
２０１７年１月３０日（晴れ） 第３週 第２１８０回例会

Song ”それでこそロータリー”

Attendance

会員 ７７名 欠席 １２名 出席率 ８１．８１％

President Time 篠田正志 会長

皆さん、こんにちは。2月5日は「プロ野球の日」という

ことをご存じでしょうか。1936年のこの日、日本初の本

格的全国規模によるスポーツリーグ「日本職業野球連盟」

が結成されました。結成時の加盟チームは 東京巨人軍（現

読売ジャイアンツ）・大阪タイガース（現阪神タイガース）

・大東京軍（後の松竹ロビンス。大洋ホエールズと合併し

現在は横浜ベイスターズ）・名古屋軍（現中日ドラゴンズ）

・阪急（後の阪急ブレーブス。オリックスブルーウェーブ

を経て現在はオリックスバファローズ）・東京セネタース

（後に解散）・名古屋金鯱軍（後に解散）の7チームでした。

懐かしい名前が並びます。もちろん当時はラジオで楽しむ

もので、初の中継は名古屋中央放送局による鳴海球場（19

58年閉場）で行われた東京巨人軍対名古屋金鯱軍戦でした。

ちなみに初の全国中継は「日本職業野球連盟結成記念大会」

で、ものすごい盛り上がりを見せたそうです。太平洋戦争

の戦局悪化から「日本報国会」と改めたのが1944年、当

時は英語使用の徹底的な自主規制があり、大阪タイガース

は「阪神軍」・ストライクは「よし１本」・アウトは「引け」

というように、球団名・ロゴ・用語などすべてが日本語に

改められました。その後のプロ野球は再編問題を経て２リ

ーグ制となり、リーグ間・球団間の利害を調整する機関と

して現在の「日本野球機構」が設立されました。2017年

のプロ野球は、2月25日からオープン戦が始まり、3月7

日～16日東京ドームにて「WORLD BASEBALL CLAS

SIC」（20日～22日アメリカ・ドジャースタジアムにて決

勝ラウンド）、3月31日セントラルリーグ・パシフィック

リーグ開幕と続きます。侍ジャパンの活躍も楽しみですが、

球団創設80周年記念イヤーにも関わらず、残念な結果とな

ってしまった昨年の雪辱を果たし、今年こそ中日ドラゴン

ズにがんばってもらいと思います。

Secretary Report 黒川元則 幹事

１ 黒川元則君に第2回米山功労者感謝状が参りました。

Today ２月 ６日（第２１８１回）

担当 後藤 眞 プログラム委員長

演題 卓話「若者のエネルギーを育てる

～自己能力の発揮の工夫～」

稲沢東高等学校 校長 高木善則氏

Next Week ２月１３日（第２１８２回）

担当 後藤 眞 プログラム委員長

演題 卓話

JA愛知厚生連海南病院

看護課長 桂川 純子さん



２ 第8回定例理事会のご案内

日時 2月6日（月）18:00

場所 元海

氏 名 清水 栄達
し み ず えいたつ

生 年 月 日 昭和３９年２月８日

事 業 所 名 栄屋食品（株）

同 上 英 文 Sakaeya Syokuhin

所 在 地 〒490-1114

あま市下萱津坪井９

ＴＥＬ ０５２－４４２－１６１８

ＦＡＸ ０５２－４４４－４４１１

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

篠田正志 会長

本日は、各委員会の中間報告です。委員長の皆様、よ

ろしくお願いします。

清水栄達君、入会おめでとう。

クリーンコミュニケーションin大江＆蟹江川の清掃活

動に、大勢の皆様にご参加頂き、有り難うございまし

た。

横井久雄君

清水栄達君、入会おめでとうございます。心より歓迎

します。

クラブアッセンブリー、各委員長さん、よろしくお願

いします。

黒川元則 幹事

本日クラブアッセンブリーで報告される皆様、よろし

くお願いいたします。

黒野晃太郎君

遅ればせながら、明けましておめでとうございます。

小生、本日が今年初例会です。

IMが近づいてきました。会員の皆様、よろしくお願い

します。

前田重廣君

かしの木会活動にご参加有り難う。

ニコボックスの皆様、残り5ヶ月です。頑張りましょ

う。

山田幸治君

皆様、久し振りです。ハワイとハワイ4島クルーズに

行って来ました。約2週間です。

高山 敏君

清水君、入会おめでとうございます。

本日、IMについて説明とお願いをさせて頂きます。当

日、ご協力をお願いいたします。

栗木和夫君

インフルエンザに注意！孫4人全滅。

中西 巧君

次女の中学受験が昨日終わりました。あとは吉報を待

つだけです。



山田尊久君

昨日の大江＆蟹江川の清掃活動にご参加、有り難うご

ざいました。川沿いを歩く気持ちの良さを実感しまし

た。

後藤 眞君

本日バースディ祝ジューサー頂きました。

家田安啓君

あけましておめでとうございます。旧暦です。

今西邦弘君

今年に入って初のホームクラブ参加です。今年もよろ

しくお願いいたします。

伊藤英毅君

本日、お正月だそうです。本年もよろしく。

岩島裕芳君

会長・幹事、有り難うございました。

川口信義君

ニコボックスの皆様、後半も頑張って下さい。

北島奈穂子君

青本君、先日は有り難うございました。

児玉憲之君

ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

水野 眞君

渡邊工務店の大看板に温度計がついて、毎朝楽しみで

す。計温と体感の温度差を、体調の目標にしています。

水谷安紀君

ニコボックスの皆様、何時も有り難う。

西川広樹君

ニコボックスの皆さん、ご苦労様です。

清水栄達君

本日からあまRCに入会させて頂きます。よろしくお

願いします。

田中正博君

ニコボックスの皆様、何時もご苦労様。

上田博行君

大竹和美君、50周年記念品、有り難うございました。

合 計 ６３，０００円

ク ラ ブ ア ッ セ ン ブ リ ー

会計 水谷安紀君

上半期、色々な行事があり

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。下半

期も予定通り遂行されるもの

と思います。

職業奉仕委員長 加藤 徹君

ロータリーの基本とされる

職業奉仕は「全ての仕事は社

会に役立つこと、貢献するこ

とにつながっている。」とい

う考え方に基づいています。

職業奉仕の精神が伝わる事業

所として障がい者就業支援施

設である「わっぱ共生・共働センター」への職場見学を計

画しております。またマイロータリーの啓蒙も引き続き行

ってまいります。

社会奉仕委員長 稲垣秀樹君

昨年10月28日、2760地

区社会奉仕委員長会議が開催

されました。今回は、県環境

部の職員を講師としてお招き

し、企業・団体等を巻き込ん

だ県内の環境保全活動の紹介

がありました。また、熊本の

震災からまだ月日が経っていない状況でもありましたので、

愛知県防災局防災危機管理課より行使をお招きし、愛知県

の防災に関する状況をお聞きしました。1月28日、美和か

しの木会クリーン運動に参加いたしました。環境保全・地

域社会両委員会が行う奉仕活動に協力して推進していきた

いと考えております。



環境保全院長 山田尊久君

上半期は、第一回地区内ク

ラブ社会奉仕委員長会議に出

席。名古屋錦RC石井弘子パ

スト会長より名古屋地区25R

C社会奉仕についてのユニー

クな取組みに感心しました。

下半期は、大江＆蟹江川の清

掃運動に参加。四月下旬のあま市ゴミゼロ運動への参加。

いきいき花クラブ、ホタル育成活動への支援、環境学習を

通して、自然との触れ合いの大切さをアピールしたいと考

えています。

地域社会委員長 神田康史君

地域社会委員会は、地域社

会と密接な関係を構築しなが

ら、ロータリー活動を地域に

啓蒙していくことを趣旨とし

ている。クラブ地域内の高齢

者・障害者等社会的弱者に働

きかけたり、公共施設の援助

等を通じて様々な形で良好な評価を受けるように啓蒙活動

を展開していきたい。

１．クラブ地域内の高齢者・障害者の施設又は団体に働き

かけ、積極的に支援する。

前半は前任者よりの事務引継はあるものの、平成29年1

月29日の地域清掃活動（あま市美和町）に参加した以外、

活動実績は無し。後半は、防災に係る啓蒙や身障者施設へ

の訪問・寄付等計画を準備中。

２．地域の社会問題（防犯・環境等）に取組み、また地震

等の災害に対する意識をより深める事業を推進するた

め、上記の防災に係る啓発資料を収集中である。

社会奉仕委員会や環境保全委員会との協力のもと地域の

社会問題（防犯・環境問題）に継続的に取り組んでいきた

い。

３．その他、継続して地域と関わりの持てる事業も推進し

ていきたい。

青少年奉仕委員長 後藤 眞君

上半期活動の報告を致しま

す。今年度は、賛助をしてい

ます団体等の会長、責任者の

方々に直接お会いし、何故、

何のために、賛助をし活動を

応援するご縁が出来たか、お

話をお聞きし、話し合い、お

互いに理解し、時代に合った賛助金を決め、日時を合わせ

お渡しすることにいたしました。その際に、板津会報委員

長にも協力して戴き、賛助金を会長・責任者の方々にお渡

した際の写真を撮り、会の賛助金に対する考え、会の活動

コメントを戴き、会員各位に委員会の活動をご理解をして

頂けるよう、会報に載せてきました。下半期も、会員各位

のご協力、ご意見を賜り活動していきたいと思います。

国際奉仕委員長 中西 巧君

国際奉仕委員会では、地区

補助金事業を上半期に実施し

ました。モンゴル国砂漠化防

止対策事業を実施し9月には

引渡式を終えています。

下半期には

１．4月汐止RC創立35周年

記念式典

２．5月フレーRC創立15周年記念式典

３．アトランタ国際会議

とイベントが目白押しです。滞りなく遂行して参ります。

ロータリー財団委員長 紅谷幸政君

上半期は11月21日例会に

おいて、地区ポリオプラス委

員会、加藤浩一委員長をお迎

えして「ロータリー財団100

周年を迎えて」をテーマにフ

ォーラムを行いました。また

現在までに7人の方々より財

団への寄付を頂きました。下半期も引き続きご協力、よろ

しくお願いいたします。



米山奨学委員長 上田博行君

今年度も沢山のご寄付を賜

り、有り難うございます。今

日現在、7名の方に米山功労

者になっていただき、感謝申

し上げます。ガバナーズレタ

ー1月号に、奨学生グエン・

シン・コン君の年賀状のデザ

インが掲載されています。奨学生としても活躍されており

ます。また、3月6日にシン・コン君の例会卓話、3月7日

に送迎会の予定をしております。是非皆様の出席参加をよ

ろしくお願いいたします。

クラブ奉仕委員長 栗木和夫君

篠田正志会長方針を、13

委員会の委員長及び委員の皆

様が理解をしていただき、成

果が上がっていると思いま

す。特に「会員相互の親睦と

世代間の交流促進」はうまく

いっていると思います。又下

半期は会長が事あるごとに申されている様に、あまクラブ

創立50周年に、会員100名を目指している為、会員増強

を強化しますので、各会員の皆様、先ず1名を紹介してい

ただきますようお願い申し上げます。特に理事・役員の方

は早急にお願いします。

出席委員長 北島奈穂子君

出席率100％とホームク

ラブへの出席率向上を目指し

スタート致しました。お陰様

をもちまして、現在まで10

0％となっております。ITで

のメイキャップが不慣れな方

は、遠慮なくご相談ください。

また、ホームクラブへの出席に関し、上半期御見かけする

ことが少ない方にはお電話にてご案内等させて頂きました。

連絡できるように導いて下さった先輩方に、この場を借り

御礼申し上げます。下半期も引き続き行動して参りますの

で皆さまのご協力とご指導を賜ります様お願い申し上げま

す。

職業分類委員長 北野庸夫君

今年度上半期には前田由幸

君が入会されました。職業分

類は不動産管理でありまし

た。新会員の入会における職

業分類の枠は大幅に緩和され

ておりますので、下半期も沢

山の会員の入会を期待してお

ります

会員選考副委員長 伊藤英毅君

この一月で半期も過ぎて、

ちょうど折り返し地点です。

素晴らしいロータリアンでし

た鈴木正徳君を失って、急遽

代役を仰せつかりました。そ

して、今期2名の方を選考さ

せていただきました。その後、

お二人とも積極的に活動されて見えるご様子なので、その

役目を果たしていると感じております。でも、会長の目標

はまだ6名の方を掲げて見えますので皆様に一層にお力添

えをよろしくお願いいたします。

会員増強委員長 西川広樹君

会員の皆様、会員増強にご

協力、よろしくお願いします。

ロータリー情報委員長 高山 敏君

ロータリー情報委員長の髙山です。上半期は主に入会3

年未満の会員のオリエンテーションを初め、中堅会員そし

て古い会員でも参加しやすいオリエンテーションを8月、

そして12月に開催しましたが、私の力不足で参加者が思っ

たより少なく反省をしております。後半は一人でも多くの



会員が参加して頂くように努

力をいたします。また新会員

の方には親睦と友情を深める

意味での、趣味の会への参加

の呼びかけや、時にはお酒を

飲みながら親睦を図り、人と

して友情を深める意味でのプ

ログラムも引き続き実施いたします。以上のことを実施す

ために皆さんのご協力を賜りますよう、宜しくお願いいた

します。

会報委員長 板津和博君

あまRCの魅力がクラブ内

外に伝わる会報作りを目指し

てきました。家族会など全員

のお顔が掲載出来たことは成

果だと思います。今後の課題

として、あまRCらしい例会

場の雰囲気が伝わる会報作り

に努め、誤字脱字の校正ミスを無くし、より正確かつ見や

すい会報作りに努めます。今後とも皆様のご指導とご協力

よろしくお願い致します。

親睦活動委員長 大西晃弘君

今年度の親睦活動委員会の

活動報告をいたします。

１．誕生日のお祝いとして、

男性にはミニボトルブレンダ

ー（コンパクトジューサー）

を、女性にはアレンジフラワ

ーをお届けしています。

２．10月15日には秋の家族会として、「京都保津川下りと

京懐石・太秦映画村ツアー」を実施いたしました。天

候にも恵まれ、ゲストを含め68名の方にご参加いただ

きました。

３．12月17日には年末家族会を実施いたしました。あま

り華美にならず、手作り感が溢れる家族会をコンセプ

トに企画いたしましたが、こちらはゲストを含め185

名という大変沢山の方にご参加頂きました。

４．新春夜間例会は少し趣を変えて名鉄ニューグランドホ

テルにて実施いたしました。

５．還暦・古希・米寿等の記念撮影、年男・年女放談も例

年通り実施いたしました。

この後は3月25日に春の家族会が控えています。現在、

お申し込みを受け付けておりますが、是非多くの会員とご

家族の皆様にご参加いただきたいと思います。残り5ヶ月

間、親睦活動委員会の活動にご協力いただきますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。

ニコボックス委員長 伊藤正征君

篠田年度ニコボックス委員

長の伊藤正征です。日頃より

沢山のご投函ありがとうござ

います。上半期の報告させて

頂きます。

目標 300万

例会20回

ニコボックス 19日

上期 合計 \1,008,400-

平均 19日 1回 約53,000-

目標達成率約50％目標よりも少ない結果となりました。

なぜ、少ないかと数値的に思い当たる所を調べて見ました。

まず 役員・理事 15名。役員・理事上半期合計\380,0

00- 多い少ないは申しません。役員・理事の投函回数15

名×19回=285回中／145回となっております。多い少な

いは、申しません。上期の報告です。

続いて投函数について。会員の投函数 合計423名。例会

の平均投函数 25名。

0回の方 19名

0～5回 28名

6～10回 10名

11～19回 13名

投函回数・投函人数ともに減少と思えるので、皆さま、ニ

コボックス内容は必ずウイークリーに掲載し、笑顔温まる

暖かい内容から日頃のお礼等となっております。目標金額

の達成もある意味、お金は正直ですか?それよりも投稿回

数の減少に歯止めをかけたいと思いますので、役員の皆様

から率先垂範をお願いし、報告とかえさせて頂きます。



雑誌委員長 臼井幹裕君

代読 栗木和夫君

雑誌委員会では、「ロータリーの友」から有用な記事をご

紹介することを考えていますが、十分な務めが果たせずご

免なさい。まずは「友」6頁の定番記事「ロータリーとは」

をお読み願います。また、毎月冒頭にジョン・F・ジャー

ムRI会長メッセージが掲載されています。ウェブサイト（w

ww.rotary-no-tomo.jp）でもご覧できます。よろしくお

願いします。

プログラム委員長 後藤雅光君

会長方針の「みんなで造ろ

う、心に残るロータリー」を

テーマに、各委員会との協調

に努力して行きます。前期は

皆さんのご協力により無事済

みました。後期もよろしくお

願いします。

広報委員長 青本道春君

１．6月30日、中日新聞朝

刊で、あまロータリークラブ

新役員を広報。

２．あまロータリークラブ全

員で広報する目的にジャンバ

ーを作成。

・10月22日 久屋大通

公園のワールドフード＋ふれ愛フェスタにて全員着用し、

全員で広報活動する。

・蟹江川クリーン作戦（地域の清掃）で、ロータリー

ジャケットを着、地域社会活動を実行する。その様

子をクローバーテレビで放映し広報活動する。

２．地域ラジオ（FM773）であまロータリーをPR。

下半期予定

１、記録も兼ね年間行事のDVD作成

会場委員長 山本輝幸君

会場委員長の山本でございます。会場委員会は、年度当

初に掲げた3つの指針に基づいて委員会全体で取り組んで

参りましたが、些か委員長の情報不足と準備不足でご迷惑

をおかけすることが多々あり

ました。未だ半分ではござい

ます。今後は会場がどこで例

会が実施されようが、前半の

反省に立って、少しでも会員

の皆様や他の委員会の思いを

取り入れた例会運営が出来る

よう精進してまいります。今後も皆様の温かいご理解とご

協力宜しくお願い致します。

≪年度初めの指針≫

１．会員各位が意見を交わし親交を深める場とする。ロー

タリーの仲間が活発に意見を交換できる時間と空間の

提供。

２．ビジターやゲストに優しく気品を持った例会運営を行

っていく。参加したすべての方に喜んで頂ける場にし

たい。

３．「一つ一つの例会を大切に」

心に残るロータリーとして盛り上げていく

以上、会長の活動方針「みんなで造ろう 心に残るロータ

リー」を会の運営として、実践サポートしてまいる所存で

あります。よろしくお力をお貸しください！

保健委員長 藤田淳士君

本委員会は、会員及びその

家族並びに従業員の健康を維

持し、クラブの発展に寄与す

る目的で発足した。

１．日常の健康を守るための

健康卓話を年2回企画。特に

「予防医学」に重点を置

く。

２．歯科医による「口腔衛生」を中心に、「8020運動」を

推進し、結構寿命の更なる延長に寄与する。

３．例会日は勿論、随時申し出があれば相談に応じる。



例会日 クラブ名 場 所

2/7（火） 名古屋名東 国際ホテル

名古屋千種 名古屋東急ホテル

名古屋錦 名古屋ガーデンパレス

2/8（水） 名古屋和合 ウェスティンナゴヤキャッスル

名古屋アイリス グランコート名古屋

2/10（金） 名古屋北 名古屋東急ホテル

2/13（月） 名古屋東 休会

名古屋昭和 名古屋東急ホテル

ロ シ ア 紀 行 ８

山田幸治君

スパソ・エフフィミエフ修道院です。なかに入ると、金

色の葱坊主を中心に緑の葱坊主が３個あるスパソ・エフフ

ィミエフ聖堂です。

右手にはベルコンサートが行われる３階建ての建物があ

ります。その建物の正面に廻るとベルが沢山吊ってある鐘

楼が見えます。ベルコンサートにはまだ時間があるので近

隣を歩いて見ました。

広い草原には木造の教会があります。紺色に金色の星が

ついている葱坊主の教会もあります。木造建築博物館や遠

方には名称不明の寺院が見えます。

木造建築の協会

木造建築博物館

遠方にも教会や寺院が見える


