
２０１７年６月２６日（晴れ） 第３週 第２１９８回例会

Song ”それでこそロータリー”

Attendance

会員 ８１名 欠席 １４名 出席率 ７９．４１％

President Time 篠田正志 会長

皆さん、こんにちは。本年度最後の挨拶になってしまい

ました。淋しい気持ち半分・ホッとする気持ち半分、そし

て一年間やりきらせて頂いた感謝の気持、このあまロータ

リークラブの会長をやらせて頂いたことは、私にとって、

本当に誇りであり、喜びでありました。神戸パスト会長の

訃報という深い悲しみからスタートした本年度ですが、「み

んなで造ろう 心に残るロータリー」というテーマのもと、

一年間駆け抜けてまいりました。私を全面的に支えてくれ

た黒川幹事、また理事・役員、各委員長の皆様、そして会

員の皆様の暖かいご支援・ご協力によって、クラブ運営も

順調に進めることができました。本当に有り難うございま

した。例会出席は、ロータリアンの義務でもあり、権利で

もあります。山本会場委員長始め、委員会の皆様の格式あ

るスムーズな例会運営を行って頂き、大変有難うございま

した。また例会時には、ニコボックスに沢山のご投函を頂

きました。伊藤正征委員長始め委員会の皆様、そして会員

の皆様のご支援、誠に有り難うございました。また親睦活

動を始めとする諸行事、中でも秋・春・年末の家族会には、

沢山の会員・ご家族の皆様にご参加頂き、楽しんで頂けた

ものと思っております。大西親睦活動委員長始め、委員会

の皆様のご尽力の賜物と感謝申し上げます。中西国際奉仕

委員長始め委員会の皆様方には、財団地区補助金を活用し

て、モンゴル国の砂漠化対策支援事業、汐止RC35周年・

フレーRC15周年の記念事業、そしてアトランタでの国際

大会と、海外での奉仕活動、多くの大会でお世話になりま

した。その他各委員長始め委員会の皆様方には、地域内で

の奉仕活動や、クラブの組織運営になくてはならない所で、

積極的に責任を持って活動を行って頂きました。心より厚

く御礼申し上げます。

最後になりましたが、我があまクラブの興隆と皆様の発

展とご健勝、そして次期立松年度が、充実した素晴らしい

年度になりますようお祈り申し上げ、私の最後の挨拶とさ

せて頂きます。本当に一年間有り難うございました。

Today ７月 ３日（第２１９９回）

担当 立松絹久 会長

演題 新年度発会

新役員・理事挨拶

Next Week ７月１０日（第２２００回）

担当 立松絹久 会長

演題 クラブアッセンブリー

新年度事業計画



Secretary Report 黒川元則 幹事

１ 第1回定例理事会のご案内

日時 7月3日（月）17:30

場所 涵梅舫

２ 第1回委員長会議のご案内

日時 7月3日（月）18:00

場所 涵梅舫

※委員長欠席の方は、必ず副委員長にご依頼下さい。

氏 名 三木 勝也
み き か つ や

生 年 月 日 昭和３４年１月２日

事 業 所 名 日本生命（互）支配人支社長

同 上 英 文 Nippon Life Insurance

Company

所 在 地 〒460-0003

中区錦2-14-21 円山ニッセイビ

ル16F

ＴＥＬ ０５２－222-9302

ＦＡＸ ０５２－201-0805

職 業 分 類 生命保険

ス ポ ン サ ー 後藤袈裟美

所 属 委 員 会 会場

最 終 学 歴 立命館大学 経営学部卒

趣 味 オートバイ（ツーリング）

結 婚 記 念 日 ５月１２日

氏 名 中澤 浩一
なかざわ こういち

生 年 月 日 昭和３４年８月１２日

事 業 所 名 大池建工（株）

同 上 英 文 Ooike Kenko.

所 在 地 〒462-0837

北区大杉2-7-15

ＴＥＬ ０５２－９１２－６１８１

ＦＡＸ ０５２－９１２－６１８４

職 業 分 類 防水工事業

ス ポ ン サ ー 板津和博、高山 敏

所 属 委 員 会 ニコボックス

最 終 学 歴 愛知工業大学 工学部機械工学部

趣 味 ゴルフ、スキー

結 婚 記 念 日 ５月３日

篠田正志会長から立松時期へ会長バッジ引き継ぎ



ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

篠田正志 会長

1年間大変お世話になり、有り難うございました。心

より感謝申し上げます。

次期立松年度のご活躍をお祈りいたします。

本日は役員・理事退任挨拶です。よろしくお願いしま

す。

三木勝也君、中澤浩一君、入会おめでとう。

横井久雄 副会長

篠田正志年度、最終例会です。役員・理事、各委員長

さん、お疲れ様でした。

三木勝也君、中澤浩一君、入会おめでとうございます。

心より歓迎いたします。

黒川元則 幹事

役員・理事、会員の皆様、篠田正志年度、色々お世話

になり、有り難うございました。

篠田正志年度取り切りゴルフ参加の皆さん、お疲れ様

でした。懇親会参加の皆さん、有り難うございました。

板津和博君

本日、例会欠席します。

黒野晃太郎君

ガバナー補佐の務め、無事完了。会員の皆様に感謝。

北島奈穂子君

1年間大変お世話になりました。有り難うございます。

大西晃弘君

親睦活動委員長として、最後の例会です。1年間本当

に有り難うございました。

後藤雅光君

本日休みます。

6月5日の卓話、青本君有り難うございました。介護の

事、大変よくわかりました。

伊藤正征君

会長・理事・役員の皆様、無事着岸おめでとうござい

ます。ニコボックス委員長として、まだまだ力不足を

感じての1年となりました。これからのロータリー活

動に生かせれるよう頑張りますので、これからもよろ

しくお願いします。

あまRC篠田正志年度ゴルフ部会取り切り戦、晴天に

恵まれお疲れ様でした。優勝は東海君。篠田正志会長

からの会長賞は、8位の私、伊藤正征が頂くこととな

り、心より感謝いたします。

ゴルフ部会4期務められました西川会長、大変お疲れ

様でした。親睦ゴルフ道を通して、今後ともご指導の

程、よろしくお願いいたします。次期は高山会長とな

りますので、会員の皆様には1人でも多くの参加の程、

よろしくお願いいたします。

高山 敏君

中澤君、三木君、入会おめでとうございます。

立松絹久君

篠田正志会長はじめ役員・理事の皆様、お疲れ様でし

た。来週から次年度がはじまります。皆様のお力添え

をお願いします。

前田重廣君

篠田正志年度の皆様、大変お疲れ様でした。

中西 巧君

禁煙生活が1ヶ月続きました。まだ禁断症状が出ます

ので、ストレスをかけないでお願いします。

東海広光君

篠田正志年度ゴールインおめでとうございます。役員

・理事の皆様、お疲れ様でした。暫くゆっくりしてく

ださい。

ゴルフ部例会で、久し振りに優勝いたしました。同伴

の中島君、家田君、清水君、有り難うございました。

山田幸治君

映像の入ったハードディスクを、どなたにお貸しした

のか忘れました。借りた方はお申し出下さい。

ソニーで5年以上習った映像編集のテクニックを無料

でお教えしますと、ニコボックスに書きましたが、申

し出がありません。もし、よろしければと思い、もう

一度書きました。

紅谷幸政君

篠田正志会長、役員・理事の皆様、1年間お疲れ様で

した。

後藤袈裟美君

日本生命の三木君をお迎えして。

今西邦弘君

篠田正志年度、1年間お疲れ様でした。



伊藤英毅君

昨日、小唄の発表会無事に終わりました。終われば何

事も総べてよしです。

川口信義君

篠田正志会長以下役員の皆様並びに各委員長、1年間

ご苦労様でした。

児玉憲之君

篠田丸の無事帰港、おめでとうございます。楽しい1

年間でした。

栗木和夫君

篠田正志会長、お疲れ様でした。寂しいですね！

水野 眞君

今年度有り難う。次年度もよろしく。宮下君の苦言を

体して。

酒井和雄君

合唱祭、伊藤英毅君、お世話になりました。

清水栄達君

6月22日あまRCゴルフ部会に参加させて頂き、有り

難うございました。

田邊正紀君

1年間有り難うございました。

山本輝幸君

会場委員として1年間有り難うございました。皆さん

に感謝。

次期親睦活動委員会より

ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

退任の役員・理事の皆様より

合 計 １２９，０００円

役 員 ・ 理 事 退 任 挨 拶

副会長 横井久雄君

篠田正志年度役員・理事、

各委員長さん、1年間ご苦労

様でした。また会員の皆様の

ご協力有り難うございまし

た。1年間をまとめたバック

グラウンドDVDを見ると、

盛りだくさんの行事が実施され、会長方針「みんなで造ろ

う 心に残るロータリー」は確実に実行されました。私も

1年間楽しくすごさせて頂きました。本当に有り難うござ

いました。

会計 水谷安紀君

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。有難うございまし

た。

SAA 岩島裕芳君

私、SAAと致しましては、

一度でもいいですから、どな

たかに「例会の秩序を乱す行

為に対する警告と退場命令」

を出したかったのですが、残

念ながら、叶いませんでした。

皆様のご協力に感謝致します。

会長エレクト 立松絹久君

1年間篠田会長の元、いろ

いろと勉強させていただいて

きたつもりではいますが、ま

だまだ自分の無力さを感じて

います。49代会長としてあ

まクラブの伝統と歴史を継承

し50代に向けてさらに素晴らしいクラブにすることが出来

るよう頑張らせていただきたいと思います。皆様のご指導、

ご鞭撻をさらにお願い致します。

直前会長 東海広光君

篠田年度快走でのゴールイン

おめでとうございます。

役員理事の皆様お疲れ様でし

た。篠田会長、黒川幹事

のコンビネーションが素晴ら

しかったと思います。



一年間本当にありがとうございました。

クラブ奉仕委員長 栗木和夫君

13委員会の運営につきま

しては会員の皆様の心温まる

ご協力、ご指導をいただき大

変感謝申し上げます。会長の

クラブに対する熱い思いが伝

わり、一生懸命頑張った結果、

今日という素晴らしい日を迎えることができました。あり

がとうございました。

親睦活動委員長 大西晃弘君

今年度の親睦活動委員会

は、①できるだけ多くの会員

とそのご家族の皆様が気軽に

参加できる、手作り感の溢れ

る企画を行う事。②受付時の

元気な挨拶。この２つを大切

なテーマとして進めてまいりました。①につきましては秋

の家族会、年末家族会、春の家族会と大変多くの皆様にご

参加いただく事ができました。②につきましては1年間、

私たちなりに元気な挨拶を行う事ができたのではないかと

感じております。会員の皆様のご支援、ご協力に心より感

謝申し上げます。1年間本当にありがとうございました。

職業奉仕委員長 加藤 徹君

篠田正志年度、ロータリー

の基本とされる職業奉仕委員

会を担当させていただきまし

た。例会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

学を企画したところ、お忙しい中にもかかわらずたいへん

多数の参加をいただいただけではなく、積極的な質問も含

め熱心に障碍者の働きぶりを見学いただくなど、あまロー

タリアンの意識の高さを感じさせていただくことができま

した。ありがとうございました。もう一つのお役目であり

ましたマイロータリーの啓蒙に関してはなかなか皆様への

ご案内を上手にすることができませんでした。次年度に申

し送らせていただきたいと思います。

社会奉仕委員長 稲垣秀樹君

環境保全委員会、地域社会

委員会と連携を取り、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いたし

ました。

1月29日 あま市美和か

しの木会の清掃活動に、十数

名のあまロータリークラブ会員が参加し、美和高校の生徒

達や各団体の皆さんと一緒に「大江＆蟹江川クリーンコミ

ュニケーション」を図りました。

5月11日 大治町いききき花クラブに10万円を贈呈さ

せていただきました。

5月19日 あま地区心身障害児者保護者連合会に8万円

を贈呈させていただきました。

6月5日 蟹江町学戸ホタルの会に10万円を贈呈させて

いただきました。

1年間の活動を振り返ってみますと、防災関係への取り

組みができていない点が反省点ですが、1年間、皆様のご

協力をいただきまして務めさせていただきましたことに感

謝いたします。どうも有り難うございました。

青少年奉仕委員長 後藤 眞君

委員会活動が出来ましたこ

とは、会員各位のご理解・ご

協力の賜物と厚くお礼申し上

げます。今年の活動をいたし

ましては、年初に発表した活

動方針に従い現場に出向き、

担当者と打合せ、見直す点は

見直し、より活動を時代に即し、また明日に繋がるよう活

動して参りました。その中でも、大地震等大災害時におけ

る、愛知県の医療班責任者の方の卓話、あるいは日常にお

ける救急センター現場の方の卓話でした。特筆すべきは、

豊ヶ岡学園次長東別府先生に、少年の更生における卓話を

お願いできたことと思います。



国際奉仕委員長 中西 巧君

篠田正志年度・国際奉仕委

員長の中西でございます。2

016年3月に地区補助金申請

を開始し、同年5月にモンゴ

ル砂漠化防止対策地区補助金

事業現場の事前見学。同年9

月に同事業引渡し、2017年

4月には台湾・汐止RC創立35周年記念式典。5月にモンゴ

ル・フレーRC創立15周年記念式典。6月にはアトランタ

国際大会出席。15ヶ月の業務を無事終了させて頂く事がで

きました。本年度はイベントが多く、5度も海外へ出させ

て頂きました。その度に皆様から御協力を頂き、若輩者の

国際奉仕委員長として大変助かりました。改めて感謝申し

上げます。

次年度は更に若き国際奉仕委員長が活躍を予定しており

ます。本年度同様御協力賜りますよう宜しくお願い申し上

げます。

ロータリー財団委員長 紅谷幸政君

本年度も前年度同様に、多

数の会員の寄付を頂きまし

た。皆様のご協力に感謝しま

す。またロータリー財団の役

割を、より理解頂くために、

11月のロータリー月間にお

きまして、地区のポリオプラ

ス委員長をお招きして「ロータリー財団100周年を迎えて」

をテーマに、クラブフォーラムを開催しました。

副幹事 田邊正紀君

黒川幹事の下、１年間修行

させていただきました。細か

な気配りの大切さ、根回しの

大切さを実感させられた１年

でした。来年度は、いよいよ

幹事として、立松年度を盛り

上げていかなければなりません。大胆な中にも細やかさを

忘れずに来年度１年間走り抜けたいと思います。

幹事 黒川元則君

役員・理事、各委員長さん

を始め会員の皆様にはこの一

年、公私に渡りご協力ご指導

を頂き、本年度幹事の重責を

務めさせて頂く事が出来まし

た事を、心より御礼申し上げ

ます。篠田会長方針「みんな

で造ろう・心に残るロ－タリ－」の基、色々な経験や勉強

する事が出来、ロータリーライフの中で得難い一年であり

ました。これからも新たな気持ちで頑張って行きたいと思

っております。最後に、幹事に指名して頂いた篠田会長に

お礼を申し上げ、退任の挨拶とさせて頂きます。

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 7.4

大竹 敬一 S.28.7.21 （重廣）

加藤 春視 S.32.7.20 木下 睦子 7.26

山本 輝幸 S.32.7.23 北野 宏美 7.12

敬称略 柏子見すえ子 7.30

紅谷恵美子 7.16

山本美智子 7.28

篠田 敦美 7.8

（耕伸）

山田 葉子 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


