備委員会も

スタートいたしております。次年度も篠田会長の下、より

実りある素晴らしい年度となりますことを祈念いたしまし

て、私の最後の挨拶とさせていただきます。一年間本当に

ありがとうございました。

児玉憲之 幹事Secretary Report

１ 第1回定例理事会のご案内

日時 7月4日（月）17:00

場所 月の間 名鉄グランドホテル 12F

２ 第1回委員長会議のご案内

日時 7月4日（月）18:00

場所 スカイダイニングG 名鉄グランドホテル12F

３ 福嶋敏雄さん、清水明俊さんが6月30日付けで退会さ

れます。

会長バッジ引き継ぎ

役 員 ・ 理 事 退 任 挨 拶

副会長 西川広樹君

第47代東海年度の理事会メ

ンバーとして務めさせて頂きま

したが、皆様のご協力を頂き無

事務め上げることが出来まし

た。あまRCのDNAに感謝申し

上げます。最後に、大竹和美君

のロータリー歴50年を祝う会にはたくさんの方々にご出席

頂き、有り難うございました。篠田年度も皆様よろしくお

願いいたします。

会計 北野庸夫君

皆様のご協力を得まして、大

過なく役目を終える事が出来ま

した。有り難うございました。

SAA 黒野晃太郎君

例会及び諸会合において、問

題はありませんでした。会員の

皆様のロータリアンに相応しい

対応に感謝。

クラブ奉仕委員長 高山 敏君

会長方針である「充実した例

会の開催 「会員増強と退会防」

止 「出席率100％」を実践す」

べく、理事会と委員会のパイプ

役となり、また13委員会の連

絡・調整を密にし、取りまとめ

役としてこの１年間努めてまいりました。どの委員会の皆

様も東海会長の方針に従い、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。これもひ

とえに皆様のご協力のお陰であり、無事大役を務めること



が出来ました事、感謝申し上げます。１年間ご指導・ご鞭

撻をいただき本当に有難うございました。

親睦活動委員長 伊藤正征君

親睦活動委員会 委員長とし

て、東海年度大変お世話になり

。 、ました 夏の夜間友愛例会から

秋の家族会、年末家族会、新春

例会、あまロータリー創立記念

日、会員の皆様を初めご家族・

お孫さん、沢山方に参加頂きあ

りがとうございました。全ての会、晴天に恵まれ、皆様の

日頃の行いの良さを感じさせて頂き、環境面からのサポー

トとご家族の参加率の高さにより、深い親睦が出来ました

事心より感謝させて頂き、お礼のご挨拶報告とさせて頂き

ます。

職業奉仕委員長 家田安啓君

職業奉仕委員会の活動とし

て、会員の職業紹介の記事を掲

載することを目指しましたが、

消極的に原稿を待っていたた

め、まったく成果を上げること

ができず、反省しています。委

員長個人としては、理念としての職業奉仕を学ぶ機会を与

えていただき、卓話において話ができたことには深く感謝

しています。今後も理念としての職業奉仕に対する理解を

深めたいと思っています。有り難うございました。

社会奉仕委員長 加藤春視君

「 、会長方針 ロータリーを学び

ロータリーを楽しもう」に即し

て、地域社会に役立つ事業に協

力してまいりました。

また、環境保全委員会 吉田委

員長、地域社会委員会 前田委

員長と連携を図り活動を行い地

域の諸団体が行う社会奉仕活動を支援協力致しました。

地区社会奉仕委員会より、環境について卓話を頂戴しま

した。あま市の循環バスのバス停に待合用の設備を設置い

たしました。また、地区社会奉仕委員会では、地区社会奉

仕委員長 鈴村君のご協力で加藤徹君が長年継続されてい

る、蟹江学戸ホタルの会において表彰を戴きました。

1年間皆様方のご指導とご協力を賜り有り難うございまし

た。

青少年奉仕委員長 山田尊久君

青少年の健全育成を目指すロ

ータリーの重要なプログラムに

は、インターアクト、ローター

アクト、RYLA、青少年交換と

いう四つのプログラムがありま

す。今年は、RYLAセミナーに

高校生と一緒に参加し、地区のテーマである「友情と寛容

の輪を拡げよう」について、共に話し合いました。出席し

た高校生から寛容という言葉について自分なりに感じた作

文を送ってくれました。この高校生達が将来のロータリア

ンになってくれる楽しみを味わうことができたのは、私の

ロータリー活動の嬉しくなった瞬間です。いつか、あまロ

ータリークラブが、ホスト役になれるときが来るように、

努力していきたいと思います。

国際奉仕委員長 大竹敬一君

東海会長のリーダーシップ

と、児玉幹事の優しさのおかげ

で、理事として何とか一年過ぎ

ました。国際奉仕委員長として

は、中西副委員長の大活躍で実

現できたフィリピンでの子供た

ちへの支援事業が、心に残る経

。 、験でした 台湾・汐止ロータリークラブとの相互訪問では

会長以下楽しくお互いの友好を深めることができました。

伊藤親睦活動委員長には、特にお世話になりました。ソウ

ルでのRI国際大会には、あまRCより27名のご参加をいた

だき、よい経験をさせていただくとともに、渡辺パスト会

長のお手配で美味しいソウルも満喫できました。皆さん、

本当にありがとうございました。

ロータリー財団委員長 渡辺 均君

この1年間でポール・ハリス・フェロー7名、ベネファク



ター4名、計11名の方にご寄付

を賜り、心より厚くお礼申し上

げます。以前地区のロータリー

財団の恒久基金委員会の委員長

を仰せつかっていた時、他クラ

ブを訪問してお願いしていまし

たので、あまRCにも少しお願

。 、 「 」いをいたします 入会後3年くらいまでには ご寄付 ０

の方は、是非ご遠慮なさらずにご寄付をお願い申し上げま

す。円高になって参りますので「今」でしょ！大勢の方に

ご協力賜り、心より感謝申し上げます。

会長エレクト 篠田正志君

東海会長のロータリーに対す

る熱い思いで、クラブ運営を立

派にされ、東海年度有終の美を

迎える今日、会長始め、役員・

理事・各委員長さん、一年間本

当にご苦労様でした。

私自身、皆様方の温かいご指導

、 。 。のもと 多くを学ぶ事が出来ました 有難うございました

新年度に向け気持ちを新たに努力してまいりますので、

次年度も引き続き、ご支援、ご協力の程よろしくお願い申

し上げます。

副幹事 黒川元則君

東海会長、児玉幹事、そして

役員・理事の皆様一年間本当に

お疲れ様でした。7月6日の初

会に始まり、あまRC創立記念

例会、大竹初代会長RC暦50周

年記念会等、情味のあるメンバ

ーの心遣いで素晴らしい運営を

学ばせて頂きました。副幹事として、この１年得た知識を

活かし、次年度篠田会長をしっかり支えられる様、努めて

まいりたいと思います。１年間ありがとうございました。

直前会長 栗木和夫君

東海会長、役員・理事、各委員長、１年間お疲れ様でし

。 「 、 」た 会長方針 ロータリーを学び ロータリーを楽しもう

を例会あいさつで会員に分かり

やすく説明していただき、有り

難うございます。また、友愛例

会や家族会等、楽しい企画で素

晴らしい年度になったことを嬉

しく思います。次期篠田正志年

度にも心に残るロータリーを期

待し、退任の挨拶とさせていただきます。

幹事 児玉憲之君

私が幹事職を拝命し、皆様に助

けられて１年があっという間に

過ぎました。また、つたない運

営で、会員の皆様や理事・役員

の皆様には大変ご迷惑をおかけ

しましたこと、この紙面をお借

りして、お詫び申し上げます。

在任中には、皆様から多くの大変貴重なアドバイスを頂

戴しましたことに感謝申し上げます。そして、この役職に

就かせていただいたことにより、私は自分が大きく成長で

きたことを実感しております 最後に こんなに素敵な あ。 、 「

まロータリークラブ」に感謝申し上げます。

親睦活動委員会

７月の誕生日のみなさん

会 員 誕生日 夫 人 誕生日

青本 道春 S.23.7.3 前田 純子 S.12.7.4

（ ）大竹 敬一 S.28.7.21 重廣

加藤 春視 S.32.7.20 木下 睦子 S.12.7.26

山本 輝幸 S.32.7.23 北野 宏美 S.19.7.12

藤田 秀樹 S.36.7.24 柏子見すえ子 S.20.7.30

敬称略 紅谷恵美子 S.25.7.16

山本美智子 S.32.7.28

篠田 敦美 S.40.7.8

（耕伸）

山田 葉子 S.41.7.30

（ ）広明

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

・創立記念例会・大竹初代会長ロータリー歴50年を祝う会にご出席の皆様、有り難うございました。

・田中清隆君、先週は体調がすぐれない中、ご出席いただきまして有り難うございました。

・今年度最後のAMA79ご出席の皆様、お疲れ様でした。渡辺君、今回も美味しいもろこ寿司とお弁当、有り難うございま

した。お腹もふくれ、気持ちよくカラオケが出来、楽しい会でした。

・鈴木和彦君、美味しいワインの差し入れを有り難うございました。

・ニコボックス委員会の皆様、予算を大きく上回る活動、本当に有り難うございました。

・あまＲＣ会員の皆様、1年間ご協力有り難うございました。東海丸、無事に着岸できましたことに感謝申し上げます。

西川広樹 副会長

・あまRCの皆さん、有り難うございました。

児玉憲之 幹事

・1年間お世話になりました。充実した1年間でした。あまロータリーに感謝です。

藤田淳士君

・山本君、この度のご昇進、おめでとうございます。

・高校同期会でお世話になります。

渡辺 均君

・東海会長、この1年間、ひたすら真面目に、見事にお務めになりご苦労様でした。

・先日の例会での大竹初代会長ロータリー歴50年の祝いの会に、商工会長として村長と共に、他県に出張する事になり、出

席できなくとても残念でした。良い企画をされました方々に、心より厚くお礼申し上げます。

・ＡＭＡ79ご出席の皆様、ご苦労様でした。食事は失敗しました。ごめんなさい。お許しを！！

山田幸治君

・創立記念例会に欠席しました。夜は運転を止めました。

・今日で43年目が終わります。来期から44年目です。

・これからは拘りのニコボックスです。2014年にアウヤンテプイの映像をNHKが放送しました。昨夜、CBCが世界遺産

で日本人が初めて撮しましたと言いましたが、NHKは5年前から6回も撮影し、放送しています。6回とも録画してあり

ます。アウヤンテプイはベネズエラにあって、行けなかったところです。アウヤンテプイは魔の山です。

後藤袈裟美君

・東海会長、今日で終わりですね。本当にご苦労様でした。楽しい会長卓話が聞けなくなる寂しさを感じます。役員・理事

の皆さん、お疲れさんでした。

・前田君、結構な物をいただき有り難う。

伊藤正征君

・親睦活動委員会委員の皆様、会員・ご家族の皆様、お世話になりました。感謝。

黒川元則君

・東海年度役員・理事の皆様、お疲れ様でした。

黒野晃太郎君

・IM実行委員の皆様、有り難うございました。着々と準備が出来、安心です。

高山 敏君

・東海年度役員・理事、委員長の皆様、1年間お疲れ様でした。

田中正博君

・東海年度、1年大変お世話になり、有り難うございました。勉強させていただきました。

板津和博君

・東海会長、1年間お疲れ様でした。

伊藤英毅君

・本日で独身貴族は終わりです。独居老人になるとはこんな事かと味わいました。

加藤春視君

・この1年間、有り難うございました。



川口信義君

・東海会長、児玉幹事以下役員の皆様、1年間ご苦労様でした。

北島奈穂子君

・ニコボックス委員の皆様、有り難うございました。

栗木和夫君

・東海会長、お疲れ様でした。

宮下忠克君

・役員・理事の皆様、ご苦労様でした。東海年度のご苦労様旅行、気をつけて！

水野 眞君

・本願寺婦人会大会で、2250名音楽法要で唄いました。男性はチラリ、どうしてここに私がいるのかなの感じでした。

中村普一君

・30年ぶりにおさななじみと再会が出来、生きてて良かった。東海会長、児玉幹事、1年間お疲れ様でした。

大竹敬一君

・東海会長はじめ皆さん、1年間有り難うございました。

篠田正志君

・次年度も引き続き今年同様に、会員の皆様方のご指導・ご協力をよろしくお願いいたします。

立松絹久君

・東海年度役員・理事、委員長の皆様、お疲れ様でした。

山田尊久君

・東海年度最後の例会を迎え、充実した1年を過ごせて、とても感謝しています。でも私にとって、大変な1年でもありまし

た。

横井久雄君

・役員・理事、委員長の皆様、1年間有り難うございました。

退任の役員・理事の皆様より

投函件数26件 合 計 ９２，０００円


